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建 設 課 主 査 山 崎 浩 司 代 表 監 査 委 員  新 田 勝 幸 

 



－3－ 

（午前１０時００分） 

○斉藤明宏議会事務局長 それでは、ただいまより第１回予算審査特別委員会を開会いた

します。 

  初めに、堂畑委員長よりご挨拶申し上げます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） おはようございます。 

  このたび、平成25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。ふなれでありますが、皆さんのご協力によりスムーズに審議を

進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

  審議に当たりましてお願いを申し上げます。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、かつ簡潔に質疑を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、ただいまより第１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（堂畑義雄委員長） 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を

委員会条例第19条の規定により、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（堂畑義雄委員長） 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
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たしました。 

  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。５番、渡部信一委員、

６番、佐々木守委員。 

  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５番、渡部信一委員、６番、佐々木守委員

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（堂畑義雄委員長） 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、５番、渡部信一委員、６番、佐々木守

委員と決定いたしました。 

  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ご協議いたします。 

  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、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（堂畑義雄委員長） 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25年２月19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25年度上士幌町一般会計予算及び特別会計予算の６案を一括して議題といたします。 

  平成25年度各会計予算の提案説明は、２月19日の本会議において行われておりますの
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で、省略いたします。 

  それでは、議案第23号平成25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、33ページからページごとに質疑を行います。 

  33ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、34ページから35ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。 

  山本裕吾委員。 

○９番（山本裕吾委員） 35ページの行政改革等推進委員会でございますけれども、さき

の補正予算にて７万8,000円の減額になってございまして、かつては本町においては行

政推進委員会室を設けて課長職がその任に当たっていたわけでございまして、これは総

務省等の指導も含めて、各市町村に置かれているとは、そういう感を持っているわけで

ございますけれども、本町においても、来年度はナイタイ高原牧場が指定管理者制度に

なるわけでございます。 

  これは、行政改革というのは、ずっと各市町村、どの市町村もやっていくべき点は進

めていかなければならない部分でございますと、そんなふうに感じておりますけれども、

昨年と同様、11万7,000円の予算を配分されているわけでございますけれども、この辺

の考え方についてお尋ねをしていきたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 高嶋課長。 

○高嶋幸雄総務課長 ご質問の件でございますが、行政改革等推進委員会につきましては、

行政改革に関すること、それから使用料の改定に関すること、それから特別職の報酬の

改定の審議に関することについて所管をしているものでございます。 

  行政改革につきましては、昭和60年度から第１次、第２次、第３次の行政改革大綱に

基づいて、それぞれ行政改革の推進に努めてきたところでございますし、平成17年から

平成21年までの間は、集中改革アクションプランに基づきまして、本町でも策定をして

進めてきたところでございます。 

  この間、行政改革推進室も設置して対応してきたところでございますけれども、これ

まで内部的な行政改革の対応につきましては、できることはほぼ行ってきたという認識

もしております。その後、合併論議等もありまして、財政のシミュレーションも行いな

がら、財政運営等も行ってきているというところでございます。 

  集中改革アクションプランの終了後は、それぞれ予算編成等での中で、個別に改革を
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進めるものは進めていくということで対応してきておりまして、今後も、現在のところ

はそのような対応で進めていきたいというふうに考えております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本委員。 

○９番（山本裕吾委員） 町長の、要するに首長の諮問機関ということで設置されている

わけでございまして、その中で広く、いろいろな多方面の方々にお集まりいただいてそ

の任に当たられている方は、町長のほうからご指名いただいてなっているわけでござい

まして、そういうわけで、その町民のいわゆる行政に対する目線ということも少なから

ずやはりお聞きして、そして、行政に反映していくと、そういうものも一方では大きな

役割を果たしている会でないかと思いますけれども、この辺の考え方についていかがで

しょうか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 高嶋課長。 

○高嶋幸雄総務課長 おっしゃるとおり、行政全般にわたりまして、町民の方から幅広く

ご意見等を伺うことは必要だというふうには認識をしております。これにつきましては、

さまざまな機会を通して、いろいろな場で町民の皆さんからさまざまな意見をいただい

ているということでございますけれども、そういう意見をそれぞれ踏まえまして行政運

営にも、今後も当たっていきたいなというふうに考えております。 

  行政改革の推進委員会につきましては、現在のところ、個別の案件が生じたときに、

開催するようなことで対応しておりますので、そのような対応で進めていきたいなとい

うふうに考えております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） なければ、36ページから37ページ。 

  １番、伊東久子委員。 

○１番（伊東久子委員） 36ページの震災住宅の使用料なんですけれども、昨年から比べ

れば大幅アップになっていると思いますが、何か理由があるんでしょうか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 担当、建設課になるんですけれども、これ昼からで駄目で

しょうか。この後ですけれども。 

（「いいですよ」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） いいですか。 

（「ただ、その増になっているから、昨年に比べて増になっている

から、どういう理由なのかなと思って」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） ちょっと暫時休憩しますか。 
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（「いいです、昼からでいいです」の声） 

○斉藤明宏議会事務局長 委員、歳入の財源内訳をここに便宜上、便宜上と言ったら変な

んですけれども、のせてありますので、とりあえず、今歳出のほうだけということで、

ご理解をいただければと思います。歳入ついては、また、歳入のほうでやりますので、

そのようにご了解いただきますよう。 

○委員長（堂畑義雄委員長） それでは、歳入でお願いをしたいと思います。 

  それでは、会議を開きます。 

  ほかにありませんか。 

  10番、中島卓蔵委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） 人件費の関係なんですが、他市町村で住宅手当等の廃止のと

ころもあるんですが、今後、人件費の削減とか、そういう関係の努力している町村と、

していない町村との関係の中で、地方交付税の関係というのは、今後どういうふうにな

っていくのか、ちょっとその点お聞きしたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今、国の予算の関係で、いわゆる国家公務員が臨時的に給与削減を

行っているということで、国の総務省のほうからのいろいろな文書等においては、各地

方公共団体においても、そういった対応を求めたいということでの文書をいただいてお

ります。 

  ただ、これに対して、全国の市長会、町村会は、言ってみれば、これまでの厳しい財

政状況の中で、地方については国よりも先んじて相当なそういった給与削減等々を行っ

てきたということがございますので、今全国的なそういった組織レベルで、政府に対し

ては、そういった強要をすべきでないというようなことを含めて実は申し入れをしてい

るというような状況でございます。 

  ただ、委員おっしゃるように、交付税については、その分を削減して予算化するとい

うようなこともありまして、そういった対応に対してどうするかということが実際ある

わけでありますけれども、この辺については先般の十勝の副町村長会レベルでも、そう

いった内容について議論をしているところでありますけれども、状況的には、今７月か

らというような動きもございますけれども、その辺については、今現在はそれぞれ全国

的な動きも見ながら、あるいは十勝の町村会レベルでもちょっと議論をさせていただき

ながら対応したいなということで、今時点でどうなるかということについては、決定し

ている状況ではございませんので、今後の検討になっているということでございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 
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  山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 37ページの国民保護協議会経費について質問いたします。 

  この予算は、この協議会が設置された当初から予算でありますけれども、最終的には

補正で、ほとんど会議開かれていなくて落としている金額だと思うんですが、この25年

度において想定される会議があるのかどうか、まず、質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 高嶋課長。 

○高嶋幸雄総務課長 国民保護計画への関係でございますが、本町の国民保護計画につき

ましては、国の国民保護法に基づきまして計画を平成19年に策定しているところでござ

います。国民保護計画につきましては、国の制度とか内容等に変更があれば改定をする

という決まりになっておりまして、そういった場合に備えて予算化をしているというこ

とでございます。過去には、平成22年度に一度改定をしておりますけれども、そのよう

な場合があったときに改定をすることで予算化をしているということでございます。 

  ただ、今現在、現時点で改定する予定は今のところは持っておりませんけれども、そ

ういったことが生じたときに備えて予算化をしているということでございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 実質開かれる予定は、25年度は今のところはないと。 

  それから、多分、私もその当時のもう１回見直さなければいけないんですが、そうい

ういろいろな緊急の事態に対して会議開くとか、そういうことも多分あったかと思うん

ですが、そういうこともまずないと思うんですよ。国の言われるとおりといいますか、

予算化をせざるを得ない状況にあって予算化しているんだろうと思うんですが、このよ

うなことがなければ私はいいと思うんで、その点について、この予算は必ず入れなけれ

ばいけないものなのかどうか。まず、９万2,000円そのものがいつも金額同じで、最終

的には補正で６万何ぼ減らしているということを含めれば、最初からこんなに金額、せ

めて３万とか、そういう予定でもいいんではないかというふうに思いますが、質問いた

します。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 高嶋課長。 

○高嶋幸雄総務課長 計上額自体は、必ず計上しなければならないのかということでござ

いますが、当初予算で必ず計上しなくても、必要なときに補正するということも場合に

よっては可能でございますが、この件につきましては、委員会の１回分だけ計上させて

いただいているということで、補正で間に合う場合もあり得ますので、そういう関係で

当初から計上させていただいているということでございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 
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（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） なければ、38ページから39ページ。 

  １番、伊東久子委員。 

○１番（伊東久子委員） 38ページの地域おこし協力隊、前年度より900万ほど減ってお

りますが、これ３年間の期限切れた人がいるのか、これからは採用しないのか、それと

も新しく採用して継続していくのか、その辺お聞きをいたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 野中課長。 

○野中美尾企画財政課長 地域おこし協力隊の経費ということで、昨年から比べますと大

幅に減額になっているということで、ご承知のとおり、本町は平成22年度から６名の協

力隊員からスタートして、始まって、平成24年度が最終年、最長３カ年のということで、

一応任期としては満了する方が３名いらっしゃいます。その３名の減額ということで、

賃金等の経費についても減額になっているというところでございます。 

  それから、今後の、また、総務省等している事業の募集ということでございますが、

現段階で募集を各関係課に流してきましたけれども、今のところはないというところな

んですが、随時総務省のほうは受け付けをするということでございますので、今後も必

要に応じて随時募集を行っていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今、企画財政課長のほうから、３名が任期満了になるということで

の話がございました。そのうち、２名については、それぞれの技術等々をさらに生かし

てもらうということで、協力隊としての任期は満了しておりますので、町の要綱職員と

して引き続き仕事をしてもらうということで、今作業を進めているところでございます。 

  また、１名についても、町内で本人のそういった資格を生かす、そういった機会があ

るということで情報いただきましたので、本人とも話をしたんですけれども、本人が別

のことを考えていたようで、こちらからの今照会に対しては、結果的には応える形には

できなかったんですけれども、３名中２人については、今後も継続して町に残って仕事

をしていただくということになってございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありますか。 

  ７番、角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） 39ページの例規集データベース更新等業務、これ262万計上し

てあります。我々議員も平成25年度から、今まで紙ベースで例規集を見ていたものをタ

ブレットで、それを見るというようなことになるわけですけれども、いわゆる電子ベー
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スのこの例規集は、では、行政側にはどのように反応をされるのか。例えば、行政側で

もそれを利用してタブレットでやるのか、あるいは全庁内的に、この電子的なタブレッ

トを使うのか、そこを質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 杉本主査。 

○杉本 章総務課主査 角田委員の質問にお答えいたします。 

  例規集のデータベースについては、これまでは紙で例規集を発行しております。それ

と並行してホームページ上にデータでも公開しておりますけれども、今度は、そのデー

タベースに一本化するということになりまして、職員につきましても、パソコンから例

規集を閲覧するという形で活用していくということでございます。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） それでは、このデータベースの更新は、我々議員もそれを使う

けれども、行政の側でも利用すると、そういう解釈でよろしいですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 杉本主査。 

○杉本 章総務課主査 委員のおっしゃるとおり、行政側でも活用いたしますし、ホーム

ページを通じて町民にも公開しているということになります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） なければ、次に、40ページから41ページ。 

