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（午前１０時００分）

○河村義憲議会事務局長　それでは、ただいまより予算審査特別委員会を開会いたします。

　　初めに、渡部委員長よりごあいさつを申し上げます。

○委員長（渡部信一委員長）　おはようございます。

　　このたび、平成24 年度各会計予算の審議に当たり、予算審査特別委員会の委員長を

務めさせていただきます。皆さんの協力によりスムーズな審議を進めていきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

　　審議に当たりましてお願い申し上げます。質疑に当たっては、会議規則及び議会運用

例に基づき、議題外にわたらないように、かつ簡潔に質疑されるようお願いいたします。

質疑の過程で微妙な部分もあろうかと存じますが、ご協力をお願いいたします。

　　それでは、ただいまより予算審査特別委員会を開会いたします。

　　初めに、本日の本委員会の傍聴の取り扱いについてご協議いたします。

　　お諮りいたします。

　　委員会条例第17 条の規定により、本日の委員会傍聴の申し出がある場合は、これを

許可すること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）

○委員長（渡部信一委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本日の委員会傍聴の申し出がある場合は、これを許可することといたします。

　　次に、本委員会の説明員の出席要求については、委員会条例第19 条の規定により、

町長等の町理事者及び各課部局の課長職の出席を求めております。また、このほかに町

長等の町理事者が説明のために、主幹及び主査の職にある職員に委任または委嘱した職

員も、委員会条例第19 条の規定により、本委員会に出席を求めております。したがい

まして、各課部局の主査職以上の職員が本委員会に説明員として出席しておりますので、

ご承知願います。

　　次に、会議録署名委員の指名方法についてお諮りいたします。

　　本特別委員会の会議記録は、後日、町民の閲覧等の公開の用に供するものであります

ので、この会議記録の署名委員を会議規則第119条の規定を準用して、委員長において

指名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）

○委員長（渡部信一委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本特別委員会の会議記録署名委員は委員長において指名することに決定いた

しました。
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　　それでは、本特別委員会の会議記録署名委員を指名いたします。３番、山本弘一委員、

４番、中村保嗣委員。

　　お諮りいたします。

　　ただいま委員長において指名いたしました３番、山本弘一委員、４番、中村保嗣委員

を本特別委員会の会議記録署名委員に指名することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本特別委員会の会議記録署名委員は、３番、山本弘一委員、４番、中村保嗣

委員に決定いたしました。

　　次に、付託事件の審査に入る前に、日程及び審査方法について協議いたします。

　　本特別委員会の開催日程については、議会運営委員会で決定し、既にご案内している

ところであります。このことから、本特別委員会の開催日程については、議会運営委員

会であらかじめ決定したとおり、本日より３日間とし、審査方法は一般会計予算は各ペ

ージごとに、５特別会計予算は各会計歳入歳出ごとに一括して審査を進めることにいた

したいと思います。

　　また、特別会計の審議は、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保

険特別会計を先に審議し、その後に水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計を審議

することといたしたいと思います。

　　それでは、お諮りいたします。

　　本特別委員会の開催日程は、本日より３日間とし、審査方法は、一般会計予算は各ペ

ージごとに、５特別会計予算は各会計歳入歳出一括して審査することにいたしたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本特別委員会の開催日程は、本日より３日間とし、審査方法は一般会計予算

は各ページごとに、５特別会計予算は各会計歳入歳出一括して審査することに決定いた

しました。

　　これより、本特別委員会に付託されております案件の審査を行います。

　　本特別委員会に平成24 年３月６日に付託されました議案第23 号から議案第28 号

までの平成24 年度上士幌町一般会計予算及び５特別会計予算の６案を一括して議題と

いたします。

　　平成24 年度各会計予算の提案説明は、３月６日の本会議において行われております
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ので省略いたします。

　　それでは、議案第 23 号平成 24 年度上士幌町一般会計予算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、 34 ページからページごとに質疑を行います。

　　 34 ページから 35 ページまで質疑がありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、 36 ページから 37 ページまで質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、 38 ページから 39 ページまで質疑ありますか。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　地域おこし協力隊の予算について質問いたします。

　　この事業は、平成22 年から総務省の補助をもらいながらやっているわけですが、３

年間の雇用ですので、22 年から採用された方については24 年度で一応終了となりま

す。その方が、個々に頑張っておられて仕事をしているんですが、個々に行った事業が

今後どんなふうに継続されていくのか、仕事自体が、その方がいなくなっても発展させ

ていかなければいけないと思うのですが、その点について質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　野中企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　地域おこし協力隊の事業を継続発展させることができるのかと

いうことでございますけれども、委員さんおっしゃるとおり、平成22 年度から地域お

こし協力隊制度を本町で活用させていただいております。６つの分野に６名の地域おこ

し協力隊員を配置をしているところで、現在は５名の配置ということで、社会教育、情

報交流、健康増進、それから、博物館、図書館で、それぞれの能力、スキルを生かした

活動をしていただいているところでございます。

　　簡単に、活動成果としてですが、社会教育では、早寝・早起き・朝ごはん運動の推進

により子供たちの生活習慣の改善を図るきっかけづくりができたという成果、それから、

情報交流では、特にスマートフォン版のホームページの開設による多彩な情報発信の提

供、それから町民へのブログ作成サポートなど、活動を通じて町民の利用促進が図られ

ております。それから、健康増進につきましては、きめ細かな相談、訪問により健康診

査の受診率向上につながったと。それから、図書館では、新しい図書館、頼りになる図

書館づくりを目指して、にこよむチャレンジにより読書する子供たちが非常にふえたと

いう成果も上がっております。それから、博物館におきましては、専門分野の知識を生

かした事業の企画により、新たな層の参加者の取り組みにつながったなど、多少、観光
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推進におかれましても、同僚の新たな試みの提起などによって、同僚職員のよき刺激に

もなっているということで、この地域おこし協力隊員の活動の成果が、全体的に、活動

によって地域の活性化の新たな視点が生まれて、隊員の率直な疑問だとか新たな試みの

提起で、本町にとっても、町民にとってもいい刺激になっているというようなことでご

ざいます。

　　実は、活動が24 年度末で終了される隊員の方も何名かいらっしゃいますけれども、

その活動成果を踏まえながら、地域を元気にしていく活動として、これまでやられてき

た事業も含めた継続、それから、新たな展開へつながるような事業ができるというふう

なことで考えております。そういった意味で、今後３年間、スキルを発揮した地域の中

での活動をより発展させるための事業を町としても継続、展開をしていかなければなら

ないというふうに考えております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　今５人いるというお話ですが、課で採用された方につきまして

は、個人の活動ではありませんので、多分、課の中で必要な事業を、協力隊員の方々が

それなりに任務を引き受けて、さらに発展させるためにやった事業だと思っています。

その点において、個人ではなくて課の中で、例えば、教育委員会、それから企画、保健

福祉課を含めて、その中でその方の成果をきちんと把握をしながら、そして、さらに課

全体で事業を発展させていかなければいけないと思っています。その点については、私

もいろいろな事業に参加しているんですが、なかなか課の全体の動きが見えませんので、

どうしても個人的に見えてしまうものですから、その点を留意されて、せっかく総務省

のお金をいただきながら活動しましたので、ぜひ発展させるように、答弁があればお願

いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　野中企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　地域おこし協力隊員の皆さん、個々の活動も含めて、当然、町

の活動、それぞれの課の中で横断的な形での、いろいろな町の新たな展開につながって

いくような形につなげていかなければいけないというふうに思いますし、あと残す24

年度１年間のこの事業の推進の中で、協力隊員同士の意見交換、それから、そういった

隊員の方を含めた、今後この１年間を通して、意見交換を含めながら、どんな事業の展

開がこれからまた必要かということも、課全体の中で、それから町全体の中で、また検

討していきながら、そういったことを見据えながら、ことし１年、事業を展開していき

たいというふうに考えております。
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○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　ただいまの山本和子委員と同じ質問をしようと思ったんですけ

れども、若干重複するかもしれませんけれども、お尋ねしておきたいと思います。

　　地域おこし協力隊員のことですけれども、先ほど話が出ていましたように、平成22

年から総務省の補助金をいただいてやっているということですけれども、昨年は1,800

万円ということですけれども、ことしは400万円ほど上積みになっております。先ほど

野中課長がおっしゃられたように、行政側としては、この５つの事業に対して非常に効

果があったということでございますけれども、 終的に24 年度が終わって、総務省と

の 終的検証の段階で、本当に我が町、そして町民全般に対して、この事業が著しく効

果が上がったんだということの検証はなされるんではないかと、こんなように思ってお

ります。先ほど山本和子委員も若干触れられておりましたけれども、事業の職務という

か、各課部局の中で、今後このことが、今５つが進められて、終わった時点で、今進め

られていることに対しては一応のおさまりを得たと。今後、25 年度以降、町で自発的

に予算を割いてやっていくのかどうかわかりませんが、やはり、どうしても、人数がふ

えて、本来であれば一般の町の職員のところができ得ることを、そのお金があったから

そこのところをやってもらったんだということだけでは進まないのではないかと思って

おりますし、この中間の検証部分も含めて、その辺のおさらいを兼ねて 終年度をお進

めいただければと、こんなふうに思っていますけれども、この辺の見方については現時

点でどんなふうに考えておられているのか、お伺いしておきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　野中課長。

○野中美尾企画財政課長　山本委員さんのおっしゃるとおりというふうに受けとめており

ます。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかに、 38 ページから 39 ページまでありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ないようですので、次に、40 ページから41 ページまで

質疑がありますか。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　毎年質問している件なんですが、自衛隊協力会への補助金の内

容についてなんですが、前回から補助金は多少減ってはいるんですが、この活動の内容

について、補助する意義をどのように見ているのか質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　自衛隊協力会の関係でございますけれども、自衛隊協力会への交付
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金につきましては、予算額７万円ということで予算計上させていただいておりまして、

これにつきましては、平成22 年度から、８万5,000円だったんですが、協力会の中の

繰越金の状況とかを勘案して、現在７万円というふうにさせていただいております。

　　活動といたしましては、駐屯地の記念式典への参加でありますとか、自衛隊関係の激

励経費等々に、事業費としてはそういう活動をしておりまして、交付金につきましては、

会の運営全般に対して交付金を交付するということで対応しております。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　佐々木守委員。

○６番（佐々木　守委員）　北海道総合行政情報ネットワーク、防災無線の更新という形

で、老朽化をしたから更新をするんだという説明を受けたわけなんですけれども、具体

的に、何がどう老朽化して不備が起きるのか、それは町村にある受信をする部分が問題

なのか、送信部分なのか、あるいは、全体的に、今消防で言っているように、デジタル

化だとかというふうに波を変えるということなのか、その辺の詳しい説明をお願いをし

たいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　髙田主査。

○髙田清蔵総務課主査　行政情報ネットワークについてなんですけれども、１つは老朽化

ということで、平成７、８、９の３年間で全道市町村を整備しているんです。それがど

こかはわからないのですけれども、音信不通になるときが多々発生していると。上士幌

に関してはないんですけれども、ほかの町村ではそういうことが発生してきているとい

うことが１つ。

　　もう一つは、この防災無線というのは、衛星の電波と地上の電波と両方使って、二回

線で通信しているんですけれども、その中の地上波については60 メガヘルツ帯の電波

を使っていたんですけれども、それが使用期限が23 年度で国の許可が切れるという。

その分が、ほかの電波利用の活用の関係で延長ができないということで国のほうから言

われまして、それで、それを見直す必要が出てきたということです。それをほかの周波

数にすると非常に経費がかかるということで、ＬＧＷＡＮという光回線を使って整備を

するということで、今現在、光回線のＬＧＷＡＮと衛星無線と２つを使って受信をして

いるということになっております。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　今、衛星回線と光回線を使うということで、実際に、今まで

に、こういった防災無線を本町として利用して、何か防災に役立ったということがある

のかどうか。つまり、どういう情報が入ってくるのかも、実は、大変恥ずかしい話です
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けれども、僕も詳しく聞いたことがないと。例えば、間もなく１周年になるけれども、

東日本大震災のときには、うちの町は防災無線ではどういう情報を得ているのか、でき

れば例を挙げてご説明をお願いしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　髙田主査。

○髙田清蔵総務課主査　例えば、気象情報です。台風とかの情報が、気象の警報が出ると

かといったときには防災無線を通じて市町村に来ますし、あとは、糠平のダムが放流と

かをしたときには、その分が十勝総合振興局を通じて入ってくるということになります。

逆に、例えば、上士幌で被害が発生したとか、災害対策本部を設置したとかいうような

状況があったときには、それを通して、逆に十勝振興局のほうに情報をこっちから流す

というようなことになっているんですけれども、例えば、インターネットのメールだと

か、普通の電話だとかが近年使える状態なので、実際は電話だとかメールとかで町から

は情報を発信していますけれども、向こうから来るときは、必ず防災無線を通じてファ

クスで情報が来るということになっております。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　もう一つお聞きをしたかったのは、気象警報等については、

住民に知らせなければ何の意味もないと。役場が情報を持っているだけではだめだと。

庁舎内も、災害に対する準備体制というか、対策を組むべく事前に協議したりするんだ

と思うんですけれども、住民に知らせるという部分については、例えば、大雪警報であ

るとか、強風警報であるとかという、これも、恐らく警報になればそういった情報が入

ってくると思うんですけれども、そういったものを町内に知らしめるという方法は何か

考えているのか。この際、こういった部分での替えが、新たなものにするとすれば、う

ちの町の防災のあり方もいろいろ考えなければいけないというふうに思っているんです

が、その辺については今まではどうしていたのか、ただ庁舎内情報として活用していた

のかどうかを含めてお聞きをしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　髙田主査。

○髙田清蔵総務課主査　気象情報に関しましては、通常のテレビ、ラジオ、新聞などを通

じて、多分住民の皆さんも周知されているので、その分については、役場から警報が出

ていますというお知らせをするということは、今まではしていなかったと思います。

　　例えば、去年の９月の台風12 号のときなんかはダムからたくさん放流されまして、

音更川の河川が上昇したといったときには、河川の周辺の住民の人たちには、電話で気

をつけてくださいという注意の連絡はしています。実際に、本当に緊急に住民の皆さん

にお知らせしなければならないとなったときの情報伝達に関しては、過去に、例えば断
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水とかになったときには、広報車で放送して回るとか、電話で連絡をするとか、あとは

緊急のチラシを出すとか、そういったことで対応しているということですので、現状で

は、やはりいざというときに対応し切れない部分もあるのかと。その辺は、今後見直し

については検討してまいりたいと思っています。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　防災無線についてですけれども、今言われたように、広報車で

回るとか、携帯で連絡するとか、今の時代にはそぐわない。緊急性を帯びた場合は、人

の生命だとか、地震、それから、我が町では糠平ダムを持っているという状況であれば、

そのような電話で一々一人ずつ確認をして歩くなんていうこともないだろうし。現時点

では、芽室町では防災無線などが各戸に設置されています。

　　地震だとか何とかというのは、テレビで上士幌が震度２だとか、３だとかとよく出て

くるんですけれども、町からの発信というのは、今の状況の中では、特に農山村部にお

いては、受ける情報的なものはないです、はっきり言って。それを行政として統括して、

緊急性の場合、例えば、いろいろな建設業者だとか、あらゆるもの、消防、警察関係一

体となって行政がやるということは、例えば、去年のゲリラ豪雨みたいに居辺山で土砂

降りが降って決壊したとか何とかというのは、行政の連絡方法としては電話か何かしか

ないわけです。その辺は、車で回って歩くといったって、道路がきちんとしていればい

いですけれども、そういう状況でない場合は、やはり、携帯か何らかの形を今後とらざ

るを得ないのではないかと。 悪、緊急の場合は、電話回線があれば、農村部において

は農協のファクスが全戸に通じております。そういう、今後とりあえずの処置としては、

そういうふうな緊急体制、山間部、農村部については農協等と協力しながら、ファクス

で連絡させてもらうとかということを、それであれば大きな金はかからないし、将来的

には、やはり、総合的に情報を行政と町民がどうやりとりできるかということを速やか

に考える時期に来ているのではないか、あわせてそのことも進めていただきたいと。

○委員長（渡部信一委員長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただいまのご質問でございますけれども、確かに、町村の中には防

災行政無線という形で各戸に無線を配置しているような町村もございますが、本町では

過去からそういうような整備は行ってきていないということでございます。今お話あり

ましたように、農協では一斉のファクスができるということもございますし、今、携帯

の一部の会社では、携帯を通じて災害情報を流せるようなシステムも昨年から実施され

てきているように聞いておりますので、そういった対応も今後検討していきたいという

ふうに考えております。

－10－



○委員長（渡部信一委員長）　伊東久子委員。

○１番（伊東久子委員）　ふるさと納税の特産品の発送事業、これはとてもいいことだと

思うんですけれども、ふるさと納税だけではなくて、例えば、一般寄附者の方だとか、

アーチ橋なんかにも寄附していただいていると思うんですけれども、金額はそんなに多

くなくてもいいけれども、やはり、寄附してくれた人たちの気持ちを考えて少しの品物

を送るというか、これは地場産品の宣伝にもつながるんではないかと思いますが、そう

いう考えがあるかどうかお聞きいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ふるさと納税の関係につきましては、現在、特産品の発送につきま

しては、制度的に国のふるさと納税の制度、要するに、町外の個人の方から１万円以上

の寄附があった場合に、年１回5,000円相当の特産品を送らせていただいているという

ことでございます。昨年度も、今現在も360件程度の申し込みがございますので、かな

りの件数でございますが、現在のところは、この中には、いろいろな使途目的、一般的

な自由に使ってほしいという寄附もございますし、今おっしゃったように、ふるさと納

税として寄附するけれども、中身は、例えば、アーチ橋の保存に充ててくださいという

ような指定寄附もございます。さまざまな指定寄附もございますので、そういったもの

については、使途目的に応じて使用させていただくというふうになっております。

　　町内者とか法人から寄附を受けた場合については、この特産品の対象にはしておりま

せん。今のところは、そこまで拡大することは考えておりませんけれども、将来的にど

ういうふうになるかにつきましては、また改めて検討させていただきたいというふうに

思います。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　ほかに、 40 、 41 ページありませんね。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に進みます。

　　次に、 42 ページから 43 ページまで。

　　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　 42 ページの地上デジタル放送新たな難視対策事業ということ

で２万6,000円とありますけれども、これはデジタル化によってのテレビの難視聴とい

うことになったわけですけれども、総務省の関係の中で、町内においては、市街の中で

もこの庁舎の奥ですとか、それから、農村部においては北居辺の一部、東居辺の旧小学

校を中心とした一部が、かなり難視聴という状況、糠平を含めてそうだと思いますけれ
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ども、今後、この辺については、国を含めてどのような対策を検討しているのかお知ら

せください。

○委員長（渡部信一委員長）　深瀬主査。

○深瀬一輝企画財政課主査　ご説明いたします。

　　地上デジタルの放送の町民へのご説明等、ご協力いただきましてまことにありがとう

ございます。

　　まず、市街地の難視聴の状況といたしまして、市街地東部におきます、市街地の新た

な難視と言われる難視区域が指定されております。そちらのほうは、平成23 年度中に

役場屋上に無線共聴施設を設置いたしまして、３月１日より試験電波を発信しておりま

す。こちらのほうの難視対策につきましては、町民の皆様がお持ちの屋外アンテナを役

場屋上のほうに向けていただくように調整いただくことによりまして難視を解消できる

というところでございます。

　　また、広く農村部東部、国道から東部、萩ヶ岡、北居辺、北門、東居辺の地区につき

ましては、多くのところが、山、自然現象などの電波の反射によるデジタル混信という

難視の地区に指定されております。そちらにつきましては、国のほうで対策をしており

まして、地デジ化になりました平成23 年７月までに、おおむね対策が完了しておりま

す。

　　また、旧東居辺周辺の新たな難視という地区につきましては、現在国のほうと協議を

しているところであります。あちらのところは、デジタル電波が非常に低く、また、比

較的高いところでもデジタルの混信があるというところで、今、難視のどういった対策

をとるべきかというところを検討しているところでございまして、平成24 年度中に何

らかの方策を出しまして、住民の方々とご協議の上、対策のほうを講じていきたいと考

えております。

　　また、ぬかびら源泉郷地区につきましては、これまでアナログ放送の時代につきまし

ても、糠平の共聴組合と日本放送協会、ＮＨＫとのほうで、共聴施設によって送受信を

行っていたんですが、現在、ＮＨＫのほうで、その共聴施設のほうから試験的に地上デ

ジタルの電波を送信しています。しかしながら、初夏あたり、春、夏のあたりに不安定

になる時期があるというふうにＮＨＫのほうから聞いております。ＮＨＫのほうで、現

在は、その共聴施設の移設をするか、施設を改修するかというところの協議を行ってお

りまして、そちらにつきましては、ＮＨＫと糠平共聴組合のほうで検討協議がなされ、

方針が決定されていくということになっております。

　　また、幌加地区にも新たな難視地区というところがございまして、そちらの件につき
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ましても町と国のほうで難視対策を検討しているところではございますが、幌加地区の

周辺では、地上デジタルの電波がほとんどとれないというところで、困難を極めている

ところではございます。ただ、新たな難視対策として実施しております地デジ衛星難視

対策放送というのが平成27 年３月に終了いたしますので、それまでに何らかの方策、

また対策を講じていきたいというふうに考えております。

　　また、三股地区につきましては、地デジ化にかかわることなく、既に難視地区という

ところで指定をされておりまして、地デジ以降に係る対策としては、現在行っていない

というところになります。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　次に、 44 ページから 45 ページまで。

　　伊東久子委員。

○１番（伊東久子委員）　 45 ページの山開センターの工事請負なんですけれども、トイ

レにベビーシートだとかベビーチェアを置くということはとてもいいことだと思うんで

すけれども、山開センターのステージに上る高齢者ために、あそこに手すりを両側につ

けていただいたほうが、何回もあそこでいろいろな行事があるんですけれども、すごく

不安定な、例えば、敬老会なんかのときも保健師さんが手を添えて連れて行くような状

況も見られたので、そんなに高額ではないと思いますが、ぜひここにつけてはいかがか

と思いますけれども、どうでしょうか。

○委員長（渡部信一委員長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　山開センターの上がるところ、具体的に現状を把握してないのです

けれども、実際にそのようなことがあって必要であれば対応したいと思いますので、そ

の辺につきましては、現状も把握させていただいて検討させていただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　中島卓蔵委員。

○１０番（中島卓蔵委員）　 45 ページの公有財産購入費なんですが、旧環境省の管理事

務所の購入だと思うんですが、この利活用についての考え方があればお聞きします。

○委員長（渡部信一委員長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　旧環境省の管理事務所につきましては、昨年ちょっと前ぐらいから

環境省と購入のお話をさせていただいております。具体的な経過につきましては総務文

教厚生常任委員会にもご説明はさせていただいたんですが、環境省のほうといたしまし

ては、あの施設をこれまで維持してきたということなんですが、もう使用しないという

ことで、使用しないのであれば解体を検討するということで、町に対して取得する意思

があるかどうか確認をされております。
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　　町といたしましては、実は、現在労働団体が入っております勤労者会館がございます

が、建設後50 年以上たっているかなり古い建物で、耐震性も問題があるということで、

この間、移転をしていただけないかというお話もさせていただいてきておりました。団

体のほうからは代替施設という希望も出されておりまして、そういうことで、旧勤労者

会館を解体したいということで、その代替施設として旧環境省の事務所を取得したいと

いうことで協議をさせていただいて、協議が調ったということで予算計上させていただ

いたということでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。それでは、次に進みます。

　　 46 ページから 47 ページまで質疑がありますか。

　　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　 45 ページにもかかわるんですが、今話のあった勤労者会館

の解体作業をすると、さらには旧清水谷牧場の施設の解体事業、財政の問題もあります

から、一挙にあれもこれもすべて解体をして、更地にして景観の回復を図りたいといっ

ても難しいとは思うんですが、ほかにも、町内に町有施設として持っているもので使用

していない、あるいは、解体をして景観をよくする、あるいは安全の確保をする、中に

は民間の持ち物でなかなか難しいけれども、糠平にある施設のようにいろいろ取りざた

をされるような施設もあるわけです。

　　そういった中で、今回この２つの施設を解体することについて異論を言うつもりは全

くないのですが、これからどういう計画でやっていくのかと。そういう施設はここだけ

ではありませんから、市街地内にもそういう施設があるわけですが、その辺についての

考え方があって、ことしはこことここというふうに決めていくのが普通の段取りだろう

と思うんですが、そういった検討がなされているのか、なされているのであれば、今後

の方向性はこういう形で解体事業については進めていきたいというのがあるかどうか、

お聞かせを願いたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　老朽化した建物等につきましては、今おっしゃられましたように、

ほかにも町の施設で持っているものもございます。総務課として普通財産という形で管

理している建物もあるわけですけれども、私どもとしては、周辺環境のこともあります

ので、なるべく解体撤去をしたいという考えは基本的に持ってございますが、今おっし

ゃられたように、大きな建物についてはかなり経費がかかるということで、予算上の問

題もありまして、この間来ているということでございます。今回、旧勤労者会館と清水

谷牧場の施設につきましても、かなり老朽化していて景観が悪いということで解体撤去
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いたしますが、その他大きな建物でいえば、旧阿部医院とか、旧西保育所とか大きな建

物がございますが、解体経費がかなり高額になるということで、現在のところは、この

ような施設の跡地利用のめどが立った段階で解体撤去を検討するというような基本的な

考え方を持ってございます。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　跡地利用のめどが立った段階で解体撤去したいという答弁だ

ったんですけれども、だとすれば、例えば、旧勤労者会館の跡は何か予定があるのかど

うかお聞きをしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　旧勤労者会館の跡地は、跡地自体も面積がかなり狭いような状況で、

具体的な利活用は考えておりませんので、その場合は、売却等を含めた検討をしたいと

いうふうに思います。旧勤労者会館につきましては、先ほどもちょっと申し上げたんで

すが、現在労働団体が入っているんですが、建物自体が古くて危険だということと、道

路に面していて落雪等の危険もございますので、早目に解体撤去したいということで、

今回予算計上させていただいたということでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　通常であれば、例えば、非常に古い耐震性のない建物につい

て、廃墟になった後建てておくと、近隣に危険を及ぼす影響、あるいは人口密度が高い

というか、通常周辺を車が通ったり、あるいは人が歩行したりということで危険性があ

るということを、まず行政の場合は 優先して撤去するというのは基本だろうと思うん

です。その次にどういうふうに考えるかといえば、今言われたように、次の利用目的、

そういう部分でいえば、勤労者会館については、よくぞ今まで入っていたというか、使

用したなというぐらい古い建物の一つだというふうに思います。仮に震度６を超えるよ

うな地震で倒壊しても、倒壊の仕方では公道上に建物の一部が出たりという、そういう

心配もあるのではないか。

　　だから、このことに反対をするつもりは全くありませんけれども、そういう観点から

いえば、清水谷は、立入禁止をきちんとしておけばそれほど被害はないのではないか。

そうしたら、あそこは今後どうしていくのかと。更地にして民間に利活用を願っていく、

売却をしていくんだという方針がきちんとあるのであれば全く問題ないと思うんですけ

れども、そういった検討はされた上で、清水谷についてはそういう方向になっているの

かどうか、この際お聞きをしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　総務課長。
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○高嶋幸雄総務課長　清水谷牧場の解体につきましては、現在、旧清水谷牧場の大部分に

つきましては、既に売却を終わっているわけでございますが、一部分につきましては、

出入りの道路があるんですが、道路として公共に使っているんですが私有地になってい

るということがございまして、出入りの関係とかもございますので、そのままにしてい

るということがございます。それから、実は、その建物自体も、当時から民間の方にお

貸しをしていまして、現在も賃貸をしているという状況もございまして、一部について

は町有地のままというふうになってございます。将来的には、お貸ししている建物自体

も老朽化してくるということもございます。そういったことで、貸し付けができないと

いうことになれば、売却も視野に入れた形で検討していきたいというふうに考えており

ます。ここの建物自体も、非常に古い建物ということで、現在賃貸している方からも解

体の要望があったりいろいろございまして、今回解体するということにしたものでござ

います。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。ほかにありませんか。

　　なければ、次に、 48 ページから 49 ページまで質疑がありますか。

　　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　 49 ページのイムノリゾートの関係ですけれども、昨年から見

ると減額になっておりますし、本年度改めてお聞きしますが、この内容についての詳細

なところをお聞かせください。

○委員長（渡部信一委員長）　杉原主査。

○杉原祐二企画財政課主査　イムノリゾートの関係につきまして、私のほうからご説明さ

せていただきます。

　　イムノリゾートにつきましては、健康・環境・観光をキーワードにして都市との交流

を図っていくというものでございます。地域における資源を磨いて、その資源を生かし

て都市との交流等を図っていこうというものでございます。それにおきましては、移住

事業もございますし、農林・商工連携事業もありますし、健康増進事業であったり、そ

ういったような事業をそれぞれの施策において課のほうで行っていただいているという

状況でございます。今般策定されました第５期総合計画におきましても、この健康・環

境・観光をキーワードにして、また、この10 年間の計画の中で位置づけをさせていた

だいているところでございます。

　　ここで、予算といたしましては、１月にカーボンオフセットのクレジットが発行され

たということでございまして、そちらの取引にかかわる販売に向けて、そういう宣伝活

動の予算と、また、新たな取り組みにかかわる調査研究事業というような形で予算を計
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上させていただいているところでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　そうすると、当初のイムノリゾート上士幌構想が出発している

時点から大分内容が変化してきていると。進化してきていると申し上げたほうがいいか

な。そういった中で、次ページにも移住、二地域居住等も出ておりますけれども、本町

が今まで推進されてきております健康の面でのイムノリゾートは花粉症の問題が主なこ

とでしたけれども、今や我が国の政治経済がこのように混沌としているわけでございま

して、やはり、安らぎを求めるとか、新たなついの住まいを見出したいとか、そういう

人間本来の持っているものが全面に出てきて、あるいは、東日本大震災のような大きな

震災もあったわけでございますので、そういう人としての本能的なものにおいて、移

住・定住したいという形もふえてきているように思います。

　　そういった中で、イムノリゾートで出発しまして、二地域居住、地域おこし協力隊、

総務省のお金も使ってということですけれども、一体、何を基本に、どのように我が町

が、この二地域居住、あるいはイムノリゾートを含めて、町民に対して、あるいは経済

活動の活性化も含めて、二地域居住、あるいは移住・定住、イムノリゾートの、ここら

辺のコンセプトというのはどのように考えたらよろしいのか、再度この辺のことについ

て説明をいただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　杉原主査。

○杉原祐二企画財政課主査　イムノリゾートを通して、そういう移住、二地域居住という

ような取り組みが一つとしてあるということでございますけれども、移住・定住の関係

でいきましたら、やはり、我が町にとって過疎という大きな課題がございます。その部

分におきましては、人が移住していただくということも必要ですし、当然、委員のご指

摘のあるとおり、現在住んでいる町民の皆さんの幸せをどう考えるかというような視点

も必要であります。そういった部分でいきましたら、これまでやってきている部分でい

けば、中学生までの医療費の無料化であったり、40 歳健康脳ドックの健診の事業であ

ったり、もちろん、そういった住みやすい町というようなことの施策、当然それは現在

住んでいる町民の皆様にかかわることでございますけれども、そういった施策を同時に

取り組んでいくと。ですから、そういった町にぜひ来ていただきたいというような形、

それが都市と農村の交流になりますし、もちろんそこには経済活動も必要であろうとい

うようなことで、そういう取り組みを進めてきているということでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　同じく、今のイムノリゾートですけれども、先ほど山本裕吾委
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員が言いましたように、根本から外れてあらゆるものを総括したような形になって流れ

てきていると。この事業そのものについて、町民を主体に考えているものか、それとも、

今説明されたように、定住・移住ですとか、そういう、定年なのかどうなのかどういう

形なのか、定住・移住されていく方々に対してのイムノリゾート定住化対策、次のペー

ジにかかりますけれども、そういうものが合体したような形で非常にわかりづらくなっ

てきている。もう少し、町民の活性化というわけですけれども、では、若い人方が定住

化対策だとかイムノリゾートで来たとしても、仕事の場がなければこういうものが成り

立たない。今5,000人近くの人口ですけれども、企業も、私ども農業関係も経済的に非

常に逼迫しておる状態の中で、やはり、リゾートですとか観光ですとかと先ほど言いま

したけれども、これは経済的な余裕だとか、そういう学識経験者だとか、そういう形で

なければ、今現在はなかなかこの上士幌に来てもらうという状況にはあり得ないわけで

すよね。

　　ですから、我々町が受け入れる体制として、事業を総務省だとかいろいろなところか

ら持ってくるのは大変よろしいことだと思うんですけれども、それを町民がどうサポー

トして長い間住みたくなるような町をつくるかと、事業だけ展開していったところで、

受け入れ体制だとか仕事ですとか、そういうサポート系がなければ、これはやはり難し

いのではないかと思うんですけれども、その辺の考え方があればお聞かせ願いたいと思

います。

○委員長（渡部信一委員長）　暫時休憩いたします。

　　ここで 15 分間休憩いたします。再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１０時５４分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時０６分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　野中企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　先ほどのイムノリゾート推進の部分でございますが、先ほど申

し上げましたように大きなコンセプトとしては、健康・観光・環境というキーワードの

中でまちづくりをしていくということで、町民の方はもとより町外から来られる方も安

心してこの町に住んでいただけるような、山本委員さんがおっしゃるように特に来られ

る場合には就労の問題等いろいろな環境整備が必要となってくるということもあります

ので、おっしゃる通り環境整備等も含めて、きちんと進めてまいりたいということで考
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えております。以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　それでは次に、 50 ページから 51 ページまで。

　　角田久和委員。

○７番（角田久和委員）　 51 ページに、ふるさと再生・行動する首長会議と３万円予算

計上していますけど、この会議の活動内容について質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　町長。

○竹中　貢町長　この事務局がふるさと回帰支援センターというところが事務局になって

いまして、大体いなかの自治体の首長が集まって、そして地方の自立活性化、こういっ

たことを目指していこうという集まりであります。どちらかというと、山間地の自治体、

あるいは沿岸部といいますか、そのようなところが集まってきているということであり

まして、いわゆる、国のあり方だとか、それから再生可能エネルギーのそういった資源

を持っているようなところ、そういったところにもっとスポットを当てていくべきだと

いう取り組みであります。こういった取り組みが、国に対しても要請活動をして、もっ

ともっと地方に光を当てようということであります。それは、各自治体ともにそのよう

に思っているわけでありますけれども、団体としてでなければ、大臣だとか、そういっ

た折衝も含めてやっているというための全体の組織ということであります。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。ほかにありませんか。

　　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　移住・定住対策でお聞きをしたいというふうに思います。

　　移住希望者、あるいは二地域居住希望者というのは、今担当課の窓口にそういう要請

希望を出した方しかそういうふうな形の取り扱いにならない。何を言いたいのかといえ

ば、移住する側の人たちで、経済的に一定の蓄えがあって、例えば、老後をこういった

田舎暮らしをしたい、そういう人もいるかもしれませんけれども、都会ではいろいろス

トレスがたまるので、こういった田舎の町で生活をしたい。しかし、仕事をしなければ

経済的な部分では困るという人たちはどういうふうに考えるかというと、まず、うちの

町に仕事があるだろうかというふうに考えるんです。僕は、たまたま個人的に牧場作業

員としての求人を出した経緯があります。そういった中で求人に応募をして、住宅はど

うなりますかという、僕は公営住宅をお世話をしたところですけれども、よくよく後で

話を聞くと、できれば、田舎だから、せめて田舎に住んでいるという感じのところに住

みたいんだと。なおかつ、公営住宅は非常にあきが少ないということもあって、おふろ

があるところはあきが出るというのは非常に少ないんです。

　　そういうこともあって、どうも移住に対する考え方というのを、その窓口だけで考え
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ていると。例えば、牧場作業員等であれば農林課もかかわるようなところ、あるいは産

業関係の部分でかかわってくるところも、きちんとした枠組みをつくり直さないと、特

に、こういう低成長で雇用条件が非常に厳しいような時代においては、都会におけるス

トレスも非常に高いということもありますが、そういうことを含めて、上士幌のような

田舎暮らしというか、そういったものを望む人も結構いるというのが実態ではなかろう

かと。

　　そういう部分での取り扱いを少し考えなければいけないというふうに思うんですが、

そういうことについては、今までそういった形での協議をした経緯があるかどうか。も

し協議をした経緯があるのであれば、そういった人たちも移住者の一人として、できる

限りのことをしてあげるということがより必要ではないか。片方では産業にも貢献をし

ていただいているということになるわけですから、そういうことにちょっと欠けていて、

移住・定住という問題が、団塊の世代をある種ターゲットにしたということがあって、

そういう流れで今まで来てしまったのではないかというふうに見ているわけです。もう

少し今の社会実態を含めて考え直さなければいけないところに来ているのではないかと。

　　移住・定住対策というのは非常に重要な政策だと思っていますし、そういったものが

一定の功を奏して、郡部町村としては人口減は非常に少なかったと、これは大きな成果

だというふうに思っています。ただ、それをより緻密に、来ていただける方の心情や実

態を踏まえて対応していくということも、またこの事業をさらに進めるためには必要な

ことではないかというふうに考えますけれども、今回のこの予算の中で、そういったこ

とを含めて議論がなされているのかどうかを含めてお聞きをしたいと思います

○委員長（渡部信一委員長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　今、佐々木委員からご質問がございましたことにつきましてお

答えをさせていただきます。

　　これまでの上士幌町の移住・定住、あるいは二地域の取り組みというのは、農協さん

や商工会さん、あるいは建設協会さんなどと町が組織しております上士幌町交流と居住

する会を中心に、どのような取り組みをしていこうか、あるいは、その取り組んだこと

の検証をしながら毎年度事業を進めてきているという状況にございます。それで、これ

までは、平成17 年に団塊世代の大量退職というようなことが想定されるというような

時代背景がございましたので、定年退職を迎えた方の移住というようなことを中心にし

ながら、個人の移住の取り組みということで、ＰＲ活動なり、ちょっと暮らしの体験と

いうようなことを進めてまいりました。

　　これからにつきましては、今委員ご指摘のように、仕事のあっせんといいますか、ご
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紹介なり、そういうことも含めての、若年の方々が移住してこれるような環境づくりと

いいますか、お手伝いができないかというようなことで考えております。それで、これ

までは、移住したいんだけれども仕事はありますかというようなことで私ども担当課に

照会があった分については、関係課と調整をしながら、一緒にご相談に乗ってきている

という状況にあります。それから、逆に、住宅を建設したいんだけれども、ここはそう

いうことをしていいだろうかというような部分については、建設課だとか、水道の関係

だとか、いろいろな関係がありますので、そういうところと庁内協議をさせていただい

ております。また、農業をしたいということで来られる方は、逆に、農業委員会なり農

林課に直接問い合わせをしているというようなケースもあろうかというふうに思います

ので、そういう部分については、そういう中で対応しているというふうに理解をしてお

ります。

　　ですが、この移住の問題は、おっしゃられるように、ただ単に担当窓口だけでという

ことではなくて、やはり、より連携をして、仕事のことなり、子育てのことなり、いろ

いろなことをご相談申し上げるということはこれから重要だというふうに思っています

ので、その辺につきましては、おっしゃられるように関係課との連携のあり方を検討し

ながら進めていきたいというふうに思っております。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　次に進みます。 52 ページから 53 ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に進みます。54 ページから55 ページまで質疑ありま

すか。

　　中島委員。

○１０番（中島卓蔵委員）　 55 ページの企業誘致対策経費の81 万4,000円なんですが、

これは過去にずっと対策経費が出ていますが、今までの経過として、事業の内容の経過

というのはどういうことになっているか、実績とか、そういう面はあったのか、その点

について。

○委員長（渡部信一委員長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　企業誘致につきましては、この間、管内町村との連携した取り

組みということで、芽室町を初めとします12 市町村で組織しておりますとかち田園地

域産業活性化協議会という組織において連携をして、上士幌町は上士幌町のチラシ等を

作成をしながら、東京、首都圏でのＰＲ活動を行ってきております。また、本町として

も情報発信等をさせていただいてきております。
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　　この間の実績というようなことでお話がございましたけれども、今日までの中で私ど

もが情報としてあるのは、上士幌町にホームセンターが進出をしたいというようなお話

があるというようなことは伺っております。それから、今回東日本大震災があって、太

陽光発電というようなことがございましたので、そういうことでの適地がないかという

ようなことで、上士幌町にご照会、そういうことの問い合わせがあったことがございま

すけれども、北電との送電線の関係でうまくリンクしないというようなことで、進出に

は至らなかったというような経過がございます。引き続き、本町の情報発信をしながら

誘致に努めていきたいというふうに思っております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　同じく企業誘致ですけれども、今商工観光課長から説明されま

したように、誘致ということは非常にいいことだと思うんです。しかし、企業から見れ

ば、他町村から見れば、土地の固定資産税の減免ですとか、土地代を半額にするとか、

さまざまなサポートが各町村で行われていると。我が町においては、例えば、土地はこ

ういうところとこういうところにありますと、企業側としては、万が一進出する場合、

このような形がという要望が多分あると思うんです。そのときに、我が町としては、こ

のような減免制度、もしくは土地の制度だとかサポートの制度がありますということは、

この辺というのは、町としてある程度方策を持っておるんですか。課長では答えられな

いかな、答えられないなら別のときにしますけれども。

○委員長（渡部信一委員長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　上士幌町では、企業振興促進条例という条例におきまして、今

も工場新設等をされた場合の規模なり従業員の方の人数なりによって、固定資産税の相

当額を補助をするというような制度を持っております。そんなことをＰＲ等をさせてい

ただいております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　固定資産税だけなんですか。

○委員長（渡部信一委員長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　固定資産税だけです。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　逆に、いろいろな企業が来た場合、一般の人であればライフラ

インと言われるんですけれども、水道ですとか、 低限度何らかの形が必要ではないか。

だから、それを全額とはいわず、固定資産税以外に、せっかく企業誘致というのであれ

ば、上士幌町としてもう少し措置を検討したらいいと思うんですけれども、いかがです
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か。

○委員長（渡部信一委員長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　この場ですぐやりますというようなことを申し上げられないの

ですけれども、今山本委員からご指摘のようなことにつきましては、今後検討させてい

ただきたいというふうに思います。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにありませんか。

　　ないようですので、次に 56 ページから 57 ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいですね。次に進みます。

　　次に、 58 ページから 59 ページまで。

　　角田久和委員。

○７番（角田久和委員）　 58 ページの委託料、コンピューター保守管理で1,700万円計

上してありますけれども、これの内訳を質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　冨川主査。

○冨川裕士総務課主査　委託料の内訳についてでありますけれども、50 万円ほどを人事

給料システムの保守経費として見込んでおります。それ以外につきましては、住民情報

の保守管理、機械の保守管理等を含めて、1,700万円程度を住民情報系の保守、あと文

書ファイル、文書サーバーの保守管理経費として計上しております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　角田委員。

○７番（角田久和委員）　これは、外注でお願いしている費用ですよね。

○委員長（渡部信一委員長）　冨川主査。

○冨川裕士総務課主査　そうです。外注で委託している分です。

○委員長（渡部信一委員長）　角田委員。

○７番（角田久和委員）　２年前ですか、サーバーを更新したのは。今後またそのサーバ

ーの更新が必要になるのは、いつごろの見込みとして考えていますか。

○委員長（渡部信一委員長）　冨川主査。

○冨川裕士総務課主査　おおむね７年と考えていましたので、あと４年、５年後ぐらいに

は、また更新の検討ということになろうかと思います。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　角田委員。

○７番（角田久和委員）　これは、先般更新するときも２億円ぐらいかかっているはずな
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んです。昨年の決算委員会でも少し申し上げたんですけれども、今、自治体クラウドと