  ４番、中村委員。 

○４番（中村保嗣委員） 40ページのふるさと納税関係のことですけれども、昨年度と比

べまして倍額以上の予算措置がとられておりますけれども、これは実績に基づく増加だ

と認識いたしますが、この辺の実績の現状をお教えいただきたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 吉永主査。 

○吉永雅一総務課主査 ふるさと納税に関するご質問にお答えいたします。 

  おっしゃるとおり、平成25年度の予算については、実績に基づいて積算をしてござい

ます。平成24年度の実績をお知らせしたいと思いますが、ごめんなさい、平成23年度で

すね、平成23年度につきましては、寄附額が全体で390件です。それに対して、うち、

ふるさと納税が372件でございます。金額ベースでいきますと、寄附額合計が1,174万

6,011円、これは、うち、ふるさと納税が984万1,011円でございます。 

  今年度の平成25年度ですか、平成25年度のふるさと納税の件数を800件と見込んでご

ざいます。この800件につきましては、平成23年度のふるさと納税特産品の発送が平成
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23年８月から開始してございますので、その８月以降の実績、さらに平成24年度の実績

を加味しまして、800件という形で見込ませていただいてございます。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 自衛隊協力会の交付金ですか、７万円予算化されていますが、

具体的にどのような活動に、活動の中身まで言うわけでありません。どのような形でこ

の交付金が交付されているのか質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 高嶋課長。 

○高嶋幸雄総務課長 自衛隊協力会の交付金でございますけれども、おっしゃるとおり、

７万円で予算計上しております。この金額につきましては、会の繰越金の関係も含めま

して、平成22年度から８万5,000円を７万円に減額して交付をしているというところで

ございます。 

  活動補助対象等でございますが、会の運営全般にわたりまして助成するということで、

駐屯地の記念行事の参加ですとか、自衛隊への支援、激励、親睦交流会等の経費に対し

て助成をしているというところでございます。 

  自衛隊につきましては、これまでも災害時や断水時に災害派遣等の支援をいただいて

いるということもございます。そういったことで、自衛隊協力会につきましても、自衛

隊のそのような活動を支援しているということもございますので、助成をしているとい

うことでございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、42ページから43ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、44ページから45ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、46ページから47ページ。 

  角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） 47ページですね、報償費、まちづくりアドバイザー78万8,000

円の謝礼が計上してあります。これは平成24年度の補正で相当減額されておりますけれ

ども、今年度、平成25年度においては、どのような計画、企画になっているのか質問い

たします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 関主幹。 
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○関 克身企画財政課主幹 角田委員さんのご質問ですが、まちづくりアドバイザーとい

うことで、78万8,000円ということで、基本的には大きな２つございます。１つは、ま

ちづくりアドバイザーとして通年を通してお願いをする、町に対していろいろな情報提

供をしていただく方、そして、もう一つは、公共施設の基本構想のアドバイザーという

こと、そういったものを中心にしていただくというようなことで考えております。 

  １つ目のまちづくりアドバイザーについては、これは通年通してということでお願い

をしているんですが、もう一つの公共施設整備基本構想ということにつきましては、こ

の間、平成24年度におきましては、北海道大学の森教授を初めとして、まちづくりにか

かわる方をアドバイザーとしてお願いをしております。今回、24年度減額をしていると

いう内容でございますが、後援会と、それから、そういったものも予定をしていたんで

すが、別の補助制度がございまして、そちらのほうを活用したということで、今回かな

り減額をさせていただいております。 

  ただ、実際公共施設の整備事業が平成25年度から本格化しております。本格化するに

当たりましても、かなりなアイデアとか知恵とか、そういったものもいただくというこ

とで予定をしていますので、平成24年度並みの要求を出させていただいております。内

容につきましては、こういった形です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） 通年を通してのアドバイザーのほうですけれども、これはたし

か平成24年度で10回から４回しかできなかったという分ですよね、それでよろしいです

か。それが、この通年を通してのアドバイザーというところに入ってきているのか。だ

から、先般の補正予算のときに質問しました、当初は10回予定していたんだけれども、

実際には４回しかできなかったと、その分がここの通年を通してのアドバイザーになる

んですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 関主幹。 

○関 克身企画財政課主幹 ここのまちづくりアドバイザーに関しましては、通年を通し

てということで、これは松井さん、それから小山先生という形の２名ということになっ

ております。補正案件で出された案件につきましては、地産地消の関係の内容かと思わ

れますが、減額したのはそちらのほうの内容でございます。ここで出されているまちづ

くりアドバイザーというのは、企画関連を中心とした内容となっております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

  ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 46ページでお伺いをしたいと思いますけれども、上士幌ふる
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さと会の交流推進経費、これたしか東京上士幌会については、節目の年になるんでない

かなという気がしたので、各ふるさと会の何周年というか、そういう部分、できて何回

目かということについて、まずお聞きをしておきたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 野中課長。 

○野中美尾企画財政課長 大変失礼しました。東京会については、今年が30回という節目

でございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 30年続いたということですけれども、年々、これが何のため

にという、そういう側面が見えなくなってきているんではないかなというふうにちょっ

と思っています。 

  もう一つは、都会とふるさとのきずなというのをどういうふうに深めていくのか、そ

れをできれば文化や経済にかかわりを持つところまで発展させればいいというのが従来

の考え方で行ってきたというふうに記憶しているわけですけれども、予算的に必要かど

うかということはちょっと別にしまして、１つの節目のときには、やっぱりそういうも

のをお互いにもう一度再確認できるようなことをきっちり踏まえなければいけないんで

はないかなと、時期が来たから行って、その交流会をやって、はい、終わりですという

だけではまずいのではないかなと。 

  特に、そういう部分を使って上士幌の、大きく言えば発展に寄与できるような何か素

材を見つけていく、つくっていくというからすれば、そういったことが必要でないかと

いうふうに考えるんですが、その辺について、今回の予算を計上に当たって考えている

かどうか。あるいは、これは相手のあることでありますので、そちらの考え方も含めて

どうなのか。過去には議会全員でまず参加したというような経緯も実はありまして、そ

れはまた議会で考えるとしても、そういうことをもう一度きちっとする必要があるんで

はないかなという気がするんですが、その辺の考え方も含めてあれば、この際お聞きを

したいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 関主幹。 

○関 克身企画財政課主幹 各所ふるさと会につきましては、委員のおっしゃられるとお

りの内容で進めております。今回、東京会ということで、これは今までも、これからも

ということになりますが、主役は東京会の皆さん方、そして、そのきずなをどう使うか

とか、そういった活用をどういう形でかかわるかということでは、一緒になって議論し

ていかなければいけない内容と思います。 

  ただ、この節目の年の議論というのは、まだ東京会本体のほうからも、まだ、話とし
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ては出ているんですが、具体的なものはこれからということを認識しておりまして、そ

ういったものを、例年11月に開催ということになっておりますので、多少猶予期間があ

るということの認識も含めて、これから打ち合わせをしていきたいなというふうに思っ

ています。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 今まで２度ほど参加をさせていただいて、こういった、例え

ば東京会で言えば、東京において、こういった会合を続けていくという大変さ、あるい

は役員が高齢化になってなかなか後継者が見つからないと、こういった問題、東京会だ

けではなくて札幌等についてもあるわけです。 

  そういうもの、そういう部分について、やっぱり地元の上士幌がきちっとしたという

か、町がやっぱりきちっとしたバックアップをしていかないと、なかなかこういった活

動が高まるということは難しいのではないかなと。東京に１カ所に集まっているわけで

はなくて、東京周辺にばらばらにいるわけですから、その辺も含めて、一定の年代で終

わってしまうことのないような形、含めて行政側での支援というか、そういう体制をき

ちっととっていかなければいけないというふうに考えているんですが、その辺について

も考え方があれば、この際お聞きをしたいというふうに思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 野中課長。 

○野中美尾企画財政課長 御承知のとおり、各、今ふるさと会が帯広、それから札幌、そ

れから東京ということでございます。会員自体はそこそこ、札幌にしても、東京会にし

ても結構、100名、200名単位でいらっしゃいますが、実際的に役員体制も含めて高齢化

になっているというところでいくと、会員自体が新規もなかなか入ってこないというよ

うな状況で、その会自体も非常に悩みを抱えているというところも、現実的に総会の出

席を私もさせていただいているんですが、そういったお声をたくさんいただいてきまし

た。帯広会は特に、本当に高齢化の一途で、もう解散しようかというようないっときも

ありましたけれども、いやいややっぱり必要だよねという会員さんからの声もあって、

再度やっぱり続けていこうということでお話ありました。 

  特に、ふるさと会につきましては、本当に町の応援団として非常に貴重な役割をして

いただいているところでございますし、町としても、この会員拡大に向けてということ

で、非常に会自体はなかなかどうしたらいいかというところもあって、町のホームペー

ジ、それからお知らせ広報等で、このふるさと会の状況、それから問い合わせ等々、ホ

ームページ、アドレス、いろいろなそういったところの会員拡大に向けて、広報を通じ

ても町のほうからも呼びかけをさせていただいているところです。 
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  それで、また、こういったふるさと会につきましては、地元ゆかりのある方というこ

とで、非常にふるさとに思いを入れる方は非常に多いし、また、これから、特に高齢化

というか、団塊の世代ということで、時間がたっぷりあるというところでは、やはりふ

るさとのことをより多く思っているというところでございますが、地元の特産品をそう

やって応援団として都会のほうでＰＲをしていただくとか、そういった仕組みづくりを

町のほうも、今までは総会等に参加をさせていただいていると、主体がふるさと会とい

うところで参加をさせていただいたということなんですが、もう一つは、町のほうの仕

掛けとして、そういった町の特産品だとか、例えば試食会を向こうでやるとか、そうい

ったところの取り組みを商工観光課、それから民間、ＪＡさんとか、町民代表としては

ＪＡの方も総会等に出席、商工会さんもいただいているところでございますので、そう

いったところの仕組みづくりを、仕掛けをまたしていく必要があるのかなというところ

で、役員さんとも、また、特に東京会に関しては、記念の大会ということでございます

ので、十分に調整しながら、それから、その他の会に含めても、存続含めて何とか町の

ＰＲ含めて、そういう仕掛けづくりを町のほうからもしていきたいというふうに考えて

おります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

  ほかに。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、48ページから49ページ。 

  ３番、山本弘一委員。 

○３番（山本弘一委員） 移住促進・二地域移住事業ですけれども、これ始まってからし

ばらくの間続いていると思うんですが、実際的に毎年上士幌へ移住の補助を受けながら

来ていただいている方がいると思うんですね。その経過と、今まで来ていただいた方々

の定住についての考え方というのは、どのようにつかまえているのか教えていただきた

い。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 野々村主査。 

○野々村貴寅商工観光課主査 山本委員のご質問にお答えいたします。 

  当町で移住促進協議会を通じまして、ワンストップ窓口を設置いたしました17年度か

らの集計値でございますが、あくまで移住・定住という、その窓口を通じて把握してい

る数字でございますけれども、これまで、平成24年度１月末、それから３月に予定され

ている方も含めまして、32組、63名の方がこれまで移住されてきていると。そのうち当

町で取り組んでいます生活体験事業を経て移住された方は６組となっています。 
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  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本委員。 

○３番（山本弘一委員） 今、24年３月まで見込みとしては62名、32組62名ということで

ありますが、現実的にこれが、できれば私も、１人でも２人でも定住していただければ

大変我が町としてはありがたいというふうに考えておるわけですけれども、平成17年か

らしばらくの年数がたつわけですけれども、実際的に定住した方というのはいるんです

か、いないんですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 野々村主査。 

○野々村貴寅商工観光課主査 先ほど申し上げた32組、63名という方が基本的に定住を前

提として入ってこられた方の数字でございます。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本委員。 

○３番（山本弘一委員） 私言っているのは、目的ではなくて、現実まで、24年までに、

ということは、63名が定住されたということでよろしいんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○３番（山本弘一委員） ああそうですか、はい、わかりました。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 

  ７番、角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） 48ページですね、まちづくり活動支援事業に260万予算計上し

てありますけれども、これの平成23年度と24年度の現在までの利用実績、質問いたしま

す。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 関主幹。 

○関 克身企画財政課主幹 角田委員さんのご質問にお答えします。 

  平成24年度のまちづくり活動支援事業ですが、それぞれ項目が幾つかあるんですが、

24年度につきましては、地域活性化支援事業のみでございます。３件ありまして、補助

につきましては、47万6,690円ということの補助をしております。現在のところ３件と

いうことです。これから、２月から３月という間も、まだ出てくるかもしれませんが、

現在のところは３件ということになっております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） これは、平成23年度はこれの事業やっていなかったんですか。 
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○委員長（堂畑義雄委員長） 野中課長。 

○野中美尾企画財政課長 23年度につきましては、５団体がこの事業を活用しているとい

うことでございます。 

  以上ですが。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） それの５団体の補助実績は幾らですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 野中課長。 

（「暫時休憩」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 暫時休憩します。 

（午前１０時４７分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時４８分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 野中課長。 

○野中美尾企画財政課長 23年度は５団体で、金額にしまして補助金額が64万8,000円と

いうことでございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） 平成23年度で67万8,000円、24年度で、今日まで47万6,000円、

それに対して、平成25年度で260万のこれ予算計上してあると。ということは、この事

業そのものが町の人にとって使いやすいのかどうか、それ１回しっかり検証するべきだ

と思うんですね。だから、行政のほうとしてよかれと思って、こういう事業なり制度を

つくる。ところが、町の人にとっては決して使いやすいものでないかもしれない。本来

であれば、使いやすかったらもっと利用実績はふえているはずなんですね。 

  それと、もう一つ行政側で考えてほしいのは、両年にわたっても、50万前後の利用実

績がない。ところが平成25年度において260万の予算計上をしていると。だったら、こ

れ今までの実績からしたら、もっと予算規模落としてもいいんではないかな、それでふ

えれば、また補正で考えればいいんだけれども、今までの実績からしたら、平成25年度

260万の理由は想定できないですよね。それに対しての見解を質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 関主幹。 

○関 克身企画財政課主幹 ただいまの委員さんのご質問でございますが、平成24年度に

おきましては、年度途中で新たに制度を拡大をさせていただいております。それは除雪
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機の購入費ということで、１件100万円までの除雪機の購入経費をこの補助制度の中に

追加項目ということで上げさせていただいております。今年度でございますが、非常に

早い段階で除雪機の購入が全国的に品薄になって、実際12月に入って買いたいというと

ころも１件出てきたんですが、実際販売店で、もう売っていないという状況になりまし

て、次年度以降また考えたいということでやっております。今回、項目は４件新たに除

雪機等の支援整備事業ということが入りましたので、その分の増額ということで考えて

おります。 

  ただ、実際件数も非常に頭打ちになってきているということでは、我々のほうとして

も、この制度が数年経過してきましたので、実際利用がしやすい状態かどうかというこ

との検証はしなければいけないというふうに認識をしております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） せっかく町の人にこういう自分たちの町をしっかり活動してい

くと、そういう支援事業なんで、しっかり町の人が利用しやすいような、そういう体系

をつくっていただきたいと。このまちづくり活動支援事業については、以上で質問を終

わります。 

  委員長、次、質問は。一回切ったほうがいいのか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） はい、どうぞ。 

○７番（角田久和委員） いいですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） はい。 

○７番（角田久和委員） では、今度は49ページの生活体験住宅借上料、これで使用料及

び賃借料として144万計上してあります。これの平成24年度の現在までの利用実績を質

問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 野々村主査。 

○野々村貴寅商工観光課主査 角田委員のご質問にお答えいたします。 

  平成24年度の生活体験用住宅の利用実績でございますけれども、この予算計上してお

ります２棟以外にも旧教員住宅等扱って、合計４棟で運営しておりまして、きょう現在、

３月にもう確定している予定も含めまして、平成24年度は23組、73名の利用、予定も含

めて実績となっております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） その４棟でなくて、この２棟ですね、今回の予算計上している
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144万、この２棟についての利用実績、それの延べ利用日数、質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 暫時休憩します。 

（午前１０時５３分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５４分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 野々村主査。 

○野々村貴寅商工観光課主査 ただいまの質問でございますけれども、モデルハウス２棟

に限定いたしますと、17組、61名の利用になります。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） 私が質問しているのは、延べ何日使われたかということです。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 野々村主査。 

○野々村貴寅商工観光課主査 失礼いたしました。利用日数は、平成24年度189日でござ

います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

  角田委員。 

○７番（角田久和委員） 189日で約190日、丸めたら200日になるんだけれども、それで

２棟あることは、365日あるから、２棟で延べ730日、お正月なんかありますから700日

ぐらい。700日で200日利用したとしたら、稼働率３割切っているんですよ、これ。それ

で、普通のそういう、例えばいろいろな施設だって、宿屋さんでも何にしたって稼働率

３割では、これ商売になりませんよね。 

  それで、私が申し上げたいのは、こういう稼働率の低い体験住宅に対して、年間144

万、それで一応収入を見たら84万ほど計上してあるんですけれども、60万ほど町のほう

で持ち出ししているというような計算になるんですけれども、これだけ低い稼働率であ

ったら、もう糠平の宿を利用してもらうほうが、我が町の経済にとってはいいんでない

かと、それを町で抱え込むよりは。 

  今の民間の賃貸住宅を補助しているわけですけれども、それ１回、その団体にお借り

して、民間の賃貸住宅２棟、それで提供したほうが、町の経済循環にとってはいいんで

はないかと。今の利用実績、30％を切るということを見たら、７割はあいているんです

よね。その辺、担当課としてどのように解釈しているのか質問いたします。 
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○委員長（堂畑義雄委員長） 早坂課長。 

○早坂清光商工観光課長 稼働率が非常に低いんではないかという角田委員のご指摘でご

ざいますけれども、この２棟の体験住宅につきましては、町のほうで７年間というお約

束をして２戸お借りをしているという形になっております。 

  それで、私どももこの間、東京、大阪、名古屋等で開催される移住フェアに北海道移

住促進協議会の一団体として参加をさせていただいて、町のＰＲ等をさせていただいて

おります。 

  この２月というような時期に、毎年ホームページ等で、今の時点で言いますと、25年

度の募集をかけておりますし、フェアに参加をいただいた方にアンケートをとって、そ

ういう資料等送ってほしいと言われた方には、そうした資料もお送りするようなことで

取り組みをさせていただいております。 

  それで、どうしても今の北海道へのこういう移住体験の取り組みというのは、私ども

の町だけではなくて、７月、８月、９月というような時期に集中的に皆さん体験をした

いというようなことの希望が多いということ、希望を上げられている方はまだまだいら

っしゃるんですけれども、どうしても、その住宅をお貸しをするということで、例えば

体験者決まったとしますと、そのあいている期間と来たいという方の時期がマッチしな

いというようなことがあったりして、なかなかそういう部分で体験に来ていただけない

ケースもございます。 

  それから、時期的に冬期間等、非常にやはり利用が少なくなるというようなことで、

この辺、料金についても、私どもとしては逆に冬は暖房料等かかるんで、料金を高くい

ただくというのが筋ですけれども、逆に夏場の最盛期については高い料金をいただいて、

冬場を安くするなんていうこともしておりますし、また、皆さんのほうに、そういうこ

とでの冬場の体験というようなことも、これも北海道挙げて、そういうことの必要だと

いうようなことのＰＲ等もさせていただいております。 

  それから、最近の傾向としまして、従前は町のほうも団塊の世代をターゲットにとい

うことで、既に、もう退職をされたご夫婦の方がこういうことを体験されるということ

が多かったわけですけれども、近年はフェア等でアンケートをとりますと、若い方も地

方に移住をしたいというような希望がだんだんふえてきているというような傾向があり

ます。 

  それから、東日本大震災以降は、子育て世代が本当にこういう都市部で暮らして、こ

れで子育てが、子供たちのためにいいんだろうかというようなことが、そういうことも

話題になりまして、子育て世代が地方へ移住をしたいというようなことも増えてきてい
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るというふうに受けとめております。 

  そんな中で、うちの体験住宅についても、以前は団塊世代の方だけで１カ月単位で体

験をされるということがありましたけれども、近年、24年度もそうでございますけれど

も、若い方のお子様を連れて体験をしたいというような方が、数はそんなにたくさんと

いうことではありませんけれども、そういう方が徐々にふえてきているということで、

そういう方については、１週間から10日というような滞在期間になってきているという

ような状況も発生しております。 

  そのようなことで、なかなかうまく稼働させられないという、利用したいという方と

こちらの住宅のほうの空きがうまくマッチングしないというような部分もあったりして

そういう状況になっております。そんなようなご事情もご理解をいただきたいなという

ふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） 今、７月から９月まで利用申し込みが多いと言われたでしょう。

普通生活体験するのは、本当は冬に来て、冬の北海道の厳しい冬を体験して、それで、

この町に移り住もうかというのが北海道へ移住するときの１つの考えですよね。これは

先般、新聞にも出ていましたけれども、この移住体験住宅を宿屋がわりに利用する傾向

もある、ほかの町でもですね。だから、７月、８月、９月の３カ月に、そこにちょっと

１週間か10日利用体験したいんだと、それにちょっと自治体でも困っていると、そうい

う記事も載っていました。 

  だから、その辺は冷静に分析して、つくったからこのままでいいんだというんではな

くて、我々利用される側も、都会から来られる、そのニーズがどこにあるのか、冬に実

績が上がらないのはなぜか、本当に北海道で暮らしたかったら冬の、この厳しい冬、そ

して除雪、これを体験してもらって、では、上士幌への生活をどうしょうか、そこを考

えてもらわないと、移住にはつながらないんですよね。 

  これの借り上げの契約が７年あるけれども、まだしばらくあるんで、それ今どうこう、

まだ契約が残っているわけで、これ以上は申し上げませんけれども、やはりその辺の町

の経済循環であるとか、利用実態であるとか、その辺はしっかり総括していただきたい。 

  以上でよろしいです。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 答弁はいいですか、要望で。 

○７番（角田久和委員） いいです。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ここで暫時休憩します。再開は15分。 
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（午前１１時０３分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１３分） 

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

○９番（山本裕吾委員） 48ページのイムノサポートセンターの件でございますけれども、

昨年度もこのイムノサポートセンターに負担補助金という名目で、支出しているわけで

ございますけれども、昨年度はこのイムノリゾートの上士幌推進事業ということで33万

4,000円、一昨年の予算ですと、これに26万増額ということで記憶しているわけでござ

いますけれども、イムノサポートセンターに対するこの負担補助金の件と、あるいは、

このイムノリゾートということで昨年までは実施されてきたわけでございまして、これ

の兼ね合いがどんなことになっていたのか、今年はこのイムノリゾートの事業費が私の

目では計上されていないわけでございまして、私の思うに、このイムノリゾートという

ものは、道内外のほうから本町においでいただくという移住・定住のことも含めてとい

うことの事業として踏まえておりますけれども、本町の中においては、春先のシラカバ

花粉ですとか、秋の雑草、野草の花粉によるアレルギー症候が出ている方も何人もおい

でになると思いますけれども、この辺の行政を通じた本町の地域住民の方々に対する、

このイムノサポートセンターの補助費負担のものと、それと、このイムノリゾートの構

想の事業のことについての兼ね合いをお尋ねしておきたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 野中課長。 

○野中美尾企画財政課長 平成24年度の予算、特別委員会の中でも、このイムノリゾート

推進事業ということでご質問があったところでございますけれども、このイムノリゾー

ト、ちょっと仮名文字で非常にイメージがあれなんですが、上士幌町として健康、環境、

観光というキーワードで、都市と農村の共生と交流によって地域の活性化を図るという

ことで、都市の方がこういう自然豊かな、空気のきれいなところに来ていただくと、そ

ういうことで住民の健康を守る、まず、第一に考えて、豊かな畑と、そこから生産され

る農産物、地元である農産物だとか、それから、また、科学的に基づいた癒しの森林浴

だとか、そんなところで健康、環境への対策を講じてということで、本町はイムノリゾ

ート構想ということで、平成17年に実は、まずスギ花粉のリトリートツアーから始まっ

たということで、これは総務省の地域再生事業がスタートの中で、３年間の中でスギ花

粉リトリートツアーということで始めた事業でございます。 

  そういったことで、これまでも総合計画も含めて、本町は健康、環境、観光と、３つ
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のキーワードに基づきまして総合計画の中でも事業を実施していくということで、再度