いう、自前でそういうサーバーを持つのではなくて、企業のホストコンピューターを借

りようと、そういう動きが出ています。それは、先般の東日本大震災で、津波で町役場

のコンピューターが全部流れてしまって、データが全部消えてしまったと。それのバッ

クアップのために、自前で庁舎の中にそういうのを持つのではなくて、企業のコンピュ

ーターを使う。自治体クラウドという言葉で、今総務省も相当バックアップしておると

いうようなことで、各自治体でその研究が今進んでいます。

　　ですから、今後四、五年でまた更新時期が来るということであれば、今のうちからそ

れを研究していただいて、多分、この四、五年で相当の自治体でそれが進んでいくだろ

うと。それのメリットは、一つは、保守管理料が安い。自前のサーバーを持つわけでは

ないですから、初期投資が少なくて済む。もう一つは、災害時にバックアップが容易で

ある。そういった利点がありますので、人口5,000人の町ですから、すべて町の中で設

備を持つのではなくて、そういった経費のかからない安全なものがあれば、今後研究し

ていただきたいと思います。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　答弁、冨川主査。

○冨川裕士総務課主査　自治体クラウドの関係ですけれども、上士幌町の通信回線の関係

もあるかと思うんです。ただ、現在の更新のときにも検討の中には入ってはいたんです

が、今後通信回線の整備も含めて、どのような形になるか見えない部分もありますので、

それらも含めて検討していきたいと考えております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかに。

　　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　 59 ページで、私の聞きなれない言葉なんですけれども、十勝

市町村税滞納整理機構50 万円とありますけれども、この組織というのは税金を徴収す

る役とは違うと思うんですけれども、その内容を教えてください。

○委員長（渡部信一委員長）　町民課長。

○石王良郎会計管理者兼町民課長　これは、管内19 市町村が全部加入している組織であ

りまして、それぞれの町村で滞納整理の取り組みについてはやられているところであり

ますけれども、それでも、なかなかその町村での収納が困難なケースというのも、やは

り幾つかあるわけです。そういうところを、上士幌であれば、23 年度であれば10 件

をお願いをして、整理機構の中でいろいろな取り組み、収納に向けた差し押さえ等を含
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めて対応していただいていると、そういう組織でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　次に進みます。60 ページから61 ページまで質疑ありま

すか。

　　中村委員。

○４番（中村保嗣委員）　 60 ページから61 ページにかかる戸籍システム導入事業の件

でございます。

　　２年をかけて整備されると予定されておりますけれども、このシステムの導入での効

果や住民サービスの向上について教えていただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　佐藤主査。

○佐藤由美子町民課主査　質問にお答えします。

　　戸籍の電算化をなぜ行うのかということでございますけれども、戸籍を電算化するこ

とによりまして、窓口サービスの向上を図ることができます。現在、戸籍業務につきま

しては基本的に手作業で行っておりますので、どうしても時間がかかっておりますけれ

ども、電算処理を行うことにより、戸籍簿の関連証明の発行を初めといたしまして、事

務処理時間の短縮を図ることができるようになります。また、戸籍事務処理の正確性の

向上が図られまして、戸籍届け出の審査事務を初め、戸籍の作成ミスも防止することが

できるようになります。

　　さらに、戸籍簿の滅失等の防止にも期待ができるところでございます。昨年３月の東

日本大震災により、戸籍簿の原本が津波により流されてしまうという事故が起きており

ますけれども、この町村につきましては、電算化されておりましたことにより、副本デ

ータによって戸籍の再製をすることができております。本町のように紙戸籍の場合です

と、全件手作業により再製することになりますので膨大な時間と労力が必要となります

し、場合によっては完全に再製することができない事態も考えられるところでございま

す。このように、災害時の対策として大きな効果が期待できるところでございます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　中村委員。

○４番（中村保嗣委員）　現在の総合窓口での対応が大変親切であるという町民の方の声

を聞いておりますけれども、この新しいシステム導入に合わせまして、職員として、人

としての親切丁寧な対応を今後も進めていただきたいと、このように思う次第でありま

す。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　答弁は要らないですか。
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（「はい」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにありませんか。

　　次に移ります。 62 ページから 63 ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ないようですので、ここで暫時休憩いたします。

（午前１１時３１分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時３２分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　次に、 64 ページから 65 ページまで質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ないようですので、次に、 66 ページから 67 ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、 68 ページから 69 ページまで。

　　角田久和委員。

○７番（角田久和委員）　 68 ページ、69 ページにかかるんですけれども、緊急通報用

電話機設置事業に241万円、そして緊急通報システム設置工事に47 万円計上してあり

ますけれども、これは具体的にどういう電話機で、どのようなやり方で緊急通報するの

か。緊急通報システムについても同じですけれども、その２点を質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　塩澤主査。

○塩澤尚弘保健福祉課主査　ご質問にお答えしたいと思います。

　　現状の緊急通報システムにつきましては、設置している利用者がボタンを押すか、そ

れとも、火災やガスの漏れによって反応するセンサーになっています。24 年度も23

年度と同様に10 台分の新規購入を見込んだ予算をつけておりますけれども、今、新し

い機種では、センサーをお部屋の各箇所に設置して、そのセンサーである程度反応がな

いと通報がされるというようなシステムもありますので、そういった新しい機器の導入

も検討しながら、委託事業所と調整をしながら検討していきたいと思います。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　角田委員。

○７番（角田久和委員）　そうですね、やはり、人がぐあいが悪くなったときに、ボタン

を押すというのも緊急的にはできないわけです。だから、そういったことをカバーする
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システムを今検討されているということなので、ぜひ、人が緊急事態のときにどういう

ことをやらないといけないのか、行動を起こすのか、それを予測して、そういったシス

テムを導入していただきたいと思います。回答は要りません。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　私もこの緊急通報システムの話をしたいわけですけれども、道

内では岩見沢が先進地ではないかと思います。昨今においては、初山別村が携帯電話を

全戸に配布しているというような話ですけれども、独居老人の家庭だとか、あるいは要

介護になっている家だとかというようなことが中心ではないかとは思いますが、例えば、

家族で、少なくとも三世代、あるいは農家あたりにお年を召した方が単独で要る場合と

か、そういう多岐にわたってといいますか、もちろん高齢化社会になっていくわけでご

ざいまして、そういう部分での、これの延長上といいますか、これからの考え方という

のは今のところどんなような形になっているのか。初山別村のありようのことをやって

くれと言っているわけではないですけれども、この緊急通報システムのことに対しては、

これから軽微な状態の方のところまで、先ほど10 台の購入ということをおっしゃって

いましたけれども、今後順次そういうところまで拡大していくような事業なのか、それ

をお尋ねしておきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　塩澤主査。

○塩澤尚弘保健福祉課主査　お答えします。

　　緊急通報システム、先ほど言いました現状の機械のシステムと、いろいろな業界が開

発をしてきていて、いろいろな機種が出てきているんです。今は電話回線を使った通報

システムで整備していますけれども、あるいは、インターネット回線を使っての通報シ

ステムなども出てきている様子ですので、今後そういったことも、高齢者の安否確認と

いうことであれば、いろいろな開発された事業者の情報を入れながら検討していきたい

と考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　町長。

○竹中　貢町長　政策的な話といいますか、先の話のことでありますから少し触れておき

たいと思いますけれども、今回の第５期総合計画の中でも、独居老人、それから高齢者

世帯の安否確認というのは非常に心配な向きの件が出されておりました。内部でも、ど

んな方法が も高齢者の方々が安心できるのかということでいろいろ検討してきており

ますけれども、完璧なものというのはないんです。事故が起きたり、あるいは緊急事態

にどれだけカバーできるかというのは、非常に難しいところでありますけれども、いず

れにしても、今担当の方から話があったように、自分の判断で何かを対処するというの
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は、緊急事態には届かないということがあります。それから、もう一つには、札幌方面

で事故もありましたけれども、亡くなってからそれが発見されるまでにしばらく時間が

かかるということ。これは故人にとっても不幸なことでありますし、それから遺族にと

っても非常に耐えられないことでもあるということでありますから、その辺の時間的な

誤差のないように、どんなふうにしてさりげなく見守りをしながら安否を確認していく

か、これは大きな課題だと、そんなふうに思っております。

　　それらを解決するためにも、一つには、身近なところでの民生委員さん、あるいは隣

近所の、そういったお互いのコミュニケーション、コミュニティーの中で安否を確認す

るという、これも、アナログの世界でありますけれども、非常に大事なことであるとい

うふうに思っております。

　　それから、それをいつも四六時中といきませんから、そういった意味では、 新の機

器等を活用するということも必要だというふうに思っていますけれども、今どうしても

課題になってくるのは、いろいろな方法はありますけれども、一つには、やはり、情報

インフラの整備というのが大きな課題になってくるだろうというふうに思っています。

市街地のほうはＡＤＳＬが入っております。それから、農村地帯には無線ＬＡＮで、こ

れまた、一応できるだけのそういった整備はしてきておりますけれども、もはや、市街

地のＡＤＳＬは、容量をカバーするのには非常に難しいという問題が出てきます。そう

いった意味では、防災の関係も含めて、光ファイバーの敷設の問題なんていうのも、や

はり緊急に検討すべき課題であるというふうに思っております。

　　そういったインフラ基盤整備を整えながら、どんなふうにして安心・安全な見守り体

制をつくっていこうかというのは、これからさらに検討を加えて、この町に住んで安心

できるという体制は、やはり早く構築していく必要があるだろうと、そういう課題を今

持っているということを、ひとつご理解を賜りたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　山本委員。

○９番（山本裕吾委員）　ただいまの町長のご答弁を聞いて、本当にほっとしているわけ

でございます。先ほど申し上げたように、初山別村では生活支援システムという形で全

戸に配布しているということでございまして、これからも、独居老人の病気だとかとい

うことにとどまらず、これから発生する予防のことですとか、あるいは認知症の問題だ

とか、いろいろ高齢化社会に対しての予防的なものも含めているというようなシステム

だと考えております。

　　そういった中で、これは過去保健福祉課の中でも、先ほど町長がおっしゃられたよう

に、民生委員の活動、そしてまた、きょうもいらしていますけれども、保健師さんの活
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動等、多岐にわたっての横の連絡体系というのは十分これからも、大きく町民の安心・

安全の生活のために行政が 大限手を差し伸べていかなければならない部分だと、こん

なふうに思ってございますので、ただいま大きな前進できるであろう町長の答弁をいた

だきましたので、今後も、この辺の部分を関係課と多岐にわたって連絡を密にして、増

進していただきたいと思いますけれども、保健福祉課長、答弁があれば。

○委員長（渡部信一委員長）　保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　町長の後で大変恐縮なんですけれども、やはり、先ほど町長が

おっしゃったように、昨年の暮れごろに、いろいろな情報通信機器というかＮＴＴさん

なんかといろいろ協議した経過もございますし、関係課ということで、そういったとこ

ろも集まって、一度そういうテレビ電話的なものを見たこともありますし、今後それを

さらに発展させて、24 年度すぐに対応できるかどうかは別としましても、速やかな対

応は必要ではないかということで、どういう形で入るかは別としても、何らかの方法は

検討していかなければならないのかと、そういう考えであります。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいですね。

　　次に進みます。 70 ページから 71 ページまで。

　　角田久和委員。

○７番（角田久和委員）　 70 ページの高齢者及び障害者除雪費助成事業20 万円の予算

が計上してありますけれども、これは何戸分の除雪費助成なのか質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　塩澤主査。

○塩澤尚弘保健福祉課主査　お答えします。

　　この事業につきましては、利用者が除雪に関する費用を事業者に払った分の１回につ

き500円を助成する事業なんです。１回につき500円ですので、それ掛ける、20 万円

となります。22 年度につきましては、雪が少なかったということで、たしか10 万円

を切る実績だったんですけれども、今年度はどのような結果になるかはまだわからない

のですが、一応20 万円程度の予算をつけておけばその冬を乗り切れるのかなというふ

うに考えております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにありませんか。

　　ないようですので、次に進みます。 72 ページから 73 ページまで。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　災害時要援護者登録台帳について質問したいと思います。

　　上士幌町は早くからこの名簿作成には取り組んでおりますが、具体的な活用の仕方に
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ついて課題が結構あるのではないかと思うので、地域とつながる問題とか、具体的な支

援の問題について課題があれば、どのようにするのか質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　浅井主査。

○浅井尚幸保健福祉課主査　ただいまの質問についてご回答したいと思います。

　　災害時の要援護者登録台帳の活用につきましては、災害時の支援ですとか、安否確認、

あと家族等への緊急時の連絡対応という部分が目的で実施されているところなんですが、

平成 21 年度について地図情報による台帳管理システムを導入させていただきまして、

その活用によって、福祉だけではなくて、防災、消防、地域包括支援センターが情報を

共有して、災害支援だけでなく、救急ですとか救命、訪問活動にということで、幅広い

活用を図っております。そのほかにも、登録されている方については、民生委員児童委

員さんの協力のもと、常日ごろから訪問活動、見守り活動というのを行っている状況で

す。

　　課題という部分で話がありましたが、こういった台帳を地域のほうに情報提供をして、

円滑な防災対応をできないかという話もあるんですが、そういった情報を外部に出すと

きの管理の体制ですとか、守秘義務の問題ですとか、そういった問題が多数ありまして、

現在の状態で情報を出して地域単位で要援護者を見守るというのは、ちょっと難しいと

認識しているところでおります。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　具体的に大きな災害が起こっていませんので、大がかりに台帳

を活用したことは多分ないと思うんですが、現時点では、安否確認とか、個々の民生委

員さんを通じて状況把握をすると、それはそれでいいと思います。それから、大事な名

簿ですので、それをやたらにあちこちに出すことはいけないと思います。

　　ただ、災害時要援護者ですので、昨年の例もありますので、災害時にどう活用するか

ということは、ある程度確認しておかないといけないと思うんですが、例えば、その名

簿を、民生委員さんはそこそこ多分十数人だと思うんですが、要援護者にかかわってい

る方が行政区単位で持っていると思うんです。だけど、いざ災害時に、その方は、ふだ

んなら個々に対応できるんですが、災害時には全く対応できないと思うんです。そのと

きのシステムとして、例えば、行政区の力をかりるとか、名簿を出すということではな

くて、行政区の方、ボランティアの方とつながって、災害時の助ける組織を常日ごろか

ら意識しておかないといけないのかと思っています。

　　これは、多分今後の防災計画の中でも出てくると思うんですが、名簿があっても、い
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ざというときには対応できないと。でも、本当は災害時だから、そのときのための名簿

のシステムであって、消防なり、保健センターを含めてつくっている台帳なので、それ

を、いかに行政区なり、いろいろなところとタイアップしながら活用するかということ

をしていかないといけないのかなと思って質問させてもらいました。これは防災計画で

も、これから、いざというときの災害の想定というのは、軽いものではなくて大きいも

のを想定しながら計画しなくてはいけないと思いますので、それも含めて検討課題にし

てほしいと思っていますが、答弁があればお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　浅井主査。

○浅井尚幸保健福祉課主査　今、山本委員が言いましたとおり、情報提供するという観点

以外に、地域でそういった方を見守るという体制づくりは必要なのかなと考えておりま

す。民生委員さんにつきましては、防災マニュアルということで、そういったことがあ

ったときに対応できるようなマニュアルづくりをしております。ただ、そういったもの

も、常日ごろからシミュレーションしたりとか、確認したりということもあると思いま

すので、その点はまた調整して、整理していきたいとは思っております。また、各行政

区で今後自主防災組織等の立ち上げ等も考えていきながら、地域で支え合う要援護者の

災害支援について検討できればと考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　同じページですので、障害者地域生活支援事業、自立支援の関

係で質問したいと思っているんですが、このページでよろしいですね。

　　この法案がころころ変わりまして、24 年度はつなぎ法案でされることになっていま

すが、いろいろ調べた中では、実施主体が道から町村に移るものがかなりあるのではな

いかと、その点についてどんなふうに体制が変わるのか。無料化につきましては昨年か

ら実施されておりますので、一部１割はありますが、無料で実施されていると思います。

その点については、 24 年度はどんなふうに体制が変わるのか。

　　それから、もう１点、これはいずれ廃止される法案ですので、今国会に新しい法案が

出される予定だと聞いているんですが、これからどんなふうに変わるのか、担当課も大

変だと思うんですが、その点について、もし情報があればお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　浅井主査。

○浅井尚幸保健福祉課主査　ただいまの質問についてご回答させていただきます。

　　障害者自立支援法につきましては、平成18 年に施行された法律になっております。

この間、さまざまなサービスですとか、医療費の助成ですとかということで、障害のあ

る方に対してサービス提供されているところなんですが、この法律について、制度の谷
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間のない支援提供ですとか、あと個々のニーズに基づいた地域生活支援の体系整備とい

うことで、国のほうとしては、この法律を25 年８月に廃止しまして、新たに障害者総

合福祉法ということで制定を考えております。

　　この中で、今、この自立支援法については、応益負担という原則でサービス提供をし

ておりまして、サービスを受けている方については、どのサービスを受けたとしても原

則１割負担しますという中身になっております。ただ、今後、ことしの４月から、応益

負担から応能負担ということに変わる予定になっておりまして、これは能力に応じた負

担割合という中身で、 大１割負担というような中身になる予定になっております。

　　そのほかにもいろいろ改正される内容等があるんですが、その改正に基づいて、道か

ら町に業務が権限移譲されるもの等もあるんですが、まず、現状の体制でやっていきた

いとは感じております。やっていく中で体制等の整備等が必要になってくれば、またそ

のとき検討しながら実施したいと思っていますが、この法律の改正につきましては、結

構急な改正でありまして、管内的にもほとんどの町村が、人員配置ですとか人材育成と

いうことで苦慮している部分があります。その辺も踏まえまして、走りながらになって

しまうかもしれないですけれども、体制内容については、再度検討しながら進めたいと

考えております。

　　以上になります。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　負担の関係では、１割負担から原則応能割ということでは、無

料になるところも、 大、比べた場合に１割のほうが安い場合に１割になるけれども、

原則は応能割ですので、無料が近いというふうにとらえていいと思うんです。

　　あと、体制の問題で、今まで通所サービスが都道府県のものもあったんですが、町村

に移るというふうに私の情報ではあるんですが、それを含めて、児童福祉法の関係で、

この間条例改正もありまして、発達支援とか、いろいろサービスが出てきますので、こ

れは町がどうのこうのではなくて、国がころころ制度が変わった中で対応するわけです

ので、やはりきちんと、24 年度についてはそれなりの急ぐことも必要かと思いますが、

その点について、市町村に来る窓口が、多分保健福祉課と保育所もかかわってくると思

うんで、その辺についてきちんと連携をとりながら進めてほしいと思っています。

　　あと、先ほどの総合福祉法がどうのこうのというの、それもやめて、つい 近の新聞

では、総合福祉法をつくるというふうに決めたのに、それを反故にして、見直し法案に

近いような形になるんではないかという、いろいろな情報もありますので、その点につ

いて、担当課のほうは機敏に対応できるように、先へ先へ見通しながら動いてほしいと
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思って質問いたしました。答弁をお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　答弁ありますか。浅井主査。

○浅井尚幸保健福祉課主査　この法律につきましては、本当に頻繁に制度が変わる状況と

いうことで、担当としてもちょっと苦慮している部分ではあるんですが、障害のある方

に不利益のないように関係機関と連携しながら対応していきたいと思っておりますので、

その際は、またよろしくお願いしたいと思います。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいですね。

　　次に、 74 ページから 75 ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ないようですので、次へ進みます。76 ページから77 ペ

ージまで。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　 77 ページの障がい福祉支援員活動経費、地域おこし協力隊の

関係なんですが、これも補正予算でも質問させてもらったんですが、23 年度は配置が

決まらなかったと。24 年度でさらに配置するために努力されると思うんですが、この

活用について、当初説明があったときには、文章上は明記がないんですが、サポート白

樺も視野に入れた形で募集したいというようなことは委員会の中での答弁であったんで

すが、例えば、授産事業の立ち上げの準備にかかわることとか、障害者の就労や技能習

得にかかわる業務とかというふうにありますので、そう考えると、やはり、サポート白

樺中心といいますか、援助する形で配置すべきかと思うので、その点について、この支

援員の活動の目的といいますか、あり方についてどのように考えているのか質問いたし

ます。

○委員長（渡部信一委員長）　浅井主査。

○浅井尚幸保健福祉課主査　ただいまのご質問にお答えさせていただきます。

　　障がい福祉支援員につきましては、昨年度も募集をかけて、なかなかいい人材が採用

できずに、24 年度についても、また再度募集していきたいと考えているんですが、支

援員の活用という部分でいきますと、障害のある方の就労支援に関することを主な業務

内容と考えておりまして、その中で、サポートセンター白樺で実施している生産活動、

その部分のステップアップということで考えております。利用者の工賃収入になるよう

な、授産施設となると法的な縛りがかなり厳しい部分もあるので、まず、第一のステッ

プとして、作業所というような整備検討で今考えております。その部分で、支援員の方
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の協力ということで考えておりますので、実際のところは、サポートセンター白樺のス

タッフという位置づけではなくて、町としてそういった対策を図っていくということで

考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　私もサポート白樺にちょくちょくお邪魔して、いろいろ協力と

いいますか、ボランティアで参加しているんですが、例えば、役場のほうにおいて週一、

二回来るのでは、その会の運営に、なかなか力になってもらえないのではないかという

心配があります。せっかく来てくれるのであれば、週何回かでも来てもらって、具体的

な会の運営も含めてかかわってもらわないといけないかと。参加している方も、年齢も

結構来ていますし、年数もたっていますし、参加している方はほとんどボランティアで

やっていますので、これからどういうふうにこれが進むんだろうかと、やはり不安を持

っていると思うんです。

　　その点について、３年間というような限定はありますが、その中で、今はサポート白

樺しかありませんので、その方々がどういうふうにこれから向かっていくのかと。それ

から、そこに来たい方はまだまだいると思うんです。だけど、交通の関係、人間関係も

いろいろあります。それも含めて、どうやって広げて来てもらうかということも含めて、

やはり、せっかく採用するのであれば、そこに力を入れて採用してほしいと思っていま

すが、その点について質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　浅井主査。

○浅井尚幸保健福祉課主査　サポートセンター白樺につきましては、ＮＰＯ法人という位

置づけでありますので、会に立ち入って運営を支援員がやっていくという部分は、ちょ

っと難しいのかなとは思っております。ただ、支援員の方も、そういった就労の環境で

すとか、サポートセンターの活動内容というのが、まだ来たばかりではわからないと思

いますので、 初の段階では、例えば、週１回とか２回、活動に参加していくとか、そ

ういった部分も必要なのかと考えております。支援員の有効活用につきましては、サポ

ートセンター白樺と十分打ち合わせをしまして、今後の方向性を相互に確認しながら障

がい福祉の推進を図っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいですね。

　　それでは、76 ページから77 ページは終わらせていただき、ここで休憩といたしま

す。

　　再開は午後１時といたします。よろしくお願いします。

（午後　０時０２分）
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　──────────────────────────────────────

○委員長（渡部信一委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　１時００分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　次に、 78 ページから 79 ページまで質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、 80 ページから 81 ページまで質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に移ります。 82 ページから 83 ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に移ります。 84 ページから 85 ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。次に、86 ページから87 ページま

で。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、 88 ページから 89 ページまで。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　 88 ページで２つ質問したいんですが、１つ目は、子宮頸がん

ワクチンの助成事業なんですが、24 年度においては、さらに引き続き国の制度で実現

できるんだと思うんですが、23 年度の実績と24 年度の様子と、それから、25 年度

以降について何か情報があればお願いいたします。

　　それと、自立対策緊急推進事業なんですが、これは心の健康づくり支援事業で、多分

道の補助をもらいながらやる事業だと思うんですが、この内容について説明をお願いい

たします。

○委員長（渡部信一委員長）　岸主査。

○岸　美香保健福祉課主査　ただいまの質問にお答えいたします。

　　子宮頸がんワクチンは昨年度から開始しておりますが、子宮頸がんワクチンで６割程

度、ヒブワクチンで36 ％、小児肺炎球菌で42 ％という２月末の接種率になっており

ます。平成24 年度につきましても、ただいまの子宮頸がんなどワクチン接種緊急促進

事業というのが継続されますので、これに基づきまして、継続して実施するように考え

ております。また、これらの予防接種の25 年度以降につきましては、厚生労働省予防

接種部会におきまして予防接種法に位置づけるべきとの答申は出されておりますが、実
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施時期や費用負担のあり方などについては審議中となっております。法制化を審議して

おります予防接種はこのほかに５種類あることも踏まえて、本町におきましては、国の

動向を見ながら、各種予防接種の実施につきまして検討してまいりたいと考えておりま

す。

　　以上です。

　　続きまして、心の健康づくり対策に関しましては、地域住民の方に対し、自殺の現状

や予防方法、心の健康づくりなど、正しい知識の普及を図るため、パンフレットの全戸

配布、健康教育、講演会などの実施を考えております。また、保健師による心の相談日

を設定し相談体制の整備を図るほか、自殺予防ゲートキーパー研修の開催により、地域

の見守り体制づくりも推進していこうというふうに考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　 23 年度の実績が余りメモをとれなかったものですから、意外

と受けなかったのかなという私の予想なんですが、としますと、24 年度は受けられな

かった方と、あと年齢が該当から外れた方、新しく入る方を含めてやるということでい

いんだろうと思いますが、その確認。

　　それから、心の健康については、インターネットを開いてもなかなかわからなくて、

この補助金そのものは多分今回限りなんだと思うんですけれども、パンフレットをつく

るのは、それはそれとして、アピールとしてあるんですが、やはり、ふだんの窓口とい

いますか、心の相談というか、いろいろなケースがありますので、ケース・バイ・ケー

スであると。その窓口できちんと把握しながら、保健福祉課になると思うんですけれど

も、そこできちんと対応できればと思っていますが、その点について、24 年度で終わ

る事業ではないと思いますので、答弁をお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　岸主査。

○岸　美香保健福祉課主査　まず、第１点目の予防接種について回答いたします。

　　子宮頸がんワクチンは、ワクチンの供給不足で、昨年３月から７月までの間、接種を

一端中止しております。それと、ヒブ、小児肺炎球菌におきましても、副作用の関係で、

原因究明のために一時接種停止がありました。これによる保護者の不安も大きく、ワク

チンも足りなかったこともあり、接種率がとどまっているかというふうに考えられます

が、打てなかった対象者については、引き続き接種機会を確保して対応したいというふ

うに考えております。

　　２点目の心の健康づくりなんですが、今まで、精神的な相談につきましては帯広保健

所等の相談窓口を紹介するなどして対応していたんですが、今回におきましては町で身
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近に相談対応しなくてはならないということで、ふれあいプラザで相談日を定例で開催

しようというふうに位置づけております。ただし、専門的な対応はなかなか困難になる

と思いますので、関係者とよく連携をとりながら、町の相談体制を整備したいというふ

うに考えております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにありませんか。

　　ないようですので、次に進みます。 90 ページから 91 ページまで。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　ふれあいプラザの浴場の利用の関係なんですが、結構年配の

方々から、無料等でもう少し多く利用できないかという声が何人か寄せられているんで

す。例えば、年間の券を発行しながら、お金はかかりますけれども、それを買いながら

利用する方法も、今の１回100円、月８回にプラスできないかということ等があります

ので、その点について質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　鶉橋主幹。

○鶉橋浩行保健福祉課主幹　山本委員のご質問にお答えしたいと思います。

　　ふれあいプラザの浴場については、古い公営住宅の一部や自宅等におふろのない方の

ための公衆浴場として、平成９年から現在の場所で営業しております。しかし、公営住

宅の建てかえや個人住宅の建設により、多くの町民の方については、おふろのある住宅

に居住されているものと思います。また、そのことにより利用者が減少しているものと

考えております。また、上士幌町の人口減少や他地域の入浴施設が多くなってきたこと

も、要因であると考えられます。

　　そして、十勝管内では、公共の公衆浴場を町村が直営で維持管理しているところは、

新得町、鹿追町、浦幌町、上士幌町、陸別町となります。そして、老人券を導入してい

るところというのは上士幌町だけということになっております。これは、月８回まで

100円で入れるということになっております。また、直営の公衆浴場となっていますの

で、第三セクター方式で営業する温泉入浴施設であるしほろ温泉プラザ緑風やしみずフ

ロイデのような、１カ月券、３カ月券、年間券というようなものを導入することはでき

ないものと思われます。今後におきましても、より多くの町民が触れ合える憩いの施設

として利用していただけるように維持管理に努めていきたいと考えておりますので、ご

理解をお願いいたします。

　　以上となります。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。
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○８番（山本和子委員）　かつては無料で８回入れたわけですから、要するに、お年寄り

の方々が回数多く来てもらって、健康のためにも、心の触れ合いの交流の場にもなりま

すので、そういう回数が多ければいいと思うんです。だから、利用する方は毎日利用し

ているという声も聞きますし、あとは、100円券はあるけれども１回ぐらいしかという

方もいますが、その方々が何らかの形で利用できるような機会がふえればと思っていま

すので、確かに年間を通した券もあればいいなと思うんですが、せっかく配布している

券を有効活用してもらえるような方法も今後検討すべきと思います。質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　鶉橋主幹。

○鶉橋浩行保健福祉課主幹　今現在の老人100円入浴券というのは、一応、今までに申請

のあった方すべての方について、入浴券をおふろの番台のところに用意しております。

そして、70 歳に到達されている方といいますか、昔は敬老会の名簿があって、敬老会

の名簿に基づいて毎年更新してつくって、数をふやしていったんですけれども、今は敬

老会の名簿がありませんので、その都度、おふろのほうを利用したいという70 歳以上

のお年寄りの方の分を用意しております。

　　一応、他町村も含めて、公共の公衆浴場ということで営んでいる町村も５町しかあり

ません。なおかつ、ほかのところは上士幌と違いまして、大きな浴槽が１つと洗い場し

かないようなおふろを維持しているということになっておりますので、上士幌町のよう

な立派な施設を維持しているところというのはありません。このような施設を維持管理

するにも結構お金がかかりますので、町民に喜ばれる施設であるとこちらも考えており

ますし、今後も維持管理していけるように努力していきたいと考えております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいですか。

　　中村委員。

○４番（中村保嗣委員）　同じく、町営温泉浴場の消耗品について質問いたします。

　　多くの町営温泉が、管内を含め設置運営されておりますけれども、民間を含め、温泉

施設のシャンプーや石けん、これらが常備されていると思うんですけれども、町民の方

とか、特に観光客の方々に対して、タオル１本で入ったらシャンプー等が常備されてい

るということは、非常に結構なことかと思います。これについて検討されていらっしゃ

るのか、検討されておりましたら、経費がどのくらい必要なのか質問したいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　鶉橋主幹。

○鶉橋浩行保健福祉課主幹　上士幌町の公共浴場でありますふれあいプラザにおいても、

シャンプー、リンス、石けん等の入浴備品は置いております。しかし、380円で入れる
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公共公衆浴場法に基づく施設となっておりますので、それらの備品につきましては、す

べて個人負担ということで、有料で購入していただいております。そして、浴場の入り

口の入浴券を買う自動販売機で、その辺の備品も購入できるようになっております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　中村委員。

○４番（中村保嗣委員）　有料ということは聞きましたけれども、我々が他町村に行きま

して、おふろにタオル１本で入って、石けん等があると非常に助かるものなんですけれ

ども、観光客の人を対象に無料で貸していただけるようなシャンプーの準備とか、こう

いうのも少し検討していただいて、今後取り組んでいただきたいと思っております。よ

ろしくお願いします。

○委員長（渡部信一委員長）　要望でよろしいですか。

（「はい」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにありませんか。

　　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　同じく町営温泉浴場のことなんですけれども、これは、年齢的

にはお年寄りというのか、どういう年齢層が多いんですか。

○委員長（渡部信一委員長）　鶉橋主幹。

○鶉橋浩行保健福祉課主幹　山本委員の質問にお答えいたします。

　　ふれあいプラザの入浴者数については、平成９年から11 年ぐらいまで、建設当初は

年間に９万人前後で推移していました。ここ数年の利用者というのは５万人前後という

ことで推移してきています。そのうち大人の利用者数というのが２万8,000人ぐらい、

そして、老人の100円券をもって入浴される方が１万6,000人、子供の利用者が6,000

人ということで、約５万人ということになっています。１日平均にしますと150人の利

用ということになっております。

　　浴場の利用者が減っているというようなご指摘はあるんですけれども、ここ数年の利

用者のうち、７月から８月の土日の多い日には、１日300人以上の利用者があります。

ふれあいプラザの建設当初の土日についても結構多かったんですけれども、観光シーズ

ンにおいては、そのころの利用者とほとんど変わらない利用者ということになっており

ます。

　　以上となります。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　非常に盛況だということで、今聞くと、100円ということは
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70 歳以上にいっておるのかなと。一般の大人が５万人という話でございますし、先ほ

ど中村委員が言いましたように、空手で行って、よくあるんですね、幕別や何かでも、

1,000円払えば全部ワンセット入っていますと、入浴だけだったら幾らですとか、こう

いう販売機みたいなのがあって、それは、 低限度維持管理、この温泉を維持して、シ

ャンプー、その他を維持するのに必要な経費というのは出てくると思うんですけれども、

やはり、今の町民対象型ということになると、それぞれ持って来られたりして、普通の

ふろだけでいいと、こういう考え方で行政の保健衛生のほうではとらえているのか。

　　今、中村委員が言われたように、観光客などが、体一つでぱっと行って、シャンプー

も何もやってくれるんだと、その辺のホテルだとかビジネスホテルみたいに、置かなけ

ればならないということはあるけれども、それは価格が変わるということですね。だか

ら、二重価格だとか、そういうことは非常に難しくなってくるだろうし、ただ、そうい

う方法もあるのかなというふうにも考えるんです。特殊な夏場だとか、気球だとか来た

人は、そのまま入って、お金が少々高くてもいいから、そういう形でシャンプーから何

から入っていると、もしくは、置かないのであればそういう方法もあるのかなというこ

とで、いずれにしても、我が町はこのパターンでやっていますということはいいんです

けれども、他町村のことも参考に入れながら検討してみたらいかがですか。

○委員長（渡部信一委員長）　保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　山本委員のご質問にお答えしたいと思います。

　　大前提としては、うちの町の浴場は公衆浴場法に基づく浴場ということで、料金も

380円という、政令というか、全道的に価格基準が決まっていまして、それ以上は基本

的に取れないことになっています。ただ、平成20 年に改正になって400円だか420円

に上がっているんですけれども、今うちの町は低所得者も多いということで、380円に

据え置かせていただいている。それと、ほかの資機材というか、物のことなんですけれ

ども、それをプラスして1,000円もらうとか、2,000円もらうという方式は、今町はと

っていなくて、先ほど鶉橋主幹が言ったとおり、それぞれタオルだとか、シャンプーだ

とかをご用意させていただいて、それぞれでご負担を願いたいという方式でやっていま

すので、これを改めて、石けんだとか、シャンプーだとか備え置きだとか、セットでま

とめたお金だということでは、現状では考えていないことでご理解願いたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　なければ、次に移ります。次に、 92 ページから 93 ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、 94 ページから 95 ページまで。

－40－



（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　なければ次に移ります。 96 ページから 97 ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　暫時休憩いたします。

（午後　１時２０分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　１時２２分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　次に農林水産費に入っていきますけれども、98 ページか

ら 99 ページまで。

　　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　 98 ページの農業委員会活動経費840万円の中の報酬ですが、

これは多分農業委員の報酬かというふうに考えられますけれども、この総額3,500万何

がしという中では、人件費、職員手当、その他もろもろがほとんどを占めていて、農業

委員会の報酬費というのは、人数の割には、どこの町でもそうだと思うんですけれども、

非常に低いんです。局長は承知のように、農業委員の定数が減になって１委員会になっ

たということで、全町を農地部会がくまなく歩かなければならないという状況が起こっ

ておると。２委員会の場合は２分の１で回っていたと思うんですけれども、その辺が、

出役日数その他もろもろがふえてくるという状況になって、この報酬が妥当かどうかと

いうのは、どこを基準に置いてやっているのかわかりませんけれども、過去からそうだ

からそうだということなのか、私から見れば、これから上士幌の8,000町歩の農地を守

っていくという農業委員会にしては、ちょっと低いのではないかというふうに考えるん

ですけれども、その辺の考えは、局長がいいのか町長がいいのかわかりませんけれども、

お答え願います。

○委員長（渡部信一委員長）　農業委員会事務局長。

○斉藤明宏農業委員会事務局長　農業委員会の委員の報酬については、農業委員会から直

接お答えすることはできませんので、これについては町のほうで報酬等審議会というの

がございますので、そちらのほうで検討していただくことになると思います。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本委員。

○３番（山本弘一委員）　農業委員会では多分できないと思うんです。それで、報酬等審
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議会だって、そこへ出すのは町長のほうかなと、それを統括しているのは行政のほうで

はないですか。そういうことが、１委員会になったとか、今言ったように、出役日数を

含めて、これから上士幌の第一基幹産業を守らなければならない重要な位置づけにある

わけです。公選法で選ばれた農業委員でありますから、その辺を１委員会になった状況

に合わせた中で考えるべきではないかと思うんですけれども、それの答弁はできないで

すか。

○委員長（渡部信一委員長）　暫時休憩いたします。

（午後　１時２５分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、休憩を解きます。

（午後　１時２９分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　委員さんの報酬の関係でございますけれども、報酬が全体的に、他

の管内町村とか、そういう状況と比較してどうなのかということの判断になろうかと思

いますが、実態がどうなのかということと、委員さんなんかの声とか各方面の意見を聞

いて、必要があれば引き上げも検討していくということになろうかと思います。現状は、

具体的な金額等を比較したものを持っておりませんけれども、そういう声があったり必

要が生じれば、町のほうとしても検討して、必要があれば委員会に諮って決定をしてい

くということになろうかと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　山本委員。

○３番（山本弘一委員）　ということは、なぜ私がそういうことを言うかというと、例え

ば、改正によって農業委員の定数が数年前に減になったわけです。１委員会になった、

これは局長はわかっていますね。それによって、今までは２委員会制、農地第１と第２

があったわけです。半分に分けて、西側と東側と。しかし、それが１委員会になったた

めに、全町内をくまなく回らなくてはならないという状況になって、１委員会になった

利便性よりも、出役日数がふえたんですと。

　　やはり、今後上士幌の農地を守るという、農地法もかなり改正されて、我が町は、局

長もわかっておるとおり、基盤法をある程度中心にやって、公募をかけておるわけです

けれども、３条方式という相対方式になってきたと。ですから、他町村から、価格でも、

ある程度できるようになってしまったというおそれが、そういう危惧を私は持っている

わけです。我が町の土地を守る、第一次産業を守るということになれば、やはり、今の
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報酬が本当に妥当かどうかと、そういう機構改革によって減になったのはいいんですけ

れども、なり手がないのではないかというおそれも出てくるということも懸念されて、

何人からもそういう、農業委員会の中では出てないかもしれないけれども、農業委員の

中からは個人的に相談されたことがあるわけです。それでこういう質問をしただけであ

って、農業委員会の中でその話が出てきて、町長、もしくはそちらを通じた中で報酬審

議会をやってくれというのなら、そのように農業委員会の中で検討してもらいたいと思

いますけれども、そういうことでいいのかな、出てくればやってやるということですか。

○委員長（渡部信一委員長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　それぞれいろいろな場から意見をいただければ、それは当然参考に

させていただきますけれども、意見があれば自動的に開くということではありませんの

で、他町村の状況とか、同じような自治体の報酬の状況も勘案しなければならないとい

うふうには思います。

　　今期から農業委員さんの数が減ったんですが、減員の条例を提案するときもちょっと

相談しましたが、管内の町村も、農業委員さんはどこの町村もかなり減らしてきている

という実態がありますので、その辺の状況も勘案しながら検討をされるべきものかとい

うふうに思います。

○委員長（渡部信一委員長）　山本委員。

○３番（山本弘一委員）　今の話は私も十分理解できますし、この経費の中でほとんどが

人件費、職員の給与なんです。大まかに、農業委員の報酬については500万円しょぼし

ょぼしかないわけです。やはり、その中で減って十何人ですか、そうすると、１人当た

り３万円ちょっとぐらいかなと。一般の農業委員というのはそのぐらいになるわけです。

だから、それが常任委員であれば、日給月給みたいな日当という形か、それがどちらが

いいのかということはこれからの課題だと思うんですけれども、含めて、農業委員会の

中では、局長を含めて、出てくれば話すではなくて、そういう今までの経過と変わった

ということを含めた中で、検討する考えはあるかないか、局長に伺います。

○委員長（渡部信一委員長）　農業委員会事務局長。

○斉藤明宏農業委員会事務局長　山本委員さんのご意見はわかりますけれども、今後にお

いて、農業委員会の中で検討させていただきたいというふうに思います。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにありませんか。

　　ないようですので、次に進みます。

　　100ページから101ページまで。
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（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に進みます。102ページから103ページまで、ありませ

んか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ないようですので、104ページから105ページに進みます。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、106ページから107ページまで。

　　伊東久子委員。

○１番（伊東久子委員）　107ページのＴＭＲセンターとコントラの関係について、相当

の金額が出ておりますので、この内容については、できれば全協で説明してほしかった

んですけれども、総文の委員はわかりませんので、この点について説明をお願いいたし

ます。

○委員長（渡部信一委員長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　かなりの事業量、ボリュームになるということで、全協にも諮るべ

きだったのではないかというような１点目のお話でございますけれども、この辺につき

ましては、また理事者と協議しながら、適宜必要に応じて、かけなければならないとき

にはかけるような形で進めてまいりたいと、そのようなことで考えておりますので、ご

理解のほうをよろしくお願い申し上げます。

　　それと、事業の中身でございますけれども、まず、１点目のＴＭＲセンター運営につ

きまして、今回機械等の導入、それと運営費を合わせまして、ここで3,987万2,000円

ほど補助していきたいということで、上程してございます。ＴＭＲセンターでございま

すけれども、今回この内訳でございますけれども、3,987万2,000円のうち2,987万

2,000円と1,000万円、補助金ということでございますけれども、考え方は２つに分け

てございます。

　　ＴＭＲセンターにつきましては、新たに取り組む事業ということで、まず、その取り

組みに対して町のほうとしても支援すべきではないかという考え方が大前提にございま

す。それでは、どのような形で補助をするのかということでございますけれども、今回

考えておりますのが、要綱を設定してございますけれども、これにつきましては、基本

的に機械等についての補助でございます。それで、具体的には、機械等ということでご

ざいまして、圧縮こん包機に対する補助、それと、飼料運搬用のベルトコンベア、フォ

ークリフト、自走式ミキサー車、配送用特装車、あとホイルローダーでございます。こ

れらの補助でございますけれども、基本的に、農協さんが受けた補助残の２分の１以内
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ということで考えてございまして、現在農協さんのほうから出てきておりました具体的

な補助の額がこの額ということでございまして、それに対する、町につきましては

2,987万2,000円をこの機械類の補助に充てたいと。

　　それプラス1,000万円の考え方でございますけれども、これにつきましては、初期投

資を含めて、初期運営に当たってかなりの費用がかさむということでございます。実際

にＴＭＲセンターを運営するに当たりまして、その分、３年間につき、各1,000万円ず

つ補助していこうという考え方でございます。そのようなことで、ご理解のほうを賜り

たいと存じます。

　　それと、コントラクターの補助でございますけれども、これにつきましては、一昨年、

2,835万円ほど補助させていただいておりますけれども、基本的な考え方といたしまし

ては、同じような考え方でございます。これも機械類に対する補助ということでござい

まして、このたび出てきておりますのが、6,092万5,000円ほどの補助をということで

ございまして、それの２分の１を今回コントラにつきまして計上させていただいたとこ

ろでございます。それぞれ、自走式フォーレージハーベスター、それとモアコン、スカ

ベンジャー、ハイダンプワゴン、それとコンクランナー、それらが納入される予定でご

ざいますけれども、これをもって農協さんが、今２セットでございますけれども、４セ

ットにして農家の方たちの要望に対応していくということでございまして、同じく、町

としても補助していきたいという考え方でございます。かなり高額な補助ということで

ございますけれども、これが、また農業振興等につながっていくということでございま

すので、何とぞご理解のほどをよろしくお願いいたします。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　それでは聞きたいんですけれども、ＴＭＲセンターの利用戸数

というのは何軒なのか、あとコントラを利用する農家の方たちは何軒、例えば、ＴＭＲ

だったら酪農家何軒中何軒が使用するのか、そこら辺をお聞きいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　まず、ＴＭＲセンターでございますけれども、これにつきましては、

19 戸の農家が参加して運営されていくということでございます。それと、コントラク

ターでございますけれども、今押さえておる数字でございますけれども、酪農家31 軒、

畑作が 30 軒前後ということで、六十二、三軒が利用していくということでございます。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。
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○１番（伊東久子委員）　それでは、ＴＭＲについては、19 軒が利用するということな

んですけれども、酪農家の戸数は何軒なんですか。

○委員長（渡部信一委員長）　農林課長、

○松岡秀行農林課長　直近で押さえております新しい数字でございますけれども、65 軒

でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　 65 軒の中の19 軒ということなんですけれども、いろいろな