計画の中でもお話をさせていただいたところですけれども、そういったのが今回予算編

成の中で、去年はイムノリゾート推進事業ということで事業名を立ち上げていたんです

が、実は、昨年も話したとおり、イムノリゾート、健康、環境、観光というキーワード

の中で、さまざまな具体的な施策、政策をやってきたと。移住・定住もしかり、それか

ら、地産地消、農林商工連携と、子育て支援も含めて幅広くそういった観点で事業を進

めているというところなので、事業として一本で、事業化で名称を組むよりは、中身的

には企画課で抱えている推進事業としては、管理的な経費、負担金等々、そういったも

ののみということでありましたので、推進事業という項目を一般企画管理経費に、今年

度から、25年度から、予算から統一をさせていただいたところでございます。 

  このイムノサポートセンターの負担金ということで、10万円実は予算を計上させてい

ただいておりますけれども、これは、当初イムノリゾート上士幌構想に関して、専門家

の西村先生ですね、そういったところ、イムノサポートセンターの理事長、西村先生、

実は西村先生ということで、そういったサポートセンターの助言等々を大きくいただき

ながら、これまでもいろいろな事業にかかわって西村先生に関しては、ある意味ボラン

ティアな形で、このまちづくりのためにいろいろと助言をしていただいたり、地産地消

の部分でも講演会をいただいたりということで来ていただいているところでございます。 

  このイムノサポートセンターの負担金、団体会費ということで、実は上士幌町として

10万円納めさせていただいて、これからも、この環境、健康、観光というキーワードの

中でまちづくりを進めていくという観点で、このイムノサポートセンターの会としての

助言等も今後も引き続いて、特に地産地消、これから取り組んでいくというところもあ

りますので、そういった専門的な先生のご助言等もいただく形もありますし、いろいろ

なそういった健康、癒しのそういったまちづくり、そういったご提言もいただけるとい

うことで、今年度も引き続き団体会費ということで10万円の計上をさせていただいてい

るところです。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本裕吾委員。 

○９番（山本裕吾委員） 大体わかりましたが、西村先生が年に１回か何回かご来庁いた

だいているんでないかと思いますけれども、先ほど申し上げたように、今一連の課長の

ご答弁で、移住・定住、そしてまた、あらゆるアドバイス、本町に対してのアドバイス

ということでございますけれども、これ全部が全部北海道の179市町村が経費負担とし

て出しているということではないと私は思うんですが、これが10万円負担することによ
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って、そのアドバイスのみならず、以前は、本町はさまざまな形でアンケート調査も実

施されて、本当に、先ほど私が冒頭申し上げたように、本町でお住まいになられている

方のアレルギー対策、そういうようなことをお調べになった経緯もあると思いますけれ

ども、こういう面について、やっぱり生活に、今やもう国民病と言っていいぐらい、こ

れから本州のほうは、スギ花粉が昨年よりもさらに、かなり肥大化して覆うということ

にもなっておりますし、そういうことの本州からのこちらのほうにお休みに避難されて

くれる方、また、先ほど私が申し上げたように、本町でやっぱりお苦しみになられてい

る方、こういうことに対しては持続的に、いわば西村先生が学校というか、大学の先生

である以上、やはりそういうようなアドバイスだけでなくて、実質的にやっぱりこの10

万円を負担軽減した中で、十分に町内の町民の皆さん全般的に、そういうことにお苦し

みになられている方に対して、活用になっていくべきだと、その辺のつながりというの

はどんなふうに、今現時点お考えでしょうか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 野中課長。 

○野中美尾企画財政課長 イムノサポートセンターということで西村教授、先生に関しま

しては、これまで健康増進のほうでも調査してきたんですけれども、それが５年経過し

て、また、再調査をしたというところで、いろいろ専門的な見地で分析をしていただい

ているところでございますし、これから地産地消の観点で、特産品である上士幌町の農

畜産物の機能性、おいしくて、それから安全で、それから機能性も十分に専門的な見地

からしっかりと検証していただいたものを上士幌町の地場産品として売り込むというよ

うな付加価値をつけた、そういったところの展開も、これから西村先生のほうにもまた

お願いしたい。 

  それから、今回山本委員さんがおっしゃるように、本当にスギ花粉が非常に、また大

きな課題になってきているというところでありますし、そういったところで西村先生と

毎年必ず１回はこちらのほうからも、総会等々に出席をさせていただいて、町長と行っ

て、そして、いろいろと情報交換もさせていただいておりますので、そういったところ

で有効的に、10万円という負担金の中で来ていただいているということなんで、本当に

ボランティアな形であるんですが、まちづくりにとって十分に有効的に来ていただくよ

うにつながりを持っていきたいというふうに思っております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 先ほど議論があった移住・定住、二地域居住についてお聞き

をしたいというふうに思います。 

  先ほどの角田委員の質問に対して答弁をお聞きしていてちょっと感じたことがありま
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す。それは、どういうことなのかと言ったら、政策を施行するためには、政策意図とい

うものが当然あるわけです。予算というのは、それをどういうふうに実現するかによっ

て金額を決めていくというのは具体的なあり方なんだろうというふうに思うんです。 

  今行っているそのお試し暮らしで貸しているというのは、将来その事業を通じて上士

幌に定住促進を図る、あるいはそこまでいかなくても、二地域居住という形で、不動産

も含めて、これは借り上げも含めて入るわけですけれども、そういったその事業を展開

して、うちの町の経済活性を含めた、あるいはそれだけではなくて、それプラスアルフ

ァで新たな考え方であるとか、そういったものをこの町に入れようというのが、この政

策意図ではなかったのかと。だとすれば、答弁として出てくるのは、お試し暮らしは何

人だけれども、それを通じて定住は何人いましたという実績が報告されていいんではな

いかなと。つまり、僕が言いたいのは、そういった政策意図がきちっと全体に行き渡っ

ているというか、いないんではないかという心配をするわけです。 

  ですから、角田君から厳しい指摘がありました。普通の民間企業であれば、３割を切

るような充足率だったら、こんなもの成り立ちませんよと言われるのは、僕は当然だと

思うんです。行政がやるには別な意味合いや意図を持っているからだという説明を僕は

ぜひしてほしかったと。角田君に答えたような答弁のありようであれば、僕も問題にし

なければならないと。それはどういうことかと言ったら、お試し暮らしで何人使って、

その中から何％の人が移住、あるいは移住を具体的に考えたということをきちっと僕は

答弁として言うべきではないのかなと。それで、そういう言い方をしたら、そういう質

問をしたらどういうふうにお答えになるのか、まずお聞きをしたいと思います。 

  つまり、お試し暮らしをする中から具体的に、その移住者というのは出ているのかど

うなのか。そのときに、僕がこの事業を考えるんであれば、この事業を上士幌は道内で

も率先して始めました。伊達市等が始めた、もうすぐ次の段階から行ってきているわけ

です。 

  ところが、今や十勝管内各町村がこの事業に入っています。競争が激化しているので、

地域的な劣性というのは、これは認めざるを得ない。そういう説明をした上で、状況の

説明をきちっと僕はすべきだと。そういう説明をしていただかなければ、その政策意図

である予算をきちっと認めるということにはならないんですよと。一番問題なのは、こ

の議会で議論をするのは、単にお金が高いとか安いとかではなくて、政策意図が、この

予算を持ってどれだけ実行できるかという成果を求めてともに切磋琢磨するわけですか

ら、そういう形で、それが庁舎内に行き渡っていないとすれば、これは理事者の責任、

そういった説明が繰り返しきちっとできているのかどうかということを問わなければな
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らなくなります。そのように考えますけれども、まず、最初の質問にお答えを願いたい

と思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 早坂課長。 

○早坂清光商工観光課長 佐々木委員のご質問にお答えをいたします。 

  これまで取り組んできている取り組みについては、さっき委員さんおっしゃった部分

でございますけれども、こういう取り組みを通じて、人口増、あるいは二地域というよ

うなことでの交流人口の増加を図ろうということ目標にありますけれども、また、こう

した移住の取り組みをしていただくことによって、町に新しい活力なり、情報なり、い

ろいろなノウハウをその方からいただくというようなことがあるというふうに思ってお

ります。 

  そんなことで、これまでの平成17年からの取り組みを通じては、先ほど山本弘一委員

のご質問にもお答えをしておりますけれども、実際に移り住んでいただいた方が32組、

63名の方々がいらっしゃいます。生活体験を通じてということでは、この間そういうこ

とで実際に６組ということになっておりますけれども、今年に入りましても、３組の方

が本町にお住まいになるというようなことで、こういう取り組みなり、ご相談活動を通

じて、そういうことにつながっております。 

  そのようなことで、引き続きそういう体験者に小まめな情報提供なり、いろいろな相

談活動に、うちの課だけということではありませんけれども、関係する課とも連携をと

りながら、就農、あるいはしたいという方もいらっしゃいますので、そういう場合には

農業委員会や農林課と連携をしておりますし、そういう部分で、きめ細かに対応して移

住につながるように努め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（堂畑義雄委員長） 佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 単純に、こういったものを成果として図る１つの方法として、

お試し暮らしで何人来て、移住は何人だったら何％定着率があるということになります

よね、単純に言えば。そういうものをきちっと示すことによって、その町民も理解する

側面が僕は出てくるんではないのかなと。逆に言えば、あそこを年間借り上げして、３

割前後の稼働率だったら無駄でないのかと言われるのも、これは当然だと思います。そ

ういったことに対する説明を政策がこういう意図を持って、現状がこういう現状にある

ということを踏まえて、きちっと説明をしていくという説明が必要ではないのかなとい

うふうに思うんですが、そういう形で、その数値的にはどういう、出したことがないと

いうんであれば、後で計算をして出していただきますけれども、そういうことについて



－27－ 

は、数字出したことはないんでしょうか、お伺いをしたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ちょっと暫時休憩します。 

（午前１１時３１分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時３３分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 即数字が出ないということでありますので、後でお聞きをす

ればいいんですけれども、ひとつ、どんな政策でも、政策意図っていうのをきちっとや

っぱり原課が押さえていて、その説明を議会にするというんではなくて、町民にきちっ

とできていかなければならないというふうに思うところです。そうしなければ、別な意

図で、先ほど角田委員が言われたように、一般的私企業から言えば、いわば旅館業を営

むという立場からすれば、それはもう話にならない話ですよと言われるのは当然のこと

だと思うんですよ。行政が行うには政策意図を持っているということをきちっと、絶え

ずこれは説明をしていくということをしなければ、なかなか住民からは無駄遣いではな

いのかというような批判があってしかるべきだというふうに思うんです。 

  私が思うには、今の移住・定住促進事業というのは、どの町村もやらなければならな

い実態になってきている。というのは、方向性としては何の間違いもないと。次に言う

ことは、今回の予算の中に、そういった競争が激化してきているわけです。町村間の競

争が激化してきているわけです。 

  そういう中で、中にはラジオスポットでたしか関西方面だと思いますけれども、定時

番組を持つような、そういったメジャーな側面も出てきています。そういった中で、今

までのように、年３回ほど行っている、そういったイベントに出るだけで、宣伝効果と

していいのかどうかという問題です。その辺はどれほど状況判断をした上で今回の予算

になったのか、それをお聞きしたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 早坂課長。 

○早坂清光商工観光課長 佐々木委員のご質問にお答えをいたします。 

  まず、こういうことで、必ずしも移住に、すぐ移住ということにつながっていない部

分、そういう部分がケースとしては多いわけですけれども、二地域居住というようなこ

とで、こちらと住んでいらっしゃるところを行き来しながら地域と交流をされていると

いう方もいらっしゃいます。 
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  そのようなことで、こういう移住の取り組みを通じて、こちらで体験ということでち

ょっと暮らしをしていただくことによって、町内の経済的には飲食店で飲食していただ

いたり、スーパーマーケットでお買い物をしていただいたり、そういう形で、あるいは

温泉に出かけていただいたり、ゴルフに行っていただいたりということで、町内のそう

いう流動人口といいますか、そういう部分での経済波及効果というのは、私どもは大き

いものがあるというふうに認識をしております。 

  それから、完全移住には至らなくても、この町が好きになったということで、こうい

うことを機会に毎年上士幌町を訪れていただくというような、毎年でない場合もありま

すけれども、そういう関西方面のフェア等に出かけたときに、あんたのところへ去年は

行ったけれども、今年も行ったんだよというようなことで、そういうことで観光という

ような意味合いで宿泊をしていただいているというようなことで、こういう機会を通じ

て町内のそういう商品の部分につながっているというような、購買力の向上につながっ

ているというようなこともございます。 

  これからの取り組みについては、先ほども答弁の中で申し上げている部分ありますけ

れども、角田委員さんのときに答えている部分もありますけれども、団塊世代だけでは

なくて、いろいろな、多様な移住したいということのニーズというのは広がってきてお

りますので、それにやっぱり小まめに対応させていただくということが重要だというふ

うに思っております。 

  また、近年では、昨年も緑の分権改革ということで、転地型テレワークということで、

情報通信技術を活用して、こちらでお仕事をしていただいたり、休みのときは休養して

いただくというようなことで、こちらの自然やいろいろな体験のプログラムに触れてい

ただくというようなことで行っておりますし、今年もそのようなことで、道の事業で転

地型のテレワークの事業がございましたので、上士幌町に一企業さん、東京のほうの企

業さんが入ってきたというような体験もございました。 

  そんなこともございますし、幅広い形で移住・定住の取り組みを推進していきたいと

いうふうに、検討していきたいというふうに思っておりますので、ご理解を賜りたいと

いうふうに思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 僕の言っている質問が十分理解していただけなかったのか、

簡単に言います。今、移住・定住、こういった事業を取り巻く環境は、隣町も、あるい

は十勝管内でも多くの町村が始めて、それも結構大きな予算をかけ、あるいはお試し住

宅等も借り上げたり建てたりして、その事業を行っています。つまり、一定の、いわば、
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そういったことに関心のある人に対する受け入れ側の町村がふえ、施設がふえという状

況にあるわけです。特に、一昨年、昨年からどんどんそういうことがふえてきた。つま

り、それはうちの町にとってはライバルが増えたということです。 

  そういう中で、現下として、今のお試し暮らしの例えば充足率というのは十分検討し

て、予想の範囲内でないなというのか、これ以上伸ばしたいと考えているんであれば、

宣伝も含めてもう一つ工夫が必要ではないかと、僕は実はそう思っているんです。です

からお聞きをするんですが、そういった検討した上での予算なのかどうかと、十分な検

討ができているのか、新たな宣伝効果を踏まえてやるということは考えていないのかど

うか。 

  もう一つ、たしか町長は、この団体の代表にたしか就任していると思います。そうい

う立場をほかの町村から指摘をされない程度に有効に使うということも必要だというふ

うに思っています。そういうことを十分協議されているのかどうか、その上で、同程度

の予算になったのかどうかということをお聞きしたいです。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 早坂課長。 

○早坂清光商工観光課長 佐々木委員のご質問にお答えをいたします。 

  十分内容を捉えてなくて申しわけございません。ご指摘のように、この取り組みは、

当初の出発のときは十幾つということで、自治体等出発したんですけれども、今は移住

促進協議会に100を超える自治体が加入をされるというような状況になっておりまして、

この後もそのようなことで、こういう取り組みに参加をしたいという自治体がふえてく

るというふうに認識をしております。 

  それで、その辺のことで、皆さん体験をされる方も、それぞれ新しい住宅なり、そう

いうところを選択される場合もありますし、また、どういう気象条件なり、いろいろな

部分で判断をされている部分なり、いろいろなそれぞれの皆さんのニーズの部分で選択

をされる機会が増えたということの状況になっております。 

  私どもとしても、都市圏のフェアについては、先ほど東京、大阪、名古屋と申し上げ

ましたけれども、東京と大阪しか、２カ所のみ参加をさせていただいておりますけれど

も、今年、25年度は名古屋も含めて参加をしたいというようなことで考えております。 

  それで、予算的には例年の金額とそう変わってはいないわけですけれども、取り組み

の中でＰＲ、宣伝等の活動費の部分で効果的な対応をできるように進めていきたいとい

うふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 
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  ３番、山本弘一委員。 

○３番（山本弘一委員） 今の移住体験の件で、私も角田委員、それから佐々木委員の話

を聞いとって、今の課長、それから担当課の説明においては、お試し体験までは一生懸

命やりたいという考え方なんですよね。問題は、逆に言うならば、都会だとか、移住し

てくる方々のニーズ、要望、そのことをどう我が町として考えているのか。これは課が

企画課のほうになるのか、担当課がちょっと私はわかりませんけれども、そこがアフタ

ーフォローがないんですよ、我が町には。来てください、来てくださいと、体験してく

ださいと。そして、この数字の数はこういう形ですよ、報告があるのみであって、一方、

来る人にしてみれば、先ほど言ったように、冬は雪があって寒さも厳しいとか、夏は非

常に過ごしやすいとかという、それぞれの利点ですとか欠点も持っていると。来てくだ

さい、来てくださいはいいんですけれども、来てからの、例えば他町村でやっている、

ある町村では、土地の減額ですとか、固定資産税の減額、ライフライン、イコール水道、

電気、電話、その他道路についてのもろもろのものが、我が町では現在整っていない。 

  だから、そういうバックアップがあって、だから来てくれというようなことでなけれ

ば、観光課含めた中で、何ぼそれがインターネット、それから都会のほうへコマーシャ

ルに行ったところでも、実を結ばない、この事業に値しないと、何年やっても実を結ば

ない形になるんではないかと。私は個人的には、私の村でアフターフォローが今でもし

ております。管理人もやっておりますし、何かあったときには管内除雪やったり、個人

的にはバックアップしているんですよ。 

  だから、そういうことが、誰が、どこの課で、行政してやってやれるのか、それが相

手に通じなければ、具体的なものがなければ、定住に値するものが出てこないんではな

いかと思いますけれども、その辺いかがですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 早坂課長。 

○早坂清光商工観光課長 山本委員のご質問にお答えをいたします。 

  体験まで来てくださいということで、そこまでは一生懸命だけれども、その後、何も

やっていないではないかというようなご指摘だったかというふうに思いますけれども、

私どもとしては、こういう体験をしていただく部分で、ご相談があったり、いろいろあ

った分については、ＮＰＯの上士幌コンシェルジュに委託をしている部分がございます

けれども、一体となって取り組んできているつもりでおります。 

  そんな中で、新規に就農したいとか、そういうお話の分については、なかなか町内と

しての就農者をどう受け入れるかということの行政的な部分と、また、関係機関と調整

をしながら町としての施策を決めていく、町全体の施策を決めていくというような部分
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がありますので、私ども関係課は連携をとってしますけれども、なかなか現行のいろい

ろな約束事といいますか、制度なり、そういう部分の中では、それをすぐ受け入れて就

農に至るというようなことはなかなか難しい部分があったり、ご本人のお考え方と地域

の事情が違ったりというようなことがありますので、そういう部分があろうかというふ

うに思います。 

  また、今年なんかも、青森のほうから来られた方がご夫婦でいらっしゃいまして、そ

の方が地域で、農村部でどっか空き家があったら、そこをお借りして、家の周りで野菜

等をつくりながら、そういうものも使いながら、そういうレストランといいますか、そ

ういうものをやってみたいんだというようなことのご相談も受けましたけれども、なか

なか適当な場所、条件に合うようなところがすぐに見つかっていないというようなこと

でございましたけれども、地域で先輩の移住をされている方がご仲介をいただいて、賃

貸住宅も市街地に見つかったということで、そういうところに移住をしていただいて、

そういうところを自分の思っているような場所が見つけたいというようなことで、こち

らに移住をされている方もいらっしゃいます。 

  そんなことで、いろいろなケースがございまして、なかなかそういうことで難しい部

分もございます。就業というような部分で、働く先がないだろうかということでも、本

人の希望なり、こういう一次産業中心、農業中心の町でございますから、なかなか会社

勤めというようなことでも、そういうところがあるかと言われますと、そういう部分は

難しい部分があったりしております。 

  そういうことでは、町の中にある空き店舗を活用した、何かやる場合の農商工の関連

のことの補助制度での支援だとか、また、町でいろいろな住宅施策の中で支援している

部分もありますから、そういうことの中身なり、子育てでの支援なり、いろいろなこと

を総体の町民の方に対しての、住んでいらっしゃる方に対してのいろいろな施策を展開

している部分ございますので、そういう内容についても、ご説明をさせていただいたり

しておりますので、そういう中で、まだ、それで十分だというふうには思っておりませ

んけれども、その辺、先ほど来申し上げておりますように、関係の部局などとも一緒に

なって内容のご理解をしていただいて、ここに住んでいただくようなことにつなげてい

くように取り組んでいきたいなというふうに思っておりますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本弘一委員。 

○３番（山本弘一委員） 課長の言うことはもっともなんです。私もその辺には同感いた

しますから、やはり部局内だけでは、例えば自営業をやった経験、地方公務員であれば、
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そういう経験もなかったり、経済経験もないわけですよね。だから、この予算というの

は、これに見合う以上な形を出されなければならない、なかなか難しいわけですよ。問

題は、来た後の、今課長言われたような、定年後であれば年金、もしくは退職金持って

きたり、いろいろな夢がまた新たにあると思うんですけれども、若い人であれば、住む

ところ、就業の場所を含めて千差万別なんですよね。 

  例えば、町の中に住みたいとか、できれば農村部に住みたいとか、庭がちょっと欲し

いとかと、さまざまな希望がある中で、やはりそういうことを速やかに各課連携の中で、

きちっとやっぱり組み立てた中でいかなければ、この定住化対策というのはなかなか前

へ進まないんではないのかなと、私は思いますし、そういう形の中では、あとは残った

町民の人間関係が、どのようにやってくるかと、庁舎内だけでは、そういう安心な形に

ならないと思うんです、信頼関係が生まれてこないから。来たときに、その食べ物であ

るとか、その周辺の人たち、もしくは望んだ農家の人たちだとか、そういう関係をどう

構築していくかというのが、これからの大きな課題でもあるし、やはりそのことを踏ま

えた中で、今年度十分に課内協議した中で頑張ってもらいたい、これ要望で終わります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありますか。 

  ５番、渡部委員。 

○５番（渡部信一委員） ただいまの件なんですけれども、それぞれ質疑を聞いています

と、実は、議会全体で昨年の11月ですか、四国の徳島の…… 

（「神山」の声） 

○５番（渡部信一委員） 神山町ですね、まだ全国的にも移住・定住、そういった形の先

進的な山奥の中でのそういったものを視察研修してきたわけです。 

  そういった中で、我が町とお話を聞きながら比較対比をすると、逆に、こちらのほう

がある程度条件だとか、そういった来る人をちゃんと、きちんとより分けて受け入れて

いるというか、上士幌の場合は、何でもかんでもというか、とにかく来てくれというよ

うな形で、お試し住宅まできちんと新築して借り上げて、そういったような状況なんで

すけれども、それはそれとして、今までの経過でこれだけの、十分か不十分か別にして

も実績等を今述べられたわけです。 

  そういった中で、その町は、先ほどの課長の話で上士幌にもこのＮＰＯ法人、コンシ

ェルジュですか、それに委託をしていると、そういったことがあったわけですけれども、

そこの町はほとんどＮＰＯ法人の大南理事長ですか、それが私たちの視察のすべてを説

明していただき、また、そういった町なかの具体的な移住・定住してきた、そういった

企業等の、そういった具体的な場所なんかも案内してくれたわけですけれども、かなり
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その民間に、役場庁舎内の連携もさることながら、やはり民間というか、そういったと