農家の方たちから不公平感というのはなかったのかどうか、そこら辺をお聞きいたしま

す。この事業についてはいいことだと思うんですけれども、たまたま六十何軒のうちの

19 軒ということで、町の税金を使うのにそれが正しいかどうかというのをちょっと疑

問もあったので、説明を受けてなかったものですから、そこら辺を質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　谷尻主幹。

○谷尻常盤農林課主幹　ただいまの質問についてお答えします。

　　このＴＭＲセンターを設立するに当たっては、全戸の農家にファクス等を入れて、参

加希望を取りまとめて始めております。当初は今より戸数も多く、三十数軒集まったん

ですけれども、その間にいろいろ説明会等を開いているうちに、自分に合う合わないと

いう部分が出てきまして、今の 19 軒に落ちついたというようなことになっております。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　あわせまして、今回新たに出発するに当たりまして、19 戸の農家

ということでございますけれども、今回、これは本町にとりまして新たなスタート、新

たな取り組みということでございます。これにつきましては、労力の軽減ですとか、合

理的に営農をしていくということを皆さん方で協議しながら進めていくと、これが一つ

のきっかけになって、また新たな取り組みが出てくるのではないかというふうに予想も

しておりますので、そのようなことも見据えながら今回補助をしていきたいということ

で、ご理解いただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　もう１点だけ。このＴＭＲに関しては、大規模草地は入るのか

入らないのか、いずれは入ろうとしているのか、そこら辺のところをお聞きいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　今回入る入らないでいきますと、入らないということでございます。

それと、今後でございますけれども、ＴＭＲセンターにつきましては、牧場は入ってい
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かないことになろうかと思います。と申しますのが、これに入ることによって、ここで

構成する農家、それと牧場にとって利益があるのかということで、その辺はシミュレー

トも行っております。それは、入らない方がお互いにとって有利だろうということで結

論が出ておりますので、今回入ってきませんし、今後も入っていかない予定ということ

でご理解いただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　私が質問したいことは、ほとんど伊東委員がお尋ねになられた

ので、ちょっと別な角度からお尋ねしておきたいと思います。

　　先ほど主幹がお答えされている、当初が私の記憶では34 軒と思っていますこのＴＭ

Ｒ事業です。それが19 軒に至ったと。本町の、当時67 軒、今は65 軒という数字で

すけれども、ほとんどの大きな畜産農家は入らないと。牧場も、ただいま農林課長が答

弁されたように入らないと。しかしながら、平成24 年からコントラは４セットになる

と。これは、大きくいうと、65 軒の町内の畜産農家の中で19 軒の飼料施設の枠組み

と、本町の直営の牧場を含めた大きな畜産農家というふうに分かれていくと。

　　そういった中で、先ほど伊東委員が質問されたように、行政としてはそちらのほうも、

今回出てきたようなものも補助もするけれども、大きなほうについてもそういう補助的

なものは出てくるのではないかと、そんなふうに想定されるわけでございまして、ナイ

タイの民営化ということが叫ばれて、今いろいろと話は伺ってはおりますけれども、前

から私が申し上げているように、本町の基幹産業の農業の７割の売り上げを占めている

部分でございますので、これは非常に重要なことでございますから、今後、ただいま農

林課長が答弁されたように、この部分については、ＴＭＲ事業で現在のナイタイ高原牧

場は入らないとしても、コントラクター制度がこういうふうに拡大していくことによっ

て、民ができるところは民にしてもらうという、前々から本町の町長はおっしゃってお

ることですし、この辺のことが拡大していくんではないかというふうに想像されます。

　　そういった中で、今回の件については、もちろんＪＡが主体ですから、ＪＡさん、そ

して直接受益をされる方々も、65 軒、さらにＪＡの組合員さん全員が承知されての意

向だと思いますけれども、この辺のことの将来展望を含めた、大きく筋といいますか、

先ほど冒頭に申し上げたように、19 軒とほかの大手の畜産農家さんと補助の形が両極

に分かれていってしまうのではないか、そうすると、どこかで、ナイタイ高原牧場が

終的にどんなふうに集約されるかわかりませんが、やはり、行政負担というのは両極的

になっていくんではないかと思いますけれども、この辺についての将来展望というのは、

現時点でこれを介すことに対してどんなふうに解釈されているのかお尋ねしておきたい
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と思います。

○委員長（渡部信一委員長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　両極になっていくだろうということでございますけれども、行政と

いたしましては、大きい農家さん、小さい農家さん、それと酪農畜産農家さん、畑作農

家さん、これは基本的にすべて同じ目線で考えるということは、ここで申し上げておき

たいと思います。その中において、今打つ手が、どのような施策が有効なのかというこ

とは、しっかりと見据えていくということが行政として大切だろうというふうに考えて

ございます。

　　それと、コントラ事業のお話をされておりましたけれども、これにつきましては、ナ

イタイの民間移行等のお話もされていたわけでございますけれども、ＴＭＲセンターは、

今の段階では先ほど申し上げたとおりでございますけれども、コントラにつきましては、

この牧場の運営を考えたときには、それは、当然並行して考えなければならないだろう

というふうに思っております。この辺のところは、いつそういったものをシフトするよ

うにしていけばいいのかということは、農協さんとも今協議しておりますけれども、ま

た、今後も重々協議しながら進めていくことになろうかと思います。答弁になっている

かどうかわかりませんけれども、よろしくお願いしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　ＴＭＲの出発点というのは、先ほどもちらっと出ていましたけ

れども、やはり分業だと思うんです。受益者の方々の労力軽減、飼料作物をつくって、

搾乳をして、牛のふん尿の処理ですとか、いろいろなことが長年畜産業の中ではあった

わけですけれども、これが、ＴＭＲ事業にすることによって、労力の軽減と適材適所な

給餌ができると、私はそんなふうに考えているわけでございますけれども、こういう一

つの大きな転換期、ＴＭＲ事業は、根釧地区のほうでは早々とやっておるわけですから、

決して上士幌が先進地とは言えないわけですけれども、そういうわけでありますが、や

はり大きな転換期でございますので、先ほど農林課長も答弁されたように、今後、直営

のナイタイ高原牧場というもののお話を賜りますと、ＪＡとのほうで話が進んでいると

いうことでもございまして、そういうような高所大所から今後のＴＭＲ事業、そしてま

たコントラクターというものは、民間の力を十二分に活用された中での補助施策でなけ

ればならないと、こういうふうに締めくくりをしておきたいと思っておりますので、答

弁があれば、ひとつお願いしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　今後におきましても、当然、総合的な視点から全体を見通しながら
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進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　１点だけお伺いをしたいと思います。

　　先ほど、ＴＭＲセンターの運営補助の中で、1,000万円ずつ３年間、この1,000万円

はＴＭＲセンターの中で何に使われることになるのかお聞きをしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　お答え申し上げます。

　　若干委員会のときにも触れさせていただいたのかというふうに思っておりますけれど

も、さらに詳しくということかと思います。ご説明申し上げます。

　　この運営につきましては、すべて包含しているということでご理解いただきたいと思

いますが、この収支計算で出てきておりますのが、一つには人件費等が出てきておりま

す。それと、光熱水費、修繕費、あと公租公課、燃料費、減価償却費、損害保険料、配

送費、車両費、通信費、消耗備品、会費、雑費、借地料等というようなものが出てきて

おりますけれども、これらがすべて運営上必要だということでございまして、例えば、

平成 24 年度どれだけの収支、資産を持っているかということでございますけれども、

これらを入れますと、当初、収入から支出を引きますと4,200万円ほど厳しいんだとい

うことがございます。２年目につきましては4,300万円ほどのマイナス、３年目につき

ましては2,300万円ほどのマイナスということでございます。27 年、 28 年までマイ

ナスが続くわけでございますけれども、行政といたしまして、これら３年の数字が特に

厳しいんではないかということで、1,000万円ずつ補助させていただきたいという考え

でございます。よろしくお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　実は、私も酪農経営をしている立場で、ＴＭＲセンターにも

いろいろかかわりを持って、 終的には参加をしなかったわけでありますけれども、機

械に対する、あるいは施設に対する補助については、どなたも何も言っていないんです。

ところが、参加しなかった人から、運営補助というのは、農家の場合は１日に使う飼料

を何トンとセンターから買い上げるという形になるわけです。それに補助が出る形と同

じではないのかというふうに言われて、ちょっと気になったんです。ＴＭＲセンターと

いうのは、大量につくるということでコストを下げるんだと、個々でやっている飼料よ

りはコストが低いはずだと、そうなってないんだろうかと。であるならば、初期投資が

非常に負担になるというんだったら、そっちに補助金を出すのが本当ではないか。ある

いは、租税公課として固定資産税相当額とかという形で補助が出ることについても理解
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するけれども、ちょっとわからないなという話をされて、僕もちょっとぎくっとした経

緯があるんです。

　　当時、僕は入ろうと思っていましたから、ＴＭＲセンターの中身についても理解して

いるつもりですし、もう一つ、これはぜひシミュレーションとしてそちらから説明を願

いたいと思うことは、このＴＭＲセンターをやることによって、１つは、高齢の酪農家

が一定程度の高齢まで営農することが可能になる、言いかえれば延命になるということ

が言えます。もう一つは、これは実証されている部分ですけれども、飼料の改善をする

ことによって個体乳量の引き上げが可能になると。いわば、町内の生乳生産の維持拡大

に向けてできるんだということをきっちり言った上で、こういった補助なり支援なりを

するということをしないとまずいと思いますし、できれば、今お聞きをしたいのは、５

年後、あるいは３年後、シミュレーションでどうなっているかわかりませんけれども、

19 戸の酪農家の現状の乳量から何割程度多くなるんだ、こういう数値目標はぜひ指導

側としては出していただきたい。そういうことをすれば、産業振興上も、議会としても

十分納得できると思うんです。

　　先ほど、合理化をして大きくして、いろいろなものを、資材についても安く入れると

いうようなことも含めて説明があったわけですから、それでもなおかつ赤字が出るとい

う部分がどういう部分だという説明もきっちりした上で補助を出していただかないと、

労働は楽になって、19 戸で年間1,000万円というと金額はわかると思うんです。簡単

な額でない額が牛を飼うための補助金として出て行くということになるんです。その説

明は、きちんとしていただかないとまずいんではないだろうか。農協だからいいという

だけではなくて、今後も参加できるという要素も、当然何年か後には、３年後にはある

わけですけれども、そういうことも含めた説明と将来目標というものをきちんと示した

上でひとつ提案をお願いをしたい。そこがなかなか出てこないという心配をちょっとし

ていましたので、それも含めて、もう一度その辺の考え方についてご説明をお願いした

いと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　ご説明したいと思います。

　　かかる運営費につきましては、先ほどお話しさせていただいた中身でございますけれ

ども、特に大きなものにつきましては減価償却費、これがやはり大きいということでご

ざいまして、それをとってみましても3,576万6,000円ということで出てきております。

それと、今回新たに取り組む農協への事業だということでございます。

　　それで、どの部分のどれだということでは、今回積算といいますか、考え方は持って
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おりませんけれども、この運営すべて、今この科目に出てきているものに対しての補助

をするということで、再度ご理解のほうをいただきたいと、そのように考えてございま

す。当然、運営につきましては、飼料のほうが安くなった上にまたこの補助を受けるの

かというような、懸念される意見があるということでございますけれども、その辺の考

え方につきましては、農協としっかりと協議をしながら、誤解のないような形で進める

ということでお話しをしていきたいと、そのように考えてございます。

　　それと、数値目標を持っているのかということでございますけれども、これにつきま

しては、専門的な話になりますので、谷尻のほうからお答えさせていただきます。

○委員長（渡部信一委員長）　谷尻主幹。

○谷尻常盤農林課主幹　数値目標の件ですけれども、数値目標に関しては、ＴＭＲセンタ

ーを実施するに当たって、国の事業を使っております。その事業の中で達成目標という

ことで挙げております。この達成目標といたしましては、平成20 年、 21 年、 22 年

の事業実施後３カ年乳量で、町全体としてどのくらい増加するかということで数値目標

を持っております。増加するのが3.24 ということで、シミュレーションして報告させ

ていただいております。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　ＴＭＲセンターの19 戸の乳量動向はどうかということをき

ちんと出さないと、全体にならしてしまうと非常にわかりにくい。3.5％というと、こ

の近年100％ちょいですから、相当伸び率が高いというのはわかるんですけれども、Ｔ

ＭＲセンターの皆さんはどうなのかということを含めて、たしか数字はあるはずだと思

うんですが、それもこの際説明を願いたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　２時０２分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　２時１４分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　谷尻主幹。

○谷尻常盤農林課主幹　それでは、先ほどの質問に対してお答えいたします。

　　先ほど町全体でという話をしましたけれども、その前段には19 戸でどうなるかとい

うことをして、それを町全体にしているので、19 戸の分でいきますと、先ほどの３カ
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年乳量という部分でいきまして、３カ年で５万3,400トンということで、事業実施後こ

の 19 戸がどうなるかということで、シミュレーション上は６万1,800トンというよう

に、115.9％増加する予想でやっております。これの根拠といいますのも、センター加

入農家に関しては、希望で増頭したいという方も結構おりまして、30 ％までは増加し

てもいいという決めになっております。そこら辺を、いきなり30 ％ふえると思ってい

ませんので、５％ずつ増頭、乳量に関しても、いいえさを与えるので乳量も上がるだろ

うという予想で、これも５％ぐらいずつ上昇していくだろうということで、５％ずつ上

昇していくと、３カ年では６万1,800トンになるのではないかというふうに予想して、

十分効果があるんではないかということで、今回この事業を実施しております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　新規事業を町が補助をしたり、あるいは町が事業立ち上げを

したりするときに、その成果、つまり、目標をここに置くということを提案のときにき

ちんと説明すべきだと思うんです。今、乳量が伸びると言いましたけれども、乳量だけ

ではなくて、乳量が伸びると頭数もふえるということは、周辺の酪農に関する経済とい

うのが、それだけパイが大きくなると。これは、農協の人員から含めて、共済の獣医師

の数まで影響があるということを踏まえれば、関連する経済効果は非常に高い。だから

これだけの多額の補助金を入れたいんだと、こういう説明を先にしていただくのが本来

の提案のあり方だと思っているんです。そういう形で、新規事業については、努力目標

であるとか、当面の改善目標というものを掲げた上で、ぜひ提案をお願いをしたいと。

それがないと、何で酪農家だけにそんなにお金をやるんだみたいな話が、どうも町内に

流れてしまう。そのことについては、今後そういったことに、これはほかの事業につい

てもぜひお願いをしたいと思うんですが、それについての考え方をこの部分では 後に

お聞きをしておきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　おっしゃられるとおりだと思います。今回うちでご提案を申し上げ

るに当たりまして、ある意味舌足らずな部分もあったのかなというふうに思います。今

いただきましたご助言を次に生かしていきたいと、そのように考えておりますので、ご

理解のほどをよろしくお願い申し上げます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　中島卓蔵委員。
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○１０番（中島卓蔵委員）　関連するんですが、このＴＭＲセンターの建設に当たっては、

地元の業者で参加されている業者があるのかないのか、その点を１点聞きたい。

○委員長（渡部信一委員長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　お聞きしておりますところ、地元の業者はなかなか入れないという

ことでございます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　中島委員。

○１０番（中島卓蔵委員）　これだけの大型事業で、町もこれだけの高額な金額を助成し

ているわけですから、本来でいけば、町の理事者なり担当課で、やはり、町の業者でも、

下請でも何でも仕事をさせていただけるような努力というのは必要ではないかと思うん

です。例えば、建設協会の会長を連れて行ってお願いするとか、せっかく町で助成して

いても、町の業者に一つも仕事がないということは、農業振興にはなっていても産業振

興にもならないし、企業育成という町長の執行方針にもあるわけですから、やはり仕事

あっての企業育成ですから、今後こういう事業に当たっては、そういう努力というのは

必要だと思うんですけれども、考え方が。

○委員長（渡部信一委員長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　気持ちは同じ気持ちでございます。補助をするということでいきま

すと、そういった考え方が出てくるのは当然だというふうに思いますけれども、また、

事業執行のほうがそういった、行政ではないということになりますと、その内部的な入

札要件がございますので、そこにまで行政が口を挟むということはなかなか難しいとい

うことも、一方ではご理解いただきたいと思います。ただ、そういう声がやはり大きい

というようなことは、私もこの立場からはお伝えしたいと思いますし、また、理事者は

理事者で、今後そういった対応もされるのではないかというふうに考えるところでござ

います。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　先ほど、課長の説明の中で、この補助事業の比率のあり方を述

べられたわけですけれども、今回の場合は、ＴＭＲについてはおおむね予算の半額ぐら

いの助成だと。中には、３分の１、４分の１だとかといろいろありますよね。その辺は

平らな目線で見ていますということでありますから、金額がでかければ半分見るんです

かと。私も、選定というのか、つけ方がよくわからないんですけれども、今後あらゆる

角度の中で、やはり住民感情を踏まえたときに、農業だけにかかわらず、なるべく全体
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的な業種の中で町の助成金のあり方というのを、各課において、農林課長だけではない

のですけれども、そういうような重要頻度によってきちんとしてもらいたいと。でない

と、ある一つの部門だけに大きく行ってしまうと、逆に、先ほど中島委員が言ったよう

に、仕事がないんだと、建設業界もないんですよと。

　　ただ、これについては国の事業であるから、本来は課長から言うべき問題で、入札の

そういう資格だとか、取り扱い高とかが決まっていますので、なかなか入りづらいけれ

ども、私から言うのはちょっとおかしいんですけれども、農協はできる限り地元業者を

使うようにという指示は与えてあると、そういう話を聞いております。補助のつけ方を、

できる限り公平な形で見ていただきたい、要望です。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　答弁しますか。それでは、要望ということでお願いします。

　　ほかに106ページから107ページ、ありませんね。

　　それでは、次に進みます。108ページから109ページまで。

　　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　農業後継者奨学資金支給事業、ことしは昨年の当初予算より

少し上がっているというのは、人数がふえたのかどうか、まずその確認をさせていただ

きたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　新井主査。

○新井英次郎農林課主査　佐々木委員の質問にお答えしたいと思います。

　　 23 年度につきましては、６名で60 万円の事業費となっております。今回、継続分、

要は、１年生、２年生の部分が４名いますので、それとあと新規分を上乗せしまして、

事業費もちょっと多目に見ております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　昨今の農業の後継者問題というのは、先ほどもＴＭＲセンタ

ーの部分で触れましたけれども、ＴＭＲセンターの中でも、農業後継者が確定をしてい

ない農業者も恐らく３分の１程度いるんではないかというふうに思います。それも、

近々一定の高齢化をしている状況の中でというふうに言わざるを得ない実態があるわけ

です。

　　農業後継者育成資金、今、両親が農業者でなくても、将来上士幌に住みたいし、農業

をやりたい、こういう人たちがいるのであれば、支給できるような仕組みを考えていか

なければ将来はない。つまり、親の後を継ぐという考え方、観念というのを少し変えな
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ければならない時代に入っているのではないかと。農家の側では、昔は決まったように、

私もその一人ですけれども、親が農家をやっていれば長男は後を継ぐものだと、こうい

う話でした。ところが、今はなかなかそういう実態にありませんし、逆に、次男、三男

の人たちが継ぎたい、こういう人もいます。そういう人がいるということは、逆に言え

ば、親はサラリーマンや公務員でも、将来農業をやってみたいとか、上士幌みたいなと

ころは農業関係の仕事しか中心にないのだから、そういう形でそういう学校に行きたい

という人がいるのであれば、町内の町民であれば、そういう人にも枠を拡大してはいか

がなのかと。これは５年間の農業就労条件がつきますから、農業関係のきちんとしたと

ころへ就職をしなければならないという問題が出ます。

　　そういう時代背景になっているというふうに感じているんですが、去年も同じだから

という形で、継続して予算をつくっていくというのはいかがなものなのか。そういう検

討や、時代背景を含めて協議をされた経緯があるかどうか、考え方も含めてこの際お聞

きをしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　新井主査。

○新井英次郎農林課主査　佐々木委員のご質問にお答えしたいと思います。

　　こちらの奨学資金のほうにつきましては、農業振興審議会のほうで審議いたしまして

内容等も決めておりますけれども、今までのお話を踏まえまして、そちらのほうも今後

検討していきたいと思います。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　若干補足させていただきたいと思いますけれども、これまでそうい

った検討をしたのかということでございますけれども、今新井のほうがお話ししました

農業振興審議会、これでまた具体的ご提案をしたということは、新たな取り組みとして、

今佐々木委員さんから、ある意味、このことに関しては伺ったということでございます。

ただ、農協とは、この後継者対策を含めて早急にやらなければならないですねという話

はして、そこからどれだけ進んでいるのかということはございますけれども、今後その

点も踏まえながらといいますか、当然そのことも入ってくるというふうに思っておりま

すので、ご理解のほうをよろしくお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　そういうふうに理解をいただければ質問したかいがあるんで

すが、もう少し言わせていただければ、ＴＭＲセンターをつくって、さっき乳量は

15 ％伸びる。今の規模を見ると、家族労働では限界に近いラインだというふうに思い
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ます。個人経営であれば、１人、２人雇用労働を持たなければならない。そういう実態

にある農家も町内におそらく４分の１ぐらいはいるのではないかと思いますし、大型の

ところ、大きな農業法人では、今、数十人という単位で雇用労働を持っているわけです。

そういうものが、一つは、うちの町の人口減に歯どめをかける大きな基盤になっている

ということを踏まえなければならない。だから、こういうことは先々として手を打って

いかなければいけないと。そういうことで、先ほどの、農家以外の中卒、高卒の方にも

農業に目を向けていただかなければならない、そういう時代だと。まして、基幹産業が

農業だというふうにうちの町が言うのだったら、ぜひ農業へということがなければなら

ないのではないのかということも含めて思うわけであります。

　　さらに、農林水産省では、今、恐らく農業委員会が管轄で、農の雇用事業という補助

事業をやっています。受けている農家が何戸か町内にもあるんですが、私も昨年受けさ

せていただいた経緯があるんですが、そういった事業も使えば補助の対象になるという

こともありますし、優秀な技術を持った農業従業員を雇い入れることができる。ただ単

に雇用のための求人を出すと、今は求人の数だけは結構来ますが、なかなか勤まる人が

いません。というのは、環境の大きな違いがあって、そういうことになかなか目が向け

られない。ぜひ、これは関係部署も含めて、奨学資金の関係についても、そういう考え

方を含めて十分協議をお願いしたいと思いますが、答弁をお願いしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　当然、そのような形で考えなければならないだろうというふうに思

っております。ただ、これも、毎回こういった場において、農協さんは大事なパートナ

ーだと言いながら、では、次の手はというお話をするような形で心苦しい点が多々ある

んですけれども、いずれにしましても、喫緊の課題ということでとらえますので、その

辺のところを協議して詰めていきたいということで、答弁にかえさせていただきたいと

思います。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　農業後継者奨学資金、これは後継者にとっては大変ありがたい

資金だと思うんです。確かに、私の息子も借りて、これで学校へ行って、そういう勉強

の糧にしたという経過がありまして、終われば、３年就農すれば減免になるという大変

ありがたい事業であります。

　　私が言いたいのは、今の現況の中で、上士幌高校の振興施策の中では、通学費だとか

あらゆるもの、それはそれとして構わないんです。高校を守るという意味では問題ない

と思っていますが、たまたま農業後継者を含めて、上士幌高校が定時制がなくなり、士
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幌、もしくは帯広農業高校へ行っている学生たちが非常に多い。現況がそういう状況な

んです。あわせて、商店街でも、帯広の専門学校、もしくはそういう土木の学校へ行っ

ているのが多いのではないかと。したがって、その後継者たちは、ほとんどが、勉強し

て帰って来て、親のそのものを継ぐ確率が非常に高い人方なんです。

　　ですから、町として、第５期総合計画が今年度から始まるわけですけれども、今すぐ

というと難しいかもしれませんけれども、奨学資金以外に幾らかの、帰って来て上士幌

の住民になって、それぞれの企業を頑張っていくという人方に、何らかの対策資金が必

要ではないかと考えるわけです。出て行ってしまうわけではなくて、上士幌を守ってい

く、基準になる後継者なんです。その者に対しても、やはり、町として何らかの温かい

手を対策費として差し伸べるべきではないかと思うんですけれども、その辺はいかがで

すか。

○委員長（渡部信一委員長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　今ここでご質問があったということで、お答えさせていただきたい

と思いますけれども、新たな提案ということだろうと思いますので、行政内でどのよう

な手だてができるのかといようなことも含めながら、いま一度検討させていただきたい

と、そのように思います。あと、こちらにお願いしたいと思います。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　今の件について、ほかに答弁ないですか。

　　山本委員、よろしいでしょうか。

　　それでは、次のページに移ります。110ページから111ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に移ります。112ページから113ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、114ページから115ページまで。

　　中村委員。

○４番（中村保嗣委員）　114ページの森林整備担い手対策推進として100万6,000円が

計上されておりますけれども、担い手対策の具体的な内容について説明をお願いします。

○委員長（渡部信一委員長）　有賀主査。

○有賀孝行農林課主査　担い手対策につきましては、森林作業員の長期就労に対しまして、

作業員、事業主、それから町、北海道が一定の掛金を負担し合っていまして、その町の

負担分、掛金の一部を予算計上させていただいているところでございまして、内訳につ

きましては、７事業所に対する助成額ということで、合計で100万6,000円の要求額と
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なっているところでございます。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　中村委員。

○４番（中村保嗣委員）　林業の町といたしまして、後継者を育てていくということは大

変重要なことと思いますけれども、予算を含め、担い手を育成することに今以上の積極

的な取り組みが必要ではないかと思います。課題の整理を含めまして、関係団体を巻き

込んだ取り組みが必要かと思うんですが、考えがあればお聞きしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　有賀主査。

○有賀孝行農林課主査　今後も、町有林の整備事業もそうなんですけれども、そういった

事業を通してなるべく町のほうからも仕事を出させていただいて、従業員さんのなるべ

く現状の雇用数の維持、それから増加を図るような取り組みを、まず中心に進めていき

たいと考えております。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　委員長、ちょっと見逃していたんですけれども、113ページを

よろしいですか。

○委員長（渡部信一委員長）　はい、よろしいです。

○９番（山本裕吾委員）　113ページの有害鳥獣駆除の件についてお尋ねしますが、昨年

から見るとかなり増額になっておりますし、この理由も、何となく個人的にも理解して

いるところでございます。

　　先般糠平地区の方々と会合がありまして、その際にも、かなり国有林野あちらこちら

で立木の被害等、また、市街地にもかなり出てきているということでございまして、こ

れは、農業関係、あるいは環境に対する害だとか、いろいろ多方面、町有林内だとか、

幸い市街地のほうには余り見かけたことはないんですけれども、本町は非常に面積が多

いわけでございまして、そういう面での国有林野の部分も、多分この中には全部入って

いるんではないかと思いますが、この辺は、環境省だとか、我が町にも出先機関がある

わけですけれども、この辺と横の連絡もとってやっておられると思いますけれども、こ

れは全額町単費ということではないかと思いますけれども、エゾシカの場合においては

かなり頭数もふえているように感じますし、また、そういう実態の話も聞きましたので、

そういうような形での補助施策を活用したあり方ができないものなのか、内容について

ご説明をお願いしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　有賀主査。
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○有賀孝行農林課主査　予算要求の内容につきましては、北海道猟友会上士幌支部の補助

金の内容になりますけれども、主に、有害駆除期間における鳥獣の駆除実績に応じまし

て猟友会の皆様に報償金等を支出しているところでございまして、あわせまして、農家

さん等からの通報に伴う出動につきましては、車代ですとか、日当等を支給していると

ころでございます。

　　近年エゾシカの増頭傾向にございまして、本町におきましても増頭している傾向にあ

ると認識しているところでございまして、捕獲頭数にもあらわれてきているんですが、

平成 21 年度につきましては200頭台だったんですが、平成22 年度に458頭捕獲され

ております。これは、主に有害駆除期間、半年間の期間の捕獲頭数でありますけれども、

458頭、今年度におきましては411頭ということで、400頭超えの捕獲実績が出てきて

いると。この傾向は今後も続くであろうということで、今回多目の予算要求をさせてい

ただいているところでございまして、近年、捕獲に係る車両の燃料費等、高騰してきて

おりますので、その辺の会員さん自身の負担が軽減になるような対応を今後進めさせて

いただく考えも持っているところでございます。

　　以上、お答えいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　山本委員。

○９番（山本裕吾委員）　先ほど国有林野の中の話もしましたけれども、環境省だとか、

あるいは昨今では北海道でも、エゾシカを食材としてというアピールも含めた、いろい

ろな催し物もやっているわけで、そういった形での、町単費ということだけにとどまら

ず、そういう連携の中での補助施策みたいなものは、北海道だとか、そういうところか

ら、あるいはエゾシカ肉を食する場合においての、今後のやっていくだろう成り行きだ

とか、そのようなことを含めて、単費だけではなくて、そういう補助施策みたいなもの

を要求するなり、あるいは、そういうものを環境省なり、北海道なりと連携していただ

きながら、なお、今のシカの駆除の実績を見ると、年々どんどんふえているような状況

ですので、やはり、この辺は強く増進するべきではないかと思いますので、その辺の財

源のあり方について再度お尋ねして、終わりたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　有賀主査。

○有賀孝行農林課主査　環境省とは、具体的なつながりはまだ持てていないのですけれど

も、道の支援は現在ございまして、平成22 年度から地域づくり総合交付金の交付を受

けておりまして、捕獲実績に合わせまして、現状１頭当たり300円程度の助成がござい

ます。それから、国有林内での林道の除雪要望が会員さん等からございましたので、昨

年の暮れ、これは今までなかったかと思うんですけれども、林道の除雪の協力をいただ
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いておりまして、一度では終わっていなくて、複数回の除雪をしていただいております。

国有林内の林道になります。実際に会員さんが捕獲を進めて、実績を出していただいて

いるところでございます。それから、あわせて、町で管理する林道につきましても、除

雪のほうの協力を昨年から進めているところでございます。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかによろしいですね。次に進みます。

　　次に、116ページから117ページまで質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、118ページから119ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、120ページから121ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　暫時休憩いたします。

（午後　２時４２分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、休憩を解きます。

（午後　２時４４分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　次に、122ページから123ページ。

　　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　123ページのかみしほろん市場の運営の件についてお尋ねをし

ます。

　　商工会も絡めて、ＮＰＯ法人も含めてここを運営されてきたのではないかと思います

けれども、このかみしほろん市場の、俗に言うインターネット販売です。北山村でした

っけ、本町のじゃばらのミカンですか、そういうことも絡めて、相互にインターネット

の販売、相互の地場産のものを増進すべく努力されていると思いますけれども、まず、

このかみしほろん市場の経営についてどのようにとらえておられるのか、この件からお

尋ねしておきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　小林主査。

○小林達也商工観光課主査　山本委員から質問のありました、十勝かみしほろん市場運営

の関係でございますが、ネットショップに関しましては、おととしの８月、上士幌町商

工会のほうでネットショップの設立に至っております。今年度につきましては、２月現
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在で240万円弱の売り上げということで、売り上げの数字だけでいくと、今のところビ

ジネス展開というのがちょっと難しい金額になっております。ただし、ここのネットシ

ョップのシステムを活用して、ふるさと納税の受注、発注、あと発送のほうの処理を行

うほか、上士幌情報館という町の総合案内所の中のいわゆる特産品の展示という一面も

あって、これからも運営のほうは続けていきたいと思っております。

　　次年度に関しましては、さらに商工会のほうとも相談しながら、さらなる民の知恵と

いう形で、各種キャンペーン等の取り組み等で売り上げのほうがふえるように、いろい

ろな施策を考えていきたいというところでございます。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　手前みそで恐縮ですけれども、私も本町内でいろいろな新たな

ことに挑戦してきまして、これは成功もあれば失敗もあります。これは、行政がやって

みても民間がやってみても同じことで、時代の趨勢にもよっていかなければならないの

ですけれども、ただただ、何でも出始めというときは試行錯誤の連続で、うまくいくな

んていうことはまれなことなんだけれども、このネットショップで本町のＰＲをするだ

けでも、きのう幕張メッセのほうでも販売をしているわけですけれども、そういうこと

についても、こういうＰＲをするだけでも効果はあるとは思いますけれども、やはり、

販売するに対して費用対効果です。

　　それと、職員のそれに対しての、事業をするにしても何にしても、やはり、実績を見

るに、やる気の問題だとか、一生懸命やっていてもなかなか前に進みづらいと、これは、

事を起こして、何事もやってみなくてはわからないけれども、やはり、実態として、や

っている人たちはどうかなと、こんなふうな感じもしております。せっかく商工会とか、

いろいろな団体と行政が絡まっての分野でございますので、私は、このことに対しては、

議員の一人としてどうこうということを言うわけではございません。むしろ、私の立場

としては歓迎するぐらいのことでございますけれども、しかしながら、やはり、人とし

て、進めていくに当たっては、やはり、旨として進めていかなくてはならない、そうい

う環境の中でやっていかなければならないというのは、どんな職種でもそういうものは

あると思うんです。そういった中で、やはり、そういう人の携わっていることが、商品

を介してのやっていくことですから、その辺のところを行政側としてはどんなふうな認

識をされているのかお尋ねしておきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　この３年間、商工会に委託をさせていただいて事業を進めてき
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ております。そのようなことで、この３年間のいろいろな検証をしながら、また、改め

て 24 年度ということで、民間の皆さんの新たな知恵もおかりをしながら、キャンペー

ン等も設けながら販売の促進に当たっていきたいというふうに思っております。どうぞ

よろしくお願いしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　次へ進みます。124ページから125ページ。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に進みます。126ページから127ページ質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に進みます。128ページから129ページ。

　　中村委員。

○４番（中村保嗣委員）　128ページの観光費の負担金補助及び交付金の中の北十勝４町

広域観光振興連絡協議会、予算が60 万円となっておりますけれども、その組織、活動

の概要について教えていただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　関主幹。

○関　克身商工観光課主幹　ただいまのご質問にお答えしたいと思います。

　　北十勝４町広域観光振興連絡協議会、こちらの組織は、もともとの成立体制につきま

しては、地域的に非常に結びつきの強い音更、士幌、鹿追、上士幌、この４町で広域的

な事業を何か起こそうではないかということで、これは首長さん、それから議長さんも

含めて、ひとつアクションを起こそうといったところからスタートした内容でございま

す。当面、地域的に非常に結びつきが強く、かつＰＲ効果が高いということで、観光分

野で何かできないかということの始まりでございました。

　　今回のご質問の60 万円の内容でございますが、４町ともそれぞれ60 万円を出して、

240万円を原資にして、時には、タイムリーな補助金を北海道の観光振興機構だとか、

そういったところからいただきながらやっているんですが、 も大きくこの経費を割い

ているのがバスの運行でございます。このバスの運行は、上士幌、士幌、音更、鹿追の

観光的な分野での一つの弱点となっています二次交通の悪さというところを何とかして

打開したいということで、４町それぞれの共通した課題でございました。その課題を解

決するべく、札幌のＪＲからそれぞれの主要観光地までのアクセスを改善しようという

ことで、バスの運行。これにつきましては、５月の第２週、ゴールデンウイークの終わ

った後の約１カ月間、それから、冬の１月若干お正月のピークの過ぎた１カ月間という

ことを中心に、夏バス、冬バスということで、北十勝４町で運行しているということで
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ございます。この経費につきましては、そういったものを中心に、観光的なＰＲで当面

この協議会をしっかりと運営していきましょうということで、当面４年ということだっ

たんですが、先般、この事業につきましては継承していってやりましょうということで、

４町で合意を得たところでございます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。ほかにありませんか。

　　ないようですので、次に進みます。

　　次に、130ページから131ページまで。

　　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　ゴルフ場の料金促進助成、昨年はたしか五百数十万円、こと

しは200万円になっているんですが、この内容について、なぜこれだけ大きな変化があ

ったのか説明を願いたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　宮部主査。

○宮部直人商工観光課主査　ただいまの質問にお答えいたします。

　　ゴルフ場の補助金に関しましては、過去に、平成21 年に１回、それから、今年度、

平成 23 年度という形で、２回の補助を実施してきております。両年ともおよそ600万

円という金額規模での支援という形でやってきておりますけれども、年度が飛んだりし

ていまして、２年あいたりだとかということで、必要に応じての支援をしてきているわ

けなんですけれども、町民に対して、ゴルフ場の認知をある程度してもらわなければな

らないということと、ゴルフ場に足を向けてほしいというＰＲ事業に関しましては、あ

る程度継続した取り組みが必要だろうということで、単発単発の単年度の取り組みでは

なくて、ある程度継続した支援ということも町としては必要だというふうに考えまして、

新たな要綱の中では今後３年間継続して取り組んでいきたいということで、金額はこれ

まで600万円程度でしたけれども、200万円程度を３カ年間というような考え方で継続

支援をしていきたいということで、金額の変更もしてきております。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　そういうことで、ゴルフ場が十分理解をされているのであれ

ば予算に何か問題を言うつもりはないわけですが、当初、この事業で支援をしたという

経緯については、このゴルフ場が、プリンスホテルの問題がいろいろあった後で、大規

模な全国的な事業整理をした。そういう中で上士幌ゴルフ場は残っているわけですけれ

ども、そういった中で、２年間経営の赤字が続けば閉鎖もあり得るという、大変厳しい

現状を突きつけられた上での対策だったというふうに理解をしています。そういうこと

－63－



が十分クリアできるという前提の上で200万円ということであれば、それは喜ばしいこ

とだというふうに言えるんですが、その辺についての確認だけさせていただきたいと思

います。

○委員長（渡部信一委員長）　宮部主査。

○宮部直人商工観光課主査　お答えいたします。

　　平成23 年度、まだことしの補助金の実績は、 終提出はまだなんですけれども、ゴ

ルフ場のほうから確認をさせていただいている本年度の収支の見込みについては、補助

金600万円が入らなかった場合という数字ですけれども、67 万円の赤字になりそうだ

という見込みで来ております。赤字額につきましては100万円を下回る程度の、支出を

圧縮しながら、何とかゴルフ場の入れ込みもふやしながらという努力をしながらの数字

で、このような数字で確認をさせていただいていまして、ゴルフ場ともいろいろ打ち合

わせをした中で、当面、次年度については200万円の補助の中でいろいろな事業を展開

するということは確認をしております。ただ、一応要綱上は３カ年間ということにして

おりますけれども、金額までは要綱では縛っておりませんので、状況によっては、来年

金額の変動を含めてご提案申し上げたいというふうに思います。

○委員長（渡部信一委員長）　中村委員。

○４番（中村保嗣委員）　130ページの街路灯管理費についてお聞きしたいと思います。

　　街路灯及び防犯灯のＬＥＤ化が計上されておりますけれども、先日の予算委員会で

1,100灯ぐらい設置箇所があると説明がありましたけれども、今回の整備は 86 カ所、

700万円、全体でどのぐらいの整備をするのか、全体予算ではどのくらいで、整備年数

を含め、説明をお願いします。

○委員長（渡部信一委員長）　弦巻主幹。

○弦巻佳光町民課主幹　お答えいたします。

　　今の街路灯、防犯灯の上士幌町内の設置基数ですけれども、まず、全体としましては

1,158基ございます。ただ、そのうち糠平につきましては、既に、平成22 年度に54

基、ＬＥＤ化がされております。あと、市街地のほうで、一部なんですけれども、既に

20 基ほどＬＥＤ化をされております。そういったこともございまして、残りが1,100

基ぐらい。そのうち、現在市販のＬＥＤの照明で対応できるものと、ちょっと形が違っ

ていて対応できないものというふうにあります。さらに、いろいろな種類がありまして、

実は、57 種類ぐらいのいろいろな街路灯があるんですけれども、ＬＥＤ化が対応でき

るものとしまして、現在736基を考えてございます。

　　 24 年度につきましては、先ほどお話しされたように700万円なんですけれども、随

－64－



時、次年度以降も短期間で整備をしていきたい。ただ、短期間でやることによって、い

い面としましては、当然電気料が削減されます。それから、修繕費もかからなくなって

くるという反面、市販されている照明器具が、年々質がよくなって、なおかつ価格が下

がるという反面がございます。その辺の兼ね合いがありますので、25 年度以降は、で

きるだけ短期間でとは思いますけれども、今のところ、事業費としましては7,000万円、

それが、直近の中では、市販されている器具がさらに値下がりしているという情報があ

ります。今現在でもかなり、恐らく1,000万円ぐらいは下がっているのかというふうに

思っております。そういったこともございまして、期間については、今後協議をして進

めていきたいというふうに思っております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本委員。

○３番（山本弘一委員）　今の中村委員の街路灯の中の話なんですけれども、この中に新

規というものは含まれているのかいないのか、その辺をお願いします。

○委員長（渡部信一委員長）　弦巻主幹。

○弦巻佳光町民課主幹　お答えいたします。

　　現在の700万円の事業費の中には、新規は含まれてございません。先ほどお話しした

ような、市販の電球で取りつけの可能なところの修繕、あるいは更新という形で考えて

ございます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本委員。

○３番（山本弘一委員）　当然、市販のやつで電球を変えると電気代が安くなるというこ

とはわかるんですけれども、今、残りが1,100基ほどだと。改めて、時には住宅が建っ

たり、町の情勢が変わってくるわけです。それとあわせて、交通安全ですとか、あらゆ

るものが防犯灯に求められるということがあるので、この700万円の中には新規という

のは入ってないというんですけれども、今後、例えば町内会を通じてぜひここに防犯灯

が欲しいだとか、もしくは個人で受け付けるのが、その辺あたりはどのように考えてい

ますか。

○委員長（渡部信一委員長）　弦巻主幹。

○弦巻佳光町民課主幹　お答えいたします。

　　新たな電柱の新設、あるいは移設も含めてなんですけれども、要望者の個人的なもの

だけではなくて、やはり、地域の意向というふうに考えてございます。隣近所でつける

ことによって迷惑という場合もあるかと思いますので、我々がまず現地を確認して、そ

の後、地域要望の確認としまして、行政区長さんを初め、地域の了解を得て、それで必
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要だというふうに判断をされれば、予算化をして整備をしていきたいというふうに思っ

ております。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　ここで 15 分間休憩いたします。

　　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０２分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　３時１５分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　次に、132ページから133ページまで質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、134ページから135ページまで。

　　中村委員。

○４番（中村保嗣委員）　134ページから136ページにかかわると思いますけれども、公

園管理費の中で航空公園に関する整備改修工事が多く予算計上されております。航空公

園が設置されてから、施設の更新、それから整備が必要な時期だと思いますけれども、

今回の予算での調査した状況や、今後において多くの予算を必要とするのかどうか、そ

の内容の説明をお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　田中主査。

○田中義朗建設課主査　質問にお答えします。

　　航空公園の改修がこれからどの程度必要なのかということになりますけれども、24

年度の予算に計上させていただいた分である程度の改修はできますので、今後について

は、施設がちょっと壊れたとか、そういう小破修繕的な予算になるかと考えています。

○委員長（渡部信一委員長）　中村委員。

○４番（中村保嗣委員）　航空公園だけでなく、公園管理全体で更新や整備が必要な時期

かと思いますけれども、部分的でなく、公園の実態調査をし、維持管理を含め、公園計

画全体の見直しが必要と思いますけれども、考えがあればお聞きしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　田中主査。

○田中義朗建設課主査　公園の再整備計画をどのように考えているかということだと思い

ますけれども、今現在、本町においては公園の再整備計画についてはございませんけれ

ども、庁舎内の関係課で検討していきながら、あと関係機関ですとか協議を進めながら、
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公園ごとに用途や目的を持った公園を設定して、計画をつくりながら再整備していくこ

とが必要であると考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。ほかにありませんか。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　２点質問いたします。

　　初めに、「中央公園等」ですので、あちこちの公園を含むと思うので、業務の関係が

23 年に比べてちょっとふえていると思うんですが、これは委託費の関係で、草刈り等

を含めて回数がふえての予算なのか、まず質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　田中主査。

○田中義朗建設課主査　公園管理費の委託費の増の内容はということですけれども、委託

費の増の内容につきましては、まず、１点目につきましては、新設されました１区の道

道です。北１号線沿いに健康森林広場が整備されましたので、そこは、整備前は牧草と

して刈っていたんですけれども、その面積約6,900平米がふえた分。あとは、パークゴ

ルフ場の草刈りの内容と設計の草刈りの内容にちょっと相違がありましたので、その相

違を見直した分。あとは、燃料費の上昇分を考慮した分で増となっております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　そうしますと、私が昨年一般質問した件に関しては何も考慮さ

れてないということでいいのかどうか。新設公園があればもちろんふえますので、そう

ではなくて、その年によりますけれども、雨が多かったりすると草刈りの回数が予定の

回数よりもふえるんではないかと、その分は入ってないということでいいですか。むし

ろつけてほしいということで、補正もありますので、ことしは雨の状況がわかりません

ので、今すぐどうのこうのというのはわかりませんが、従来どおりでは足りないと昨年

質問して、検討すると言ったような気もするんですが、その点、再度質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　田中主査。

○田中義朗建設課主査　草刈りの回数を見直さないのかということなんですけれども、草

刈りの回数につきましては、それぞれの公園とか園地ごとに回数を設定しておりまして、

本来であれば公園の状況に合った回数を刈らなければならないのですけれども、限られ

た予算の中で委託をして草刈りをしていますので、足りない分については、小まめに点

検をしていきながら、建設課の道路維持のほうでも草刈りをやっていますので、そこで

協力しながらやっていきたいというふうに考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　それでは、例えば、そこそこの公園で回数が決まっていますの
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で、原則それ以上はやらなくていいと、それで、もし足りない分には建設課の職員が刈

るといいましても、結構大変だと思うんです。委託費は年度当初に決まると思うんです

が、金額で、ある一定の業者が委託の約束をするんだと思うんですけれども、それは、

これからの補正予算等でも、何かあればまた質問させてもらいたいと思います。せっか

く質問したのに、前向きかなと思ったんですが、その予算が入ってないというので、き

ょうは確認させてもらいました。

　　それから、遊具の関係なんですが、これは音更町の例なんですが、公園長寿命化計画

というのをつくりまして、2012 年から 10 年程度をかけて修理をすると。その前に公

園の全部の箇所を把握をして、壊れている箇所を直すとか、緊急度に応じて計画的に維

持補修に取り組むということが新聞に載っていました。やはり、それが必要ではないか

と思っています。

　　 24 年度予算は、壊れているところを修理すると、それからフェンスを直すと。それ

は 低のことで、例えば、場所によっては、遊具がなければなくてもいいだろうし、更

新も必要かもしれません。その意味では、総合的な見直しをしながら計画をつくるべき

だと思うんです。第５期の計画の中では、当初、24 年度は結構金額がありますが、そ

の次はずっと500万円なので、何に使うのかなと思ったんですが、それほど計画的な公

園計画はなかったというふうに今回質問してわかったんですが、その点について、今す

ぐ予算をどっとつけて、公園をどうのこうのはできませんけれども、せめて24 年度内

に公園を把握して、どこをどうするかというぐらいの把握をしながら計画をつくるべき

だと思いますが、その点について質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　高橋課長。

○高橋　智建設課長　公園の整備につきましては、昨年は遊具を修繕させていただきまし

て、 24 年度につきましては、予算書のほうにも計上しておりますけれども、フェンス

等の修繕を考えております。

　　公園の長寿命化計画といいますのは、都市計画区域内に公園をつくる場合に国の補助

を受けてつくるという制度がありまして、それを改修していく場合に長寿命化計画がな

ければ補助がもらえないということで、都市計画区域があるところでこういう長寿命化

計画というのがつくられているということでございます。

　　先ほど、うちの田中のほうから今後の公園の整備ということで、これは、総合計画の

中でも公園の整備ということでは要望が多くあったということで、その中でも答えさせ

ていただいているんですけれども、まず、庁舎内で、関係課を含めて、どの公園をどう

いうふうに整備するのかというのを計画を立てて、場合によっては、団体等からの意見
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も聞きながら、公園ごとにどういう整備をやるかというのを、まずそういう計画をつく

って、それから具体的に整備をしていきたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木守委員。

○６番（佐々木　守委員）　航空公園の各種事業の中に、カプセルトイレの撤去工事とい

うふうになっていますが、僕の記憶では、確かカプセルトイレが３カ所ほどあったと思

うんですが、これを撤去してそのままになるのかどうなのか、その辺の工事全体の状況

についてご説明をお願いします。

○委員長（渡部信一委員長）　田中主査。

○田中義朗建設課主査　航空公園のカプセルトイレの撤去ということでご質問があったん

ですけれども、航空公園のカプセルトイレの撤去につきましては、２基を24 年度で予

定しておりまして、まず１カ所目がキャンプ場と、パークゴルフ場の間に広場があるん

ですけれども、あそこに１カ所ありまして、その２基がもう古くなってきていますので、

それを撤去するということで考えております。キャンプ場の分につきましては、シーズ

ン中、７月とか８月とか、利用者が多いことが予想されますので、その時期につきまし

ては、簡易トイレを設置しまして対応していきたいというふうに考えております。もう

１カ所ところのトイレにつきましては、余り利用がないので、状況を見ながら今後検討

していきたいと。あと、パークゴルフ場にあるカプセルトイレにつきましては、まだ使

える状態ですので、外側をきれいに塗り直して使っていきたいと、そういうふうに考え

ております。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　余り使用しないところが壊れているということなんですか。

その辺がわかりにくい部分で。

　　もう一つは、こういった施設の中で利便性が落ちるというのは危険なことで、別な形

で、今言ったように、時期的には補完する簡易トイレを設置するということであれば理

解をするところですけれども、例えば、パークゴルフ場などについて言えば、きちんと

した計画を持って、管理棟のようなトイレの設置等も考えなければいけない。今後につ

いてはそういう形になると思うんですが、とりあえずは、現状使えなくなってというの

は、どういう状態で使えないということなのか、その辺の説明も含めてお願いしたいと

思います。

○委員長（渡部信一委員長）　田中主査。

○田中義朗建設課主査　カプセルトイレにつきましては、水をためておきまして、常時水
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が循環するシステムになっているんです。だから、多少関係はあるんでしょうけれども、

たくさん使ったからといってたくさん壊れるかというものではなくて、長い間使ってき

たから壊れたということで、ちびっこ広場なんですけれども、そこは余り利用がないん

ですけれども、設置してからの期間が長いということで、ちょっと劣化が起きてきたと

いうことでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　高橋課長。

○高橋　智建設課長　補足させていただきますけれども、まず、キャンプ場につきまして

は、利用者から音がうるさいとか、そういう苦情も来ていましたので、余り調子もよく

ないということでございます。ちびっこ広場は、今田中が言いましたように、利用度は

少ないのですけれども、経年劣化等で余り好ましくないということで、ちびっこ広場は

場所的にも、余り利用度がないということでございます。

　　航空公園につきましては、河川敷地で占用物件なものですから、河川敷地には永久構

造物というのは建てられませんので、どうしてもああいう簡易的なトイレということに

なるんですけれども、カプセルトイレは、今も一応つくられてはいるんですけれども、

技術的に余り進歩がしていなくて同じような感じなので、できればあの形はもう設置は

しないほうがいいかなということで、キャンプ場につきましても、本当にふだんの状態

であれば、航空公園の階段の下のトイレで十分足りるんです。熱気球の大会のときだけ

はどうしても足りなくなるので、そのときは簡易的なトイレでお願いしたいということ

でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　ただいまの佐々木委員のご質問で、簡易トイレが新たに設置さ

れていると。今課長が説明されたように、河川敷地なものですから固定の構造物は建て

られないということですけれども、ここのキャンプ場については、本町の 大のイベン

トである熱気球フェスティバルのときには非常にキャンパーの利用率が高いということ

でございまして、昨今の情報化社会においては、インターネットもそうですし、書籍類

もそうですけれども、キャンプに対しての、経済的な面もございますし、いろいろな利

用度が高いし、そういうマスメディアの発達によっていろいろな広報がされているわけ

です。今の現代社会において、簡易トイレをつけて、それで、なおかつ利用料が変わら

ずに進めていくということに対して、どんな感触を持っておられるのかお尋ねしておき

たいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　高橋建設課長。

○高橋　智建設課長　キャンプ場のトイレで、先ほど言いましたが、階段の下にあるトイ
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レで、ほとんどの日数はそれで間に合うというふうに考えているんです。本当に、熱気

球の大会プラス夏休みの何日間かであのトイレに並ぶことが出るのかなという状況なも

のですから、熱気球の３日間のためにまた新たなカプセルトイレというのも、カプセル

トイレもかなり金額が高額なものですから、その辺も考えて、今回簡易トイレというこ

とで考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　当然至極、衛生面、昨今の簡易トイレは、水洗化といいますか、

簡易水洗といいますか、なっているわけでございますし、管理面とか、あるいは、にお

いもかなり低減された形ではありますが、しかしながら、幾ら仮設とはいえ、そういう

衛生面での問題だとか、いろいろなことは危惧せざるを得ないのではないかと思います。

　　やはり、先ほど冒頭で申し上げたように、この近代社会において、簡易トイレが、今

のレジャー、あるいは北海道観光の目玉たるべき事業の熱気球フェスティバルをやる場

所で、それが果たしてぐあいがいいものかどうなのか、これがちょっと、住んでいる私

でも、長年あそこのイベントに携わった者の一人としても、非常に疑問符を言わざるを

得ないような状況ですけれども、この辺思い切って、簡易トイレということは、時限的

に、混雑を緩和するために設置するということにおいても、あとはそちらの固定されて

いるトイレをご利用になるとかというような形で、衛生面のことも含めて、再度お尋ね

して終わりたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　高橋建設課長。

○高橋　智建設課長　ご指摘、ご提言だと思うんですけれども、どうしても、限られた予

算の中で事務を進めているわけですけれども、やはり、費用対効果というふうに考えた

ときに、何日かのために何百万円というお金をかけていくのがどうかということで、と

りあえず、24 年度につきましては簡易トイレということで計上させていただきました。

一応、ご提言もありましたので、今後どうしていくかという部分については検討してい

きたいと考えています。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいですね。次へ進みます。

　　次に、136ページから137ページまで。よろしいでしょうか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、138ページから139ページ。

　　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　除排雪について質問いたします。

　　多分、担当課にも物すごい苦情が来ているんではないかと思いますけれども、大体一
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冬に何件ぐらいの苦情が来ていますか。多分、議員皆さんのところにも来ていると思う

んですけれども、前から見たら、運転手さんの技術にもよるのかもしれませんけれども、

今、ただよければいいという感じでよけていると思うんです。福祉でやっている除雪と

違って、せっかくよけたところにあの重たいものをどっと、半分にしてもらえば住宅の

ないところをよけれるのに、それをやらないで、よければいいという感じでよけていく

という、物すごくそういう苦情がありますけれども、それの対処は何か考えていますで

しょうか。担当課は、委託しているからそれでいいと多分思っていると思うんですけれ

ども、除雪のぐあいを１回見て歩いたことがあるかどうか、まずお聞きいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　名波主査。

○名波　透建設課主査　ただいまのご質問にお答えします。

　　苦情の件数ですけれども、今手持ちの資料がございませんが、現状で、除雪の苦情の

件数でいくと、今シーズンに関してはトータルで大体四、五十件程度かというところで

押さえております。

　　それから、除雪した後の確認はしているのかというご質問でございますけれども、一

応、郡部、市街地を含めて、全部は見切れないですけれども、ある程度重要なところに

ついては、毎回確認をしてございます。

　　それから、除雪の仕方ですけれども、いわゆる苦情の半分以上は、今お話に出たとお

り、重たい雪を除雪車でせっかくよけたのに全部また間口に置いていってしまうという

のが、お年寄りからの苦情で多いんですけれども、一応、運転手さん、オペレーターの

方もいろいろ気を使ってはいただいているところだとは思うんですが、基本的に、いわ

ゆる交通の確保を前提に除雪をしておりまして、一斉除雪でいくと、午前３時に出動し

ていただいて、いわゆる集乳車の路線、それからスクールバスの路線を優先的に、朝の

７時ぐらいをめどにあけたいというふうに皆さんやっていただいて、１回の除雪で、終

わるまでトータルで大体８時間かかるというところでございます。

　　今お話にあった、いわゆる間口の除雪とか、そういうところを一軒一軒やっていった

とするとどれぐらいかかるのかというところも、業者さんを含めて話しているところで

はございますけれども、基本的には、今の除雪車両の体制で、時間が倍から３倍ぐらい

はかかるんではないかというところで皆さんとお話ししているところでございまして、

現状、上士幌の建設土木業者、企業体と今年度については契約をさせていただいている

ところでございますけれども、オペレーターの人員確保が非常に厳しいというところで、

現状においてもかなり厳しい状況であるということを認識しておりますので、そういっ

た間口対策を一軒一軒やっていくものについては、現状では厳しいかというふうに考え
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ております。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　これは市街地区の、例えば団地内だとか、そういうところのこ

とを言っているんですけれども、私も前回電話をもらって行ってみたら、リウマチの人

で、ようやくうちの前をちょっとやったら、その後に、真っすぐ持っていけば、そこは

ちゃんと広場になっているのに、どっと置かれて、それはもうどうしようもないと。副

町長の近くの人なんですけれども、あれは本当に大変でしたよ。もう固いんです。その

人も怒ってしまって、もう持って来ないでくださいと、ここの前は除雪しないでくださ

いと、そこ１軒だけではないからやらなければならないんだけれども、そういう問題が

いっぱいありますし、ここに安心して住めないと、こういう除雪の問題があるのなら私

はここに長いこと住めませんと言われる方も結構いるものですから、ぜひ、そういう作

業員みたいな方をつけていただいて、そこを固い雪だけよけていただくようなことがで

きないかどうか、すごく要望がありましたので、そのことを言っておきますけれども、

できるかどうか。町長に聞いたほうがいいのかな。

○委員長（渡部信一委員長）　高橋建設課長。

○高橋　智建設課長　先ほど名波のほうからもお話がありましたように、現状、除雪につ

いては業者が人員確保もぎりぎりの状態でやっているという状況もありますし、また、

機械もそれだけ持っているという状況もないものですから、やはり、あとは手でやるし

かないという状況です。そのときは、また人員の確保をどうするかという問題も出てき

ますので、やはり、建設課としては、まず道路をあけるというのを優先にやっているも

のですから、できれば、あとは行政区と地域のコミュニティーですとか、福祉関係、先

ほどの500円払って除雪をしているというのもあるんですけれども、そういう協力体制

もいただきながら進めていくしかないのかなというふうには考えておりますので、ご理

解をお願いしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　それでは、担当課としては、五、六十件ある苦情の問題をこの

ままで町民に我慢してもらおうとしているのか。そういう方法があるのであれば、行政

区にお願いをするとか、そういう行動を起こしているのかどうかということをお聞きい

たします。

○委員長（渡部信一委員長）　高橋建設課長。

○高橋　智建設課長　間口の除雪については、どうしても残ってしまうのでご協力をお願
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いしますということで、広報で毎年書かせていただいているんですけれども、今の体制

でいきますと、どうしても間口の処理というところまでは手が回らないという状況なも

のですから、何かいい方法があれば、また考えていきたいと思いますけれども、現状で

はちょっとやり切れていないという状況です。

○委員長（渡部信一委員長）　町長。

○竹中　貢町長　道路の除雪の担当の立場での業務と、それから、サービスの不十分さと

いいますか、スピーディーさとか、その辺のことが今議論されているというふうに思っ

ていますが、お話しあったように、幹線道路、あるいは主要道路の除雪を優先的にやる

と、これについてはご理解いただけるだろうと思います。集乳作業の基盤でありますロ

ーリーの除雪をしっかりやる、あるいは、子供たちが通学するための除雪をしっかりや

るということ、それから、日常的に国道は国道でやりますから、町道の幹線として、そ

れはしっかりやるということであります。

　　サービスの程度の問題のことになってくるんだと思いますけれども、速やかに住民が、

何も手をつけなくて、きれいにうちの前までやってくれれば、それはそれで結構なんだ

ろうと思います。現実的に、自然的な条件に、人力的に一定の業者がすべてやるという

ことはなかなか難しいところがあって、やはり、住民にも、それぞれ自分の範疇といい

ますか、玄関先だとか、基本的にはそういったところはお願いをしたいと、そこまです

べて行政が公的にやるというのは現実的に難しい話だと思います。

　　しかし、今あった中では、弱者に対する対応の問題だろうと、そんなふうに思ってい

ます。基本的には、行政でやる除雪の部分と、それから、個人が自分たちの責任の範囲

においてやっていただくこととあるということをご理解していただいた上で、今あった

ように、リウマチで体が動かないだとか、それから、高齢で除雪がなかなかできないと

いうことでは、これは福祉サイドの除雪の制度もあるわけでありますけれども、さらに、

本当に除雪を求める福祉の必要な人方にどんな手だてを講じるのかということは、もう

一回、今ある三愛計画の中の除雪のサービスだけではなくて、ほかにどんな手だてがで

きるのか、そしてまた、そのためには、だれもかれもというわけにはいきませんので、

一定の、この人だったらやはりみんなで支えていかなければならないなというようなと

ころの基準なり、精査をして、そしてまた、行政的にどんな支援をできるか、これは、

また福祉のほうと、それから建設のほうの担当とを含めて、この後検討させていただき

たいと、そんなふうに思っております。

　　ただ、うちの除雪、自分のところだけ見ると、それは、雪が置かれて大変だなと、そ

ういうミクロの面もありますけれども、マクロ的に考えて、上士幌町の除雪については、
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非常によくやっていただいていると、そんなふうに思っております。新聞なんかに出て

おりましたけれども、他町村と比べて遜色あるものではないということだというふうに

思っています。ただ、個別の個人的なことだとか、いろいろなミクロの面では気づかい

がなくてどうなっているんだろうなと、こんなことは、またそれはそれとして十分受け

とめていきたいと、そんなふうに考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいですね。

　　角田委員。

○７番（角田久和委員）　今の伊東委員の質問にまた追加するようなんですけれども、昨

年の 12 月 12 日の十勝毎日新聞に、上士幌の町民の方から上士幌の除雪について投書

されています。これは、多分建設課長も町長もごらんになっているんだと思うんですけ

れども、これがまさに町民の悲鳴だと思うんです。「まず、機械で押されて固くなった

雪をよけなければなりません。これが本当につらくて死にそうになります。独居老人が

多い町にそんな気遣いは見えません」。いろいろ文章は長いんですけれども、こういっ

た投書はこの方以外に３名から勝毎に投書されている。合計４名の方が、上士幌町の除

雪に対して、本来であれば町に申し上げることを、こういった新聞の投稿を経由して町

にそういった要望を上げなければいけない。この辺は、町の広報広聴のあり方も少し反

省したほうがいいのではないか、そういうふうに思うわけです。

　　今までの話を聞いていたら、建設課は車道優先でやっているんです。ところが、町長

は、今、小学生の通学路を確保するためとか言われていましたけれども、あれは歩道を

歩いているんですよ。歩道を歩いているところは、今の町の、そういう業者の中ではほ

とんどやってないと思うんです。おのおのの商店の方が自分の前の、あるいは個人の方

が除雪をして、そうやって小学生とかの通学路を確保していると。だから、あくまでも

車道優先の今の除雪体制が、これだけの町民のフラストレーションを起こしているんだ

ろうと、私はそういうふうに思います。だから、弱者に優しい町を目指すのであれば、

歩道なり、今話の出た車道を除雪した雪の塊をどうするのか、そういうところを考えて

いかないと、今、町でキャッチフレーズをつくっていますよね、「このまちが好きだか

らみんなで創ろう元気まち上士幌」、このキャッチフレーズは、まさに空文になってし

まうと思うんです。今の除雪の中で、本当にこの町が好きになるんだろうか、高齢者は

これだけ不満のそういった意見を新聞なり町に訴えているのに、それに対してしゃくし

定規に車道が優先だから、それでは、やはり、本当にこの町の高齢者福祉につながって

いかないと思います。

　　だから、今それが建設課の範疇でなければ、今度は地区の人たちでそういうことをや
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っていくとか、そういったことを行政として仕組みをつくっていただきたいと思います。

また地区の住民は、それに対して、また個々でやっていく。地区によっては、そういう

ことをきれいにやられているような地区もあります。ただ、そういうこともなかなかで

きないところもあるので、やはり、そういった町民の悲鳴には真摯に耳を傾けて、そし

て、それに対する対策を、予算がありませんからできませんとかではなくて、少ない予

算の中で何か方法を考えると。そうしないと、もう一回申し上げますと、「このまちが

好きだからみんなで創ろう元気まち上士幌」、これが本当に空キャッチフレーズになっ

てしまうんではないか、そういうことを考えますので、町長の意見をお伺いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　町長。

○竹中　貢町長　先ほどの答弁の中でそれらについては触れさせていただいたというふう

に思っておりますけれども、もう一度お話しさせていただきますが、特に、高齢、そし

てまた病気を抱えている、こういった方々にどんなふうに対応するかということと、そ

れから、元気な人、そこそこ自分たちでできる人については、自分たちのところで玄関

先をお願いしたいということ。

　　特に、そういった意味では、今まで、高齢者なり、あるいは独居老人については、高

齢福祉三愛計画の中での除雪サービスというのを政策的に設けているということであり

ます。ただ、それもお金がかかるわけでありますから、かかるからということになると、

なかなかそれは使えないという人もいるかもわかりません。今、具体的に検討といいま

すか、これから検討したいと、そんなふうに思っているのは、今のサービスそのものが、

半分くらいは建設土木関係のボランティアの要素もあるわけです。そして、町が支援を

し、そしてその一部を、福祉が必要だと、あるいは除雪が自前ではできないという人方

に負担を願っているということでありますけれども、これを再度、どういった人方が、

いわゆる除雪困難者がいるのか、このようなことの調査なり、それから、負担をかけて

いる建設土木の皆さん方から、もっと政策的にそこによるところの支援をする方法はな

いだろうか、これはちょっと考えているところであります。

　　具体的に言うと、今、季節労務者が、雪間給付がなくなったり、あるいは失業保険が

非常に短くなって、冬の間の仕事がないというようなことも一方では聞いております。

そういう意味では、そういったところの作業については、機械だけではなかなか小さな

ところをできる限界もあるということもありますので、手作業でやるところなんかにつ

いては、そういった方々に、いわゆる雇用、十分な雇用にはならないだろうと思います

けれども、少しでもそういった仕事という部分と、それから福祉の充実というようなこ

とを兼ね合わせた、そういった対策も必要ではないだろうかなと、こんなことを今回の
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除雪、いろいろな新聞等を見ながら考えさせていただいているということであります。

　　これは、まだ私の中の思いでありまして、これを具体的にどんなふうに実現できるの

かと、これからまたそういったことも検討をし、除雪は、これから秋口を経由してから、

新年度に入ってからのことになりますので、それまでの間に具体的な手だてを講じるこ

とができないだろうかと、これはまたこれから検討させていただきたいと思っています。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。ほかにありませんか。

　　それでは、次に進みます。

　　次に、140ページから141ページまで。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　町営住宅の補修の関係なんですが、ふれあい団地はいろいろ工

事名が出ていますけれども、西団地やら北団地を含めて、修繕費をどの程度見ているの

か。原材料費10 万円というのは、これは随分少ないなと思ったものですから、どのく

らい見ているのか質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　船戸主査。

○船戸竜一建設課主査　公営住宅の修繕の予算の関係についてお答えしたいと思います。

　　修繕料については、今年度752万円を計上させていただいているんですけれども、こ

ちらについては、現在どこの団地で幾らというような区分けはしておりません。基本的

には、公営住宅の修繕と。これの中には退去した後の営繕も含まれていますけれども、

その部分が入っています。あと分けているのは、単身者住宅は、あれは公営住宅ではな

いというか、町営の単独でつくっている住宅ですので、別な予算で見ております。それ

から、老人アパートについても老人福祉費のほうで見させていただいていますので、そ

ちらの営繕の金額を見させていただいています。

　　この営繕の内容なんですけれども、今年度の予算の中でいきますと、今400戸ほど公

営住宅があるんですけれども、全体では、要望というんですか、あそこを直してほしい

とか、こういうような話があるんだということも含めて、大体300件ぐらいが１年間に

来ています。それについて、営繕をかけたり調整をしているということで、このぐらい

の予算が必要というふうに考えております。原材料費が極端に少ないというのは、以前

は町直営で、職員を１人用意しまして営繕をやっていたんですけれども、現在について

は、ほとんどが、こちらの職員が確認をした中で業者さんのほうに指示を出して営繕を

やっているという関係で、修繕料が大きくて原材料費が小さいというのは、そういうよ

うな状況のもとで計上させていただいていることになります。

　　以上です。
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○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　そうすると、300件ほど要望があって修繕をかけると。この要

望がどのぐらいの要望かわかりませんが、例えば、私が聞いているのは玄関の問題がか

なり大きいんですけれども、西団地もそうですが、北団地も結構回りましたら、玄関だ

けではなくて、下のコンクリートがぐちゃぐちゃになっているものですから、戸は閉ま

るけれどもすき間があくものですから、夏場にはネズミも入ることもあると、若干そう

いう話もありました。そうしますと、ドアだけ部分的に直すんではなくて、丸ごとサッ

シみたいにやりながら直さないといけないのかなと。

　　そうしますと、単なる修繕費でちょこちょこではなくて、例えば、北団地はまだまだ

使う住宅ですので、計画的に玄関を直すことをしないといけないのかなと。部分的に直

しても、下はだめで、また腐ったり、いろいろありますので、それも計画的な形で修繕

をかけたらどうかと。この300件の中で、さっき七百何万と言われても、機械的に割っ

ても二、三万円で、ちょっと玄関を直すのも無理かなという予算ですので、その点につ

いて再度質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　船戸主査。

○船戸竜一建設課主査　山本委員が言われたとおり、700万円で、ではどういうふうに使

っているかということなんですけれども、実は、３月の補正でもさせていただいたんで

すけれども、ことしの営繕の中で顕著だったのは、ふれあい団地のボイラーの交換とい

うのがかなり出てきました。皆さん、ふれあい団地は割合新しくて、まだまだというよ

うなイメージが強いかと思うんですけれども、逆に、あそこの場合は、設備が整ってい

て、一番 初に建ったのが平成８年です。実質、もう15 年たってきています。ボイラ

ーが壊れると、もう現品がないということで、１基取りかえるのに大体20 万円ぐらい

かかってきます。それが３基、４基といくと、もう100万円とか、そのぐらいの金額に

なってきます。それで、実はことし３月に補正をさせていただいているというのが、大

きなものでは考えられます。逆に、小さいものでは、修繕に行って、職員が手で直せる

部分というのも実際はあります。だから、お金がかからないで直せた部分というのもあ

ります。

　　そのような中で、先ほど山本委員が言われたように、ドアというのは非常に大切なと

ころで、今後も直していかなければいけないというような部分ではあるんですけれども、

実際に古くなってきているというのは、北団地、白樺団地、西団地、この辺の住宅のド

アというのは木製でできています。木製のいいところというのは、断熱効果自体はそれ

ほど高くはないんですけれども、アルミとかに比べると熱の伝導が少ないものですから、
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今の住宅でいきますと、アルミで、グレードの余り低いものをつけてしまうと、家の中

との温度差で結露してあかなくなってしまうとか、そういうことがまず考えられます。

それから、アルミでいきますと、枠まですべて取りかえていかなければいけないという、

その辺の作業とかが出てきますと、実際に西団地、白樺団地に１戸ドアをつけ直すのに

何十万円というお金を投資していく、一律にという意味なんですけれども、すべて取り

かえていくのがいいのか、それとも個別に一つずつ見てやっていくのがいいのかという

ところで、担当としても悩みながらやっている状況です。

　　その中で、今、西団地、白樺団地等について、北団地もそうなんですけれども、でき

るだけ現場に行って、使えるものは使わせていただくという形で直しているのが現状に

なっています。なので、こちらとしてもできるだけ、そういうような長期に使う施設は

特にですけれども、大きな修繕をかけながら直していかなければいけないという認識は

あるんですけれども、今、ドアについては個別対応させていただいているというのが現

状になっているということです。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　それでは、ここで 15 分間休憩いたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　４時００分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　４時１１分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　140ページから141ページまで質疑をしておりますけれど

も。

　　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　このページになるかどうかちょっと疑問なんですけれども、け

さいただきました建設課の参考資料の資料１の件についてでございますけれども、町中

で図面が小そうございまして、ちょっと説明をお願いしたいと、こんなふうに思ってご

ざいますけれども、よろしゅうございますでしょうか。

○委員長（渡部信一委員長）　羽田野主査。

○羽田野泰弘建設課主査　ただいまの質問に対してお答えいたします。

　　お配りしております資料ですけれども、市街地６本、６路線、道路改良舗装事業とい

たしまして挙げさせていただいております。
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　　まず、市街地北側になりますけれども、中学校の西側の道路になります。北仲通連絡

３号線道路舗装事業、これが延長127メートル、それから、役場の東側になりますけれ

ども、10 区南通３号線道路舗装事業、延長が210メートル、それと役場の南側になり

ます５区２号線道路改良舗装事業、延長50 メートル、それから、東大雪支署の北側に

なりますけれども、本町東１条通線道路改良舗装事業、延長120メートル、それと本町

北１丁目通線道路改良舗装事業、延長100メートル、それから、みなみ野団地の北側の

電発のもとのグラウンドの南側になりますけれども、平成団地の路線になります。そこ

が１区南１号線道路改良舗装事業、延長140メートルです。この路線は、いずれも凍上

や老朽化などによりまして破損が激しくなっておりますものですから、道路改良舗装事

業といたしまして工事を行いたいということで計上させていただいております。

　　あと、郊外といたしましては、居辺原野線歩道改修事業といたしまして、萩ケ岡小学

校からおととし始まりまして、過去２年間やってきておりまして、今回平成24 年度で

後ということで、686メートル、歩道の改修ということで挙げさせていただいており

ます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　いずれも防じん道路ですね。以前にも建設課長からもお答えい

ただいたと思いますけれども、市街地、郊外も含めてですけれども、特に市街地は、さ

きにも申し上げたように、こういうふうに修繕が出てくるということは傷んでいるわけ

でございまして、この優先順位というのは当然つけられてやっておられると思いますけ

れども、総体的に、市街地での防じん道路の改良は、順次また凍上等によって壊れてい

くわけでございます。防じん道路ですから、それなりの設計、あるいは内容のあり方が

固定化されていると思いますので、それなりの防じん道路の設計であることだと思いま

すけれども、どのぐらいの進捗率というか、どのぐらい改良、復旧されているのか、全

般的に市街地の防じん道路がどのぐらい進んでいるのかお尋ねして終わりたいと思いま

す。

○委員長（渡部信一委員長）　高橋建設課長。

○高橋　智建設課長　市街地の道路の修繕を数字で率というのは出していなかったもので

すから、今お答えできないのですけれども、今回の総合計画の中で10 年間の計画とい

うことで、一応町の中のパトロールをして、順番は多少変わっていくと思うんですけれ

ども、総体的に10 年間の中でやらなければならないということで総合計画の実施計画

の中で路線は決めてきておりますので、それを10 年間の中で、予算で平均的になるか
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と思うんですけれども、順次パトロールしながら、順番をまた若干入れかえながらでも、

悪いところから順番にやっていきたいというふうに考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　次に進みます。142ページから143ページまで。よろしいでしょうか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　暫時休憩いたします。

（午後　４時１７分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、休憩を解きます。

（午後　４時１９分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　続きまして、144ページから145ページまで質疑あります

か。

　　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　145ページの地域防災計画見直し業務、これの経緯と概要につ

いて、まずはお尋ねします。

○委員長（渡部信一委員長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　地域防災計画の見直し業務でございますけれども、本町の現在の地

域防災計画につきましては、平成19 年に全面改訂をして現在に至っております。昨年

の東日本大震災の発生によりまして、全国的に防災対策に対しての関心が高まっており

まして、より現実に即した防災計画が求められているというふうに考えております。

　　本町の防災計画につきましても、全面改訂後５年を経過しているということと、大震

災を受けての現状も大きく変化しているということもございますので、平成24 年度か

ら２カ年で見直しを行っていきたいというように考えております。見直しに当たりまし

ては、上士幌町の置かれている農山村という現状、地域特性を勘案した中で、食料備蓄

等のあり方とか避難方法など、実情を踏まえた実効性のあるものに計画を策定したいと

いうふうに考えております。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　今、総務課長から説明いただいたわけですけれども、たしか平

成 19 年というのは国民保護法が制定されて、北海道でも国に準じて保護法関係の整備

がなされて、なおかつ各市町村が整備をしたと。それに伴って、私の記憶ではたしか平
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成７年に本町は防災計画をつくって、それ以来平成19 年まではやっていなかったわけ

でございます。

　　そういった中で、東日本大震災が昨年起こりまして、昨日、きょうにかけて、他町村

も防災に関しての質問等も出ているわけでございますが、委託されるということですけ

れども、防災会議等は定期的に行われているかとは思いますが、さっきも話が出ており

ましたけれども、災害弱者、あるいは高齢化社会に向けて、アダプトプログラム、ある

いは町内会、いろいろな部分での相互援助、官民一体となった考え方、いろいろなもの

が加味されていかれると思いますけれども、この委託に当たって、どの辺まで本町の特

性に即した防災計画を策定されようとされているのか、この辺を詳しくお聞かせくださ

い。

○委員長（渡部信一委員長）　髙田主査。

○髙田清蔵総務課主査　ただいまの質問にお答えしたいと思います。

　　今回委託をするに当たりまして、プロポーザル方式ということで、業者の選定という

のを考えたいと思っております。具体的に言いますと、まず、地震対策編と風水害・火

山災害対策編と大きく２つの構成で計画を検討しておりまして、それぞれに予防計画、

災害応急対策計画、それから復興計画ということで策定したいと考えております。あわ

せて、資料編の見直しと職員の初動マニュアルの見直しということも行っていきたいと

思っております。

　　今回委託先にお願いしたいとしていることは、今までは、コンサルというのは、教え

てもらって計画をつくるというような形だったんですけれども、今回の考え方というの

は、地域の実情を一番知っているのはやはり私たち町民でありますので、町民や役場職

員の中からいろいろな具体策とか解決策を引き出してもらうような形で、より自分たち

でつくるようなイメージを持っています。自治体の中でいうと、私が聞いているのは、

神戸市が、阪神大震災がありまして、その後、防災計画とかやっているんですけれども、

かなり職員が自分たちで計画づくりというのを進めてきたということを聞いております

ので、そういう手法を参考にしながら、コンサルのアドバイスをいただきながら策定し

ていきたいと考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　基本的なことはわかりましたけれども、やはり、実際に地震、

あるいは昨年も話が出ておりました糠平ダムの状況ですとか、町民をお守りするために、

職員の初動体制の見直しも含めてということでお話がありましたけれども、実際に訓練、

もちろん本庁舎、あるいは各公共機関、学校も含めて、学校は避難訓練等はやっておら
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れると思いますけれども、実際に、そういうシミュレーションとか、あるいはそういう

ような動き、町民をお助けする、あるいは行政としての初動のあり方という訓練まで含

めていく時代といいますか、それは、先ほど冒頭で申し上げたように、他町村も質問で

出ているわけでありまして、その質問に窮しているところも実際にあるわけでございま

す。

　　そういった中で、静岡県では、ＨＵＧというシステムで、こういう災害に対してのシ

ミュレーションゲームというものができたわけです。そういうものを活用して、特に、

東海沖地震だとか、30 年前から静岡県あたりは危惧されているわけで、そういった面

で、やはり先進地ではあるわけでございまして、そういうものまで策定してきていると

いうことでございます。実際に事が起きたときに、コンビニだとかいろいろなところで、

あるいは建設協会だとか、いろいろなことも含めて協力体制はできているかとは思いま

すが、実際に初動体制、あるいは、そういったときの訓練等のことまで、そのことに対

してのそういう思いがプロポーザル方式に生かされていくのか、その辺はどんなことに

なっているんでしょうか。

○委員長（渡部信一委員長）　髙田主査。

○髙田清蔵総務課主査　おっしゃるとおり、訓練というのは、実際に、例えばマニュアル

だとかをつくったときに、実効性が伴うのかどうかというのを点検をするというか、問

題点を洗い出すのが訓練の目的だと思っています。したがって、今回、現在も防災初動

マニュアルはあるんですけれども、平成18 年につくったんですけれども、そのときか

ら見ても、各課で役割分担というのは一応定めているんですが、実際に事が起こったと

きに職員が果たして対応できるのかどうかということは、実際の検証というのはされて

いないのが現状なんです。そういった意味で、改めて現在の職員の体制だとかを含めて

マニュアルをもう一回見直して、それを、翌年に実際に訓練を実施をして、さらに改定

を重ねていくということで進めていきたいと考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　もう一つ加えて申し上げておきますけれども、やはり、各課の

連携というのは絶対欠かせないんです。今回総務課さんのほうで主体的にお進めになっ

ているのか、また、各関係課と十分協議した上で進めているのかわかりませんけれども、

やはり、事が一つ起きたときに、横の連携というのが非常に大事なわけなんです。それ

が、昨年の音更あたりだと、音更川が決壊した時点で避難所をつくった状況でも、やは

りうまく横の連携がとられていないというような話も出ていました。そういうことも含

めて、これは実際に訓練をしてみなければわからないです。

－83－



　　ですから、これから広域消防行政も平成26 年を目途にして始まっていくわけですけ

れども、しかしながら、現北十勝消防事務組合のことも含めて、消防のことを言うわけ

ではないですよ、町民をお守りする、相互に町民の安心・安全のために他町村との連携

も図る。何よりも、先ほど申し上げたように各課部局の間の連携のきずなが強いもので

ないと、これは町民をお救いすることにはなりませんので、この辺も再度お尋ねをして

終わりたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　髙田主査。

○髙田清蔵総務課主査　各課の連携ということについても、防災計画を見直しをしていく

プロセスの中で、職員の防災意識というものが皆さんで向上していって、そういう連携

とか取り組みというのが高まっていくような感じにできればいいなと思っていますし、

あと十勝管内の町村間の連携ということに関しても、先日十勝帯広総合振興局で十勝の

担当者が集まる会議があったんですけれども、その場でも、十勝の町村間の連携という

のが、現状としては余り検討されていないんです。そういう状況も、十勝支庁が中心と

なって、お互いに、例えば、地震とか起きたときの災害の状況というのは、津波が来る

来ないとか、災害の起きる状況というのは各町によって差が出てきますので、そういう

災害によって町村がお互いにどんな支援をし合えるのかといったことも、今後検討して

いければいいと思います。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　今回全面改定とありますが、多分見直しになるのかなとも思う

んですが、今回震災がありましたので、かなり具体的なことまで入って決めなければい

けないと思うんですが、前回は、私もよく記憶しておりますのは、行政区ごとに、社協

も含めて、本当に町民の方がいろいろなことを相談しました。そこの場所で意見が出た

のは、避難場所が小学校、中学校、高校とか言われても、やはり、集会所があるんだか

らそこも活用できないかというので、第一次避難所、第二次避難所というふうに入れら

れた気もします。ですから、プロポーザルがどうのこうの言われてもぴんと来ないんで

すが、やはり、地元の方の意見とか、区長さんとか、意見を聞きながら、できれば地域

ごとに話し合いが持てればいいんですが、そういう生の声を実際に聞く形でないと進ま

ないと。役場庁舎内の連携はもちろん当たり前の話ですが、町民がどう動くかというこ

とが一番大事な問題だと思っています。

　　それで、昨年一般質問したときに、区長さんを初め、いろいろ聞いて歩いたんですが、

まず、区長さん自身が避難場所がわからないということもありました。あと、決められ
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ても、行政区で決まるものですから、自分はそこが近いのに中学校だとか、実際に自分

が動こうと思ったら、前の避難場所が不都合だというのが結構出てきました。また、例

えばの話、水害があった場合に小学校に逃げるというのは不都合な話で、そういう不都

合な点も洗い出しながら、具体的に町民がどう動けるかと、それから、区長さんを初め

町内会がどう動くかと、幾ら役場庁舎が連携をとっても、命令を出しても、動くのは町

内会、それから隣近所だと思うんです。その点について、やはり具体的に町民の方の意

見も聞きながら進めてほしいと思っています。

　　それで、多分今年度は大まかな計画で来年度に実際に策定に入ると思うんですが、ど

んな段取りになるのか、行政区を含めて、あと要援護者の関係もありますので、その点

を含めて、１回目の質問をいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　髙田主査。

○髙田清蔵総務課主査　現状の避難所の設定だとかにつきましては、具体的な被害想定と

いうのがない中でつくられてきているのではないかと思います。例えば、単純に行政区

の人数で中学校、小学校というふうに区分けしたと聞いているんですけれども、今回つ

くるときには、本当に具体的な、どんな被害が起きるのかといったことの想定を踏まえ

た上で、それに対しての対応策というのを考えていくということを考えています。そう

なりますと、町内会の皆さんとかに、実際にこの地域や町内会でどんな危険があります

かというような形で聞き取りをしていくということをしながら、具体的な被害想定とい

うのをつくっていくということになります。それができて、初めて対応策というのが検

討されてくるということになりますので、要援護者の件に関してもそうですし、いろい

ろな全国の、特に本州のほうでは災害とかがたくさん発生していますので、かなり先進

的な取り組みをされている例というのがたくさんありますので、そういうのも参考にし

ながらつくっていきたいと思っております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　これからの策定ですので、いろいろな課題が多分出てくると思

いますので、私も、前回質問した中でと今回の防災計画の見直しについて思ったことを

言ったんですが、いろいろなケースが出てきますし、この防災計画をつくるというのは、

計画をつくるだけではなくて、地域のコミュニティーといいますか、つながりを持つチ

ャンスといいますか、災害が起きたときの限定ではなくて、いろいろなときに助け合う

ための一つの場を築き上げる場だと思っていますので、災害自体は、マニュアルの想定

は、いろいろな個別の災害の想定になると思うんですが、それはそれとして、地域がど

ういうふうにかかわって助け合うかということが基本だと思いますので、ぜひその点を
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大事にしながら策定に入ってほしいと思っています。要望です。よろしくお願いします。

○委員長（渡部信一委員長）　要望でよろしいですね。

　　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　同じく防災計画についてですけれども、前回私が申し上げたよ

うに、役場庁舎内及び行政機関の連絡網というのは、パソコンだとか、いろいろな方面

でできると思うんですけれども、やはり、緊急で起きた場合、それをいかに町民に知ら

しめて、安全な場所の避難ですとか、それをできるかどうかというのが瞬時の判断が求

められると。

　　上士幌の市街地を考えてみると、ちょうど沢の中にあるというか、西は上音更の高台

になっています。音更川が流れて、やはり、あの橋の問題と行き来の問題。それから、

神社があって上へ一段上がってしまうと。重要拠点というのは下台にあるわけです。建

設関係だとか、農協だとか、役場もそうです。ほとんどの人口が町内の市街地に住んで

いるという、一番人口密度が高いところにあるということであれば、ライフライン及び

道路の確保ですとか、 悪の場合のことを考えた防災マップというんですか、考えなけ

ればいかんかなと。

　　言ってみれば、緊急を帯びた場合は、やはり、何もないところのほうが極めて安全な

のかなと思う。そうすれば、やはり、農家の畑でも 悪の場合は借りるというような防

災マップの仕方。農協ともタイアップしながらです。あわせて、水でも乾パンでも、前

回聞いた話ではさほど備蓄はされてないという状況の中では、 悪の状態を考えた場合

には教育委員会が、将来小学校がなくなってしまうかという心配もありますけれども、

それは別としても、一部は学校あたりも、それぞれの若干の備蓄というのも必要ではな

いかと、そういうように考えますし、あとは、農村関係の連絡会が地区地区にあります。

そういう連絡網を、携帯、もしくは何らかの形をとって、やはり、農家の場合は、畑に

いればそれほど倒れてくるものとかはないわけですから、貨物ですとかトラクター、あ

らゆるものを借りるような、瞬時の場合は協力体制を願うと。やはり、町に住んでいる

方というのは、そういう重機だとかいろいろなものを持っていませんから、緊急の場合

にはそういうものも出動願うと。消防ですとか、そういう関係のみならず、建設業界の

みならず、それに代替するような形もこの計画の中で検討されたらいいのではないかと

思いますけれども、意見があればいただきたいと思います。なければよろしいです。

○委員長（渡部信一委員長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただいまお話しありました件でございますけれども、委員さんおっ

しゃるように、上士幌は人口密度も低くて、農村部にあるということもございます。都
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市部とは違うような地域環境にございますので、避難場所もそうですけれども、住宅が