ころにもっと、せっかくつくられているものですけれども、もう少し委託なり、民間の

活力というか、そういう形の中で進めていったほうが、今までの実績を踏まえて、今後

はそういう時代かと思うんでね。どこの町村でも上士幌のようなやり方というのは、ど

この町村も右倣えで同じような方法、手法をとってきているわけですけれども、そこの

町は逆の発想ですね。そして、首都圏のほうへ、あるいは世界的にも、世界の神山とい

うような形の中で、情報を発信しながら事業を受け入れていると。 

  だから、そういうことで、こういった施策というのは、どうしても庁舎というか、役

場の中では限界があると思うんです。そのために上士幌もコンシェルジュを立ち上げて

もらって、その中で行政にはできない、そういった空き家とか、あるいはそういったも

のの受け入れ体制だとか、どこからどこまで委託しているんだかわからないんですけれ

ども、そういったほうに育てながらシフトしていくような方向性というのはどのように

考えているか。 

  行政、行政と言っても限界があると思うんですね。せっかくのものですし、ここはや

っぱり民間というか、あわせて民間がそういう経済活力というのは、同時にそういった

ものを追求しながら新たな実績の上に立った点に持っていけば、そういうふうに考えて

いくような、何ですか、この移住・定住の方向性というのは考えているのか、考えてい

ないのか、そういったことについてどのように考えておられるのか、この際お尋ねして

おきたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 早坂課長。 

○早坂清光商工観光課長 渡部委員のご質問にお答えをいたします。 

  先ほどの山本弘一委員のご意見の部分にも関係する部分あろうかと思いますけれども、

今、渡部委員からは、何でもかんでも行政が抱え込んでということではなくて、もっと

民間なりＮＰＯに移していくべきではないかというご指摘をいただきました。 

  私どもも同様な考え方に立っておりまして、平成23年度からＮＰＯ法人が、上士幌コ

ンシェルジュという組織が私どもの移住の取り組みを通じて立ち上がっていますので、

23年度から、この上段にございます、新しい公共担い手育成事業という形で、委託とい

うことで体験、ちょっと暮らし、そういうことの希望の申し込みの受付だとか、体験住

宅の管理だとか、体験住宅の清掃だとか、あるいは不動産情報の収集、それから発信と

いうようなことを、それらの業務等を委託させていただいております。委託をしたから

行政がそれでいいんだということではなくて、お互いが連携をとりながら、この施策を

推進していくという形で進めてきております。 
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  そんなことでご理解をいただきたいと思いますし、庁舎内、私どもだけでは当然限界

がございますので、この移住の取り組みを進めるに当たっては、商工会さんや農協さん

や建設業界さんと上士幌町交流と居住を促進する会という組織を設けて、町内の関係団

体が連携をして進めていこうということで進んできておりますので、そうした部分での

皆さんのお力もおかりしたり、また、町民の皆さんの、個別の町民の皆さんのいろいろ

なお力をかりたり、ご意見をお伺いしながら、今後とも取り組みを進めていきたいとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） それでは、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０２分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） なければ、先ほどの質問に、商工観光課より補足の説明が

ありますので、商工観光課より補足したいと思います。 

  野々村主査。 

○野々村貴寅商工観光課主査 午前中、佐々木委員のほうから質問がありまして、回答保

留となっておりました生活体験参加者のうちの移住・二地域居住に至った方たちの割合

でございますけれども、体験移住の取り組みを本格化させました19年度以降の数値にな

りますが、生活体験参加者が154組、337名、そのうち、本町に移住、もしくは２地域居

住を実際にされた方が９組、14名となります。割合が組数で5.8％、人数で4.1％となっ

ております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

  次に、50ページから51ページ。 

  ４番、中村委員。 

○４番（中村保嗣委員） 50ページから51ページにかけまして、交通安全運動関係の予算
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が計上されておりますけれども、昨年、長年続けてまいりました死亡無事故日数が途絶

えました。それに伴いまして、その後、啓発活動、それから具体的な強化がなされたの

かどうかお聞きしたいと思いますが。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 弦巻主幹。 

○弦巻佳光町民課主幹 お答えいたします。 

  残念ながら、昨年10月、それから11月という形で交通死亡の事故が発生しております。

我々としましても、実はゼロの日が2,000日を目標という形で活動していまいりました。

２件続けて交通事故があったということで、その後、広報の号外としまして、今定期で

はないんですけれども、不定期ではありますけれども、町民向けに啓発をしているとい

うところ、それから年末なんですけれども、国道241号線から商店街に向かいまして新

たな道道が整備されたところです。それまで39号道路が優先道路であったんですけれど

も、今回の道道、南北の道路が優先という形に変わってございます。供用開始した直後

に交通事故が実はあったと、物損だけでは済んでいるんですけれども、そういう状況が

見られましたので、すぐに、あそこの一時停止の標識が既にあるんですけれども、さら

に注意喚起という形で交通安全ののぼり、それから、この先一時停止ありという看板を

四、五枚程度なんですけれども、設置したという形で、交通安全については町民及び通

行者に対して注意喚起をしているところです。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 中村委員。 

○４番（中村保嗣委員） ご努力をされているというところはお聞きしましたけれども、

交通無事故、それから安全なまちづくりは町民の願いでございます。これからも発生し

ないように何らかの見える対策、町民の心に訴える活動、これらを強力に進めていって

いただきたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 要望でよろしいですか。 

○４番（中村保嗣委員） はい。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、52ページから53ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、54ページから55ページ。 

  角田委員。 

○７番（角田久和委員） 54ページの企業誘致対策経費、これは平成24年度において、ど
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のような活動をされたのか、あるいは実績等質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 関主幹。 

○関 克身企画財政課主幹 角田委員の企業誘致の実績ということでご質問があったかと

思いますが、それに関してお答えを申し上げます。 

  まず、平成24年度は具体的に企業誘致ということで、雇用の伴った企業というのは幾

つか、例えば大型敷地のところにとか、いろいろな形で用地も含めて視察なり、見たい

ということで要望があったんですが、どれも昨今の経済状態も含めて、なかなか投資的

経費が出てこないというところでのものでできませんでした。 

  しかし、これは一方で、雇用の伴わないものとしましては太陽光発電システムという

ことで、こちらの町有地の活用としっかりとした工事の、地元での工事発注という単位

ということで、これは各種委員会のほうにもご提言申し上げておりましたが、企業誘致

という側面を捉えて、しっかりと地元の企業さんを活用しての、いわゆる工事、それか

ら、その後の維持も地元企業を活用してほしいという観点で対策を行っております。具

体的な企業誘致としての動きとしてはその１件でございますが、常にアンテナを高くし

て情報があれば、その情報に機敏に動くということをテーマにしてやっておりますので、

また、何か情報があれば、ぜひすぐに動きたいなというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） ５期の総合計画の中で、企業立地、企業誘致について項目があ

るんですよね。それで、その中で割とポイントを押さえているのが、小規模事業所の誘

致を推進します。多分今からは大きな事業者がこの町に入ってくることは、今の経済状

況からいったら難しいんではないかなと、そういうことで、この５期の総合計画の中で

は、そういう表現になっているのかなと、そういうふうに思います。 

  それで、この予算書の中でちょっと気になるのが、一般交際費と食糧費、合わせて25

万あるんですよね。それで、企業誘致対策経費として81万4,000円、大体これの３割が

一般交際費と食糧費に予算が充当されていると、この25万というのは、どういう場面を

想定して予算計上しているのか質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 関主幹。 

○関 克身企画財政課主幹 ただいまの交際費と食糧費の取り扱いでございますが、先ほ

どもおっしゃったように、基本的に相手先がまだはっきりしていないというところでご

ざいます。企業によっては突然来られたとかいうことも考えられますし、逆にこちらか

ら企業訪問ということもあるかというふうに思われます。そういったときに、基本的に
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持っているベースのお金がなければ、それは直ちに動くということができませんので、

この経費については、従来計上していた経費をベースにしておりますが、基本的に使う

段階においては、十分精査させていただいて使っているような形になります。 

  いずれにしても、この経費、何回で何人が来るからということが想定できないという

経費でございますので、従来の金額を踏襲させていただいて、また、大型なプロジェク

トがもし出た場合については、この範囲内でおさまらない場合、それからもっと積極的

にやらなければいけないという場合については、旅費等も含めて、従来から企業誘致に

関しては、その都度補正をさせていただくという形でございます。いずれにしても、こ

のもとについては、従来から計上させていただいている金額がベースになっているとい

うことでお考えいただければと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） 旅費の31万6,000円はわかるんですよ。例えば、首都圏に行っ

たり、関西圏に行ったり、こういうこともあり得るんだと思うんですけれども、ここの、

今からの上士幌町の企業誘致が小規模事業所だと、小さな事業所と、常識的に考えれば、

交際費とか食糧費というのは、何らかの手土産であるとか、いわゆるちょっと懇親会を

開くとか、そういうものに充てるのが一般常識だと思うんですね。それに25万円、いわ

ゆる全体の事業費のうち３割を充てるほどの、そういう企業誘致の時代なのかというこ

となんです。いわゆる企業誘致の姿勢ですよね。 

  だから、そういう費用があるんであれば、企業誘致の中にＰＲ費とかないんですよね。

もっと予算があれば、例えば、これ莫大に予算かかりますけれども、東京の電車の中に

ぽんと張ってしまうとか、そういう時代なんですよ。来られて、夜宴席を設けたり、あ

るいは豪華な手土産を持って帰ってもらう、もうそういう時代ではないんですよ。だか

ら、その辺に、行動の中にちょっとこれ時代錯誤があるんでないか、３割ものその交際

費、食糧費を計上すること自体が。だから、企業誘致であれば、本来であれば、ここに

上士幌ＰＲ費とか、そういうことを入れる時代であると私は思うんですよ。例えば、ネ

ット上にバナー広告をつけるとか、そういうほうがいいと思うんだけれども、それに対

して、今私が申し上げた件に関しての見解をお聞きいたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 関主幹。 

○関 克身企画財政課主幹 ただいまの全体事業費の３割が交際費と食糧費で占めている

んではないかということで、非常に私どももそういう認識は、もちろん時代とともにそ

ういったことが正義かどうかということももちろん理解をしております。 

  ただ、例えば、今年度ですが、今年度大型用地のいわゆる利活用といったときには、
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逆に言うと、そちらのバナー広告だとか、そういったリスティング広告ということで、

別に計上させていただいて戦略を練ったという経過がございます。 

  たた、現在、我々もこの企業誘致のあり方について模索をしている段階でございます。

今、委員さんがおっしゃったように、新たな戦略を持って行うということは非常に大切

な視点だというふうに我々も認識していますので、そういった観点で企業誘致を進めて

いきたいなというふうに思っています。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） 企業誘致、非常に難しい時代だと思うんです。それで、先般の

朝日新聞に、企業誘致曲がり角と、こういう特集ありまして、そこに、ある大学の先生

が、無理に新しい企業を呼ぶのではなく、今ある企業が地域に再投資する際に補助金を

つけるなど、地域の経済圏を拡充する体制が重要であると。今ある、この町の企業のそ

ういった支援、ほかのメニューでもやっているんですけれども、やはりその辺に視点を

置いた、重点を置いたような、やはり今からの企業対策が必要だと思うんですよね。今

年度の、今、最初に申し上げた交際費、食糧費の扱いについては、実施する段階で十分

吟味して、また、その企業誘致の時代背景なりを十分吟味して予算執行に当たっていた

だきたいと思います。回答はよろしいです。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） 今の企業誘致に関連するんですが、去年も企業調査業務とい