余り密集していないという地域事情もございますので、そういったことも勘案しながら、

特性に合わせたような計画づくりを行っていきたいというふうに考えております。

　　備蓄のあり方につきましても、おっしゃったように、農村部ということもございます

ので、やはり、都市部と比べて考え方も異なってくると思いますので、備蓄量等も含め

て、どのぐらいが適当なものかということも勘案した中で、計画づくりに取り組んでま

いりたいというふうに考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　こういった防災計画を立てるときに、具体的に想定される災

害というのは、上士幌の場合は何なのかということをきちんと押さえなければいけない。

地震でいえばマグニチュード幾つだというよりは、震度どのぐらいを想定するのか。今

東京で震度７という、非常に問題になっている。 強の震度ですけれども。具体的に考

えれば、ここに津波が来ることはないんです。一番考えられるのは、気象変動による１

時間に100ミリ、これは近い数字が実際に観測された経緯があるから、今後の気象状況

でいえば、１時間に100ミリやそれを超えるような急激な増水なんていうことがあると。

そうすると、今町内で住んでいる場所で防災意識の違いを持ってもらわなければならな

い。河川に近いところ、あるいは、さっきもちょっと話がありましたけれども、橋を渡

って通勤や通学をしているときにということも含めて考えなければならない。

　　それともう一つ、ここは農村地域で、酪農地帯を抱えています。電源が２日間とまっ

たら、恐らく上士幌の畜産は壊滅状況になるでしょう。今、農協の宣伝で、自家発電装

置を買いませんかという、大震災を受けてそんな宣伝が盛んに出ています。これは過去

に例があるんですが、町として、口蹄疫が出たときに、各農家に洗車機を幾分の助成を

出して買ってもらう、準備をしてもらうということをやった経緯があります。電源と水

があれば、産業的に残ると思います。例えば、急激に非常に揺れの激しい地震が来て、

家屋の倒壊で人が下敷きになるとかというようなことがあったら、それはまず初動でや

らなければいけない。ところが、電源がとまっている、あるいは水道も出ないというと

きにどうするかという、次の具体的な話を考える。そういうふうに、上士幌で本当に震

度７というのが十勝沖地震を含めて想定できるのかどうかというところから防災計画を

考えていかないと、うちの町の地理実態や産業実態に合った防災計画というのは立たな

いと思うんです。

　　先ほどの論議を聞いていて、そういうことはめったに起きないというか、想定しにく

いなと思ったんです。というのは、農村の人が集会施設に集まって集団避難をしなけれ
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ばならないような状況というのが、本当に地震だけで起こり得るだろうかと。中には、

住宅が倒壊して、そういった代替宿泊施設というものが要る人もいると思いますけれど

も、全部が全部倒れるような状況にはなかなかならない。恐らく、畜産農家は、まず自

分の生活を守るために家畜をどうするかという問題になると思います。多頭地域ですか

ら、まず水だけは飲まさなければ、人間より牛が生きていけません。人間であれば、人

間の飲み水程度は、河川が近くにあれば、地震後であったってどうにか対応できます。

そういう実態をどれだけ踏まえた上で防災計画を立てるかということになると思うんで

す。

　　それで、500万円の計画を立てているのだけれども、この防災計画を先ほど言われた

ような形で立てようとするときの、うちの町の考えられる災害というのはどういうもの

をどの程度と考えているのか。地震は、古いデータは難しいと思いますけれども、過去

のデータで幾つかあると思います。あるいは、糠平地域などについては火山等の問題が

ありますし、季節的に泥流等の発生なんかも考えられる。そういうふうに具体的に押さ

えていって、防災計画を立てるときの災害のありようというのをまずある程度想定した

上で防災計画を立てていかないと、どこに逃げるかより、どういう災害が起きて、どう

いう影響があるかというシミュレーションをある程度しなければいけないと思うんです。

その上で、どう安全を図るか、どう生活を保障していくのかということになると思うん

ですが、その辺の分析はこの予算を立てるときにできているのかどうか、その予算の中

でそういったことも含めて検討するというのかどうかお聞きをしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　髙田主査。

○髙田清蔵総務課主査　計画をつくるに当たっては、やはり具体的な災害想定というのを

出してからではないと対応策というのは考えていけないというふうに思います。現在こ

ちらのほうで押さえている被害の想定というのは、具体的なものというのはないんです

けれども、今押さえているのは、例えば、地震でいいますと十勝断層というのがありま

して、これは直下型、 大で震度６弱、一部震度６強もあるとは言われているんですけ

れども、震度６弱の地震が来ると言われています。北海道総合研究機構という組織があ

りまして、そこのデータによりますと、上士幌は、どういう計算かわからないのですが、

家屋の倒壊が 大で300件発生するであろうというような数字も出ています。結構研究

機関などでいろいろなそういう試算とかをしていますので、そういうところの情報とか

も委託先のコンサルから情報収集をしていただいて、それを参考にして、では上士幌に

実際どんなことが起きるんだと。例えば、先ほど言ったように、住宅が300件倒壊する

としたら、それはどの辺に分布されるのかですとか、そうなったときに、では、それに
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対しての避難所の数はどこに用意するかだとか、例えば、冬に起きた場合にどうするか

とか、夜中だったらどうするのかといったことも、具体的に対応策を考えていくことに

なります。

　　それから、今回の東日本大震災での教訓でも、被災の後、復興を考えていく上で、や

はり、産業の復興ということが一番重要なんです。仕事がないとやはり地域に住んでい

けないということになりますので、そういうことでいうと、我が町は農業ということに

なりますので、その辺の農業の仕事がいち早く復旧をしていくということのために、で

はどんな準備ができるのかといったことも考えていく必要があると思っていますので、

それも含めて防災計画づくりを進めていきたいと思っております。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　ちょっとだけ。ぜひ、具体的に、経営者も災害のリスクをど

ういうふうに背負うかというふうに考えなければいけない。だから、行政サイドだけで

はなくて、例えば、農協なんかで、さっきも言ったように発電機ぐらいは用意して、実

効性の高いものだったら、通常は溶接等も含めた発電機にしていただいて、非常用に使

えるように。今は、口蹄疫の洗浄器というのはいろいろな形で、現実にシストセンチュ

ウなんかにも対応できるように使われています。そういうことも含めてきちんと考えて

いただきたいというふうに考えます。

　　もう一つは、計画をつくっているうちに実際に来たらどうするという問題もあります。

想定できるものについては順次手をつけていくという必要性があるというふうに考える

んですが、その辺についての見解を 後にお伺いしておきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　具体的には、計画の策定の考え方は、先ほど髙田のほうから申し上

げたとおりでございます。防災計画の見直しは２カ年で対応するということで今計画し

ておりますので、当然、計画策定中にも災害が発生することはあり得ますので、それに

ついては基本的には現在の防災計画に基づいて対応しますけれども、具体的に対応可能

なものについては、その都度対応していくということは当然考えていきたいというふう

に考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　角田委員。

○７番（角田久和委員）　今年度の予算では、備蓄品の購入というのは予算化されていな

いのでしょうか。
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○委員長（渡部信一委員長）　髙田主査。

○髙田清蔵総務課主査　今回の予算では、備蓄に関しての予算というのは計上しておりま

せん。この防災計画を見直していく中で、具体的な被害想定とかが出てきたときに合わ

せて整備をしてまいりたいという考えでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　角田委員。

○７番（角田久和委員）　今佐々木委員が言われたのと同じ危惧を私も持つわけです。先

般の十勝毎日新聞を見ますと、上士幌町は2013 年度から順次備蓄をやっていくんだと、

そういう書き方がされています。それで、怖いのは、やはり、この期間にそういう大災

害が起きたらどうするのかということだと思うんです。例えば、上士幌の毛布の備蓄枚

数は 40 枚なんです。隣の士幌町は1,000枚持っている。米、クラッカーは上士幌は

50 食、隣の士幌町は米を6,000食分持っている。だから、同じ人口規模で他町村と比

べたら、やはり、上士幌の場合は十勝の中でも備蓄の数量が相当低いんです。だから、

今の防災計画はちょっと置いておいても、平成24 年度においても何らかの手当てをし

ておいて、それが当初予算で出てくるのかと思ったら、全く出てきていないということ

で、危機管理としては、もう一度行政の中で考えていただいて、補正か何かで対処する

とかいうことが必要ではないかと思うんですけれども、見解をお聞きいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　町長。

○竹中　貢町長　昨年のあの震災を受けて、災害に対する認識と、そしてまた防災対策に

ついても随分大きな変化が出てきていると、そんなふうに思っております。昨年の質疑

の中でも防災をどうするのかという話がなされておりますが、今回の防災計画では、今

までの防災のあり方の常識を根本から見直しをすべきであるというふうに思っておりま

す。

　　従来は、ややもすると画一的で、どこの町村でも同じような形での防災のあり方が計

画として盛られてきたと。言ってみれば、先ほど来答弁もさせていただいておりますけ

れども、この山村地帯であるという地域性だとか、農村田園地帯が広がっているという

ところだとか、それから高層住宅がないということなどもいろいろ含めて、本当にこの

町に合ったような防災計画がつくられていたのかということになると、甚だ不安な要素

があるということです。そういった意味での抜本的な見直しということになりますけれ

ども、今たくさんの委員の皆さん方から意見をいただきました。これらが、つまり、こ

れから防災計画を立てる上で非常に大切な提案だと、そんなふうに思っております。

　　１つはコミュニティーの話が出てまいりました。自分たちのところは自分たちでどん

なふうにして守っていくのか、隣近所の助け合いということもそうだろうと思います。
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今回の地震の中でも、 終的には自分勝手に逃げなければだめだというのも一つの大き

な反省として出てきておりますけれども、自分たちの足元からどうするかという話があ

りました。

　　それから、うちの産業特性からいうと、農村地帯であって、しかも酪農畜産が大きな

比重を占めていると。これは、前の断水のときにも大きな経験を得たわけでありますけ

れども、本当に各農家から悲鳴が私どものほうに伝わってきたというのも、非常に、痛

いほどそのことは今でも身にしみております。そういったことから、水回りといいます

か、水道の関係については徹底して整備をしていかなければならんということで、重要

な政策課題でやってきていましたけれども、それでも、大きな震災が来たときには、ま

だ不安な要素があります。そんなときにどうするのかという問題であります。やはり、

今委員からも指摘があったように、水と電源の確保をどんなふうにするのか、これもこ

れからの防災計画の中では重要な要素として出てくるだろうというふうに思っておりま

す。前回までは、そういったたぐいのことについてはほとんど流されている程度であっ

たということであります。今回はそういうことであります。

　　それから、戸建ての住宅に住む農村地帯の人方が、あえて集会所へ行かなければなら

んのかということと、それから、各住宅が、今耐震化に備えたようなしっかりした住宅

をつくっております。むしろ、場合によっては、そういったところに備蓄をお願いする

ということもあるのではないだろうか。あるいは、農家の皆さん方のところでは、多く

のところでは室を抱えておりまして、そういったところでの備蓄も日常的にあるだろう

と、そんなふうに思っております。さらには、農協というところも備蓄をされているの

ではないだろうかと、そんなふうに思っておりますから、そういったところの力もかり

るということも、これからのうちの町の地域特性を生かした防災のあり方としては非常

に大切なことであるというふうに思っております。今、どれだけ備蓄をするのか、乾パ

ンをどれだけ備えるかという近々の問題と、それから毛布等の話がありました。同様に、

今うちの中にある、そういった住民の持つ資源を直ちに調査をする。それから、備蓄の

問題も、どこに備蓄しておいたらいいのか、これももう一回さらに見直しをする必要が

あるのではないだろうかというふうに考えております。

　　今の予想の中では、 高で震度６強というのが居辺地区に想定されております。町の

ほうに来ますと震度６弱ということでありますから、これが、今専門家が打ち出してい

る 大のリスクだと、そんなふうに思っております。直下型地震でありますから、瞬時

に災害が起きるということになりますと、 大リスクのある地震にどう備えるかという

のが、今とるべき も大事な、優先すべき課題であるというふうに思っております。そ
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のほかに、地震としては、十勝沖と千島沖の地震も想定されていますけれども、その中

でも、十勝断層の居辺地区ということを 大にしたいというふうに思っております。

　　それから、風水害の関係であります。これも、どのように避難状況、100ミリといっ

たときにも、避難のスピード感だとか、それから災害の様子だとか、それらを踏まえな

がら、避難勧告なり、あるいは避難命令をしていくという、そういったシナリオもつく

っていく必要があるだろうというふうに思っていますけれども、何としても、やはり、

地震が起きたときの災害に対する対応が必要になってくるだろうと思います。ですから、

今急ぐべきこととしては、備蓄が本当はどれだけ必要なのかと、これも一度見直す必要

があるだろうと思いますけれども、そのことと、それから、町民にお願いをして備蓄の

確保の問題、これらについては、計画を進める段階で同時にそういった備蓄の管理等、

あるいは避難の場所等なんかについては、優先して問題とされることについては整備を

していって、住民の安心と安全を確保していく必要があるだろうと、そんなふうに考え

ております。

　　今お話に出た皆さん方の意見については、どれもが非常に的を得た話でありますし、

震災以降の防災計画としては、どうしても法律に基づくものと、それから独自のものと

して、地域の実態に合ったようなものをしっかりつくっていく必要があるだろうと思い

ます。特に、この役場庁舎そのものが、耐震性がないという庁舎であるということもあ

るんです。ですから、役場だから 後に直そうということもありますけれども、防災本

部の本体が先になくなったんでは、これは指令系統が出てきません。こういった常識も

今まではなかったことも含めて、どこが優先しなければならんのか、それから、何でも

スポーツセンターへ行かなければならんのか、あるいは集会所へ行かなければならんの

かということも、こういった地域性のことを考えたら、すべてを含めて、皆さん方の知

恵をかりながら 善の生きた防災計画をつくっていきたいと、そのためには２年ぐらい

かかるだろうと、そんなふうに思っております。しかし、順次必要なものについては整

備していくと、これもおっしゃるとおりだと、そのように認識しております。

○委員長（渡部信一委員長）　お諮りいたします。

　　消防費が146ページまであるわけですけれども、消防費まで、これを延長したいと思

いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　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。

　　ほかにありませんか。146ページの一部まで、消防費。
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（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにないようでしたら、これをもって本日の会議は終了

したいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本日の会議はこれにて終了いたします。

　　次回の委員会は、明日３月９日金曜日、午前 10 時でありますので、ご承知願います。

　　本日はこれにて終了といたします。

（午後　５時０１分）
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上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。
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（午前１０時００分）

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、ただいまより第２回予算審査特別委員会を開会

いたします。

　　初めに、本日の本委員会傍聴の取り扱いについて御協議いたします。

　　お諮りいたします。

　　委員会条例第17 条の規定により、本日の委員会傍聴の申し出がある場合は、これを

許可することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　御異議なしと認めます。

　　よって、本日の委員会傍聴の申し出がある場合は、これを許可することといたします。

　　それでは、昨日に引き続き、質疑を行います。

　　146ページから147ページまで、質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ないようですので、次に進みます。

　　次に、148ページから149ページまで。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　プールの活用について、プール管理運営費について質問いたし

ます。

　　年々利用者が少ないのでないかという思いでいるんですが、プールが温水化されまし

てからかなり利用客も一時ふえたんですが、ここ数年減っているのではないかと。

22 、 23 年の利用状況がわかれば教えてほしいのと、それから、利活用するためにど

のような方策を考えているか質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志教育委員会主査　山本委員の御質問にお答えいたします。

　　まず、プールの平成22 年、 23 年の利用状況につきましては、平成22 年度、開館

期間５月10 日から９月17 日、延べの利用人数につきましては4,560人、平成23 年

度につきましては、開館期間５月23 日から９月16 日、延べの利用人数につきまして

は4,683人、以上が利用状況であります。

　　また、開放の拡大について御質問いただいていますが、今、開放期間については午後

１時から午後４時30 分、夜間については午後６時から９時30 分までの利用としてお

ります。

　　それで、利用の拡大についての御質問ですが、多分午前中とかのお話かと思われます。
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監視については業務委託を行っております。現在、開放時間の１時からの張りつけとし

ているので、午前中の対応についてはコストの問題があります。その問題をクリアしな

いといけないので、課題を整備した上で、今年度については、午前の開放についてはま

だ計画しておりません。あと、利用の拡大については、社会体育の健康増進の部分もあ

りますので、そちらのほうからお答えさせていただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　大塚主査。

○大塚利晃教育委員会主査　私のほうからは、健康増進のためのプール活用の部分で御説

明したいと思います。

　　健康増進につきましては、うちの社会体育のみならず、ほかの関係機関でも事業を実

施している部分がございますので、その関係機関のほうと協議をしながら検討を進めて

いきたいなと考えております。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　プールは多分、利用者が最近横ばいだと思うんです。過去に比

べたらかなり減っていると思うんですが、横ばいであって、減ったにしろ、プールその

ものは、学校教育それから一般的な町民向けにも大事な事業ですので、これは必ず継続

しなきゃいけない事業だと思っています。その点について、前段質問しました午前の開

放等につきましては、以前は午前を利用する人が少なかったからということで午前を閉

めたんだと思います。ですけれども、午前じゃなければ利用できない方もいるわけです。

幼児とか、土曜日だったら子供たちが午前利用するとか、例えば、まだなかなか調整つ

かないんですが、保育所の子供が利用するのであれば午前しかだめとか、そういうふう

に考えれば、利用の仕方によってあける時間を決める、そうしないと、利用者が少ない

から閉めるとか、コストが割れていたから閉めるでは、逆に利用者が減っていくと思い

ます。何のためにプールをやるのか、子供向け、一般向け考えたときに、どこに時間を

割いたらいいか考えながら全体的に考えていかないと、多分このままいったら、利用者

が小学生と一部の大人だけに限られていって、どんどん健康増進から遠のいていくのか

なという、私は考えております。その点について、午前やめてから四、五年たつかなと

思います。あと、夜につきましても、当初９時だったのが９時30 分になっていると思

うんですが、９時以降利用している方はほとんどいないのではないかと。それから、開

放時間も５月中旬から９月中旬と。５月中旬は、多分学校の子供たちの状況を考えれば、

運動会が６月にありますので、その前に余り利用されていないんじゃないかと。私の想

像ですよ。そういうことも含めて、24 年度はこれで走るとしましても、きちんと時間
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の問題、利用者の問題、学校の子供たちの問題含めて、１回調整し直して、利用者がふ

える形で、もちろん健康増進含めて検討したらどうかと。それは学校教育と保育所もか

かわってきますが、その点について調整したらどうかと思いますが、その点について質

問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　綿貫次長。

○綿貫光義教育委員会次長　今の御質問ですけれども、利用の時間ですとか利用者、そう

いった関係課を含めて調整を今後して対応していきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　ほかにありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ないようですので、次に進みます。

　　150ページから151ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、152ページから153ページまで。

　　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　152ページの小学校屋外遊具整備事業についてお尋ねします。

　　これは撤去と新設なのか、内容の件についてまずはお尋ねします。

○委員長（渡部信一委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志教育委員会主査　山本裕吾委員の御質問にお答えいたします。

　　今回、小学校の遊具整備事業ということで、町内の小学校の遊具について専門業者に

よる点検をすべて実施いたしました。通常の点検については各学校で毎年しっかり点検

を行っているんですけれども、今回、遊具の専門業者ということで専門的に点検を行っ

たところ、軽微な修繕の遊具、あと老朽化、経年劣化により主要な部材や部品に異常が

あり撤去が必要なものがあったり、あと遊具の安全基準、それによって利用に適さない

ものが一部あったりですとか、そういったものがありまして、それについて修繕可能な

ものは修繕を行い、修繕できないものについては撤去を行うものであります。今回、修

繕と撤去について本年度計上しているのは、危険性が高く早急に対応が必要なものにつ

いて予算計上をしてございます。また、撤去後の遊具の更新というお話も出てくるかと

思いますが、今後、学校と十分協議を行い、必要な遊具の設置を行いたいと考えており

ます。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。
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○９番（山本裕吾委員）　年が近いというか、教育長にされても、次長にされても、上士

幌小学校では、遊具のみならず、地形を生かした遊びだと私の記憶にありますけれども、

課外活動といいますか、休み時間といいますか、放課後といいますか、こういう時間と

いうのは学校教育のみならず、友情を深める絶好のチャンスなわけですね。昨今、全国

的に遊具の不完全性、いわゆる管理の問題等も含めて、撤去していくことがかなりふえ

ていると思うんです。これは総じて、行政側とか管理者が、危ないから撤去すると。社

会的な子供の今の育ち方も含めて、家庭教育も含めて、時代は変化してきましたけれど

も、しかしながら、こういう遊具というものは、私は、学校では未来永劫必要なもので

ないかと思いますよ。その形は変わっていっても、進化してもですね。そういう意味合

いにおいて、確かに老朽化したものは、これは撤去したりあるいは修繕しなきゃならな

いですけれども、やはりそこには学校での責任なのか、それを管理する教育委員会、行

政の責任なのか、そういうことも含め、そこら辺の責任の状況も含めて、学校側と協議

して、そういうものの必要性というものは、私だけではないかとは思いますけれども、

この辺の観点から見て、まず撤去と遊具のあり方についてどのように考えておられます

か。

○委員長（渡部信一委員長）　教育長。

○江波戸　明教育長　私のほうからお話しさせていただきたいと思いますけれども、今、

主査のほうからありましたように、今回専門の業者に対応させてもらって調査させてい

ただきました。一定程度、全国的にも遊具による事故等含めて結構報道されていますか

ら、我々についても、まず学校の安心・安全の、安全の部分をしっかり対応していきた

い、そんな形で考えてございます。

　　特に、学校における遊具がなぜ設置されているか、それは今言われたように、いろい

ろな意味で遊具というのは活用されているかなと。１つは当然子供たちの体力づくり、

また、中ではコミュニケーションづくり、また、共同でいろいろな対応したり、そんな

いろいろな意味で遊具というのはかなり子供たちの発育段階では必要なものだというふ

うに認識しています。そんなことを含めて、今回、緊急に撤去せざるを得ないもの、ま

ずこれは最大優先していかなきゃならない、そういう形で撤去を組んだところでありま

す。また、点検の結果、なかなか学校、我々で気がつかなかったことが、専門業者によ

ってある程度指導を受けましたので、改めてその部分についてしっかり対応していきた

い。しかし、撤去ばかりするのでなく、今、学校と子供たちが一番体力づくりなりコミ

ュニケーションづくりに必要なもの、これについてはまた経年の中でしっかり検討して

対応していかないとならないなと、そういう認識しているところでありますから、子供
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たちの学校生活の中、また、日常生活、一般的な公園のあり方についても、遊具という

のは、それ以降子供たち、また、大人も含めて、コミュニケーション等含めての大事な

ツールだというふうに認識しているところであります。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　ただいま教育長から丁寧な御答弁をいただきましたが、先ほど

申し上げたように、遊具を設置するところの学校側との話し合いも含めて、責任の度合

いと、何よりも教育長おっしゃられた体力づくりということもありますけれども、社会

の道徳だとかモラルだとかルールですね。そういうのも、こういうところの遊具から学

びとれるということでございます。子供たちの発達の最大伸びゆくところの過程におい

て、行政が最大限、撤去のみならず、きちっとした、卓越した認識のもとに、学校側と

一緒に深い意味で御相談されて、新たな器具の設置も望まれるところでございますけれ

ども、最後に、この辺の件について御答弁いただいて、終わりたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　教育長。

○江波戸　明教育長　今言われたように、子供たちの環境としては非常に大きなツールだ

というふうに認識しています。多機能を持った部分でありますから、そういうことにつ

いては適宜対応させていただければなと、そう思っているところであります。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ないようですので、次に、154ページから155ページまで。

　　中島卓蔵委員。

○１０番（中島卓蔵委員）　154ページの学校教育事業122万7,000円の計上ですが、事

業内容というのはどういう内容なのか、お尋ねしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志教育委員会主査　中島委員の御質問にお答えいたします。

　　負担金の学校教育事業122万7,000円の部分でございますが、内容といたしまして、

学校行事に係る運営の補助金、例えば運動会ですとか学芸会などとか、あと児童会の活

動、入学式、卒業式、スキー学習の活動、あとスケートリンクの造成に係る費用ですと

か、クラブ活動というか、創作活動、屋外スポーツとか屋内スポーツの活動に係る経費

等の補助金に係る経費でございます。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　学校教育推進協議会のほうの事業について、これ、委託費だと
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思うんですが、補助金といいますか、その関係について質問いたします。

　　 24 年度101万4,000円、今年度は161万4,000円で、この60 万の差というのは、

多分いっこく堂の公演の関係だと思うんですが、その中で、芸術鑑賞用のお金はこの中

で幾ら、 24 年度は組んでいるのか質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志教育委員会主査　山本和子委員の御質問にお答えいたします。

　　予算については、これは補助金でございます。

　　まず、芸術鑑賞費のお話でございますが、小中学校の芸術鑑賞会は学校教育推進協議

会、この団体が主催して行って、予算として計上を行っています。補助金、今回101万

4,000円のうち、芸術鑑賞費として予算計上しているお金は 40 万円でございます。

　　芸術鑑賞費の予算関係ということで御質問いただいていますけれども、平成23 年度

については、開町80 周年記念ということもございまして、子供たちの思い出に残るよ

うに特別に予算を増額して、昨年度については100万円でありましたが、今年度につい

ては例年どおりの計上、40 万円ということで計上させていただいておりますので、御

理解をいただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　今年度、23 年度は100万円予算がつきまして、学校の方々が

大変苦労されて、いっこく堂さんをかなり割安といいますか、呼んでいただきまして、

それに芸術鑑賞会も乗りまして、一般町民の方も500人ぐらい、まだまだ希望があった

んですが、会場の都合でその辺に抑えたんですけれども、子供たちも物すごい喜んでく

れて、「今度またいっこく堂、いつ来るの」って、それはいっこく堂さんに限らず、お

金がつかないと来られないんだよって、例年になく、すごく喜んでくれました。それは、

40 万なのか100万なのかの違いといいますか、お金でいえば、そんなに金額的には、

町の予算から見れば大きな額ではないと思います。

　　それと、かつてのことを余り覚えていないんですが、１回、２割削減当時のときに、

芸術鑑賞のお金も40 万に減らされたのではないかと。それを戻すのであれば、60 万

か 70 万かわかりませんが、それぐらいの感じで、大事な事業ですので、予算を例年ど

おり 40 万、また40 万じゃなくて、お金も大事ですので、きちっとつければそれなり

の大きいものを呼べますし、この点について再度質問いたします。

　　これは、私、ほかの課もそうなんですが、例年どおりの予算を要望すれば、担当課は

予算つけるかもしれませんけれども、上積みするとなかなかつけてくれないんだと思う

んですよ。その辺は担当課のほうが、これをするんだからというふうに意識持って、必
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要だからってきちんと要望してほしいと思っていますが、その点について、芸術鑑賞費

が例年ずっと40 万で、小学校15 万、 25 万、次は中学校15 万、小学校25 万とい

うふうに分け振りしますよね。それは、私はせめて中学校も小学校も30 万・ 30 万と

か、そんな形で予算をきちんと確保しなきゃいけないと思っていますが、その点につい

て質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志教育委員会主査　先ほどの御質問にお答えいたします。

　　芸術鑑賞会については、劇団などに実際委託して行っていくもので、金額にばらつき

がいろいろありますし、でも、内容の充実したものを選択していかなきゃいけないとい

こともございます。学校教育推進協議会の配慮等もありまして、コスト低減について御

努力をいただいているところであります。当然予算を増額すれば選択肢は広がることも

ありますけれども、現時点で、予算が少ないから内容が悪いとかクオリティーが低いと

かというものしか選択できないという状況ではございませんので、当面は40 万円の予

算の維持で考えてはいます。しかしながら、予算が足りなく、いいものを呼ぶことがで

きないということがあるようでしたら、予算も、めり張りをつけて計上することも検討

が必要あるかと思われます。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　ほかにございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に移ります。

　　156ページから157ページまで。

　　中島卓蔵委員。

○１０番（中島卓蔵委員）　157ページの中学校網戸設置事業なんですが、これは一般住

宅でいうと、新築した場合はみんな網戸ついているんですが、中学校の場合は新築した

ばかりで再度予算計上というのはどういうことになっているのかお尋ねしたい。

○委員長（渡部信一委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志教育委員会主査　中島委員の御質問にお答えいたします。

　　上士幌中学校につきましては、平成22 年度に完成しまして７月から供用を開始して

ございます。当初、校舎設計時でございますが、24 時間換気システムを中学校、利用

しておりまして、夏季についてはその換気システムにより窓をあける必要がなく換気が

できるということで設計してございます。しかしながら、利用していて、夏場、湿度が
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高くなったりですとか、あと人数が多くて蒸し暑くなることがありまして、窓をあける

必要性が出てきました。それで、そういった面で、夏は中学校、裏山にというか、高台

のほうに森がありまして、スズメバチとか入ってくる場合もあります。その辺の危険性

もあることから、ＰＴＡ等の強い要望がございまして、網戸について設置を行っていき

たいということで今回計上させていただいております。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　角田久和委員。

○７番（角田久和委員）　今の回答で、当初24 時間換気システムが正常に動くと。それ

で窓をあけなくてもいいんだと。ところが、夏になったら実際使い始めたら、窓をあけ

ないとやっていけない。これは設計上の瑕疵ですね。設計事務所はどういう見解を出し

ているのか質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　教育長。

○江波戸　明教育長　今、主査のほうからお話しさせてもらっていましたが、今回設計事

務所とその辺の部分について具体の打ち合わせ、私ども確認等しておりません。その部

分についての理由なんですが、当初は設計どおり、夏場においても地下の涼しい換気活

用しながら、一定程度、躯体として、鉄筋コンクリですから、基本的にはすごく涼しい

部分です。特に今回課題になったのは、普通教室の部分で、昨年含めて、近年、完成し

てから２年ぐらいの中でかなり高温になってきている、気温が高くなってきているとい

う部分で、どうしても子供たちについては少し風が欲しいな、そんな印象等含めて、い

っときの部分ですけれども、あけざるを得ないと。そういう状況がありましたので、そ

の安全対策も含めて、いっときの部分でありますけれども網戸でしっかり対応していけ

ればなと、そんな形で対応させていただきました。大変当初から比べて、２間口の学級

があったり等含めて、ちょっと窮屈性もあるんですけれども、そういう状況を、少しで

も子供たちの環境をかんがみた中で対応させていただければなと、そういうふうに考え

ているところであります。今ありましたように、設計会社の瑕疵という認識、ちょっと

なかった部分については、また相談させてもらうという部分も十分でなかったかなと、

そんな認識をしているところであります。

○委員長（渡部信一委員長）　角田久和委員。

○７番（角田久和委員）　これが設計会社の瑕疵なのか、施工会社の瑕疵なのか、この辺

ははっきりさせておく必要があると思うんですよね。だから、当初約10 億もの工事で

すから、そのときにこういうことが予想されて網戸を入れておけば、多分落札金額の中

で、この118万で十分吸収できたんだと思うんですよ。ところが実際に使い出したらふ
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ぐあいが出てきた。それに対して、どこにふぐあいがあって、この120万を、こうやっ

てお金を出さないといけないようになったのか。その辺は総括しておく必要があると思

うんですね。

　　それともう１点、中学校にしても、今回の糠平のあのビジターセンターの連携施設に

しても、やはりそこには設計事務所のオリジナルの考えが入ってきているんですね。例

えば、糠平の連携施設にしても、議会に配られた資料によっては、地中熱を使って暖房

しようと。そのときに、それがうまく機能しなかったらどうするのかと。設計会社とし

て責任とってくれるのか、それに対する、後の、もし問題が起きたときに費用弁償して

くれるのか。これ、特殊なシステムですから、もし動かなくなったら、それは発注者で

もう一回お金出してくださいよ、そういうことになるのか、その辺は十分、そういうシ

ステムを導入するに当たっては設計会社から保証なり、そういうものをとった上でそう

いうことを進めていくと、そういうことだと思うんですね。その点について見解を質問

いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　教育長。

○江波戸　明教育長　今、委員さんからあった質問の部分ですけれども、今の質問等含め

て、これについてはまた再度確認しながら、改めてビジターセンターの連携施設につい

ては対応させていただければなと、そういうふうに考えてございます。

　　ただ、どこまで設計会社もしくは施工業者が瑕疵に対応できるか、それについて、ま

た我々については不勉強でありますので、その点も含めて対応させていただければあり

がたいなと、そう思っているところであります。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木守委員。

○６番（佐々木　守委員）　今のこと、僕もちょっとびっくりなんですね。僕は日ごろか

ら、常識論という話、よくするんですが、自分の住宅建てるときに、いや、これは特殊

な換気ができるから網戸要らないと契約する建設会社が言ったと。夏になった、これで

も住めるのかという話に普通なりますよね。それはおまえ持てやという話に普通はなる

んじゃないかなと。行政だから、いや、暑いから、また税金使って、そう大した金額で

もないからつければいいんだという感性が、僕はいろいろなことを町民がなかなか理解

できないことになると思うんですよ。恐らく、そして今のような特殊な換気で、僕が町

内の業者で住宅を建てて、町内の業者とやり合ったら、いや、思ったより効果が上がっ

ていないので網戸ぐらいはつけさせてもらいますって、恐らく町内の業者は言っていた

だけると思うんですよ。それが、僕が持っている町内に対する、あるいはほかの町外で

も構いませんけれども、建設業者に対する信頼関係だというふうに思うんですよ。
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　　もっと問題なのは、建てる側、教育委員会は責任あるわけですから、言ったことが違

ったら、違うということをはっきり言わなきゃいけないことですよね。そのときに、

30 度を超えても別に問題はないんだというふうに言うのか、湿度が例えば80 ％程度

までは上がるというふうに言われていたのか、そういう数値的なことは一切なくて、た

だ直感というか、感性だけで、いや、この換気は大丈夫ですと言われていたのか、そう

いうことも含めて、網戸をつけざるを得ない実態というのはどうなのかということをき

っちり調査した上で、普通なら言うべき文句は業者にきっちり言うべきだと思うんです

よ。それが世間的な、僕は常識だと思うんです。今回予算措置に当たっても、設計業者

にも何も言っていないというのは、それが一番僕は問題だと思うんですよ。当初目的と

したことに達成していなかったら、当然それは何が原因か、普通の住宅だったら設計費

込みで建築費幾らって、こんな話をするんですが、行政の場合は設計費は設計費できっ

ちりお支払いしているわけですから、当然そのことに一定の責任があるんです。賠償責

任があるかどうかというのは法的限界がいろいろあると思うんですけれども、心情的に

そうならないということが１つはちょっと心配することです。

　　もう一つは、設計時に、例えば暖房もいろいろ議会でもめた経緯があります。これは

エコだとか、あるいは何が一番安いか、安くたって寒かったらだめだというような話ま

であった上でいろいろあって決めました。仮にこれで暖房を手いっぱい入れても寒くて

授業にならない、これはやっぱり同じことだと思うんですよ。一定の度合いというのが

あるのかもしれませんけれども、考え方として、なぜそういう考えに至らないで、予算

措置まで、なおかつ予算を認めた側も認めた側ですよね。何でこんな予算つけるんだと

いう話を普通はするでしょう。皆さんの住宅を自分で建てたら、そう言わないんですか。

「あっ、仕方ありません」と。こっち側で「そういうこともあるでしょう」というふう

に言うんでしょうか。そういう見方をした上で、予算が出てきてくれないと、ちょっと

問題だと僕は思うんですよ。

　　１つは数字的にそういうものを押さえたのかどうか、設計をしたときに、暖房だとか

冷房、冷房入っているわけじゃありませんけれども、そういったものに対してどういう

認識を持っていたのか、さらに、この予算を上げるときにどういう考えであったのか、

あるいは、認めた側も、この予算に対してどういう考え方を持っていたのか、お聞きし

たいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　教育長。

○江波戸　明教育長　まず１点目、状況の説明、ちょっと不足してしまっていたかなとい

う部分については、反省しています。おととしになりますか、おととしの２学期以降、
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新しい校舎を活用し始めました。この校舎の躯体についてはコンクリが基本ですから、

コンクリによる対応を含めて、夏のある程度の涼しさを確保できたな、そんな認識含め

て、夏については基本的に外の風を入れない形でも過ごしやすい温度までは確保できた

んじゃないかなと、そんな認識をしながら建物については業者と躯体の対応をさせてい

ただきました。

　　そんなことであったんですけれども、夏に至って、例えば間口の関係で６間口をとれ

るように、６学級ですか、各学年、フレキシブルに対応するようにした関係で、一昨年、

昨年含めて、１学年が２学級をとらざるを得ないと。そういう状況を含めて、どうして

も窮屈性が出てきたという部分と、外気温が夏の間、一部上がった日等については外の

風を入れたいなという子供たちのニーズ等含めて、そういう心地よい風が欲しい、少し

でもそういうイメージがあったという部分があって、学校のほうからも、またそういう

要望が出てきたところであります。中身を確認して、短期間ですが、一定程度網戸で対

応したほうがよろしいかなという、そういう認識だったものですから、そのような認識

を含めて、財政当局等含めて、学校の現状をお話しさせてもらって網戸の設置となりま

したので、設計段階と、また、子供たち、学校での使い勝手の部分、ちょっと誤差があ

ったのかな、乖離があったのかなという認識をしながらいるところであります。

　　そんなことで当面、これからまたいっときですが、開閉等による対応については網戸

を設置しながら対応させてもらいたいという認識の中で予算化をさせてもらったところ

であります。そんなことでまた御理解賜ればなと思ってございます。

○委員長（渡部信一委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　今の経過については教育長からお話があったところでありますけれ

ども、予算を査定する側の立場として、この件については、予算査定の中でも議論した

記憶がありますけれども、確かに設計上では要らないというふうなことだったと思うん

ですが、結果として、夏場の非常に高温になったときに換気システムだけでは対応でき

なかった、どうしても窓をあける必要が出てきたというふうになってまいりましたので、

結果としては、私どもとしては、そういう教育の環境上そういうことであれば網戸はつ

けざるを得ないと。安全の関係もありますけれども、網戸は必要だということで査定さ

せていただいたところでございます。

　　ただ、御指摘のあったように、設計上の問題というか、その辺のところまでに私ども

も考えが及ばなかったところがありましたので、その辺のことについては反省をしなき

ゃならないのかなというふうに考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。
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○６番（佐々木　守委員）　行政が一番考えなきゃいけないのは、僕たちが日常的に生活

している中で起きる問題を行政だけ別な観点で物を見るということだと思うんですよ。

常識的なことを常識的に判断すればいい。皆さんも恐らく持ち家を持っていると思うん

ですよ。この家は窓をあけなくてもいいと言われていて、実際夏になって一定程度温暖

化だと言われながら夏場が暑くなって、あけなきゃならなくなって、やっぱり網戸つけ

るべきだったって、そのときに事前にその話が設計上の協議の中で出ていれば、当然文

句言うんじゃないんですか。それをどこでも言っていないということに非常に危険を感

じるんですよ。当然学校だから、教室にスズメバチ等が入ってきたら、それは危険この

上ないですよね。そんなことは十二分にわかっている中で、そういうところが、どなた

もというか、予算を組む側も、それを査定する側も、設計者に「多少問題がある」と話

をした上で、そこまでの想定をした話をしていないという食い違いが出て、結果的に認

めざるを得ないと言うんだったら、僕は何も言わず、そういうことも世間的にはあるこ

とですから認めたいと思うんですよ。問題は、そのことに問題意識を持っていないとい

うことなんですよ。これは恐らく町民が聞いたら、それは「何千万も設計費用払って、

何をやっているんだ」という話になると思うんですよ。僕の言っていることが理解でき

ないでしょうか。僕の言っている常識論というのについて見解をお聞きしたいと思いま

す。

○委員長（渡部信一委員長）　教育長。

○江波戸　明教育長　今、委員さんから説明されたことについては、我々については、日

常的に認識する範囲の１つかなと、そういうふうに認識しているところであります。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員、よろしいでしょうか。

○６番（佐々木　守委員）　はい。

○委員長（渡部信一委員長）　角田委員。

○７番（角田久和委員）　やはり十勝は、上士幌は、夏場になったら30 度超えるんです

よね。じゃ、常識的に、技術的に、あるいは専門的でなくても、夏になったら窓を閉め

て授業をやれると思いますか。それは、この中学校の設計指針の１つにエコというもの

があったはずですよね。そういう、壁の中に太陽熱を入れて冬場はそれで暖房しよう、

それが大きなコンセプトだったですよね。ところが、ふたをあけてみたら、夏場、窓を

閉めていい、24 時間換気でやりますと。そして実際に使ってみたら、窓をあけて網戸

をつけないといけない、ハチが入ってくるから。これは建築設計と専門的に考えるより

も、一般人の常識としても、十勝人の常識としてもありますよね。それが対応できてい

なかった、やはりこの辺は設計した会社に、先ほど申し上げましたように瑕疵がある、
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その見解を得た上で再度この事業について検討願いたい。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　教育長。

○江波戸　明教育長　我々についても、設計会社等含めてお話をしていませんので、そこ

についてはしっかり意見交換した中で対応して、今後また含めて、反省する部分はしっ

かり反省しながら対応させていただければと思っています。とにかく子供たちの教育環

境を少しでもという認識があり過ぎた感と、今の瑕疵の部分を含めて、また課題として

対応させていければと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　これ、わからないですよね。こういう問題が起きたときにど

うすべきか、対処方法について。僕が担当者だったら、この予算の執行については、皆

さんに安全上認めていただいた上で、設計会社と精力的に協議をした上で、「もし設計

会社の瑕疵を認めていただくならそちら側で見ていただきたい」と。その辺の話し合い

が問題になって「時期が来て安全性の確保が図られないという心配がある場合には予算

の執行を認めていただきたい」と、普通は言うですよ。なぜそうならないのか、僕はわ

からないんですよ。失敗するとうことはよくあります。気がつかないということもあり

ます。どう対処するかも考えなきゃならないでしょう。これで、ただ予算を議会があれ

したら、行政の非常識な部分を議会は認めたということになるんですよ。話をしていな

いなら、まず話をしてみることが大事でしょう。そういう形で解決の道筋を探っていた

だきたいなと。そういう方向であれば、僕はすんなり予算も認めようと思うんですよ。

いかがでしょうか。

○委員長（渡部信一委員長）　教育長。

○江波戸　明教育長　先ほど言葉足らずで大変申しわけないと思いますが、そういう、今、

委員さんからあった話を認識しながら、私のほうでも、この事業執行、予算の陰支えは

しっかり予算執行に当たってはそういう認識で対応していきたいな、そういうふうに思

っているところであります。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　この中学校については、近代的な粋を集めた学校だと私は認識

しておりますし、今、各委員から指摘されたことというのは私も同感でございます。

　　まず、この設計に当たって、温暖化で暑くなったからといったって、御承知のように、

上士幌は大体27 度から30 度は１年に数回今まで来ておりました。特に昨年度はそれ

を２度ぐらい上回ったという経過を持っておりますけれども、通常、設計の段階で、ま
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さか通常ある30 度ぐらいで設定して、それでオーケーというような設計だったのか、

物事というのは、大体６割から７割ぐらいの稼働で許容率を30 ％ぐらい持っておる。

したがって、35 度や 40 度弱までの許容範囲を持っても対応できるというようなシス

テムでなきゃならないし、新しいシステムを入れるということは、それはその業者もし

くは設計に大きな問題があると思います。まさしく角田委員なり佐々木委員が言ったよ

うに、そのことが現段階で「子供たちのために」という言葉ではなくて、教育委員会も

教育委員、財政当局も理事者もいるわけですよね。そういう最善の努力と業者の責任、

これをきっちりと対応してもらった中でないと、私個人としてはこのまますんなり認め

るという状況にはあり得ないわけです。

　　佐々木委員も言ったようにその努力が前提で、２年もたって、人が多過ぎたから、じ

ゃ、今 30 人学級というのであれば、例えばこれが避難施設になったときに 50 人も

60 人も入ったら当然暑くなって窓をあける、想定される範囲ですよね。そのことまで

近代的な学校というのは想定した中で、公共施設としては対応していかなきゃならない

だろうし、今、対応の仕方が余りにも遅いというんですか、一般の考えから見ると、や

ることはやっていないんじゃないのというふうに考えられますし、だめだから、すぐこ

ういう補正予算をかけてやればいいという安易な考え方というのは、行政としては今後

持ってもらっては困るし、これからも公共施設であらゆるものが建っていくわけですよ。

新しいエコシステムだとかいろいろなものを取り込んだ中で、それが正常に稼働しない

となったら、その業者の責任もしくは設計の責任で話し合いをした中で、いや、どうし

てもこの100万の中で半分しか持てないというのであれば、その努力に対して私どもは

認めたい。しかしながら、何もやっていない中では、いきなりこういうものを上げてく

ること自体は、私としてはナンセンスだと思いますし、その辺の考え方はいかがですか。

○委員長（渡部信一委員長）　この件につきましては、それぞれ委員さん同じような認識

に立って質問されているわけです。中島委員から始まって、角田委員、佐々木委員、山

本委員と、一定程度佐々木委員の質問でまとまったのかなというような認識であったわ

けですけれども、そういったことを含めて、ほかにただいまの件で、ほかの委員さんの

ほうからも質問等あれば受けて、あとおおよそ同じような質問が、あとここは、最後、

理事者でもいいし、教育長でもいいし、総括的にもう一度、そこら辺のものを答弁いた

だいて進めたいと思うんです。質問だけ受けて、そして休憩をとって、その後、このこ

とで統一したそういったものをきちんと理事者側から答弁いただくと、そういうことで

進めたいと思うわけです。そういったことで、ほかの委員さんからもあれば、なければ

この問題はそういうふうに進めさせていただきたいと思うわけですけれども、よろしい
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ですか、山本委員。