うのは６万3,000円ついて、今年もついていますが、これは企業誘致に対する調査業務

だと思うんですが、どのような形で企業誘致に生かされているのか、それから委託先と

いうのはどこなのか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 関主幹。 

○関 克身企画財政課主幹 今の中島委員さんのご質問ですが、企業調査業務ということ

で、これは企業が基本的に上士幌に何らかのかかわりを持ちたいといったときの、いわ

ゆる企業としての事前情報を知るということで、これは信用保証のいわゆる会社のほう

に委託を随時いたします。これは年間委託ということでなくて、案件が出た場合につい

て、その案件先の情報を知りたいということで委託を申し上げるケースでございます。

今年度でいきますと１件、そういった、先ほどお話ししたような案件があったので、そ

ういった企業情報を調べるということも含めて、その都度信用保証会社、いわゆる調査

会社でございますが、そちらのほうに委託をして、ベースの会社としての基本的な、い

わゆる経営能力だとか、そういったものを含めて調査させていただいて判断の材料にさ
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せていただいております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

  なければ、次に、56ページから57ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、58ページから59ページ。 

  山本委員。 

○８番（山本和子委員） 58ページの十勝市町村滞納整理機構への負担金について質問い

たします。 

  これは、平成19年度から実施されました、町で本来徴収すべきものを十勝全体のほう

に移すという制度の中で実施されているわけですが、２点質問したいと思うんですが、

25年度について、受け渡し件数が何件なのかと。それから、もう１件は、上士幌町は平

成19年からずっと10件、10件、10件と、毎年10件、きちんと払って引き渡し事項から外

れても、何件か外れて、また、さらにふやすものですから、毎年10件引き渡し行ってい

ますが、何か10件ありきでやっているんではないかというふうに私勘ぐってしまいます。

その点について質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 平岡主査。 

○平岡崇志町民課主査 山本委員のご質問にお答えします。 

  平成25年度につきましては、現在、引き継ぎ予告を引き継ぎを行っていない滞納者39

名に対して出しているところであります。今後、その結果を見まして、３月中旬までに

引き継ぎ者を決定していく予定となっております。引き継ぎ人数につきましては、毎年

10名をめどに検討しておりますが、引き継ぎ予告をすることによって納税相談を行い、

納付努力をされていく方もいらっしゃいますし、滞納整理機構の引き継ぎ事案でありま

す滞納の累積事案や差し押さえ等の滞納処分が必要な事案、町外者のため整理が難しい

事案などを勘案し、最終的に決定しています。これまでも結果として10件引き継いでい

ますが、10件ありきで無理に10件まで膨らませるというような状況ではございません。

また、機構の運営上、前年の引き継ぎ件数を大きく変動しないように心がけているとい

うようなこともございます。 

  以上の内容につきまして、ご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） その状況については、毎年８月ごろですか、多分平成24年度に

ついても、多分そのころにあると思いますが、23年度、前回報告受けた中では、24年度
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への引き継ぎは継続が６名の新規４名と、また、合計、プラス、マイナスで10になった

というふうに、ずっとそういうふうに繰り返しで何件外して何件すると、結果的に10件

になったというふうに、毎年報告を受けています。 

  管内状況見ますと、毎年同じ件数というのが、三、四町しかありません。それから、

その都度件数が変わったり、時にはゼロという、全く引き渡しをしない町村も２町村ぐ

らいあります。そのときにも分担金は10万円ですか、払うわけですが、分担金がどうの

こうのでやっているわけではないと思いますので、その点含めて、きちんと１件、１件

を精査して、引き継いだらいいかどうかを考えながらやっぱりやるべきだと。どうして

も、毎年10件といったら、10件ありきのように私は思ってしまいます。きちんと相談を

受けて、対応しながら、できるだけ町が努力しながら直接徴収するというふうにしない

と、そっちのほうに、第一段階として予告をするだけでドキッとして、それだけでもプ

レッシャーだと思うんですよ。ましてや向こうから来たら払わなければいけない、それ

はそうなんですが、その方の状況が一般的には悪質と言われていますけれども、それ自

体も私把握できませんので、きちんと精査しながら対応すべきと思っていますので、答

弁があればお願いいたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 石王課長。 

○石王良郎町民課長 ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

  この引き継ぎ案件を決定する段階では、先ほどお話ししたように、引き継ぎ予告をし

ますけれども、引き継ぎ予告をする方についても、一定程度いろいろなその人の状況、

状況を勘案して、本当に納付相談に応じて誠意を持ってやっていただいている方につい

ては外して予告をしています。そういう状況の中で、予告をすることによって、やっぱ

りもっときつい差し押さえの状況が十勝の機構に行けばあるわけですけれども、そうい

う状況を予告する中で、新たに納付相談に応じて、一部納付をいただく方も何名かその

中でいらっしゃいます。 

  そういう状況の中で、最終的に悪質というのは、結局、支払い能力があるにもかかわ

らず、全く支払いの意思がない、そういうような方であるとか、年々累積して多くなっ

ている方であるとか、いろいろな、大口の方もそうですけれども、いろいろなそういう

ケースがありまして、そういうケースの中で、予算的には10名ということで予算計上を

しているわけでありますけれども、本来であれば、本当にやっぱりもうちょっと差し押

さえを強めてやっていかないと整理ができないという、当然、この税の公平負担という

のは、やっぱりきちんと捉えていく中で、納めなくてもいいよという感覚を持っていた

だいたら困るものですから、そういう部分でやっぱりきちんとした対応をとらなければ
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ならないということを前提に考えた中で、非常に、最終的にその予告をした経過を見て

検討をして進めているということでありますので、もしかしたら、その時々によっては

10名を超えるような人数も、本来はやっぱりやっていただいたほうがいいのかなという

のも状況的にはあるのかもしれないんですけれども、うちのほうでは引き継ぎをした中

で一定程度の効果が得られると、そういうような状況の方について、結果的には10名と

いうことで毎年出しているという状況でございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 

  １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 59ページの旅券取扱事務経費60万1,000円計上されております

が、これはパスポートの申請を上士幌のこの戸籍の窓口でできるのかどうかということ

をちょっとお聞きいたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐藤主査。 

○佐藤由美子町民課主査 本年の10月１日より。上士幌町も旅券の取り扱い窓口になるた

め、今これから準備を進めていきたいと考えております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、60ページから61ページ。 

（「すみません、58ページ」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） 58ページの電子申告受付サービス導入事業で72万5,000円予算

計上してあるんですけれども、この事業の内容について質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 石王課長。 

○石王良郎町民課長 ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

  これの内容につきましては、対象税目は個人町民税と法人町民税であります。個人町

民税については、例えば給与支払報告書であるとか、特別徴収に係る給与所得者の異動

届などで、法人町民税につきましては申告書、あと法人の設立、異動届などを電子的な

ことで対応できるようなことのシステムを導入いたしまして、それに伴いまして納税者

の利便性を向上させる、そういう中身であります。 

  あともう１点、今後1,000件を超える納税者の方がいらっしゃる法人につきましては、

電子申告による申告が義務づけられると、そういうようなことで制度が変わりますので、

それで、ほかの町村も含めて、一斉にシステムを導入していないところは今回導入をし

て進めていこうと、そういうものでございます。 
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○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） では、確認なんですけれども、町内の個人とか法人の税の納入

が、この電子申告によって可能になるというか、それができるようになるという、そう

いうサービスと捉えてよろしいんですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 石王課長。 

○石王良郎町民課長 今、おっしゃったように、捉えてよろしいかと思います。 

  ただ、個人の方の申告につきましては、基本的には住民基本台帳のカードを取得して

いただいて、それに伴って電子証明書を発行していただいて申告をすると、そういうよ

うなことをしなければ対応できないということになっております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 改めて、60から61ページ。ありませんか。 

  ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） ご説明をお願いします。 

  60ページの委託料でありますけれども、戸籍システムの導入業務について、昨年たし

か600万ちょっとだったというふうに記憶しているわけですけれども、今回これだけの

高額費用になった理由は何かご説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 石王課長。 

○石王良郎町民課長 このシステムの導入につきましては、２年次にわたる事業というこ

とで、プロポーザルによって業者を決めまして、委託契約につきましては、既に昨年６

月でしたか、契約を既に実施しております。２年にわたる事業ということでありますの

で、１年目にやる業務に係る経費について600万のお支払いをしまして、２年目が、25

年度に係る経費が、この委託料であります3,900万何がしですね、その金額が２年次の

作業に係る経費ということで、25年の予算要求として計上しているところでございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） いいですか。 

  次に、…… 

○石王良郎町民課長 すみません、補足で、これにつきましては、債務負担行為というこ

とでご確認をいただいている件でございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですね。 

（「はい」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、62ページから63ページ。 

（「なし」の声） 
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○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、64ページから65ページ。 

  暫時休憩します。 

（午後 １時２９分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時３０分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 64ページから65ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、66ページから67ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、68ページから69ページ。 

  山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 緊急通報システムの関係について質問いたします。 

  もっと普及が図れればなと思って質問したいと思うんですが、今年から来年にかけて

システムそのものが、性能よくなると思うんで、それも含めて、どんなふうに活用を図

る、普及を図るのか質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 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。 

  上士幌町では、在宅のひとり暮らしの高齢者等に対して緊急通報機器を貸与すること

で、急病、事故等への緊急事態において迅速な救護活動ができるよう実施要綱を定め、

平成６年度から緊急通報システム運営事業を実施してきています。現在、町内では見守

りが必要な61世帯に対して緊急通報システムを貸し出しております。本年度については、

人感センサーつき緊急通報システムを30台購入し貸与してきていますが、平成25年度に

おいては、新たに10台購入することとしておりますが、今後におきましても、認定調査

や訪問活動等することで、支援が必要な高齢者を把握し、普及に努めていきたいと考え

ておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 前回聞いたよりも件数がふえているなと、たしか、前は五十何

件ということで、若干はふえているなというふうに把握いたしました。 

  それで、要綱を見ますと、いろいろ要件、対象者の要件がいろいろありまして、65歳

以上のひとり暮らしの高齢者、いろいろ健康状態、身体状態含めていろいろクリアしな
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ければいけないことがあるんだろうと思うんですが、そのほか町長が認めた者というと

きに、私も何件か相談されるんですが、自分は最初から該当しないというふうに思って

しまう方がやっぱりいらっしゃるんですよね。例えば、健康状態がよくても、全く１人

でいるとか、倒れるのはいつ倒れるかわかりませんので、そのことを含めれば、多分該

当するんだろうと。それは相談しない限り、するかどうかわからないので、そういう先

入観持っている方が結構いらっしゃるので、やはり、私も役場にまず相談しなさいと、

行って相談して受けられるようになった方もいらっしゃるんですが、そういう方含めて

幅広くやっぱり周知を図るのと。 

  それから、今、鶉橋主幹が言いましたように、やっぱり担当のほうできめ細かに把握

をしながら、逆にこちらからどうですかと働きかけをしていくということも必要なのか

なと。この61件でいいとは思いませんので、これからまだまだ普及図る必要があるのか

なと思って質問させてもらいました。答弁お願いいたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鶉橋主幹。 

○鶉橋浩行保健福祉課主幹 今のことについて、続けて回答させていただきますが、本当

に支援が必要な方については、随時保健師なりケアマネージャーが訪問活動を行ってお

りますし、あと広報等でも周知してきているというのもあります。それからあと、町内

会ですとか民生委員等のご協力によりまして、そういう方たちの把握にも努めていきた

いと考えておりますので、そういう支援が必要な方について、これからも把握に努めて

緊急通報システムを貸与できるようにしていきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、70ページから71ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、72ページから73ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、74ページから75ページ。 

  山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） ページまたがっていくと思うんですが、障害者支援事業につい

て質問したいと思います。 

  昨年６月ですか、自立支援の法案が多少といいますか、ちょっと変わりまして、自立

支援、何ですか、総合何とかと変わりました。それによって、今回も予算出ていますが、
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具体的にどういう点で支援受ける方のデメリットが出てくるのか。それから町の負担等