（「はい」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　そうしたら、ここで15 分間休憩いたします。再開は５分

前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１０時４７分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時５８分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　教育長。

○江波戸　明教育長　今、委員さんからあった質問等について、私のほうからお答えした

いなと思います。

　　今回上程しました予算の関係につきましては、関係している設計会社、また、その現

状については学校と、使い勝手等含めて再度課題を整理していただきながら、常任委員

会のほうで説明し、御理解の上、またこの事業を推進させていただければありがたいな、

そう思っておりますので、よろしく取り計らいをお願いしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　そういったことでよろしいですね。

（「暫時休憩」の声）

（午前１０時５９分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　休憩を解きます。

（午前１１時００分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　教育長。

○江波戸　明教育長　大変説明不足で申しわけありません。この予算の承認が得られた段

階においては、年明けて改めて、総務文教厚生及び産業経済建設委員会等含めて、両委

員会に御説明し、御理解の上、また予算の執行をさせていただければなと、そう思って

いるところでございます。大変、舌足らずで申しわけありません。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

（「はい」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　それでは次に、158ページから159ページです。

（「なし」の声）
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○委員長（渡部信一委員長）　なければ次に移ります。

　　160ページから161ページ。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　すみません、ページが過ぎてしまったんですが、156ページの

特別支援教育支援員の予算について質問いたします。

　　この事業につきましては、たしか国の交付金を生かしながら、23 年、 24 年で活用

する事業だったと思うんですが、前もそのときに委員会でも質問させてもらったんです

が、 24 年で国の交付金は、一応活用は終わったにしろ、次年度以降も引き続き行うべ

きだというような質問をさせてもらったんですが、その点について、この事業について、

今後についても質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　教育長。

○江波戸　明教育長　今、質問あった部分については、156ページのことでよろしいです

ね。この部分につきましては、今年度、引き続き上士幌小学校の特別支援教育に対応す

る形で支援員を２名予定しております。引き続きという部分については、国のほうの部

分については交付金じゃなくて、地方交付税の需用額の中に入っていますので、これを

改変するということについては私ども承知していませんから、引き続きこの事業につい

ては対応できるというふうに認識しているところであります。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　たしか平成19 年ころから、交付税の中で、特別支援員のあれ

は交付税で見るというので、町も置いたり置かなかったりしたと思うんですが、私は今

回質問したのは、学校のほうから要望があったらきちんと支援員を置くと。なければ、

それはそれで仕方ないんです。多分、今、発達支援の関係、いろいろな障害の問題で国

のほうも力を入れていますので、今回２名なんですが、きちんと対応すべきだという点

で質問させてもらいました。

　　それと、何かややこしくて、質問がややこしいんですけれども、学校教育推進支援員

の教諭の問題、ページが前のページで質問し忘れちゃったんですが、この事業はまた違

う事業で、町独自の事業だと思うんですけれども、小学校の低学年に対するティーム・

ティーチングで加配するという予算だと思うんですが、昨年度は１人で、今年度２人な

ので、その内容について質問いたします。何か事業がややこしくて、担当課も私もこん

がらがっちゃったので、よろしくお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　教育長。

○江波戸　明教育長　特別支援員の関係ですけれども、学校から要望を含めて対応してい
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きたいなというふうに認識しています。今回も、学校事情を含めて２名ほど、ことしも

引き続き対応したいと。これについては、今、学校についても特別支援教育の学級につ

いては、４種目の障害の学級がありまして、５名の先生、まだ本当に極端に言えばマン

ツーマン的なうちの教育環境じゃないかなと、特別教育支援に関してはそのような配慮

がされていますので、そういうことも含めて引き続きそういう考え方で進めていきたい、

そう思っています。

○委員長（渡部信一委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志教育委員会主査　私のほうから、学校教育推進支援員の内容について、ページ

でいうと、多分148ページの事業のことであると思います。それについては、教育費の

事務局費で計上させていただいています。学校教育推進支援員については、平成22 年

度から上士幌小学校に設置しておりまして、要綱上では一応５名の定数ということで定

めていますが、定員ではなく最大数を定めておりまして、平成24 年度から２名配置す

ることで考えております。

　　業務といたしましては、授業時間における学力向上対策として、ティーム・ティーチ

ング、教育用語でありますけれども、複数の教員で授業を指導する指導体制のような活

用内容でございます。それを行っております。もう一つ、上音更小、東居辺小の統廃合

に伴いまして、放課後のスクールバスの乗車の待ち時間の間、放課後の居場所づくりと

いうことで放課後教室を設置しております。ここでの対応をさせていただいております。

放課後教室では、補充学習であったり、あと文化活動、制作活動ですとかスポーツです

とか、場合によっては遊びを行ったりをしております。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　今、説明がありましたように、22 年度からということで、委

員会のほうも要綱をもらって説明を受けているんですが、定員が最高５名と。その中で、

今回、24 年度は２名ということなんですが、要綱を見ますと一応契約が１年なんです

ね。再契約はできるんですけれども、１年１年の契約だと思うんですよ。そうすると、

多分ティーム・ティーチングですから、それなりの資格を持った方を、教員の免許あり、

資格を持った方が来るんだと思いますが、その点についてきちんと身分の保障と、もち

ろん１年１年という、補助教員として町が採用もとはいかないと思うんですが、きちん

と身分の保障しながら、低学年については必ず配置するとか、そういうふうにやってい

かなきゃいけないなと思うんですけれども、その点について、今後の課題等についてよ

ろしくお願いいたします。
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○委員長（渡部信一委員長）　答弁、今できますか。

　　鳥本主査。

○鳥本和志教育委員会主査　身分のお話でございますが、身分としては町の臨時職員とし

て位置づけして勤務していただいております。任期は確かに１年でありますが、特段、

勤務実態等に問題がなければ、引き続き臨時職員として継続雇用の対応はするような考

えはございますので、現在の雇用形態で対応させていただきたいと考えてはいます。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　前に戻っていたわけですけれども、改めて160ページから

161ページ。

　　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　159ページのスクールバスの停留所移設ということが、６万

6,000円ということが出ておりますけれども、これも中学校含めて、生徒の減少及び、

また、通学ルートがそのたびに変更になったりしていると思うんですよね。農村部にお

いては、私の知るところでは、特別な限り１カ所ぐらいあるかな。あとは昔あったんで

すけれども、ほとんどが、停留所というのが現在は取り壊されて、ないと。何線何号の

どこどこだとかという状況になっているんですけれども、今の生徒たちはバスルートの

状況によって変更するということを私は認識しておりますし、それは移設ということは、

どこか地域のことを言っているのか、何カ所あって、今後については生徒の、場所によ

って何線何号、通学ルートも変わるということがあり得るので、ないところについては

過去のように停留所だとかというのはつくる意思というのはないんでしょうか。つくれ

とは言っていませんけれども、なければないということで結構ですけれども、どうです

か。

○委員長（渡部信一委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志教育委員会主査　山本委員の御質問にお答えいたします。

　　移設経費につきましては、必要に応じて停留所を設置して、基本的には自宅の前とい

うか、取りつけ道路の先までスクールバスは行けていますけれども、例えば、実際そこ

まで行くのは遠い場所のお宅があるとか、そういった部分で対応が必要な場合、今ある

停留所について移設の経費を１カ所だけ見込んでいるところであります。停留所をまと

めてつくるかどうかの考えですけれども、基本的には今の体制で、取りつけ道路の近く

まで一応送迎するような考えで対応していきたいと思っておりますので、以上でござい

ます。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。160ページから161ページまで、あ
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りませんね。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、次に進みます。

　　162ページから163ページ。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ないようですので、次に進みます。

　　164ページから165ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に進みます。

　　166ページから167ページまで。

　　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　生涯学習センターの換気・非常用照明の調査業務、この内容

について御説明をお願いします。

○委員長（渡部信一委員長）　尾形主幹。

○尾形昌彦建設課主幹　ただいまの御質問にお答えいたします。

　　この調査業務につきましては、建築基準法によります定期報告という報告義務がある

建物が、学習センターだとか役場だとかの大きな建物が対象になってございまして、３

年に１回、建築基準法によるところの、機能が適正になっているかどうかというものを

調査して報告する義務がございます。その中で、役場の職員で行い切れない部分につき

まして、換気の風量の測定だとか非常用照明の照度の測定、この部分について外部委託

を行って実測を行うという内容のものでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　３年に一度ということであれば、ほかの施設も大型の、床面

積だとか使用面積だとかで面積が恐らく建築基準法上あるんだというふうに思うんです

が、結構な量があると思うんですよね。これは、資格がある人が見なきゃだめだという

ことなのかどうなのか。つまり、定期的にこれから毎年３年に一度、ずっと町内であれ

ば５つも６つもの施設やるのであれば、測定器買ったって合うのでないかなと。一定の

技術者いるわけですし、というふうにちょっと思ったんですが、そういうことは不可能

なのかどうか、それも含めて、この際答弁願います。

○委員長（渡部信一委員長）　尾形主幹。

○尾形昌彦建設課主幹　測定につきましては、町内の施設では役場と学習センター、文化

ホール、あとスポーツセンターが対象になってございまして、これらの施設につきまし
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ては同じ調査内容でございますので、一括した内容で、一括した入札で調査のほうを発

注していきたいというふうに考えてございます。

　　それからあと、調査の内容につきましては、例えば非常用照明の調査でいきますと、

夜中、照度の測定をやるものですから、全く真っ暗な状態でやらなければならないとい

うこと、あとは非常用発電機とかが絡んでおりますと、非常用発電機のメンテも絡んで

まいりますので、いっときにある程度の人数が固まって行わなければ実施できないとい

ったような状況もございまして、役場の技術職の人数の中で行うのはかなり厳しいなと

いう判断のもと、こういう予算計上をさせていただいているところでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　ほかにありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　続きまして、168ページから169ページまで、質疑ありま

すか。

　　角田委員。

○７番（角田久和委員）　168ページの図書館管理経費のうち、備品購入費ですね。図書

購入等で290万計上してあるんですけれども、これ、何かピークに比べたら相当金額が

減っているような気がするんですけれども、ピーク時と比べてどれだけ下がってきたの

か質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　藤倉主査。

○藤倉徳夫教育委員会主査　お答えいたします。

　　図書館のピーク時は、予算的には平成３年度がオープン前年でありまして、当時、た

しか1,240万ほど計上されていたと思います。それが３年ほど続きまして、あとは800

万ぐらいで落ち着きまして、その後、平成10 年ぐらいから500万ぐらいになっており

ます。現在290万というのは、ここ５年ほどはこのぐらいでいっているところなんです

けれども、当初の額というのは当然図書館を建設して本がなかったというところから大

量に本入れていたんですけれども、現状はどこの図書館でも、落ち着いた時期になりま

すと予算は下げていきまして、予算を下げるということは当然入れる本の数も減るんで

すけれども、それでも今現在、年間千七百、八百冊ぐらいの本は入っておりまして、図

書館利用者の皆様については満足感を持って利用されてもらえる額ではないかなと考え

ております。この額につきましては、細かい数字がないんですけれども、町民１人当た

りの図書費、そういう部分でいいますと、十勝管内でも、１番ではありませんけれども、

上位５位以内には入っている状況にあります。よろしいでしょうか。
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○委員長（渡部信一委員長）　角田委員。

○７番（角田久和委員）　それともう１点、私なんかも年を重ねていくと、目、見づらく

なって、気持ちとしては本を読みたいんだけれども、字がちっちゃくて、本を読むこと

がだんだん苦痛になってきていると。図書館へ行っても、本を借りてぱらぱらと見て、

借りたくて見て、文字がちっちゃいからやめたとか、そういう形で、読みたくても、そ

ういう読書からどうしても離れてしまう。それで、最近は電子図書が相当普及し始めて、

図書館によっては、そういう電子図書の導入に対しての研究とか準備も始まっていると。

この町もこれから高齢化進みますので、今私が言ったような、読みたくても字がちっち

ゃいのでだんだん読書から遠ざかる、そういう階層も出てくると思うので、その辺をあ

あいう器械でやれば、ぱっと文字も大きくなります。その辺もひとつ研究課題として今

後研究していただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　答弁ありますか。

　　藤倉主査。

○藤倉徳夫教育委員会主査　北海道では、札幌市の中央図書館が昨年10 月から試験的に

電子図書の活用を始めているところです。ただ、北海道、それ以外を見ますと、なかな

か進んでいる状態ではありません。平成23 年度の、私たち十勝の図書館に勤務する者

が集まっております十図協（十勝公共図書館協議会）という場があるんですけれども、

そこの総会の場で、館長さんの会議の中なんですけれども、電子図書というものがあら

われてきて、このことに関して図書館としても何も知らぬ、何も研究しないでは済まさ

れないんじゃないかということが、意見が出されまして、ことしの司書部会という集ま

りがありまして、その中でも勉強会的なものを、これは民間の講師をお願いしまして勉

強したところです。

　　私もこのところ、本大好きなんですけれども、本当に文字が小さいということは大変

読む上でつらいということがわかってきた年齢になりました。その中で、図書館でいい

ましたら、うちでは置いておりませんけれども、大活字本だとか、最近出てきた電子ブ

ック的なものが、また新しい資料として出ております。大活字本におきましては、大活

字なだけありまして、１冊のものが３冊ぐらいになってしまうだとか、１冊のものが３

倍、４倍の値段になってしまうとか、なかなか導入については厳しいところがあります。

ただ、最近うれしいことに、昔、新書だとか文庫というのはとても文字が小さかったん

ですけれども、それらのものがとても文字が大きくなってきて、特に今、うちの利用で

見ましたら、高齢者の方が割と多くなってくるんですけれども、時代小説の文庫本など

は、活字が大きいということもありまして、とても人気がございます。電子だとか大活
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字というのはあるんですけれども、従来のものも徐々に変わっておりまして、ある程度

満足できるようなそういう資料が今後も検討されると思いますが、電子ブックにおきま

しては、いろいろ導入するための、まず経費の問題、これが当然大きくかかりますし、

実のところ、札幌さんの実験結果などを静観しているような状況でございます。十勝管

内全体としましても、そのような感じで見ております。十勝の場合、まず帯広さんあた

りがそれを手始めとして始めた場合、まず考えられるのが、今、十勝管内では広域利用

というものを始めております。十勝管内で住む住人はどこの図書館でも申請すれば利用

ができるようになります。電子図書につきましても、そうなれば市民限定、町民限定と

いう形ではなくなって、登録をすれば使えるようになりまして、これはその辺難しいと

ころなんですけれども、まだ導入が始まっていませんので、その辺は無視することなく、

十分、私、図書館だけでなくて、ほかの図書館と連携して協議を進めていっているとこ

ろでございます。よろしいでしょうか。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうかね。

（「はい」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　関連で質問させていただきますが、ただいま藤倉主査が答弁さ

れた最後のほうに、どこの市町村でも使えるようになると。各市町村の財政規模あるい

は図書館に対する入れ込みの度合いによってもこれはいろいろあると思いますが、そう

いうことの時代になってくると、各市町村の図書館の特色というものが非常に生かされ

なきゃいかんかなと、こんなふうに思っておりますし、連携ということを最後のほうに

おっしゃっていましたけれども、その辺のことも含めた図書館の新たな利用のあり方に

ついて、どの辺まで連携というものが進んでいるのか、また、これからどのような未来

志向になっていくのか、この辺をお尋ねしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　藤倉主査。

○藤倉徳夫教育委員会主査　十勝の連携につきましては、先ほど説明しました広域利用と

いう形でいいましたら、帯広市図書館がオープンしたその年に広域利用が始まっており

ます。帯広市図書館としましても、うちの場合ですと広域利用というわけじゃないんで

すけれども、近いところ、例えば足寄町の芽登さんだとか、士幌でもほとんど上士幌に

近いところだとか、その他館長が認めるものということで、その辺は利用を提供してお

りました。これは郡部にといいますか、帯広から離れれば離れるほどそういう傾向で、

実際に住んでいる自治体じゃなくて、居住する町という部分も、その辺加味して提供し

てきたところです。ただ、帯広がオープンすることは、広域圏ということもありまして、
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帯広、音更、芽室、幕別を中心にしまして、その辺の利用を云々かんぬんという話がご

ざいまして、それとは十勝全体ということのほうが実質的にはわかりやすくＰＲができ

やすい、利用促進にもつながるのではないかということで広域利用が始まっております。

そうなれば、それぞれの図書館の魅力が必要だということだったんですけれども、うち

の町の利用状況を見ますと、実は広域利用が始まる前と始まってからを見ますと、始ま

ってからのほうが、貸し出しの総数は減少しております。うちの図書館の貸し出しのピ

ークは平成15 年でした。16 年ぐらいから徐々に減っているところなんですけれども、

この四、五年は横ばい状態で来ております。もしかすると、その中には当然具体的な町

村名はあれなんですけれども、よその町からの利用者だった方が来なくなった部分はあ

るなというところはあります。

　　今後の連携がどう進んでいくのかということにつきましては、実際に図書館同士の利

用についての連携というのは、実際一番多いのが、実は横の連携で、多いのが相互貸借

だとか相談だとか、うちの町にない、要求された本を隣の町にあるなら貸してください

と、そのようなことをやり合っている状況が最も連携では強いところです。

　　それからあと、職員の研修的な部分にもなってしまうんですけれども、それぞれ独自

ではなかなかそういう研修する機会もないので、先ほど申しました十図協という組織を

活用しまして、年３回から４回、司書部会というのがありまして、それから、年２回、

職員研修会というのが開催されまして研修を行っているところです。その研修は、それ

ぞれの町の利用者の方にいいサービスを提供するため、そのようなことのために研修を

しておるところでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ほかになければ次に移ります。

　　170ページから171ページまで。

　　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　これも委託料なんですけれども、これはたしか博物館の管理

の中だと思いますけれども、ＰＣＢの廃棄物処理業務61 万2,000円、これはＰＣＢが

博物館にあるのかどうか含めて、どういうことなのか、内容について御説明お願いしま

す。

○委員長（渡部信一委員長）　須田主幹。

○須田　修教育委員会主幹　ＰＣＢの処理業務につきましては、今、全道的に地域を区切

って年度ごとに処理を行ってきております。来年度におきましては十勝地域の処理を行
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うということで通知が来ておりまして、そのための処理の予算ということなんですけれ

ども、我が町といいますか、今、博物館に保管されているＰＣＢの含まれる機器といい

ますか、コンデンサ、大きなものが１つあります。それからあとは変圧器といいますか、

各照明に、昔の蛍光管の中に含まれていた本当に小さなものですね。それが20 個ぐら

いあります。それはすべて国の規定による保管設備で保管して、私が管理しているとこ

ろであります。今回の予算につきましては、実は大きなコンデンサの部分が来年度対象

になるということで、それの処理経費を見込んで計上させていただいております。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ないようですので、次に進みます。

　　172ページから173ページまで。

　　角田委員。

○７番（角田久和委員）　172ページのビジターセンター連携施設の工事請負費、約２億

2,000万計上してあるんですけれども、これは教育委員会に回答いただくのはちょっと

疑問なところあるんですけれども、今般、約２億2,000万の大型工事が入札でされるわ

けですけれども、これは地域の経済波及効果とか、あとの建物のメンテナンス考えたら、

建築、電気設備、給排設備、外溝と分けて入札するほうが、今申し上げたような理由で、

私はよろしかろうと思うんですよ。中学校の改築工事のときに、建築一括で入札されて、

それはほかの議員の方が入札終わったらそれについて質疑されていたんですけれども、

やはりこの辺は、経済波及効果も含めて、そういった入札方法を少し検討していただき

たい。そのほうが、私はいいんじゃないかなというふうに思っております。

○委員長（渡部信一委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　今、御指摘の部分ですけれども、まだどういった形で入札するかは

決定しておりませんので、今御意見のあった部分を含めて検討させていただきたいと思

います。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　今の問題ですけれども、かつては、本町は、先ほど角田委員お

っしゃられたように、すべてといいますか、基本の５大工事、設備、電気と、いろいろ

分けて、そして協力、設計施工も含めてするところに行政のほうから感謝状が出たりと

か、そういうのも目にしておりますし、かつてはそういうようなことになっていたわけ

ですし、今、角田委員おっしゃられたように、中学校の場合は一体となっていたと。こ

ういうのが、財政的にそうであるなのか、それとも、行政の自治体のあり方によってそ
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れは異なってくるのか、その辺、どんな考え方で持っていたらよろしいのか、お尋ねし

ておきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　いろいろと入札の関係ですので、私どもも慎重にやっていきたいと

思っています。ただ、角田委員おっしゃったように、地域経済のことも当然これは考え

なきゃなりませんので、いろいろな角度でそういった意味では、工事自体が結果として

地域のそういった経済的な部分等含めてメリットがあるような形で進めたいと思ってい

ますけれども、ただ、どういった方式でやるかについては、先ほど申し上げましたよう

に、全く白紙の状態でございます。これから検討するということになってまいりますか

ら、いろいろな角度から考えて、どういったことが、一番方法がいいのか、その辺は改

めてまた検討させていただきたいなというふうに思っております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　それと、先ほどの中学校の換気ですか、暖房システムの問題出

ておりましたけれども、今般の連携施設は環境省とコラボレーションでやるわけでござ

いまして、国のほうも今までかつてないような歩み寄りの中で、国で行う事業と本町で

行う事業が合体して、広く町民はもとより、国民全般あるいは世界のおいでになる方も

御利用になるかもしれません。大変本町にとっては大切な財産を保管する場所でもござ

いますので、そういうような形で新たに竹中町長が踏み込んでいただきまして、この施

設が建とうとしているわけでございますけれども、先ほども少し出ておりましたけれど

も、暖房あるいは夏の冷房関係の空調設備について、他の会議等で議論はしてきてはご

ざいますけれども、改めてと申しますか、再度お伺いしておきますけれども、この辺は

潤沢に、御来場いただいた方がきちっと施設を利用いただけるような空調設備になり得

るのかどうなのか、お尋ねしておきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　須田主幹。

○須田　修教育委員会主幹　ただいまの御質問にお答えいたします。

　　暖房及び空調の設備に関してということですけれども、環境省の施設、町の施設、両

方一体的な施設ですので、当然同じ暖房方式で運用していくということになっておりま

して、それが土壌蓄熱暖房という方式になる予定でございます。

　　この暖房方法につきましては、もともとある地中熱、地下の熱とあとは地中に実際伝

熱パネルを埋め込むんですけれども、それの発熱、それの両方によって土壌の中に蓄熱、

層、温度の温かい層を保って、それを確保しながら、その輻射熱で建物全体を暖めると

いうシステムになっております。実際、一度その地中熱を確保すると、熱しづらいんで
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すけれども冷めづらいという特性があって、その維持については夜間の電力を補助的に

活用していくことで、その温度を維持していくという形になります。また、その辺でコ

スト面でも非常にメリットがあるということと、あとは今回の災害とか、停電になった

場合とかも、先ほど言ったような、冷めにくいという特性があって、その復旧に係る期

間、主に冬だと思いますけれども、その温度を維持していくというような利点もあると

いうふうに理解しております。

　　さらに、換気の部分についてですけれども、基本的には自然換気といいますか、要す

るに地中熱の部分に管を通して、それが建物の中に入っていくと。外気を取り込んで、

地中熱の中を通って建物に入るんですけれども、当然冬ですと大体温度設定というのは

いろいろできまして、フロアごとに、例えば人が集まるフロアとロビーあたりは少し高

目の温度だとか、すみません、これは暖房についてなんですけれども、余り人の行かな

い収蔵庫だとかは低目の温度だとかというように、結構ニーズに即した室温というのが

保てるという、先ほどの蓄熱暖房の利点というのはもう一つ挙げられます。換気につい

てですけれども、途中になりましたけれども、換気については、今言ったような自然換

気でして、当然ある程度暖まった空気が中に換気されるということで、外気、マイナス

20 何度ということでも、そのままの空気がもちろん入ってこないわけですから、当然

保温といいますか、温度のロスが、非常に換気でのロスが少なくなるということです。

先ほどの夏の温度、換気についても、基本的には地中熱というのは非常に安定しており

ますので、逆に、外気が30 度以上になっても、地中の温度は20 度ですとか、そうい

う温度です。そういう温度が室内に入るということで、その効果というところは未知数

の部分もあるんですけれども、当然暖かい外気が直接入るのではなく、やや涼しい空気、

今 18 度ぐらいということで予想しておりますけれども、そういう空気が入ってくると

いうようなことになっております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　当然至極、学芸員の方がきちっと資料を保管されるわけですが、

釈迦に説法でございますので、温度管理のことはこれ以上申し上げませんけれども、た

だ、ぬかびら源泉郷の場合は、冬もウインターシーズンはスキー場もございまして、そ

れを機会に新しい施設を見学するということになるかなと、こんなふうにも想定してお

ります。そういった中で、室内の温度が、先ほど冒頭に申し上げたように、潤沢に保た

れて、それが人の身に心地よくビジターセンターが活用されるかどうなのか、この辺も

再度お伺いして、私は終わりたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　須田主幹。
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○須田　修教育委員会主幹　ただいまの御質問にお答えいたします。

　　当然施設内の温度管理、そういう環境の管理については、来館者の立場に立った管理

をしていかなければいけないということで認識しております。事務室等、職員も常時い

るところについては、冬でしたらある一定の温度は保つということは当然ですけれども、

それ以上に来館者が快適に過ごせる温度設定なりというのは必要だというふうに考えて

おります。今の施設というのは、先ほど申しましたように、環境省が建てる施設、町が

建てる施設というのが一体に運営されることになります。環境省のほうが寒くて、町が

快適だというのでは、これはまた片手落ちということになるかと思いますので、その辺

は環境省と運営については温度管理についても十分協議して、来館者の立場に立った適

正な温度管理を進めていきたいというふうに考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に進みます。

　　174ページから175ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ないようですので、次に、176ページから177ページまで。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　学校給食について質問いたします。

　　まず、２点質問したいと思っているんですが、食材の安全についてなんですけれども、

農薬等から、最近では放射能等含めて、どのように給食センターでは基準等に関して安

心な食材を届ける努力をしているのか質問いたします。

　　もう１点目は、食育の問題なんですが、文科省が最近「朝食食べましょう」とか、い

ろいろ努力していますけれども、その点含めて、食育をやるのに栄養教員がなかなか町

の現状では配置は難しいんだろうと思うんですけれども、どんなふうに、学校それから

子供、父兄含めて食育を行うのか、今年度の予定等含めて質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　岩間主査。

○岩間敏広教育委員会主査　2点の質問にお答えしたいと思います。

　　食材の安全の確保、基準についてということでございますが、基本的には、今の給食

センターができる以前から、基本的な事項については変わらず、まず地元産、次に十勝

産、その次に道産品、その次に国産品で、国内で製造生産されないものについては海外

産のものという形で、それぞれ各仕入れ業者等から成分表示等もろもろのものを、試作

品なりの確認をした上で、毎日消費期限ですとか、生鮮食料品については、肉等につい
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ては冷凍物については冷凍の温度が10 度以上とか20 度以上というのは文部科学省な

り厚生労働省の衛生基準というのが定められておりますので、それに沿った形での納品

がされるかという、赤外線の温度センサーを使ってはかるなり、記録をして、そういう

ものを行いながら検収をしております。生鮮食料品、特に野菜に関しては、表面、見た

目では腐り、腐食だとか、そういうことがわからない部分がありますので、そういうも

のについては見積もり合わせという形がどうしてもできない部分がありまして、そうい

うものについては町内の３店のスーパーに、月を分けて順次納品をしていただくような

順番制をとってやっております。その他、肉または果物等に関しては、事前に三者によ

る見積もり合わせを行った中で、事前に産地等、それと価格等を決めた上で計画的な納

品をしていただくという形、それについても、基本的には産地を必ず記入するというこ

とと、食材が到着した時点の記入、虫がついていないか等の確認を行った上で、給食の

食材として活用するような方針をとっております。

　　あと、２点目の食育に関してですが、これについては、給食センターの食育というこ

とだけでお話をさせていただきたいと思います。食育に関しては、保健福祉課ですとか、

地産地消の観点も含めて農政サイドのほうだとか含めて、トータル的に町民に対しての

食育だとかというものもあると思うんですが、御質問の趣旨については小中学生に対し

ての給食上での食育ということで回答させていただきたいと思いますが、基本的には、

おっしゃられたとおり、栄養教諭の配置等が難しいという部分も含めて、共同調理場方

式の中ではありますので、まだ本町については配置されておりませんが、学校等々の連

携をとりながら、学校との進め方によって授業の一環の中でやるという場合については、

本町に配置されています栄養士が学校に出向いて、一応栄養教諭の資格は持っているん

ですけれども補助教員的な要素での、食育という形での食の大切さですとか重要性、そ

ういうことの指導を行ったり、あとは給食を一緒に生徒ととりながら、その中である一

定程度の緑黄色野菜の効果ですとか、そういうものについての指導というのを各校、最

低年に１回は学校と調整しながら行っているのが現状でございます。

　　今年度につきましても、可能な限り、最低１回以上、できれば複数回、今後とも進め

ていきたいと思いますし、毎月、各父兄等に配布しています給食だよりの裏のほうには

「食育」ということで、そういう食の効果ですとか、成長過程にこういうものが必要だ

とかということについては随時載せてありますので、そういう観点からも読んでいただ

けるような形で、食育という形については進めている現状であります。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。
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○８番（山本和子委員）　食の安全については、これからまだまだ課題が多いかと思いま

すので、また時期等についても質問させてもらいます。

　　それから、食育の関係なんですが、この間も教育委員会主催の講演会に参加いたしま

して、要するに朝食をとらない子が多過ぎるという問題で、文科省が「早寝早起き朝ご

はん」ですか、それに取り組んでいると。もちろん当たり前の話なんだなと私はとらえ

ていたんですが、意外とそれが当たり前でなかったという話を聞きまして大変驚いてい

ます。それは、学校教育だけじゃなくて、社会教育含めて、朝食をとることを含めて、

何をどうするかという体の基本ですので、そのことを学校は給食センター中心になるの

か、町全体では保健福祉なのか、ちょっとわかりませんが、そういうことを含めて、と

ればいいじゃなくて、教育全体含めてどんなふうに取り組むのか質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　教育長。

○江波戸　明教育長　今、文科も含めて、早寝早起き含めて朝ごはんと。しっかり、まず

自分のエネルギーは朝確保してほしいな、その中で学力なり体力の源になってくるとい

う部分で、うちの地域おこし協力隊の一つの大きなテーマ等含めて、これについてキャ

ンペーンを張らせてもらったり、いろいろな取り組みをさせてもらっているかと思って

います。

　　ただ、食育については、地域ごと、学校は学校の役割なり、また、家庭、子供自身も、

大人自身も含めてしっかり連携していかないと、食育というのは進んでいかないだろう

と。その中で、また含めて、今、教育委員会に対応できる、今言った栄養教諭、栄養士、

学校栄養士等含めての対応、また、各学校においては、教育課程の中では家庭科なり保

健体育等の中でしっかり推進していくような場面を多く求めていけるかな、そういう形

で指導しているところであります。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにありませんね。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に進みます。

　　178ページから179ページまで。

　　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　178ページの 13 の委託料、ボイラー等保守管理業務161万

7,000円ってありますよね。それ以外の各施設については、大体10 万から15 万ぐら

いなんです。これは、入れかえだとか何か大きな整備をするとかという内容なのか、説

明願いたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　岩間主査。

－125－



○岩間敏広教育委員会主査　お答えします。

　　基本的には、サーモエナーという会社に委託しているわけですが、この会社について

は、本センターを建築した当時にボイラー配管関係の施工をした業者でございます。こ

の161万7,000円の内訳ですが、年に２回の基本的な蒸気ボイラー、温水ボイラー、そ

れと空調ボイラー、３つありますが、それのメンテナンス、配管等のことをやっていま

す。基本的に空調ボイラーについては、暖房と冷房の切りかえというのを春先と秋口に

やります。そのほかに、この中に含まれている部分としまして、汚水の処理施設が併設、

センターの外にされているんですが、それを曝気、攪拌して、脱水計器で汚物を絞って、

それはまた廃棄物としてサンテクノという会社に処理を委託していますけれども、そち

らのほうについては、曝気だとか含めてモーターの点検、脱水機の点検、それとこれ以

外にも残渣の破砕機、脱水機というのが施設の中にも２台ほどありまして、それらにつ

いては毎月１回、札幌から来て、分解整備等のメンテナンスを行っている、それら含め

た総体の委託料として161万7,000円を、これはほぼ建設当初からこういう形で進めて

おります。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかに。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　給食センターの関係じゃないんですけれども、教育全般にかか

わる、ここで教育が終わるものですから質問させてもらいたいんです。学力テストの家

計で予算上は出てこないんですけれども、よろしいでしょうか。

○委員長（渡部信一委員長）　はい。

○８番（山本和子委員）　 24 年度の学力テストの予定について、まず質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志教育委員会主査　山本委員の御質問にお答えいたします。

　　平成24 年度全国学力学習状況調査でございますが、平成24 年度の実施日について

は４月17 日で、教科としましては国語と算数・数学と、あと理科が新たに加わる内容

で実施される予定でございます。本町につきましては、一応全校参加する予定でおりま

す。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　今回は、全国的には文科省のほうで抽出して30 ％ということ

で、希望するところはやるということで、北海道が多分やるから上士幌もやるんだろう

－126－



と思います。それから、2013 年、来年は悉皆調査という、難しい字なんですが、すべ

て数年に一回はやるということで、2013 年はきめ細かにやるというので、多分全国的

に100％やることになるのかなという気もするんですが、その点含めて、先ほどの食育

と含めて、学力をつける問題というのは、こういうペーパーで一斉にやれって図られる

ものだろうかというのと、本当の学力、この間の講演会で食べることから始まると。私

は、食べること、遊ぶこと、文化、すごく大事に思っているんですが、テストだけじゃ

なくて、学力という問題について総合的に考えなくてはいけないと思っています。その

点について、教育委員会が考える学力と、それから、どうしたら学力をつけるかと。先

ほどの食育を含めてお願いいたします。時間ですので、これで質問を終わらせてもらい

ますけれども、よろしくお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志教育委員会主査　山本委員の御質問にお答えいたします。

　　調査内容につきましては、学校と家庭が今後の教育指導や学習環境などの改善に生か

すことを目的として、学習の到達度、理解度、あと学習意欲、学習方法、学習環境、生

活の様子などに関する内容について行っております。この調査結果をもとに、あと、ふ

だんの学習内容の課題について各学校において学習改善プランというものを作成し、こ

れについてはＰＤＣＡ（計画、実施、検証、改善）のサイクルにより、授業の内容の改

善を図り学力の確実な定着と向上を目指しています。この学力調査で学力のすべてを検

証できるものではございませんけれども、学校の言う学力向上のための改善プランの作

成の資料の一つとして有効であると考えております。

　　あと、基本的な力というお話の質問でございますが、本町の特色的な取り組みとして、

総合的な学習の時間を利用しまして自然環境学習を行っております。これはＮＰＯのひ

がし大雪ガイドセンターに委託を行い実施してございますが、自然観察や自然体験など

を通して、本町の特色である自然環境に触れ合い、学ぶ機会を図る上で重視して取り組

んでいます。基礎的な力につきましては、総合的な学習の時間の中で、各学校それぞれ

特色のある取り組みを行っておりますけれども、学校教育だけでなく、家庭や地域、あ

と関係機関、そして社会教育などと連携して図る、行う取り組みもありますので、これ

からも連携を密にして進めていきたいと考えております。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本委員。

○３番（山本弘一委員）　小学校の統廃合が教育委員会としても、各東居辺、上音更除い

たほかが、話し合いが持たれていると思うんですけれども、これについても、地域の意
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見を十分に尊重しながら児童数の減少等含めた中で多分推進していかなきゃならないも

のだと私は認識しているわけであります。その件については、それぞれお話し合いでや

ってほしいんです。問題は、それに伴って昔は僻地保育所というのが併設しておりまし

たけれども、現在は、萩ヶ岡以外は私立保育所に変更されていると。東居辺あたりは２

件の子供たちがいて、１件については北居辺の保育所、もう１件については上士幌の保

育所と、こういうような状況になっていますよということを聞いております。そのほか

の、例えば小学校なくなった場合の私設保育所のあり方というのは、自分で私立ですか

らやっているわけですけれども、問題は、町の保育所が収入に対しているということな

んですけれども、農家の場合は御承知のように総収入のけたがでかいです。しかしなが

ら、税務上では収入から差し引いた残高に対して税金がかかるということになっており

ますから、その辺のことも十分に、農家以外でも自営業者でも勘案した中で、万が一、

小学校が統合された場合、私立保育所の子供たちが、総収入が大きいからということで

莫大な金がかかるという問題も発生してくるおそれもありますので、いま一つ、その辺

のこともこれから統廃合に向けて、小学校が統合した場合のことを算定しながら、教育

委員会の中で十分に話し合っていただきたい。収入といっても、支出があるわけで、差

し引き、それが課税対象になるということがありますので、その辺も勘案した中で進め

ていただきたいなと思いますけれども、意見をお伺いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　教育長。

○江波戸　明教育長　今の前段のところだけお話しさせていただければと思います。

　　今、私たちのほうも、町として学校の再編計画を立てながら、先般、東居辺、上音更

という形の再編について苦渋の選択だと思っています。以降、僻地の学校についても将

来若干の児童数の増減はありますが、かなり厳しいなという認識をしながらの部分、

我々はインフォメーションしながら、地域の理解と、また、対応についてお願いしてご

ざいます。そんな形で、引き続きこれについては教育環境をどう守っていくか含めて、

再編について、またいろいろな意味でお話し合いしたりしながら進めていきたいなと思

っています。

　　後段の私立保育所と児童の部分についても、我々とリンクしている部分ありますが、

基本的な部分については町長部局のほうだと思いますので、そちらのほうでまたよろし

くお願いしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　基本的に保育料の関係は、所得に応じて保育料は決まってまいりま

すので、いわゆる収入という考え方でなくて、所得ということになってまいりますので、
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委員おっしゃるとおり、結果的に収入と支出の関係あって、最終的に所得がどうなるか

ということが基準の保育料の設定になってこようかと思います。

　　また、そういった今、私立の中での保育料の関係と、実際に私立化をやめて、上士幌

保育所に例えば統合するというふうになった場合、保育料の問題があるということの御

指摘ですけれども、そのことについて私ども承知しておりますが、ただ、実際に例えば

上音更地区については、既に保育所ももともとなくて、常設のほうに来られているとい

う経過ありますので、そういったこれまでの経過もございますので、その辺も含めて、

新たなそういった保育所の問題については、改めて検討しなきゃならないのかなと思っ

ていますけれども、現時点、現状そういった、既に農村地区でも実際に常設に来られて

いる方もいらっしゃいますので、その辺のところも含めて、再度、その際には検討して

いきたいなというふうに思っております。

○委員長（渡部信一委員長）　まだ大分ありますか。

（「これで終わります」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　そうですか。できれば、この種のもの、総括質疑のほうが

妥当かなと思いながらあれしたんですが、もう一回であれば、時間もあれですので、も

う一回でしたらそういうことで。

○３番（山本弘一委員）　今、副町長の答弁でわかりましたけれども、いずれにしても、

これから小学校が、３校あたりが随時なるのか、一緒になるのかわかりませんけれども、

統合した場合、保育所の子供たちかなり多く入所しなきゃならないという問題が起きて

きますし、そのときに施設保育所ということになると、町立僻地ではありませんから、

その辺の話し合いが多分それぞれに出てくると思うんですよ。農村部だけではなくて、

いろいろな、収入は大きいんですけれども、実際的には水揚げが少ないとか、いろいろ

な悩みを持った農家もたくさんいますから、その辺も十分に保育所の役員あたりも多分

いると思いますので、聞いた中で進めていただきたい。要望ですから返答要りません。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　これをもって、教育費は終わらさせていただきます。

　　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０１分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　１時０２分）
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──────────────────────────────────────

○委員長（渡部信一委員長）　次に、公債費及び予備費は、180ページ、質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、給与費明細書は、181ページから188ページ。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に進みます。

　　債務負担行為調書は、189ページから192ページ、質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、地方債の現在高調書は、193ページ、よろしいです

か。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、事項別明細書の歳入は、12 ページからページごと

に行います。

　　 12 ページから 13 ページまで、質疑ありますか。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　町民税の関係について質問いたします。

　　年少扶養控除と特定扶養控除が22 年ころですか、税制改正がありまして、所得につ

きましては23 年度から、住民税は24 年度から対象になりまして、要するに子ども手

当に関して年少扶養控除が廃止されて、高校無料化に関して特定扶養控除の部分が廃止

されたと。その影響が出てきますが、それで町に住民税として24 年度、どれぐらい控

除がなくなったことにより税収がふえると想定しているのかと。

　　それから、所得税の関係が23 年から適用されていますので、保育料が所得税で計算

されますので、24 年度から料金が上がったり、下がる方はいないと思うんですが、そ

の辺が変更になりますが、その点について、国のほうは24 年度において考慮するよう

な料金を設定しなさいと言われていますが、その点について設定されているのかどうか

質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　石王町民課長。

○石王良郎町民課長（会計管理者兼務）　ただいまの御質問にお答えしたいと思います。

　　御指摘のありましたとおり、平成 22 年度の税制改正によりまして、所得税は平成

23 年分から、町民税は平成24 年度分から扶養控除の見直しが行われることになりま

した。具体的には、所得控除から子ども手当への移行、そういう観点から、個人町民税

は 16 歳未満の年少扶養親族に対する33 万円の扶養控除が廃止されます。また、高校
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の授業料実質無料化に伴いまして、16 歳以上 19 歳未満の扶養親族については、扶養

控除の12 万円の上乗せ部分が廃止され、扶養控除額が33 万円になるということでご

ざいます。このことによりまして町民税も増加することになりますが、これがイコール、

町民税の収入がふえることにはなりますけれども、その分、一方では地方交付税の算定

上、減額される要素が出てくると。そういうことも一方ではあろうかと思います。

　　100％廃止の影響を受けると、そういうようなことで仮定した場合は、１人当たりで

考えますと年少扶養控除33 万円が廃止されますと、その10 ％の３万3,000円が増税

ということになりますし、特定扶養控除 12 万円が廃止されると、その 10 ％の１万

2,000円が増税ということになります。ただ、この増税額の合計ということになります

と、所得金額の状況によりまして一部調整控除があったり、または非課税世帯や所得割

のかからない世帯、これにつきましては全く影響を受けませんので、単純計算で町税増

額分を算出するということはできませんので、御理解をいただきたいと思います。

　　それで、このことにつきましては、22 年当時、国においても控除廃止の影響を遮断

する、影響させない、そういうようなことを目指してプロジェクトチームが組まれてお

りまして、その状況の中で報告書に基づいて、それぞれ国のほうで文書の通知であった

り制度の見直しということで、それぞれ実施されているところであります。ただいまお

話がありました保育料につきましては、24 年度の算出につきましては、国のほうから

控除があったものとみなして算出するように通知が出てきているということになります

ので、それに基づいて算出するということでありますので、平成24 年度は廃止の影響

はないということになります。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　税金の関係、いろいろなパターンがありますので、簡単に機械

的に掛けるわけにいきませんので、どれぐらい税収があるかというのはなかなか見えな

いと思うんですが、国のほうは勝手に子ども手当分が、町の負担がふえるから、この控

除分を考慮しなさいというふうに勝手な理屈で言ってきているのは多分御存じかと思う

んですが、ですから、結果的には町の負担が、税金がふえるんだろうと思うんですけれ

ども、子ども手当が減った分は町の負担はプールでなくなっちゃうのかなという、そう

いうふうに思っています。

　　それと今後の問題で、24 年度は特別な措置として、国のほうから通知があって、保

育所料金についてはそれなりの特別措置をとっていると。では、25 年度以降どうなる

のかなという、なかなか見えないんですが、それについてわかる範囲で、保育課のほう
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でわかれば、多分、子ども一括交付金の関係なんかで、例えば子ども手当やら妊婦検診

やら、保育所関連、いろいろな形を全部プールにしちゃって、一括交付金化しようなん

ていう動きもありますが、その点についてどの程度情報とかあるのか質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　山口保育課長。

○山口準二郎保育課長　山本委員の御質問にお答えしたいと思います。

　　先日、少子化対策関係含めた新システムに係る閣議決定がされたようでございます。

その中の新システムに係る基本制度の中で、一括交付金含めて、ある程度の情報的に、

今、入所している段階ではありますけれども、交付金の中身については２階建てにしよ

うというような話があるようでございます。子ども手当、妊婦検診等については現金給

付という形で進めたいと。もう一つは、これから創設されるであろう総合こども園、こ

の法律を定めるようでございますけれども、それに対して自治体のほうに支出をしてい

くというようなことになるようでございます。最終的な内容についてはまだ入手してお

りませんので、具体的なお話はできない状況なんですけれども、それに伴って、それで

は、保護者、要するに受益者負担といいますか、利用者の負担はどうなっていくのかと

いうことなのでございますけれども、これも現状と同じように、能力負担を勘案して決

めていこうという状況のようでございます。今度、このシステムによって、市町村がそ

れぞれ責任者といいますか、入所の区分を、本町の場合は保育所しかありませんので、

どこに入所させるかというその区分はないんですけれども、その選択を市町村に任すと

いうことで、その責任が市町村になる関係上、負担の算定を市町村民税の税額を対象と

して算定していくというような方向に変わるようでございます。

　　ただ、これも、従前から言われている言葉でいきますと幼保一体化という言葉がある

んですけれども、短時間利用者、長時間利用者、延長保育というようなシステムになっ

ていくようでございますけれども、利用に合わせた月額区分をつくっていくというよう

なことで、現状の負担とそう大きく変わらないような方法を考えていきたいというのが、

今現在入手している状況でございます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　 25 年度以降になりますので、多分それは国のほうの関係があ

りますので、この法案が出されたものか、まだわかりませんし、もしその際には町独自

で、うちは民間の保育所ありませので、町独自の保育所、町しかありませんので、私が

従来から言っている幼保、私は幼保のほうを希望しているものですから、町独自のシス

テムをつくりながら、先ほど僻地保育所がなくなった場合にどうするのかということも
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考えながら、料金設定等を町独自で考えるチャンスかなと思っています。これは要望で

すので、先ほどの答弁の中で、現時点でわかっている範囲でしかわかりませんので、答

弁はよろしいです。要望しておきます。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ないようですので、次に、 14 ページから 15 ページまで。

　　ありませんね。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、 16 ページから 17 ページまで。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　交付税の関係で質問いたします。

　　平成22 年度の補正の中で、住民生活に光をそそぐ事業が、年度ぎりぎりに交付金が

決まりまして、23 年度からそれが普通交付税に算入されているという情報も私のほう

ではあるんですが、24 年度につきましても、これは事業そのものは、事業として交付

金としては来ていないと思うんですが、交付税の中で算定されているという情報があり

ますので、具体的にそういう事業について展開しているのか、それとも、事業そのもの

はなくても従来の、例えば23 年、 24 年、つながっている事業もありますし、その点

について質問いたします。

　　それと、もう１点は、24 年度の国のほうの予算の決め方というのは通常収支分で大

体決めますが、大震災があったことにより、東日本大震災後で大きく２つに分かれてい

るという情報があります。東日本大震災のこの中に、さらに２つに分かれていって、被

災地の分と、被災地に限らない分というふうに分かれていると。そのときに、被災地に

限らない分については、例えば町独自の耐震だとか、いろいろなものに使えるという情

報があるんですが、これは申請が間に合うのか間に合わないのかわかりません。その点

についての活用を図るべきかと思っていますが、その点について質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　山本委員さんからお二つの御質問を承ったと思いますが、１つ

が住民生活に光をそそぐ事業について、普通交付税に算入されていると思われるが、

24 年度の具体的な事業はということ、それから、交付税総体の中で通常収支分、大震

災の分というふうなことで、本町における大震災の事業の活用ということだったかと思

います。

　　１つ目の住民生活に光をそそぐ事業につきましては、国の22 年度補正予算におきま
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して、円高、デフレの緊急総合経済対策として実は住民生活に光をそそぐ交付金が創設

され、これは単年度の交付金ということでございました。そういったことで、本町にお

きましても、この交付金を活用させていただきまして事業を行っております。今回、こ

の交付金が平成23 年度から普通交付税、要するに交付税の単位費用に算定される、算

入することとしているということのほうの国の予算の中で、財政計画の中でそういった

方向が出されております。そういったことで、23 年度からの算入において、24 年度

にも当然算入されるということなんですが、24 年度におきましては、児童虐待防止へ

の取り組みだとか、消費者行政のさらなる充実のために、普通交付税措置をさらに23

年度においては拡充するというようなことになっているようでございます。

　　本町におきましては、24 年度の具体的事業ということで、住民生活に光をそそぐ事

業というのは、主に弱者対策、消費者行政、知の地域づくりなどに重点を置いて施策の

予算化というか、一般財源化というか、交付税算入するということで、国のほうでも力

を入れている事業ということで、交付金から、継続した事業ということで一般財源化さ

れたということでございますが、本町の事業においては、主に弱者対策につきましては、

特別支援教育教室支援員の設置事業ということで、本町も学校、学童保育所に設置して

おります。そういった事業に、国の交付金の単年度の事業につきましては増員分のみ対

象ということでございましたので、今後、今年度も含めまして、以前からいる支援員、

今後におけても、この事業については当然障害児の方を受け入れる、そういう支援する

ための支援員ということで、必要な事業ということで継続をしていくということで本年

度も上げているわけでございまして、その事業に充てて、今回の光をそそぐ事業には算

入されるというふうに思っております。

　　それからあと、消費者行政につきましては、消費者保護対策経費ということで、消費

者相談等の経費に本町も事業を組んでございます。

　　それから、知の地域づくりということでは、学校図書だとか図書館における図書の購

入、こういったことも引き続き事業として今回の24 年度予算には上げて入っていると

いうことで御理解をしていただきたいと思います。

　　それから、もう一つの御質問でございますけれども、国の予算の関係でございますが、

被災地に限らない、全国で活用できる東日本大震災分、活用できる予算ということで、

その活用するべき事業ということでございましたけれども、これにつきましては、今年

度の国の地方財政計画におきまして、大震災の復旧・復興対策に係る経費について、東

日本大震災の復興方針に基づきまして通常収収支分と、別枠、実は特別会計という形で

東日本大震災分として予算が国のほうで確保されているところでございます。東日本大
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震災分には、東日本大震災の教訓を踏まえて、被災地に限らず、全国の地方公共団体で

行う予定のある緊急防災減災事業などに活用するための予算を、6,300万ほど予算を計

上しているところでございます。この緊急防災減災事業の内容というのはどういうこと

かといいますと、主に公立学校の施設の耐震化、医療施設、社会福祉施設等の防災対策

の強化などということが挙げられております。そういったことで、活用の使い道が限ら

れているということでございます。

　　本町としましては、平成24 年度において喫緊の課題ということで、今回３月の平成

23 年度の補正予算で、繰越明許事業としてスポーツセンターの耐震化診断ということ

で事業を実施することで、当初定例議会初日に補正予算の御議決をいただいたところで

ございます。今後、避難所としているスポーツセンターの耐震改修工事、こういったこ

とを実施することとなる場合に、この事業を活用していきたいというふうに考えており

ます。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　東日本大震災の関係につきましては、これからのことですので、

活用できる分野がありましたら活用するようにお願いいたします。

　　それから、光をそそぐの関係につきましては、具体的な予算の配分を見ていませんの

で、従来どおりじゃなくて、交付金化されたときの事業が1,006万円、その当時交付さ

れていますので、それが即各事業に振りかえるわけじゃありませんけれども、そこそこ

の事業の中では、23 年度の予算と24 年度比べれば、本来なら事業そのものは事業費

ふえなければいけないのかなと私は思って、そこまで見ていませんので、そのようにし

ながら、交付税に入っているということで予算化すべきと。これは、私、予算を見てい

ませんので、いちいちチェックしていませんので、その観点でこれから事業を進めてほ

しいなと思っています。答弁があればお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　野中企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　今申し上げましたように、国のほうで一般財源化されたと。光

をそそぐ事業という形で、弱者対策等々に力を入れてということでしたけれども、一般

財源化されるということは、普通交付税に算定されるということなので、単位費用には

加算されて加わるんですが、いかんせん地方交付税、それだからといって、一般財源化

されて普通交付税に算入された分が、交付税総体の中でプラスアルファでふえるという

ことではなくて、依然地方交付税というのは一定程度の枠組みが決まっていますので、

今年度、地方財政計画の中でも前年度を下回らない財源を確保したいということでした
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ので、このような大震災もあったということも含めると、地方交付税総体が全くまだ不

透明な状態で、どれだけのパイがあるかということもあるので、基本的には、その分が

加算されてふえるという理解ではなくて、そういった事業も、そういった普通交付税の

単位の算入に入りますという中での御理解していただきたいのと、今後、こういった事

業は、当然必要なもの対してはそういった事業をくみ上げていかなければならないと思

いますし、総体的な予算編成の中で、またそういった事業が組み入れられるものはどん

どん組み入れられていくべきものだろうというふうに考えておりますので、プラスアル

ファでふえていくというようなことではないということだけは御理解していただきたい

と思います。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　次に移ります。

　　次に、 18 ページから 19 ページまで、質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、 20 ページから 21 ページまで、質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、 22 ページから 23 ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、 24 ページから 25 ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、 26 ページから 27 ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、 28 ページから 29 ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、 30 ページから 31 ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、 32 ページから 33 ページまで。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、事項別明細書の総括表は９ページから11 ページま

で、質疑はありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に移ります。

　　一般会計予算書の１ページから８ページまで、質疑はありますか。
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（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、議案第24 号平成 24 年度上士幌町国民健康保険特

別会計予算は、195ページから231ページを一括して質疑を行います。

　　質疑ありますか。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　３点質問いたします。

　　まず、１点目は、今年度ですか、料金上げたわけですが、国民健康保険会計の現状に

ついて、厳しいだろうとは思うんですが、その状況について質問いたします。

　　２点目は、特定健康診査の関係で、23 年度の状況とこれからの政策と、それから、

この計画が20 年から24 年の５カ年計画なので、多分、次はまた５カ年計画をつくる

んだろうと思うんですが、その点についてどのようになっていくのか。この計画は理想

的な計画で、担当の方も努力しているんですけれども、なかなか健康診査の受診率65

なんか、とても達成できる数じゃないんですが、それはそれとして努力されたと思うん

ですけれども、その辺の評価とこれからの策定に対する課題等について質問いたします。

　　最後３点目なんですが、24 年度から国民健康保険の国や道にかかわる負担率が変わ

りまして、従来なら国から来る負担が、定率負担34 ％が 32 に減らされて、その分、

都道府県の調整交付金が７から９にふえるというふうに私の情報ではあります。それに

よる影響等についてどのようになっていくのか質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　森本主査。

○森本宏典保健福祉課主査　まず１点目の国保会計の現状というお話なんですけれども、

委員も御承知かと思いますけれども、国保会計は構造的に見ても、全国的にどこの保健

所も厳しい運営をしているという状況です。本町もそれと同じで、毎年保険料を確保し

て、国・道の負担金、調整交付金をもらって、一般会計からもお金を繰り入れて運営し

ておりますけれども、変な話、自転車操業のような形で、その年の財源を確保して医療

費等を支払うのが妥当だというようなことになっております。

　　国保財政は、税負担のほかに、今申し上げたように、国や道の公費負担で、社会保険

からいただいている交付金、一般会計の繰り入れ等を財源として運営はしているんです

けれども、交付金とか公費負担が、それの増減が非常に財政面に大きく影響するという

状況にもなっておりますので、そこら辺がふえた場合、減った場合ありまして、自分の

ところで確保できる税負担のほかに、そういう、ほかからいただいているお金の影響と

いうのも非常に大きいわけで、それによっても厳しさが変わってくるというような状況

になっております。
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　　続けていいですね。それと、特定健診の話です。特定健診は、受診率に関しては前も

申し上げたことがあると思うんですけれども、１年間通して国保に加入していた人が分

母になって算定されます。まだ年度途中でございますので対象の被保険者が確定してお

りません。そういう状況で、今、何％ということは申し上げられないんですけれども、

２月末時点の大体受診見込みは535人ぐらいとなっておりまして、前年度同時期と同程

度というような受診見込者となっております。

　　取り組みとしては、これまでの取り組みを引き続き行っていくしかないんですけれど

も、個々で行っている特定健診については、年度当初に受診券を一斉交付して受診をし

てくださいねというふうなお願いをしておりますし、あと健康増進センターを会場とし

て年３回、巡回ドックをやっておりますけれども、それの受診案内をやっております。

広報紙等でスケジュール、啓発記事も掲載しておりますし、あと病院で受けられる方に

ついては委託先としての病院の拡大、23 年度から徳州会病院とか音更の宏明館とかと

いう病院とも委託するようにしておりますし、あとは一般会計で行っている40 歳の健

康づくりスタート事業、平成22 年からスタートしておりますけれども、これも活用し

ていただくようにしております。職場で検診されている国保加入者もいらっしゃいます

ので、その辺のデータを職場から提供してもらうとか、あと個人からデータを提供して

もらうというふうなこともやっております。さまざまな取り組みをしておりますけれど

も、なかなか受診率が急激に上がるというのは難しいものでございまして、保健師さん

中心としながら未受診者への電話だとか訪問だとか、そういう受診勧奨も引き続き行っ

ていきたいと考えております。

　　特定健診の実施計画でございますけれども、御質問にありましたように、５カ年が終

了するのが平成24 年ということでございます。厚労省から示されている、参酌される

受診率というのが65 ％ということで、そこを目標に全国の自治体でやってきていると

思いますけれども、何せ市町村国保というのは、ほかの社会保険に比べても受診率は非

常に低いということになっております。新たな実施計画も24 年度、新年度に策定する

ことになると思いますけれども、これから具体的に保健師さんも含めて、どういうふう

に評価して、総括して、新たな計画をつくっていくのかという具体的なことはこれから

のことになりますので、よろしくお願いしたいと思います。

　　それから、最後の国の負担率が34 ％から32 ％に下がったということでございます

が、それはそのとおりでございます。これについては、昨年12 月に、国のほうで急に

決まった話でございまして、平成24 年度から確かに負担率が２％引き下げられるとい

うことになります。これについては、ねらいとしては、国保財政の都道府県単位化を円
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滑に進めるためのものとして見直すと。国は、いわゆる高額医療費の共同事業ですとか、

保健財政安定化事業の共同事業、これの拠出超過市町村で新たに持ち出しになる拠出分

の負担軽減に活用されることをねらいとして、都道府県の調整交付金を２％、逆にふや

すということにしているようでございます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　会計状況は厳しさがわかって、それは把握するだけで、税金を

上げる上げないの話はまた別の話なので、それは了承しました。

　　特定健診の関係につきましても、24 年度の目標が全国的に65 と言われておりなが

ら、多分四十一、二だと思うんですよ、推移するのであればね。それはそれとして、い

いとか悪いじゃなくて、努力して認めながら、次の計画をどうするかという、65 は、

国は国で認めた数で、実際に更別とかは結構いっていますので、それはありながら、や

っぱり町民の受診率を高めながら健康をどう守るかというのは、また別な問題なので、

それはぜひ次の課題に生かしてほしいなと思っております。

　　それから、これもそうなんですが、国の制度が、もともと調整交付金というのは、道

の調整交付金は何年か前はなかったんですよ、ゼロだったんです。それがいきなり７％

入れて、広域化に向かうために導入したんだろうと思うんですが、今度、７から９にふ

やされるということは、さらに一層道レベルの広域化に進むのかなと私は心配していま

す。

　　それで、今回の予算書を見まして、要するに保険財政共同安定化拠出金、30 万円以

上を共同で見るんだと思う。それに対して、町が出しているお金が7,818万円拠出して、

入ってくるお金が4,356万円、予算書では3,462万円、予算上は損すると。結果的に最

終的な最終補正で、うちの町はそれほどかかっていないからといって、道の特別調整交

付金で何ぼか入ってくるだろうという私の予想ですけれども、そういうシステムなのか

なと私は思っています。ですから、補正のときにも、損したか得したか全然わからない

ねという、私はそうとらえたんですが、それが今度は、30 万じゃなくて、１円以上す

べてのことを道の広域化の安定化拠出金の中に、１円以上を含めた形で共同で見ていく

というようなことを、何かちらっと国保新聞に書いてあったんですが、そうなると、ま

すます道の広域化で、小さい町村ほど損するのではないかと。医療費がかかる札幌都市

圏は多分有利かもしれないけれども、ちっちゃいところで健康増進のために一生懸命や

って医療費を抑えようと思っているところは損する、私はそう思うんですが、その制度

は町がどうのこうのじゃない、そういうふうに流れているのではないかということで、
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どう思っているか質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　森本主査。

○森本宏典保健福祉課主査　今お話がありました30 万円から１円以上ということでござ

いますけれども、確かに保険財政共同安定化事業というのは、今レセプト１件30 万円

以上のものを対象に事業が組まれております。実は社会保障と税の一体改革に伴いまし

て、国保制度の基盤強化の１つとして今の話が盛り込まれております。これは平成27

年からということになっておりまして、レセプト１件当たり30 万円を超えるものから、

１円以上に拡大するというような方向が示されております。これによりまして、都道府

県単位の財政運営が推進されることになるであろうということでございます。一体改革

の中では、低所得者の保険料に対する財政支援というのも同時に盛り込まれております。

それらを総合的に見なければ、各保険者ごとにどの程度影響があるのか、単純にこの分

だけを取り上げて、保険料が上がるとか下がるとかということにはならなくて、一体改

革、総合的な施策の中でどうなるのかということを見なきゃならないと思いますので、

一概にこの場で、うちはどの程度影響するよとかというのは言えないと思っております。

　　先ほどお話しましたように、24 年度から道の調整交付金が２％ふえるというお話も、

これに絡んでくることだと思いますけれども、２％を道のほうで、例えば普通調整交付

金に幾らとか、特別調整交付金に幾らというような、どこにどう配分するかというのは

道のほうでこうしますと決まったものは、まだ情報として得られていませんので、各保

険者にどの程度に影響があるかというのも未知数の話だと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　これは、ここで議論しても仕方のない話なんですが、そういう

流れの中で、町がどれだけ、医療費の関係と町民の健康はまた別ですので、医療費がか

からない、健康であれば医療費かかりませんし、健康であれば本人も家族もみんな喜ば

しい話ですので、それも含めて町の健康をどうするかということについて、これから

24 年度、25 年度、27 年からこの制度を導入されたら、私は多分すごい大変かなと

いう思いがあるんですが、その点で踏まえながら取り組んでほしいなと思っています。

ここで森本さんにああだこうだ言っても仕方のない話ですので、そういう流れがあると

いうことを私は確認したかったので質問させてもらいました。答弁はいいです。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかによろしいでしょうか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ないようですので、以上で議案第24 号平成 24 年度上士

幌町国民健康保険特別会計予算の質疑を終わります。
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　　次に、議案第26 号平成 24 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算は、251ペー

ジから267ページを一括して質疑を行います。

　　質疑ありますか。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　後期高齢者医療連合会のほうで、保険料の値上げが決定された

という報道があるんですが、その点についてどのように、決定されているのであれば、

変わったのか説明をお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　森本主査。

○森本宏典保健福祉課主査　平成24 年、 25 年の保険料のことになると思います。後期

高齢者医療は２年サイクルで財政運営をしておりますので、今回改正されるというのは

24 年、 25 年の保険料ということになります。先月２月23 日の広域連合議会で新た

な保険料が可決されているという通知を受けております。これによりますと、均等割が、

具体的な数字申し上げますけれども、４万4,192円のところを４万7,709円、所得割

10.28％が10.61％、賦課限度額が50 万円を 55 万円に改正するというようなことで

ございます。被保険者によっては、所得区分によって軽減措置がありますので、軽減を

受けられている方は９割軽減、8.5割軽減、５割軽減、２割軽減とありますので、直接

今申し上げた金額を皆さんから徴収するということではないんですけれども、基本的な

金額、率は今申し上げたようになっております。広域連合のほうでは、２月29 日に新

聞広告にも掲載しておりまして、今月には新聞折り込みをするようなことも前に文書に

書いてありました。町のほうでも、今月発行の広報紙で皆さんに周知したいと考えては

おります。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　ここは道の広域連合の議会じゃありませんので、予算がどうの

こうの、ああだこうだはなりませんけれども、今回の改定した金額が24 年度の予算の

中には加味されているのかどうかだけ質問させてもらいます。

○委員長（渡部信一委員長）　森本主査。

○森本宏典保健福祉課主査　うちの予算に加味されているかということなんでしょうか。

広域連合から事前に示されているシミュレーションみたいなのがございまして、パター

ンがありました。その中で、示されている１つのパターンをもって当初予算を組んでお

ります。当然その後にこの議会の議決がありますので、ここから当初想定したものから

変更、額的に変わってくるものについては補正なりで対応するということになります。
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○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　ちょっとわかりづらくて、要するに道のほうの広域連合の条例

改正をして、均等割、所得割等上げたものが、多少、２月に決定されていますのでこの

町の当初予算に組まれているというふうでいいのかどうかを確認したかったんですけれ

ども、それでいいのかどうか。

○委員長（渡部信一委員長）　暫時休憩いたします。

（午後　１時４２分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　休憩を解きます。

（午後　１時４４分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　森本主査。

○森本宏典保健福祉課主査　大変申しわけございません。当初予算時点の積算は、当然去

年 12 月ぐらいに当初予算の積算をしておりますので、今決定されている、広域連合で

議決されているものはこの２月に決定しておりますので、12 月時点ではこの数値とい

うのは反映できておりません。

　　それで、広域連合から示されたパターンの中の１つとしてうちの予算を組んでいるん

ですけれども、それは、今、広域連合が改正した率よりも高い数値で予算を組んでいま

す。ですから、今後補正なりで決定した率で再計算して、当然賦課というのは所得が決

まってから行うので、７月、８月の話になるんですけれども、その後にでも補正を組ん

で実際の保険料に合わせるということになると思います。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　ほかにありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　以上で、議案第26 号平成24 年度上士幌町後期高齢者医

療特別会計予算の質疑を終わります。

　　次に、議案第28 号平成 24 年度上士幌町介護保険特別会計予算は、295ページから

321ページを一括して質疑を行います。

　　質疑ありますか。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　まず、これも同じように介護保険料金の引き上げが行われたわ
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けですが、これは多分、今回の当初予算には組まれていないかということで確認させて

もらいます。

　　それから、もう１点は、介護予防事業なんですが、これも私、毎年質問しているもの

ですから、23 年度、多分事業はまだ継続しているものもあるかと思うんですが、どれ

ぐらいの実績があるのか、その点について、なかなか来てくださいといっても来られな

い方もいると思うんですが、今後の予定について質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　木下主査。

○木下由季子保健福祉課主査　１点目の介護保険料の部分につきまして御回答させていた

だきます。

　　介護保険料の24 年度の歳入見込額につきましては、介護保険事業計画の見直しの年

でもありましたし、平成24 年度の予算要求の時点では、まだ条例改正の部分も含めて

未確定でしたので、当初の予算要求当時の時点で確認できている介護保険料調定額を参

考にして積算させていただいておりますので、先日、御可決をいただきました条例改正

の部分につきましては反映されておりません。新年度のなるべく早い段階での議会で歳

入補正をさせていただく予定になっております。

○委員長（渡部信一委員長）　佐藤主査。

○佐藤真由美保健福祉課主査　１つは、介護予防教室への参加数ということですけれども、

今、いわゆる虚弱高齢者という二次予防事業の対象者が参加する教室に関しては、転倒

骨折予防教室と閉じこもり・認知症予防教室、２つの教室を行っております。両方合わ

せて参加者は25 名ということで、例年並みです。そんなに増加するわけでもなく、同

じぐらいの数を保てています。ただ、その中の新規に参加される方は、常時七、八割を

保っていますので、ずっと同じ方が参加し続ける教室ではなく、短期間で集中的に介護

予防を図って、終了した後は社会福祉協議会のサロンであったり、あとは自主的な体操

の教室等につなげるということで予防を図っているところです。

　　虚弱高齢者以外の一般の高齢者に対する教室に関しては、お口の機能ですね、口腔機

能改善教室、23 年度には17 名の参加、そして男性料理教室に関しては12 名の参加

をいただいております。それ以外に老人クラブとの共同で、冬の期間に６グループに分

かれていただいて介護予防教室を開催しています。その中には、今年度に関しましては

認知症に関する予防、今の上士幌町の中での認知症の方の実態を町民の方に知っていた

だく機会として、そしてその後に調理実習をしながら、栄養に関する、脳に健康、脳に

いい料理みたいなことで教室を開催していまして、非常にわかりやすいというふうに好

評を得ています。老人クラブの方たちが全体で120名前後の方の参加をいただいており
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ますので、普及啓発の事業としては効果を上げているのではないかというふうに考えて

おります。

　　そして、もう一つ、地域支援事業費に関する増額についてですけれども、23 年度と

比べまして地域支援事業費の予算額がふえている理由なんですが、在宅で、要介護状態

でいる期間が、今、施設になかなか入れないという事情もありまして高齢者もふえてき

ているために、それで家族に対する家族介護支援事業というのを実施しているんですけ

れども、例えば１つ、介護用品の支給ということで、紙おむつなどの介護用品を購入す

る支給券を発行しているんですが、その対象を今まで要介護４・５以上で非課税の世帯

ということで、かなり限定して実施してまいりましたが、来年度から、要綱を改正して

要介護２以上の中重度の方を対象にということで、対象範囲を拡大することを考えてお

ります。

　　そういう関係で予算のほうの増額、あともう一つは、成年後見制度利用促進支援事業

なんですけれども、 23 年度に町長申し立てを行った事案１件ありまして、その方の

24 年度に入りまして、ちょうど成年後見人さんは、その方が利用し始めて１年後から

後見人さんに対する報酬が発生してくるんですよね。そのために、24 年度に後見費用

報酬が生じることになるので、その必要経費に関して予算計上をしているということで、

それらに関する増額をさせていただいております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　ほかにございませんね。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　以上で、議案第28 号平成24 年度上士幌町介護保険特別

会計予算の質疑を終わります。

　　次に、議案第25 号平成 24 年度上士幌町水道事業特別会計予算は、233ページから

250ページを一括して質疑を行います。

　　質疑ありますか。

　　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　毎年お尋ねしているわけでございますけれども、石綿管を含ん

だ管渠の更新率と、漏水等の現状の水道管の現況についてと、さらに、各水源地の現況

がどんなことになっているのか、この際お尋ねしておきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　杉森主査。

○杉森誠二建設課主査　御質問にお答えします。
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　　率までは、今、手元で把握していないんですけれども、現在までの更新状況としまし

ては、管径の大きいものから優先して更新のほうを行っておりまして、年間の距離にし

まして約1.5キロのペースで更新を行っております。今後の計画としましては、現在配

水管の石綿管の残存距離数としましては、総延長が約20 キロほどありまして、現在の

更新状況でいきますと10 数年を要するペースとなっている予定ですが、ほかに多くの

老朽化した施設を抱えておりますので、そちらのほかの施設の更新、これが重ならない

年度につきましては、石綿管の更新を最優先して計画をしております。

　　それから、漏水の現状ということなんですが、これも同じことが言えまして、管渠の

更新費用の捻出としまして、水道事業の単年度における10 年ほどの平均でいきますと、

総事業費が全体で約２億円ベースで、この中から予算の許す限りで古い老朽化した管渠

の更新をしておりますので、それに基づいて有収率も少しずつ上がっている状況にはご

ざいます。

　　回答になっているかどうか、ちょっと申しわけないんですが、あと、ほかの水道施設

の状況としてなんですけれども、今年度におきまして、上士幌浄水場、こちらが建設か

ら 40 年を迎えることになっております。そちらにつきましては、昨年井戸を浄水場付

近で掘削しておりますので、それを今後数年計画にわたりまして整備をしていく予定で

動いております。ほかの東部浄水場、居辺浄水場、こちらにつきましても、随時老朽化

がかなり激しく進んでおりまして、単独事業費によりまして、それぞれ予算のある限り

で更新をしていくということでございます。あわせまして、糠平についても同じことが

言えますので、そちらも予算の中でやりくりをしながら優先順度の高いものから随時計

画を予定しています。

○委員長（渡部信一委員長）　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　昨年大雨降りまして糠平の浄水場に行ってまいりまして、川の

流れた後を車で走ってまいりまして行ってきたんですが、糠平についても、あるいは東

部なんか殊にそうですけれども、毎度同じことを言って大変恐縮なんですけれども、今

後、ことしから総合計画、10 年間のものが、また新たな第５期が始まるわけですけれ

ども、私ちょっとうっかりしていて、そこの水道のところは見てきませんでしたが、こ

れはやはり毎度申し上げているようにライフラインでございますので、いつしかは計画

性を持って中長期計画でもって、そういう計画にきちっと入れられるべきじゃないかと

思いますけれども、この辺の考え方というのはいかがなものでしょうか。

○委員長（渡部信一委員長）　杉森主査。

○杉森誠二建設課主査　以前に平成18 年なんですが、本町におきましては水道事業全体
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の整備計画を策定しております。それに基づきまして現在も進行しているわけですが、

何せ単独事業費、こちらで水道事業を運営しておりますので、特別会計ということもあ

りまして、予算の範囲内での優先順位をつけて順次整備を行っている状況です。

　　東部につきましては、昨年、第２ポンプ場も設置が終わりまして、今月から本格的に

運転をする状況になっておりまして、それが稼働すれば、東部の水の対策も大分安定し

てくるものかと思われます。今後、運転してみなければ、またその効果というものもわ

かりませんけれども、状況としてはそういう形になっております。

　　それから、昨年の大雨に関しての対策としまして、今年度予定しておるものがありま

して、それが居辺の浄水場の部分なんですが、昨年９月に集中豪雨によりまして取水し

ている芽登川の河川が濁りまして、それによりまして居辺浄水場から出ます水道水に色

がつきました。これを復旧までに約７日間ほどを要した現状がございまして、それに対

応するべく、浄水場の近辺で地下水源の調査を行う予定としております。過去、これも

平成 18 年なんですが、居辺浄水場付近で地下水源の調査を実施しておりまして、当初

の調査結果としましては、緻密な岩層が形成されているということで、十分な水源の可

能性が低いとされておりましたが、今回、調査を行う理由としましては、緻密な岩層に

も亀裂があると予測されますので、亀裂から浸入した水源の可能性があるという方向に

至っております。調査の方法としましては、前回とは変えて、試掘が確実ではないかと

いうことで判断いたしまして、今回委託料を計上しております。場所については、居辺

浄水場の北側の町有地内において、小口径によるボーリング調査、こちらを予定してお

ります。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかによろしいですね。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　以上で、議案第25 号平成24 年度上士幌町水道事業特別

会計予算の質疑を終わります。

　　次に、議案第27 号平成 24 年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算は、269ペー

ジから293ページを一括して質疑を行います。

　　中島卓蔵委員。

○１０番（中島卓蔵委員）　280ページの下水道施設整備事業についてお尋ねします。

　　このうち、下水道管理センターの改築工事が予算計上されておりますが、内容的には

どういう詳細についてお尋ねしたいのと、場所は現在の場所で行われるのか、その点が

１点と、それから、最近また道路上の下水道のマンホールのふたが非常に引っ込んでい

るところが見受けられますが、ひどいところに関しては再整備されていくのか、その点
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について。

○委員長（渡部信一委員長）　渡部主査。

○渡部　洋建設課主査　それでは、ただいまの御質問にお答えしたいと思います。

　　まず、下水道管理センターの改築工事、改築工事という名称なものですから、ちょっ

とわかりづらい部分があるんですが、今回計上していますこの部分については、平成

22 年に策定しました長寿命化計画に基づいたものでございまして、施設の内部の電気

設備、機械設備、これが標準の耐用年数を超えてくると。15 年程度たちますので、そ

の中で健全度を評価して、どれから先にやっていくかという検討をした上で、今回中央

監視装置、シーケンスコントローラー、非常用通報装置、無停電電源装置と、この部分

の電気の更新をしたいということでございます。

　　２点目でございます。下水道のマンホールでございますが、こちらのほうは確かに場

所によってはひどく傷んできたりとか路面と段差ができているところだとか、そういっ

た部分がございます。今年度においても、冬前に、秋になりますが、何カ所か一般通行

の支障になる部分であるとか、除雪の際に危険を伴うものだとか、そういった部分に関

しては優先順位をつけて随時修繕を行っているわけでございます。今回につきましても、

施設管理経費のほうで修繕費をそちらのほうに盛り込んでおりますので、状況を確認し

ながら優先順位をつけて実施していきたいというふうに思っております。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　中島卓蔵委員。

○１０番（中島卓蔵委員）　マンホールの整備に当たっては、業者の方の見方によって非

常にあれは手抜き工事だと言う人もいるんですね。要するに、転圧が不十分で、確かに

転圧をやる部分というのはちゃんと規定されていて、それをきちっとやっていないこと

によって、ああいうくぼんだりなんかするという、そういう指摘されている方もおりま

すので、その辺、私専門家じゃないからわかりませんけれども、今後、整備に当たって

は担当課のほうもそういう部分では厳しく業者等指導して、整備をやっていただきたい

と思います。

○委員長（渡部信一委員長）　渡部主査。

○渡部　洋建設課主査　工事施工の際には、十分と言えるかどうか、現場のほうを確認し

ているつもりでございますけれども、場所、場所によって路盤圧が違うだとか、地盤の

構成が違うだとか、そういった部分がございまして、だんだんずれる部分というのが、

大分時間がたってきて、どの部分が一番傷みやすいなんていうのが何となくわかってき

ている部分がありますので、そういった部分は路盤を改良するなり、その場所に合った
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方法でやりかえをしていきたいというふうに考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにありませんね。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　以上で、議案第27 号平成24 年度上士幌町公共下水道事

業特別会計予算の質疑を終わります。

　　ここで15 分間休憩といたします。その後、理事者に対する総括質疑に入りますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。

（午後　２時０７分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　２時１９分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　各会計ごとの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。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　２点質問いたします。

　　１点目は、全体的な財政の組み方について質問いたします。

　　 23 年度の決算見込み、予算の裏を見ましたら、一般会計約45 億円、 22 年度の決

算は 42 億円ですので、予想では３億円基金を上積みするのではないか、23 年度です

ね。 21 年から比べますと、 22 年に公共施設整備基金にかなり積みましたので、約

10 億円積み増ししているかなというふうに私は判断しています。本来ならふえた分を、

23 年度でいえば３億円ほど基金ふえると。その分を本来なら、基金を維持するという

前提で考えれば、それを予算化していろいろな施策に生かせるのかなと判断しているん

ですが、今年度の当初予算の基金の繰り入れは１億1,150万円にしかなっておりません。

その点について、もっと基金を崩したらどうかという点と、それから、総合計画の財政

収支予算を見たんですが、24 年度の、これは収支ですので、見込みというか、案です

ので、その中では財政調整基金が約２億4,000万円と公共施設整備基金が4,850万円崩

す、計２億9,000万、約３億円崩して予算化なり新しい事業に繰り入れるというふうに

なっているんですが、それと比べても、かなり今回の基金の繰り入れは少ないのではな

いかと。今後政策的に、６月以降、新たな予算を組むのであれば別なんですが、そうい

う事情があるのかどうか、まず質問いたします。

　　もう一つつけ加えますと、24 年度の地方交付税は７月、８月ごろに決まりますので、
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その決定した段階で、交付税が予想より少ないということはないと思いますので、交付

税は多分予想よりは来るだろうと。その来る来方が何千万なのか億単位かわかりません

が、それによっては、新たに基金を24 年度もふやす形になるのではないかと。それは

これからの事業展開ですので、そうも予想されるというふうに私は判断いたします。そ

の点含めて、当初予算ではもうちょっと基金を崩しながら、いろいろな町民から出てい

る予算要望を実現すべきと私は考えています。

　　２点目の問題で、これもいつも質問しております平和の問題なんですが、ここ、本当

に昨年あたりからかなり日米の関係がいろいろな形で矛盾があらわれてきていると思い

ます。普天間基地の問題は毎日のように報道していますので御存じかと思いますが、そ

れから、昨年の震災の関係でも、アメリカがかなり手助けに来たかどうかわかりません

が、そういうこともあったようにも思うんですが、裏では、原発、災害に合わせて、ま

すます日米の関係を強化しようというふうな動きもあるように思います。また、新たに

沖縄の与那国島のほうに自衛隊の基地を置こうとか配備しようとかという方法もあると。

地元の方はもちろん反対しているらしいので、そういう新たな動きもあります。そうい

う中で、本当に災害に役立つ自衛隊、災害に、いろいろな町民のために守る自衛隊は、

それはそういう方法もあるかと思うんですが、今、全体的に考えれば、いろいろな矛盾

を抱えながらも、今の政府はますます自衛隊とアメリカの関係は、沖縄の国民とかいろ

いろな反対を無視しながら強化しようというふうに私は動いていると思っていますが、

その点についてどのようにお考えか質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　町長。

○竹中　貢町長　かなり基金余っているから使ったらどうかという話と、それから、しっ

かり必要な事業に予算を組み入れているのかということでありますけれども、予算を事

業執行するに当たっては、各課からの吸い上げの方式と、それから私どもの立場からの

政策課題と、これらを両方とも加味して、そして予算編成を組んでいるということであ

りますが、今年度については、極力各課からの予算要求については、相当弾力的に、柔

軟的に対応できたというふうに思っております。収支のバランスのことでありますから、

支出のほうは、必要のないものまでやる必要もないだろうという、無駄なお金を使うこ

ともないだろうと思いますし、歳入の関係では、予定よりも多く入ってきたというよう

なことも、これまた事実としてあるわけであります。地方交付税も、ずっと厳しいとい

うことを言われておりまして、さらに震災のことも含めて、いわゆる被災地と関係のな

いところについては相当厳しいのではないかと、こういった予測もあったわけでありま

すけれども、今のところは特別、そういった状況は見えていないということであります。
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そのための特別国債を発行するなどして被災地のほうに相当数の予算を投じているとい

うこともあるだろうというふうに思いますが、その意味では、今のところは心配ありま

せんけれども、非常に将来的にはこれは危惧されるところであるというふうに思ってお

ります。

　　この先どうなるかわからないことでありますが、これまでも話しさせていただいてい

るとおり、これからさまざまな大型事業が入ってくるということがございます。新年度

には博物館関連施設、長い間の課題でありましたけれども、これらが具体的になってく

るということがありますし、ずっと議論もされております保育所、幼保一体化にかかわ

る新たな子育ての体制をどうつくり上げていくかということ、それから、耐震性も含め

て学習センターの問題、あるいはスポーツセンター、役場の耐震化の問題、さらには生

きがいセンター、消防塔、こういった大型の、建設年度から相当たっているということ

と、時代の新たな要請に対する対応、それなりのことはメジロ押しで入ってくるという

ことでありますから、あるから使わなければまずいというのは計画的な財政運営にはな

っていかないだろうというふうに考えております。決して、これが余っているというこ

とではなくて、必要な財源が今、何とか当面する課題に対応するために財源としてしっ

かり確保していくということが１つ必要だというふうに思っております。

　　それから、自衛隊の関係については、昨年の、特に震災後の自衛隊の果たした役割と

いうのは極めて大きいものがあるというふうに思っております。それに参加した自衛隊

の方々は、メンタル面で相当厳しい状況に置かれているというのも最近の報道でなされ

ているということであります。それから、震災のときに、原発の上空を飛び交った自衛

隊機でありますけれども、言ってみれば放射能の非常に心配されるようなところを飛ん

でいたわけでありますけれども、我が身を省みず、国家国民のために頑張っている姿と

いうのは、私どもとしては高く敬意を表したいというふうに思います。そして、南スー

ダンの非常に治安の悪いところでも、ほぼ丸腰のような状況で国際貢献をしているとい

うことであります。

　　もう一つは、アメリカと日本の防衛の関係がどうかということについては、我が国の

国防を、国民の安全・安心を確保するために、どのようなパートナー等を組んで我が国

を守っていくかというのは、極めて高い政治的なレベルの話であるというふうに思って

おります。確かに沖縄に同基地の問題については、いろいろと混乱をしていると、こう

いった状況については承知しておりますけれども、国を守るという意味では、これは私

どもとしてもしっかり守ってほしいなと、そんなふうに思います。そのパートナーがア

メリカなのか、あるいは東南アジアの諸国の関係なのか、いろいろ政治的な極めて高い
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レベルの判断だと、そんなふうに思っておりますから、これらについては国家国民のた

めにしっかりやってほしいなと、そう思っております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　基金の活用について言うんですが、私は、基金が余っているか

ら活用しなさいという意味じゃなくて、なぜ基金が、余ったと言うのは変ですね。余っ

たというか、お金を残して基金に積んだと。だけれども、実際にはいろいろ予算要望、

私も町民の中からいろいろ聞きながら、これどうだというふうに担当課に質問したり、

一般質問させてもらったりしているんですけれども、そのことがなかなか予算化されて

いかないと。今回もいろいろ聞いたときに、担当課はわかりませんが、「言ったんだけ

れども、予算はつかなかったよな」というのも何件か聞く点があるんですが、それは町

民から出された要望・要請がきちんと予算化されていないのではないかと。それを私は

確かめたわけではありませんので、そういうことがあるかなと私は思っています。

　　それと、大抵担当課は従来どおりの予算を多分つけると思うんですよ。上乗せはしな

いと思うんです。それは、私の記憶では平成16 年、 17 年のころに「生活半分」とい

って、かなり予算を切って、一応一律なんですが２割削減と。そのときがベースになっ

ているのかなと私は思います。ですから、それによって、私が前に指摘したように基金

がふえてきたと。１回、かなり平成20 年に基金を崩して使いました。その後、またさ

らに基金がふえてきたと。今はどんどんふえていて、ここ数年では多分最高かなと思う

んですが、そういうふうに、１回「生活半分」の生活で切ったものをベースに考えてい

るから予算がふやしづらいと。国からは、とりあえず国債発行しながらも、一応口報告

では少しずつふやしてきたと。今年度もわずかながら、全国的にはふえると。町に来る

お金はわかりませんが、そういう中で、もう一回、いろいろな予算づけのあり方を考え

ながら、必要なところにつけていくことをしないと、新規事業はわかるんですよ。新規

事業はわかるんですが、従来基本的な予算がそのままでいて、新規事業があるからある

からというんじゃなくて、もともとのあるお金、予算も含めて、従来の要望を含めて、

もう一回きちんと考えていかないといけないのかなと思います。だから、お金が、基金

があるから使いなさいというのではなくて、従来の要望が生かされていないのではない

かと。それが結果には基金として残ったんじゃないかという意味で、財政の組み方につ

いて私は町長に質問したわけです。答弁お願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　町長。

○竹中　貢町長　大きなお金を支出するというのは、上物なんかにはそうであります。き

め細かい交付金事業なんかもありましたけれども、ソフト事業なんかについても、これ
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までの事業の中で各課から要望を取り入れて、そしてそれを政策化するというようなこ

ともしてきているという、そういったつもりであります。

　　それから、時代とともに、求めるニーズも変わってきている、そんなこともあるかと

思います。そういった意味では、新しい、何年か時代もたつと、住民の求める課題、そ

れからそこに対する必要な政策も変わってくる可能性があるんだと思いますから、そう

いったものは常に吸い上げていく、そして私どもとしても、この町が元気になり、そし

てまた町民の暮らしがよくなるための、そういった政策課題については、常にアンテナ

を張って、必要な政策を持っていくということは、全然これは当たり前の話だと、そん

なふうに思っております。

　　委員さんが、その思いがあって、このことについてやってほしいと。それができてい

ないのか、あるいは、それよりもほかのほうにつける政策課題があるという、そういっ

た判断が、担当も含めてあるのかもわかりませんし、私どもとしても、いろいろな課題

があって、そしてまた優先順位というのも、当然それをまたつけていくということもあ

りますから、その辺の、いろいろな相互はあるかもわかりませんけれども、私どもとし

ては、できるだけ住民の要望にこたえる、特に今年度等については、そういった状況に

あったというふうに理解をしております。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにありませんか。

　　中島卓蔵委員。

○１０番（中島卓蔵委員）　ことしの予算も大変厳しい予算で推移しているようですが、

先ほども質問したんですが、今回、限られた予算でこうやって事業展開していくわけで

すから、ますます厳しくなることは目に見えてくると思うんですね。そういう意味では、

町も行政経営ですから、これからは収入も見込めるような町の動きというのも必要だと

思うんですね。

　　その中の１点として、先ほども申しましたけれども、町が補助を出すこととか交付金

を出すとかというときの、そういうときの事業展開されるときには、やっぱり町内で参

加できる業者が該当するようなときは、理事者側も、各担当関係機関に行ってそういう

お願いをするとか、そういう営業活動もこれからは必要になってくるんじゃないかと思

うんですね。そういった中では、町の経済の活性化含めて、企業育成にもつながります

し、少しでも仕事がふえれば、それだけ税収も見込めるわけですから、そういうことの

繰り返しをやることによって、「元気まち上士幌」というのが出てくると思うんですが、

今後、そういうことも一つの行政経営の中に取り入れて、動きをしていただければいい

なと思うんですが。
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○委員長（渡部信一委員長）　町長。

○竹中　貢町長　道営事業だとか町の事業あるいは国営の事業と、さまざまな事業が農

政・農業あるいは建築土木等、ほかも含めてあるわけでありますけれども、常にそのこ

とについては、本町だけの問題でなくて、各町とも同様の問題を抱えて、そしてまた、

地元で仕事があるように、そのような要請は相当しつこくさせていただいております。

町単独で動いていったケース、それから、十勝管内の町村会が一体となって行政活動を

したり、そのようなことはこれまでもさせていただいております。これからもそのよう

なことは当然必要だろうというふうに思っております。

　　特に町の主体事業となるものについては、当然特にその辺については意識をするのは

当たり前でありますし、町内の事業を中心に仕事のほうをしてもらいたいという思いも

強くそれは持っております。そういった前提で、この町に建設業もなければ困る、土木

業もなければ、その仕事だけでなくて、町の治安といいますか、安全・安心のためにも、

今でも台風、風水害等については建築土木の関係者に町内を点検してもらったり、そし

てまた、土木の仕事だとか、これまた作業員がいなければ仕事ができなくなってくると

いうこともございますから、町内の企業として、農業から、そしてまた製造、建築土木、

サービスも含めて、幅広くそして漏れのないような産業構成、産業構造体になっている

のが望ましいだろうと、そんなふうに思います。そのためにも、町内の企業の育成とい

うのは当然必要だという前提でいろいろ論議したいと思っております。

○委員長（渡部信一委員長）　角田委員。

○７番（角田久和委員）　ナイタイ高原牧場の件なんですけれども、議会といたしまして

は、平成15 年にナイタイ高原牧場民営化調査特別委員会を立ち上げまして、平成18

年３月に報告書を出しております。その中で、報告書の中に「効率的で機動的な経営を

目指し、中長期的な展望を持った経営を行うためには、経営判断や職員配置の弾力性が

ない等のさまざまな制約のある現在の経営形態では困難性がある。ナイタイ高原牧場の

経営形態の検討は早急な対応が必要である」、これが平成18 年３月の調査報告書の、

議会としての意思表示です。そして、あれから既に５年たっております。こういった議

会の意思表示というのは、私は重みがあるというふうに思っています。この議会の意思

表示に対して、町としては平成24 年度でどのような動きをされるおつもりか、質問い

たします。

○委員長（渡部信一委員長）　町長。

○竹中　貢町長　その重さを認識した上で、これまで対応してきているということであり

ます。特に私は、ずっと直営方式については、今、議会の報告書にあるように、なかな
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か弾力的な運営そして経済性というのは直営では難しいというお話をさせていただいて

おります。そういった意味では、議会の総意を含めて地元のＪＡが、経済団体そしてま

た農業、酪農、畜産を振興しているという視点から、そこが受け皿として、まずは話し

かけることじゃないだろうかと。その前提でこれまで議論してきております。相手がい

ることでありますから、これは頼んだり頼まれたり、そういったことで判断するべき課

題ではないだろうと思います。受ける側も、出す側も、受ける側としては、それが本当

に経済性として、あるいは酪農振興等あわせて、それだけの価値がある牧場なのかとい

うのは当然ＪＡとしてもシミュレーションをしてくるだろうというふうに思いますし、

町としても、これまで基盤整備を含めて今まで課題であったようなところも整理しなが

ら、そして安定経営できるような、引き渡しできるような、そういう体制は、時間かか

っておりますけれども整備させてきていただいているということであります。

　　特に行政的な基盤整備の関係でいいますと、16 年だと思いますけれども、ふん尿の

問題が起きました。そういったところもしっかり改善をし、そしてまた、牛に対する受

け皿としての牛舎の整備だとか、こういったこともこれまでやってきました。それらも

含めて、この資源がどんなふうにして評価されるのか、そしてまた、どのように利活用

するのかというのは、受ける側が当然それを判断した上で、いけるということになると、

話がまずはさらに進むだろうと思っております。その話が、いよいよ去年あたりの段階

から、町としては24 年の当初からというお話もさせていただいた経緯がありましたけ

れども、それぞれの立場での準備期間等がありますから、今のところは25 年に向けて

具体的に検討していきたいということであります。しかし、その前に、それをどう判断

するかと。ＪＡとして受けられるか、あるいは、それは難しいということになるのか、

この判断はそう遠くないときになされるだろうと、そんなふうに思っております。

　　今、事務レベルで精力的に収支の関係、実際、多分受けるとすればいろいろな課題も

あるだろうと思いますから、そういった懸念されることだとか、それから、独自に私ど

もとしては気づかない将来的な経営の計画だとか、こんなことをあわせながら、いよい

よ大詰めの段階になってきているというふうに理解していただきたいなと、そう思いま

す。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　総括質疑でありますので、ここの町政の執行方針の中にもあり

ますけれども、ことしは第５期総合計画の初年度という予算配分になっております。そ

れで、私は町内の基幹産業を、町長も頑張って基盤整備ですとか、そういうＴＭＲです

とか、あらゆるものに対してのバックアップはしておりますが、これからの日本の食料
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のことを考えますと、ＴＰＰがありＥＰＡ、ＦＴＡ等、国際的に食料がどういうことに

なっていくのかというのは、時の政府の流れ、外国の流れ等によって大きく変わると非

常に不安感を持っているものでもあります。したがって、我が町の農畜産物においては、

農産物と牛乳、肉とか、そういうものでありますので、大きなものというのは大きくや

れば消費が非常に難しいけれども、小さなことで、国が進めている６次産業化、北海道

は食のクラスター、帯広はフードバレー構想というのは、あくまでも農畜産物の加工も

しくは販売戦略というものを進めているわけであります。我が町としても、基幹産業農

業において当然そのことも第５期総合計画において入ってはいると思いますけれども、

やはり基盤整備とか、そういうものも当然必要でありますが、農家においてもかなり上

士幌町内において野菜だとかふえてきております。一般農産物も、それぞれのＪＡを通

じて出荷しているという状況でありますが、過去は、農業技術センターというのが我が

町にありまして、今はそこの年間利用というのは農産加工と言われておりますが、主に

みそづくりが主体かなと。それは家庭で食べるみそ、これも大変いいことかなと思いま

すが、私自身もあそこでいろいろな勉強をして、一つの企業として成り立った経過を持

っておられる、上士幌に３件ほど農業であるわけですね。今はそれぞれに頑張って企業

展開を、大きいか小さいかは別としてやっていると。ですから、まさしく、そういう技

術センター、農産加工を含めて、あのものを利用しながら、つくることは、あそこでは

可能なんですね。しかしながら、保健所に衛生責任者、私も先日、うちの母さん取って

いるので私も取ってまいりました。そうしたら、そこで話されたことは、支援ですとか

あらゆることは中小企業支援の関係のほうが早いということなんですよね。そういう加

工施設だとかなんとかというのを保健所の許可を得なきゃならないということであれば、

例えば住宅の中で倉庫の片隅であれ、何らかの保健所の必ず許可を得なきゃならないわ

けです。それで農家の方々も、かなり若い人方含めて危機感を募らせた中で、そういう

ものをやってみたいという若妻、若い後継者がいます。町としては、小さいところで、

初めからもうかりませんけれども、若干の施設ですとか調理機器の一部ですとか、６次

産業化に向けた支援対策を考えることはできないものだろうかなと。金額の多い少ない

は別問題であります。そういうことによっての面積の小さい農家ですとか、そういうも

のも継続して農産物以外にも頑張ってやれるという、今後の後継者含めた中で選ばせて

あげるというのが、町の行政として温かい行政ではないかなと私自身は考えるわけです

けれども、その辺の町長の考え方を伺いたいなと。

○委員長（渡部信一委員長）　町長。

○竹中　貢町長　非常に大事なところだと、そんなふうに思っております。農業というよ
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りも、貿易、経済の動きというのは国内一国だけではとどまらないと。いや応なしにグ

ローバルの社会に入っているということだろうと思います。経済にかかわらず、情報化

なんていうのは完全に世界じゅうめぐり合っているわけでありますから、そういった意

味ではいろいろな国境がなくなってきている時代だと、そんなふうに思います。

　　そういった意味では、今、日本の農業はどうしてもコストがかかると。今の状況では

そういう状況にあります。その中でも十勝農業というのは大きいというふうに言われて

いますけれども、完全に関税が撤廃される、いわゆるＴＰＰが施行されるということに

なりますと極めて大きな打撃を受ける、これは農業に限らず、医療も含めてさまざまな

分野にそういった顕在のことがあると。特にまた本町については農業を中心にして関連

するところも非常に大きいわけでありますから、大変な状況になるということでありま

す。それらというよりも、いずれにしても、国際化の流れの中に、どんなふうに自分た

ちが身を置いていくのかということも非常に大事になってくることでありますし、それ

から、これまではどちらかというと、国内の中では大型化ということで進めてきて、本

町であれば畑作４品を中心について、経営体を通して出荷をしたりするというのが主流

であるということでありますけれども、一方では、付加価値の高いそういった農畜産物

をつくる、あるいは製造加工品をつくる、これはまた非常に大切なことだと、そんなふ

うに思っております。まだまだ十分ではありませんけれども、最近でいうと、長芋の話

がよく出てきているかと思いますが、まだそれはシェアというか、輸出額は全体から見

れば微々たるものかもわかりませんけれども、そういった可能性の問題だとか、あるい

は漁業関係でも、サケの輸出の問題とか、いろいろなところに、今、一次産業の中でも

動きをしているということであります。

　　もう一つ、今、話の中でうれしいのは、若い人方がいろいろなことに挑戦したいとい

う意欲を持っているということであります。これは何とか引き出してやりたいものだな

と。町としては、基本的には基盤整備、それは畑の基盤だけに限らず、やるための前提

の条件としての基盤整備をするということが行政の一番の大きな役割だと。それを踏ま

えて経営していくというのが、ＪＡであったり、あるいは農業者だったりするのだろう

というふうに思いますが、そういう意欲ある人がいるということは、そのための支援体

制をどんなふうにしてやったらいいのか、何を求めているのかということについては、

十分これはそういったニーズを踏まえて対応していきたいなと、そんなふうに思います。

　　今回の農商工連携の中でも、今までは研究事業と、それから実際販売するという、そ

こまででありました。今回は機械なんかについても支援はしましょうと。立ち上げるた

めの後押しをしていこうということでありますから、そんなような制度も、今の話の中
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では使えるのでないだろうかなと、こんな感じも今持ったところでもあります。いずれ

にしても、意欲ある人方はどんどん伸ばして、農家をやってよかったなと、こう思える

ような支援は、行政としては積極的にやっていきたいというふうに考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　最終的に農商工連携も町長が今言われたように、そのような形

の中まで対応していただけるということでありますから、非常にそのことについてはあ

りがたい話だと思います。私といたしましては、農産物の加工あたりが、やはり町内の

料飲店組合というんですか、そういうところですとか、それから、そういう若い人たち

が寄ってつくったものを、またプロの食堂あたりの方々ですとか料理を提供している方

とかタイアップした中で、別な形の農商工連携、地産地消というのは、私は一般質問で

そこまで触れませんけれども、それが一つの私の夢というんですか、そこまで町内の各

種業界団体、住んでいる人たちが手を携えていければ理想だなというふうに考えており

ますので、ぜひまた、そのことも何らかの相談、若い後継者たちも、ただ、今６次産業

化といっても、加工の場合はどこへ行けばいいんだという話がありますね。加工につい

ては、技術加工センターですか、あそこに行って、熊谷さんに全部教えてもらったとい

う経過を持っているわけです。非常に彼女もそのことに詳しいです。保健所に対しても。

今いるんですよね、いますよね。このごろ行っていませんけれども、そういう相談窓口

というのも、ここにあるんだよということを、ある程度、もうちょっとＰＲしていただ

ければ、どこへ行ったらいいんだということを言われますので、その辺をもう一度内部

ではっきりした形でやっていけば、ここへ行って相談しなさいとかというようなサポー

トみたいなのをしてくれれば、まだまだ数が出てくるかなと思いますので、ぜひひとつ

また、農商工連携の中も含めた中で、そういうバックアップのほうもよろしくお願いい

たします。

○委員長（渡部信一委員長）　町長。

○竹中　貢町長　非常にこれは、これからの地域づくりにとって非常に大事な側面だとい

うふうに思っております。これからは多分ハードからソフトという時代に物事の政策の

転換というのは図っていく段階だろうと。

　　話変わりますけれども、糠平がとにかくビジターセンターで一つ動くと。これが動く

ということとあわせて、それがどんなふうに利活用されていくのかということが一番大

事、箱物をつくるということが大事なことではなくて、そこの中に魂がどんなふうにし

て、それが生かされていくのかということであります。

　　保育所の話も、幼保一体化の話も出ました。これは耐震化の問題だとか、そういった
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老朽化に伴う改築のことがありますけれども、そういったときにどんな子育ての町のあ

り方が必要になるのかということを、建てる以上に考えなきゃならないことだろうと、

そういうふうに思います。

　　今の農業の関係でいきますと、たくさんそれは生産を上げることになってきたと。し

かし、生産を上げて一括の出荷だけではなくて、それをさらにどんなふうにして収益に

つなげるのかという意味では、加工の問題も流通の問題だとか町内でどう使うかだとか、

こういったソフトの面が非常に大切になってくるというふうに思います。したがって、

このことだけではなくて、いろいろな意味で、これからまちづくりを具体的に展開する

上での知恵が問われてくるのではないだろうかなと。これがある種、また町村間の違い

にやがてつながっていくのではないだろうかなと、そんなふうに思っています。

　　いずれにしても、委員もいろいろなことに挑戦しておりますから、その挑戦について

は過去の経験もございますので、いろいろと若い人方だとか、新たなビジネスとしてぜ

ひ大きくなっていければいいなと。そしてまた、新たに挑戦しようとしている人に、ま

た、何かやりたいという人についても、ぜひそういった芽を育てていきたいなと、そう

いうふうに思います。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにありませんか。

　　佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　予算書に伴う質疑の中で抜けた部分もありますので、もし担

当課長のほうが答弁できる部分については、そちらも含めてひとつ総括として取り上げ

ていただきたいというふうに思います。

　　今年度の農業にかかわる予算について、全体に対する予算比率からいっても、決して

低くはないということで一定の評価はできる。特に今年度については、農協が行うＴＭ

Ｒセンターあるいはコントラクターの規模の拡大、こういうことに一定の支援ができる

ということについては非常にいいことだというふうに思っています。

　　ただ、一つ大きな問題が欠けているのではないかというふうに考えています。それは

今後の農業がどうなっていくのかという部分で、農業の後継者対策、これは広く言えば

花嫁対策も含めていろいろあるというふうに思います。それで、具体的なことを幾つか

お聞きしておきたいと思います。

　　１つは、グリーンレディースセンター、これは当初、女性の方で上士幌農業に就業、

あるいは実習生的な、研修生的な役割で入っていただいて、上士幌になじんでいただく

同時に、農業後継者対策ということで町内の農業後継者の方と交流をしていただくとい

うのが、このグリーンレディースセンターの基本的な目的だったというふうに理解して
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います。一定程度の人が入ってきていることについては理解をするところでありますし、

今年でも28 万程度の予算を組んでいます。問題は、交流というのはうまくできている

のかどうか、その辺の成果では何の報告も実はないわけです。

　　もう一つは、これは産経建委員会でも、道内の視察研修をざせていただいた経緯の中

で寄って来た部分でありますけれども、北海道農業担い手センター、ここにも当然加盟

をし、参加費用を払っているわけですけれども、こことのかかわりは一体どうなってい

るのか、これは視察先で「上士幌は余り熱心ではありません」ということをはっきり向

こうの担当者に言われて、僕は非常に、何度かそういった行政視察をさせていただいて

いますけれども、あれほどはっきり言うということは、過去に一度別なところでありま

したけれども、なかなか珍しいことです。そういうふうに言われる実態があるのかどう

か。これは一般質問の中でも、ホームページ等の改善をしなきゃならないという話をし

た経緯があります。これが一体どうなっているのか、そのかかわりはどうなっているの

か。

　　ふと気がつきました。ことしは長期計画をつくり直して議会でも認めたところですけ

れども、上士幌の農業者の個人経営者の平均年齢は何歳ですか。そのうち、後継者と認

められる15 歳以上の子弟を持って、ある程度息子さんたちと話ができる、そういう戸

数は何戸ありますか。町政の現況にはどこにも載っていません。つまり、そういった基

礎的なデータ、農業は上士幌の基幹産業だと言いながら、今まで一定程度の勢いがあっ

て伸びてきたということがあるために、そういう基本的なところが落ちているのではな

いか。落ちているから、これは当然政策としては何も出てこないということになります。

しかし、昨年の決算委員会の中では、そういった部分については、担当課みずから農家

戸数が長期的に右肩下がりという形で減少しているということも含めて危機感は持って

いるわけです。危機感を普通、そういう話があったとしたら、実情はどうかという実情

調査をして、どう対策すべきかとなると思うんです。そういう政策過程を持っていない

とならない。言い方を変えれば、その時代背景の中で、同じような事業も変化をしてい

かなきゃならない。先ほどのグリーンレディースの問題についても、従業員、つまり人

手不足が顕著になってきているから、いろいろな人が来ているんです、今。だとしたら、

こういうことが有効であれば、男子用の寮だって必要になります。それもそれほど、グ

リーンレディースを考えれば非常に古い建物を改修しているわけですから、町内であき

になっている建物がないわけじゃありませんから、必要だったらそういう政策も考えら

れると。そういう政策展開が残念ながら全体的にできていないのではないか、一部につ

いて。評価をする部分も幾つも農業予算の中であるわけですけれども、将来の農業とい
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う部分をいえば、そういう問題があるのではないか。

　　これは、もう一つ特質的な部分があります。行政が農業問題で動くときには必ず農協

と一定の共同歩調をとるということがあります。ですから、農協が動かなければ、町も

何となく動きにくいという現実があります。ただ、将来を心配するのはどちらも心配し

ているとすれば、度合いの強いほうからきちっと提案をしていくという必要性があると

いうふうに考えています。そういうことを含めて、今のような現状で予算化されるよう

な、今後の農業を担う担い手あるいは新規就農、そういった者に対する行政的施策や方

向性を打ち出さなくても、今の時点でいいとお考えになっているのかお伺いしたいと思

います。

○委員長（渡部信一委員長）　町長。

○竹中　貢町長　きのうの予算の中でも、委員かねてからそのお話をされて、答弁のほう

も、行政と団体のほうと連携をとりながら進めていきたいという話をしているというこ

とであります。それが遅々としているというお話だろうというふうに思っております。

担当のほうからも、今、話があって、片方はいわゆる経済団体としてリスクのことだと

か、いろいろ多分課題があるという、それもわからないわけじゃないと、こういうふう

に思っています。それから、一方では、離農が現実となったときに、農地が放棄地にな

らないような、あるいはよそに吸収されるようなことのないように、地元の農地につい

ては地元で動けるような、これまた、行政としても大事な部分だと、そんなふうに思っ

ています。

　　先進的な事例も担当のほうとしてはそういうことで何件か押さえているという、これ

までも調査に行っているようにも聞いておりますが、管内でもあるということでありま

す。ある種、そういった意味では行政のほうからいろいろな具体的な可能性だとか、あ

る程度段取りをして、そして団体のほうと話していく。一緒にというのは言葉が非常に

よさそうですけれども、一緒にということにより、なかなか動きづらいということもあ

るわけでありますから、気がついたほうに、あるいは必要なところから積極的にやって

いく必要があるだろうなと、こんなふうに相談をしたところであります。したがって、

どんなふうに具体的にできるのか、これから動いていくということをきょうお話しさせ

ていただいて、また、そういった状況については委員会なんかにもお話をさせていただ

きたいなと、そんなふうに思います。

　　本町の農業、１つには法人化だとか大型化というふうに動いておりますけれども、そ

れだけで農業が完結するというふうには思いません。酪農畜産があって、畑作がある、

さらにその中にも個性的な酪農経営あるいは個性的な畑作経営、いろいろな多様な農業
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形態があっていいだろうと思いますし、さらに、 60 町歩だとか 30 町歩、 40 町歩、

50 町歩となると、新規就農だって、そんな簡単な話ではないだろうから、そこの新規

就農者が入りやすいような、そんなような工夫がどんなふうにしてできるんだろうかと

いうこともあります。そしてまた、経済的には現金を持って、そしてそこに入ってくる

というものを、そういった人も今までの事例からいうと、ほとんどそれはないだろうと

いうふうにも思いますから、さらには、研修もしないで農業をやるという、そうもいか

ないだろうと。いろいろな仕組みや本人の意欲だとか資質の評価だとか、いろいろなこ

とをやっていかなきゃならんだろうというふうに思います。そのことについては、待っ

たなしで動いていくということをひとつ御理解賜りたいなと、そう思います。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかに何点かの項目。

○６番（佐々木　守委員）　できれば、わかる範囲で答えていただきたい。

○委員長（渡部信一委員長）　担当課のほうで。

　　農林課長。

○松岡秀行農林課長　満度にここではっきりと正確な数字を申し述べることはできないと

は思いますけれども、まず、グリーンレディースセンターの実態です。以前にもこのよ

うな場面でも同じような質問があってお話しさせていただいたのかと思うんですけれど

も、実際の交流はやられているのかということでございますけれども、正直、私が産業

課時代もそうですけれども、やられていないということでございます。そのやられてい

ない理由ですけれども、レディースセンターは、そもそもそういうような目的でつくら

れたのではないかということでありましたけれども、これはいつのときかというのは、

また別にいたしまして、そういうような目的なんでしょうけれども、実際にはお貸しし

ている貸し館的な要素にどうも終始してきたのではないかというところかと思います。

これをもう一度魂を入れて、本来の目的にすべきかどうなのかということは、各審議会

等もございますので、改めてそこから出発しながら、お諮りして答えのほうを導き出す

必要があるんじゃないかと、そんなふうに考えております。これは今の実態から、そう

言わざるを得ないということでございます。

　　それと、担い手センターの加盟の関係でございましたけれども、これも研修に行って

そんな話があったよということで伺ったものですから、担当のほうに、どうなっている

というようなことで聞きました。確かにうちのほうの、これがどういった形で登録され

ていなかったのかわからないんですけれども、その辺がなかったということで、改めて、

うちの施策も含めながら窓口について担い手センターのほうには申し上げたといいます

か、確認をしたというところでございます。「上士幌は余り熱心ではないね」と、どん
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なようなことで言われたのかわかりませんけれども、正直、前にある課長とちょっと話

したんですけれども、上士幌というよりも、十勝そのものが、基盤がしっかりしている

から、私どものほうの担い手センター、とりたてて使わなくてもいいよねぐらいの話も

されたということですので、その辺のところ、上士幌がやっていない云々というところ

で、もう少し検証が必要なのではないかなというふうに考えるところでございます。

　　それと、後継者の15 歳以上の基礎データ的なものをどう押さえているのかというこ

とでございますけれども、昨年６月ですか、委員から一般質問を受けたときに、50 歳

以上になりますけれども、後継者がいない人がどれだけいますというようなことでお答

えしているかと思いますけれども、そのときでたしか28 人ほどいたのではないかなと

思いますけれども、それとあわせながら、今、御助言いただきました15 歳以上も含め

ながら、もう少し細かく私どものほうもデータ集めをしながら備えたいというふうに考

えるところでございます。

　　いずれにしましても、後継者問題につきましては、本当に喫緊な課題だというふうに

思っております。今、町長のほうからもありましたように、当然ＪＡさんと手を携えて

いかなければならないというところでございますけれども、以前に御助言いただいたよ

うに、行政が先行して、ある意味いくべきじゃないかというようなことも承ったことを

心にしているところでございますけれども、もう一つには、道単位の担当者会議という

のがございます。並行してそれを早急に後継者対策担当者会議ということで立ち上げな

がら、その辺のところでまた見ながら、制度のほうができたらいいなというふうに思っ

ております。

　　十勝管内でいきますと、たしか新得町、鹿追町、この辺の制度につきましては、非常

に先進的な制度をつくっているなということで私のほうも認識しているところでござい

ます。新得につきましては、６つのそういう備える制度があるというふうに認識してご

ざいます。鹿追あたりも４つの制度ですか、ございます。これまで担い手育成というこ

とで月８万円、今、草野氏、羊を飼っている方に支出してきているところでございます

けれども、その制度は制度として、行政のほうも先行してきたわけですけれども、それ

とあわせながら、今後肉づけしながら、いいものをつくっていけたらなということでご

ざいます。そのようなことで、ひとつ御理解いただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木守委員。

○６番（佐々木　守委員）　１つは、まずレディースセンター、今さら交流を軸にしなさ

いと言うつもりではないんです。これは相手もあります。農業後継者がなかなかそうい

った、これは農業委員会の管轄でありますけれども、そういったイベントにのってこな
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いというか、参加しづらくなってきている。これは今の若い人たちの心情というのが、

だんだん個人主義化しているというか、通信技術の発達によって変化している。そうい

うもの、そういう時代の変化を変化としてとらえて、政策としてやっていくという必要

があると思うんですよ。ですけれども、今は女性用の宿泊施設で僕は構わないと思うん

です。でも、そのときに女性用があったら、男性用がなかったら困る人いるのではない

だろうかと考えてもらえないものなのかな。普通なら考えるでしょうということです、

政策として組むときには。今まではそういう女性に特化してやらなきゃならない理由が

存在し、そういう時代背景を持っていた。それが、農業後継者も含めて、なかなかそう

いった出会いというものが成功しないとするならば、あるいは、気持ち、感情の問題で

すから、相手が理解しないのに無理くりというわけにいきませんから、だとしたら、農

業後継者というか、労働者対策の一環として、そういった施設が今は現実にはそういう

形で機能しているわけです。そうしたら、女性用があったら、当然男性用があったほう

が便利で適切です。実際僕も雇用労働していますけれども、住宅については非常に苦労

しています。酪農家の場合は、どうしても３Ｋと言われるような仕事がついて回って、

おふろがない、それでも、おふろのないところで、町営浴場で我慢してくださいという

雇用内容を出さなきゃならないんです。個人的なことですから、その部分についてどう

こう言うつもりありませんけれども、つまり実態がどうなのか。大きな法人では、今、

住宅を確保しています、職員用住宅を。これは幾つもあります。個人で大きくやられて

いるところでもあります。だったら、ＴＭＲセンターをやるときに、規模拡大というの

は限界に来て、労働力が不足ぎみで、飼料作物の回収をするというか、収穫をする手間

が十分出せないということでＴＭＲセンターというのは一つの有効性を持っている、そ

れだけではないですけれども。そういう状況にうちの町の酪農状況があるとするならば、

当然それに入らない人たちで、自分でくくりたいという農業経営をする人については、

労働力不足が顕著だというのははっきりすると思うんですよ。そうしたら、そういう人

たちが賃金を出せと言うつもりではないですから、周辺の、上士幌に来られる住環境を

よくする、それは予算審査の中で言いましたけれども、別な見方をすれば、移住・定住

です、まさしく。さらに、来た人はこの町の基幹産業の担い手なんです。そういう政策

意識が今までなかったのではないかなというふうに最近思っています。

　　そういうことも今の時代の流れで必要ですし、今、都会では非常にストレスが高くて

雇用条件が悪化しつつありますから、結構求人には対応しますけれども、おふろもない

ところにはというのが現実です。そういう農業、酪農実態、これは畑作も含めてそうだ

と思うんです。時期的に人が必要だというときに、どういうふうに対応できるか、山本
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委員が過去にに人材派遣センターみたいなものが公的にどうだという話を一般質問され

ていたと思うんですけれども、つまりそういう現実があるということを、予算の前に政

策をつくるときにどれほど考えていて、それが農業関係だったら農業関係の町民の皆さ

んに理解いただけるかと。そういう形で、僕は予算も含めてつくっていかなきゃならな

い。そういうことからいえば、今問題にしている部分については非常に弱いのではない

かということと、これは１年や２年で簡単にいくような問題ではなくて、最低５年、

10 年という長期的なプロジェクトになるわけです。就農するとか農業に就職するとか、

そういう形で、今、雇用促進というのを図れなければ、恐らく上士幌における雇用促進

というのはなかなか進まないんだというふうに思います。そういうことも含めて言えば、

あらゆる課に影響があり、上士幌のまさしく屋台骨の一つである部分だという認識を持

った上で、この問題にぜひ取り組んでいただきたいなと思いますが、最後にこの部分の

見解をお聞きして、終わりたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　町長。

○竹中　貢町長　かねてから委員は、農業従事者の住宅について行政的に整備する必要が

あると、そんな話をされておりました。今の話です。それらもでありますけれども、踏

まえて今の従業員住宅の賃貸住宅等の政策になっていったということがあります。それ

は随分と今使われておりまして、これは非常に有効な住宅対策だったかと、こう思って

おります。３年間の事業を延長しておりますから、かなりの数十戸になっているという

ことであります。このことは、農業者のほうも住環境もしっかりしなければ、いい仕事

をしてもらえないということの理解の背景もあるだろうというふうに思います。

　　もう一つは、農業関係のことでいうと、研修制度という名のもとに、非常に研修と言

いながら、一方では労働者みたいな形で短期間の人員を確保してきたという背景も過去

にはあったわけですね。今、研修ということが現実問題、実態としては極めて薄くなっ

て、ほとんどは従業員の確保という流れの中にレディースセンターが続いてきたという

ことですから、そもそも研修という意味合いが、初期の意味合いと交流するという意味

合いが非常に薄くなってきたということがあります。そういった意味ではどうするかと

いう、一時期、非常に利用者も少なくて、やめようかという時代もあったわけでありま

すけれども、最近、聞くところによると、そこそこ入っているという話であります。

　　もう一つには、単身者住宅ということで、単身者の人方が住む住宅をつくられており

ますけれども、公営住宅までいかなくても、単身者が住まうような、家賃のほうも特別

高くもなくてというような、そういうニーズも今のような話だろうというふうに思って

おります。これは、特に定住化、地元の人は地元に住んでもらいたい、よそから通って
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いる人は地元に住んでもらいたいということで、さまざまなこれまでも農業担当のとこ

ろだけではなくて、企画、商工を含めていろいろ政策を検討してきております。リフォ

ームの関係だとか、あるいは住宅の改修、それらに対する支援のことだとか、相当やっ

てはきているつもりであります。かなり重要施策の一つというふうに理解をしておりま

す。そのつもりでやってきていますけれども、今のお話が、周りから、いろいろなとこ

ろから話があって、そして担当者のほうの耳にだとか、それは「おまえら、それを踏ま

えてやれよ」といえばそうでありますけれども、気がつかない部分もあって、それは申

しわけないと思いますけれども、今気づいたらそういう話をしていただいて、これが今

度は、それがまた定住化あるいは労働者対策含めて、どんなふうにして政策化していく

のかというのは、これから考えさせていただくということになるだろうと思います。

　　決して、手を抜いてきているということではなくて、そういう意味での定住化対策に

ついては、承知のとおり、アパートの建設についての奨励をしたこともありますけれど

も、なかなかそれは進まなかったこともありました。いろいろなことについてはやって

いるつもりであります。こういった、これからもそういった地元に課題があれば、ニー

ズがあるとすれば、それらは私どものほうなり、あるいは担当者のほうにお願いしてい

ただいて、この町が元気になるようにしていきたいと思いますので、御指導のほうをお

願いしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ほかに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、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　御異議なしと認めます。

　　よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。

　　以上で、議案第23 号から議案第28 号までの平成24 年度各会計に対する質疑を終

結いたします。

　　ここで 15 分間休憩いたします。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２３分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　３時３５分）

──────────────────────────────────────
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○委員長（渡部信一委員長）　これより、各議案、会計ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第 23 号上士幌町一般会計予算に対する討論を行います。

　　討論ございますか。

（「はい」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　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。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　平成 24 年度上士幌町一般会計の予算の反対討論を行います。

　　今、日本は東日本大震災や福島原発事故など、いまだ経験したことのない困難に立ち

向かっております。莫大な借金をどうするかという国の問題もあり、本来なら日本のあ

らゆる方々が一丸となって解決の道に進めなくてはいけません。しかし、今の政府は相

変わらず国民には目を向けずに、アメリカの言いなり、財界の言いなりと判断していま

す。社会保障そっちのけの消費税を上げることにばかり走るなど、ますます国民の不安

は募るばかりです。こういう中でも、国におきましては、平成24 年度の地方交付税は

一応従来どおり予算化しております。国の国民いじめとも言えるような政治から町民を

守り、貴重な財源を町民の暮らしと福祉を守るために最大限生かすべきです。その立場

に立っていないと判断し、３点にわたり反対いたします。

　　１つ目は、町民負担のふえる問題です。

　　子ども手当が増額されるかわりに年少扶養控除が廃止されるために、15 歳以下の子

供がいる世帯の住民税がふえます。この子ども手当も昨年10 月から中学生などは減ら

されております。また、高校授業料の無償化にかわり、16 歳から 18 歳の特定扶養控

除の上乗せ分が廃止されたために住民税がふえます。さらに、今回は予算化されており

ませんが、平成 26 年から住民税が年500円上がることが今議会で決まっております。

　　２つ目には、予算の組み方の問題です。

　　この間、国の地方交付税や臨時の交付金がふえる中で、町は使い切らずに基金に積ん

だことにより、基金がふえ続けております。23 年度の決算見込みでは、22 年度より

も約３億円ふやしています。ふえている分の基金を24 年度に町民要望や政策予算に生

かすべきですが、基金の繰り入れは１億1,150万円にしかなっておりません。また、第

５期総合計画の財政試算の中では、24 年度の基金繰り入れは約２億9,000万円の見込

みとなっておりますが、その半分にもなっておりません。基金を有効に生かし、今必要

な予算をきちんとつけ、町民要望にこたえるべきです。

　　３点目は、平和の問題です。
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　　今、日米同盟の矛盾が一層明らかになっております。例を挙げますと、普天間基地移

転の問題や米軍再編の海兵隊のグアム移転の問題では、日本はアメリカの言うとおり、

移転にかかわる負担を2006 年から行ってきましたが、当のアメリカは、移転は無理だ

と、 2011 年５月にアメリカの予算は全額削除されております。それでもなお日本政府

は、自衛隊をアメリカの言いなりに強化しようとしております。その例として、今回の

震災対処を理由に、ますます軍事同盟を強化したり、沖縄の与那国島に自衛隊を強行に

配置しようとするなど、また、１機100億円もする戦闘機を35 機購入するなど、多額

の軍事費を使おうとしております。その一方では、お金が足りないからという理由で消

費税 10 ％引き上げ、とんでもない話です。今の自衛隊が日本の国民を守ることは主で

はないと判断し、自衛隊協力会の補助金を含むために反対いたします。

　　以上の理由で反対いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　次に、本案に対する賛成の討論を行います。

　　山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　私は、平成24 年上士幌町一般会計予算案について賛成するも

のであります。

　　今日、地方自治体のその状況は、長期に及ぶ景気の低迷や人口の減少、加えて昨年の

東日本大震災の影響から、国から地方への交付金、補助金等が厳しさを増すことが予想

されます。そのような昨今の状況の中で、今般の予算案につきましては、基幹産業であ

る農業分野においては、今後の社会動向を見据えたＴＭＲセンター補助、コントラクタ

ー運営のさらなる強化、生活面においては、乳幼児医療給付事業、街路灯・防犯灯など

のコスト低減と環境面にも配慮したＬＥＤ照明への更新、防災対策については、消防力

の今後の組織変更を見越した最新鋭の消防ポンプ車導入など、産業、教育、福祉、災害

対策と、評価するところは大なるものがあります。今後も、町民のさらなる安心・安全

の暮らしのために、行政運営を希求するものであります。

　　結びに、本予算審査特別委員会が、渡部信一委員長のもと、昨日より充実した意義深

い審議がなされたものと委員の一人として感慨深く感じている次第であります。本予算

案が今後の本町のよりよい発展に結びつくことを祈念いたしまして、私の平成24 年上

士幌町一般会計予算案の賛成討論といたします。

○委員長（渡部信一委員長）　反対討論ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、賛成の討論。

　　角田委員。
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○７番（角田久和委員）　私は、平成24 年度上士幌町一般会計予算案に賛成するもので

あります。

　　以前は70 億円あった一般会計予算は、厳しい社会環境を反映して56 億円と窮屈に

なっております。その中で、緊急通報用電話機設置事業、子ども医療給付事業、高齢者

等福祉バス運行事業などの福祉政策、芸術鑑賞会助成事業に見られる文化活動支援事業、

町民や団体からの要望にこたえた公園整備事業やスポーツセンター駐車場トイレ整備事

業、町の経済活性化への仕掛けとして、農林商工連携促進事業や魅力発信キャンペーン

事業、ＴＭＲセンター運営補助事業など、大きく基金の減少を招くことなく、ソフト・

ハード面に有効に投資がされており、評価するものであります。

　　自衛隊協力会への支出に関しましては、東日本大震災の災害支援に見られるように、

自衛隊が災害時に国民の生命・財産を守ることが今や大きな役割になっていることから

して、妥当なものと考えます。

　　なお、行政においては、今予算委員会で各委員からの指摘、提案については、真摯に

受けとめ執行を望みます。

　　以上、私の平成 24 年度上士幌町一般会計予算案に対しての賛成討論といたします。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかに反対討論ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　賛成討論ありますか。

　　中村委員。

○４番（中村保嗣委員）　平成24 年度一般会計予算について、賛成の立場で意見を申し

上げます。

　　最初に、今回の予算では、地場産業で地域の活力を生み出すまちづくりとして、基幹

産業である農業振興として、時代に対応すべき大型事業としてのＴＭＲ事業やコントラ

クター事業への助成を初め、長年赤字問題が大きな課題でしたナイタイ高原牧場の積極

的な取り組みが予算に反映されています。町の面積の77 ％を占める森林資源の活用や

担い手の育成事業などを初め、商工や観光振興にも、全国に向けた情報の発信事業の予

算の確保を含め、積極的に取り組む予算の内容になっております。

　　町民が健康で安心して暮らせるまちづくりとして、予防を重視した各種検診事業の予

算化や核家族化や乳幼児育児等子育て面での支援の予算も計上され、夜間や休日の救急

医療を含め、安心できる事業などの予算もなされております。

　　福祉面におきましても、三愛計画を基本に事業を組み立て、平成24 年度予算の中に

高齢化時代に対応した予算が盛り込まれています。
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　　昨年の東日本大震災から安全で快適なまちづくりとして、現状の把握と地域の実情を

踏まえた防災計画の見直しや自主防災組織などの防災体制の確立予算も取り組んでいま

す。第一線で町民の命や財産を守る消防活動の強化については、高性能の水槽付き消防

ポンプ車の導入など、消防設備の近代化にも予算が盛り込まれております。上下水道は

町民の生活に直結する問題ですが、災害に強い快適なライフラインの整備予算が確保さ

れています。

　　市街地の中通りの傷みが激しく、多くの町民からの要望にこたえるべき道路整備予算

が計画的に予算づけされております。計画的な再整備のための予算化がされています。

大きな課題であった上士幌町小学校までの道道の整備事業が進み、この事業に合わせた

児童や地域住民の交通安全や防犯対策で街路灯の整備を含め、効果的な独自の事業とし

て予算化もされております。国道241号線から市街地中心部への道線として、森林管理

署用地を抜ける道路整備でも、道道事業でできない部分を町事業として予算組みされて

おります。

　　厳しい財源の中で、無駄を徹底的になくし、今後10 年間のまちづくりに将来を見据

えた健全な予算が計上されており、総合的細部に配慮した平成24 年度の一般会計予算

として高く評価するものであります。今回の予算は、町民の安心・安全の生活を基本に、

負託にこたえる前向きで実効性のある予算であると思います。

　　以上が私の賛成する立場での討論であります。委員各位の賛同をお願いし、私の賛成

討論といたします。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ほかに討論がありませので、これをもって議案第23 号に

対する討論を終結いたします。

　　これより議案第 23 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行いますが、起立しない委員は反対とみなします。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○委員長（渡部信一委員長）　起立多数であります。

　　よって、議案第 23 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

　　次に、議案第 24 号上士幌町国民健康保険特別会計予算に対する討論を行います。

　　討論ございますか。
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（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　議案第 24 号は原案可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　御異議なしと認めます。

　　よって、議案第 24 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

　　次に、議案第 25 号上士幌町水道事業特別会計予算に対する討論を行います。

　　討論ございますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　議案第 25 号は原案可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　御異議なしと認めます。

　　よって、議案第 25 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

　　次に、議案第 26 号上士幌町後期高齢者医療特別会計予算に対する討論を行います。

　　討論ございますか。

（「はい」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　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。

　　山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　平成24 年度後期高齢者医療特別会計予算に対する反対討論を

行います。

　　平成20 年度から実施されましたこの制度は、年齢で医療を差別するお年寄りいじめ

の制度で、撤回、中止すべき内容です。

　　民主党政権も中止を公約にしていましたが、いまだ廃止されず、この４月からの２回

目の改定では、保険料を値上げすることが北海道後期高齢者医療連合議会で決定してい

ます。上士幌町の今回の予算案には、保険料値上げを想定して算定されていますので、

反対いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　次に、本案に対する賛成の討論を行います。

（「なし」の声）
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○委員長（渡部信一委員長）　ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ほかに討論がありませので、これをもって議案第26 号に

対する討論を終結いたします。

　　これより議案第 26 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行いますが、起立しない委員は反対とみなします。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○委員長（渡部信一委員長）　起立多数であります。

　　よって、議案第 26 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

　　次に、議案第 27 号上士幌町公共下水道事業特別会計予算に対する討論を行います。

　　討論ございますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　議案第 27 号は原案可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　御異議なしと認めます。

　　よって、議案第 27 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

　　次に、議案第 28 号上士幌町介護保険特別会計予算に対する討論を行います。

　　討論ございますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　議案第 28 号は原案可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　御異議なしと認めます。

　　よって、議案第 28 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

　　以上で、本特別委員会に付託されました案件の審査はすべて終了いたしました。

　　本特別委員会の付託事件審査報告は、今議会定例会の３月22 日の本会議において報

告するものであります。
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　　ここでお諮りいたします。

　　付託事件審査報告の委員長報告は、正副委員長に御一任いただくことで御異議ありま

せんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　御異議なしと認めます。

　　よって、付託事件審査報告の委員長報告は、正副委員長に一任することに決定いたし

ました。

　　以上で、本特別委員会に付託されました案件の審査はすべて終了いたしました。

　　委員の皆さんの御協力によりまして、無事委員会を終了することができました。皆様

の熱心な質疑、御協力に対しまして心より厚くお礼申し上げます。ありがとうございま

した。

　　以上で、本特別委員会を閉会いたします。

（午後　３時５８分）
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上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　予算審査特別委員会

　　　　　　委　員　長

　　　　　　署名委員

　　　　　　署名委員
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