含めて、どんなふうに変わるのか質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 浅井主査。 

○浅井尚幸保健福祉課主査 ただいまの山本委員の質問にお答えしたいと思います。 

  障害者の自立支援法につきましては、18年度につくられた法律でありまして、この間、

国の法改正によって毎年制度内容というのが変わってきております。今回、法律の基本

理念そのものがちょっと見直しされるということで、法律名自体が今年の４月から障害

者総合支援法ということで変わることになります。この中で、大きく変わる点があるん

ですが、この法改正に伴って、障害福祉サービスの縮小ですとか、あと廃止というもの

は基本的にはありませんので、サービスの低下ですとか、利用者の不利益ということは

ないのかなと考えているところです。 

  この法改正によって、今大きく変わる部分になるんですが、障害者の定義の中に、難

病等というのが加わります。これによって、難病疾患で一定程度の障害のある方々も障

害福祉サービスを提供できるようになります。なので、サービスの拡大が図られるとい

うことで考えております。 

  また、もう一つ大きく変わる点としまして、障害福祉サービスを受ける方が、今後サ

ービスを受ける際に、個別のサービス等利用計画を必ず作成する必要が生じるというこ

とになります。これは介護保険で言うケアプランの作成と同じようなものなんですが、

本町ではこういった障害者の計画作成が必要な方が約70名ほどおりまして、そちらの計

画作成ですとか、モニタリングという部分で対応というか、そういったものが必要にな

ってくるかなと。 

  そこで、この計画作成については、町はすべて計画作成するというのが、かなり70名

だと厳しい部分もありますので、一部専門の民間事業所に業務委託を考えております。

それで、今回、相談支援事業所運営経費ということで321万6,000円ということで予算計

上させていただいております。その他の自立支援給付事業等でも、難病の方のサービス

が受けられるように若干予算を上乗せしている部分もあります。いずれにしましても、

障害のある方が十分な支援を受けられるように準備を進めて適切なサービスを提供して

いきたいと考えております。 

  以上になります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 従来の自立支援法から今回変わった点については、ほぼ従来ど

おりと、少し拡大が図られたという点にとどまったと。本来なら、それ以前の障害者の
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方々含めて出されている案、例えばの例で、負担の問題、無料にすべきところを、今回

は、一部は無料ですが、原則１割負担と。そういうふうに、悪くもなければ、大きくよ

くもなかったというふうな点では、これは町の問題でありませんので、国全体の問題で、

それは自立支援法が残ってしまったと。本来なら廃止をして無料にすべきところが残っ

てしまったという点は残念な思いがありますが、それと、サービス受ける方については、

従来と同じと、若干増えたという点では、それはここで確認いたしました。 

  それで、町への負担なんですが、先ほど委員会でも説明がありました計画をつくるこ

とが本来なら今まで道のほうでやるのを町のほうに移ったと。それで、町の中では事業

が計画をつくり切れないので一部委託をすると、それは制度上、仕方がない問題ですの

で、それはそれで認めざるを得ないんですが、十分、今まで、今70名ですか、受けた方

がサービスを受けられるようにきちんと対処すべきと思っています。これは４月以降で

すので、どんなことが起こるか、まだ想定できないと思うんですが、従来どおりのサー

ビスができるように十分体制を強化といいますか、すべきと思って質問させてもらいま

した。答弁。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 答弁要りますか。 

○８番（山本和子委員） はい。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 浅井主査。 

○浅井尚幸保健福祉課主査 障害の福祉サービスについては、毎年制度内容変わりまして、

それに伴って町としても、国のちょっと法律の内容を見ながら、あと管内の状況を見な

がらサービス内容等を提供していきたいと考えております。 

  相談支援事業につきましても、今、管内的にも事業所に委託する等々の対応がとられ

ていますので、こちらも準備を早急に進めて、利用者の不利益にならないようには対応

したいと考えております。 

  以上になります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、76ページから77ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、78ページから79ページ。 

  佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） ちょっとお聞きをしたいんですけれども、78ページの備品購

入費でパソコンが入っていますし、その下に使用料でもパソコン使用料が入っているん
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ですが、購入したこの内容についてご説明をちょっとお願いしたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 浅井主査。 

○浅井尚幸保健福祉課主査 ただいまの佐々木委員のご質問に回答したいと思います。 

  78ページの、まず、最初の備品購入費のパソコンなんですが、こちらは障害の給付事

業をやるのに、国保連等々と給付請求のやりとりをするのにパソコンが必要になってき

ます。こちら、今まで使っていたパソコンにつきまして、耐用年数が過ぎて、ソフトの

状況も、ソフトいうか、ＯＳの状況が使えなくなるということもありますので、これの

入れかえということになります。 

  もう一つ、下の障害福祉支援員の活動経費のパソコン使用料につきましては、支援員

のパソコン、一応協力隊ということなので、３年の契約という部分もありますので、パ

ソコンをリースという形で借りております。 

  以上になります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、80ページから81ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、82ページから83ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、84ページから85ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） したら、次に、86ページから87ページ。ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） ここで暫時休憩します。 

（午後 １時４３分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時４４分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 88ページから89ページ。 

  １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 自殺対策緊急強化推進事業、これ昨年も道の補助の事業で行わ

れたと思います。ゲートキーパーの講習なんかも受けられたようですが、残念ながら今

年に入っても亡くなられた方がおりますので、ただ、講習だけではなく、チラシだけで

はなく、やはり私、これ緊急電話というか、命の電話というのがすごい大切でないかと
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思いますが、この34万6,000円、どのような計画をされているのかお聞きをいたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 伊東委員の質問にお答えいたします。 

  心の健康づくり支援事業の事業内容は主に２つありまして、１つは、やはり普及啓発

は正しい自殺の現状だとか、うつ予防には欠かせないものですので、また、相談先の周

知も必要ですので、これに対しては町独自のパンフレットも作成して、広く住民に行き

渡るように予定しております。また、働き盛りの年代で自殺が多い現状を踏まえて、事

業所などに直接出向いて健康教育、また、その前段階の思春期の対策も必要ですので、

学校に出向いてうつ予防、あとストレスの対処法なども伝達していきたいなというふう

に考えております。 

  相談体制なんですが、先ほど伊東委員からご指摘がありました24時間の電話というの

は、道、国、あらゆるところで実施しておりますので、それを利用しながら、ただし、

身近な場所でも相談は必要ですので、町でも心の相談日というのを９月から開設してお

りますので、これは継続して実施していて、広く道や町の活用してもらいながら対応で

きるようにしたいと考えております。 

  また、先ほどおっしゃいました自殺ゲートキーパー研修は、24年度は基礎研修という

やり方で実施したんですが、今年度におきましては、少し壮年期の全段階である思春期

にターゲットを置いて、専門研修という形で広げて地域住民の皆さんと一緒に見守りを

していけるような体制を考えております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 道の24時間体制の心の相談電話というのはわかっておりました

けれども、やっぱり地元の人が気軽に相談できるようなというのは、この心の相談とい

うのは、その日だけですよね、電話。それを24時間対応するというのは大変かもしれま

せんが、せめて日中だけでも、いつでも相談できるような体制があったら、悲しいこと

ができないで済むのかなという気もしますので、ぜひそんなことも計画の中に入れてい

ただきたいなと思って要望いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 今、ご指摘のとおり、相談日は月に２回しかないので、お気

軽にいつでもご相談くださいということにしているんですが、実際は、もう相談日だか

らといってご利用されている方もいるし、相談日は関係なく、やっぱり伝えたいときに

悩みを伝えに来るという方も出てきておりますので、対応できる限り個別に対応してい
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きたいと考えております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本裕吾委員。 

○９番（山本裕吾委員） ただいま岸主査のほうから、伊東委員の質問に答えられたんで

すけれども、私の母もかつて社会福祉協議会の中で、心の心配事相談員をやっておりま

した。その現実も数年にわたって聞いておりました。今、その心の相談日も含めて、そ

れはやはり緊急を帯びて、その症状においては、やはりそういうことを設置しているこ

とでなく、設置している期間にのぞいても、これは緊急的に、あるいは人として心情的

に対処しなければならない、当然至極な話でございまして、そういった中で、民生委員

だとか、あるいは児童委員だとか、あるいはその学校、あるいはＰＴＡという形もいる

し、町内会、ここのやはり横の連絡ですね、横断的な。こういうものをきちっと構築を

これから、されているんでないかとは思いますけれども、さらに深く関係部署と連絡を

取り合っていただいて、非常にこういうものは、これからどんどんふえておりますし、

学校内もそうですし、学校の先生もそうですね。 

  だから、町民だけということでなくて、やっぱりよそから通われている先生方も多く

おいでになりますし、そういった中で、学校が運営されているということ、経緯でござ

います。非常に複雑多岐にわたっているこの世の中でございますので、そういう分も含

めて、横の連絡体系をどのように現在構築されていて、さらにまた、これから今の我が

国の現状を踏まえた中で、これは経済状態だとかいろいろなこと、家庭環境だとかいろ

いろなことによってやっぱり変わってくるかと思いますけれども、非常に人間の心底の

本当に奥の、心の奥底の問題ですから、やはりこの辺は慎重に行政側として対処すべき、

また、我々地域住民としても、その気づき、ふだんの生活の中ですね、やっぱりその変

化だとか、見直しながらやっていかなればならないというふうにも、私自身もそう考え

ますが、この予算に当たって、この辺のところ、どんなふうに今はなっておりますか、

この際お尋ねしておきたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 山本委員の質問にお答えします。 

  自殺対策のネットワークというところですが、うちの町で自殺対策を始めたのが今年

度初めてということで、まだ本当にネットワークができているかと言えば、そこまでに

は至っていないんですが、きっとこれは全国レベルでも、また、道レベルでも検討して

いるところではないかと思います。 

  それで、町だけで考えるというのは大変難しいことですので、管内市町村が集まって、

また、医師なども集まって、自殺対策連絡協議会というのが設置されていますので、そ
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この中でもまた検討していく方法について、それを町のほうでどう生かせるかというこ

とも取り入れながら考えたいと思いますし、今年行った自殺対策のゲートキーパーの研

修では、関心の高い方も本当におられまして、この方たちをまた専門研修にも引き込む

というか、一緒に見守る体制として組んでいきたいなというふうに思っていますが、な

かなか年齢幅も広いので、今年は思春期、また、その後は高齢者といったふうに分けた

体制で自殺対策を考えて、それが１つにまとまっていけばなというふうには構想してお

ります。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本裕吾委員。 

○９番（山本裕吾委員） 現場サイドと申しますか、今、主査のほうではいろいろなネッ

トワーク、そしてまた、その部署の関係の道ですとか十勝管内、道ですとか、あるいは

国の単位で、そういうことが講習等も含めてやられているんでないかと思いますけれど

も、これはやはり政策的に、ここの今の保健福祉課のみならず、やっぱり多岐にわたっ

ての教育関係、あるいは町民課を含めて、これはきちっとした、本町ででき得るべきも

のはやるというような形でやはり今スタートということでございまして、本町ででき得

るかどうなのか、その辺のところいかがでしょうか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 柚原課長。 

○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。 

  確かに、日本全国で年間３万人という、交通事故の死亡者よりかなり多いと、その中

でも特に本町におきましても、北海道の中でも、率的には、人数は少ないんですけれど

も、率的には高いという特殊な地域性がございますので、やはりふだんから見守り体制

というのはできれば一番いいんでしょうけれども、なかなか少ないスタッフでやりくり

するというのも、結構厳しい状況もあります。 

  ただ、そう言いながらも本町内でもいろいろ連携をしなければならない。先ほど委員

おっしゃった民生委員だとか、ＰＴＡだとか、学校の先生だとか、そういった部分もこ

れから連携していくのは当然必要になってくると思いますので、今すぐできるとすれば、

関係部局集まって、それなりの体制をこれから構築していく前段の集まりをして、それ

から具体的に広めていくような形をとっていきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） 89ページの除細動器借上料、これ６万7,000円計上してありま

すけれども、 これは借上料という言葉からすればリース契約だと思うんですけれども、
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これは何年のリース契約で今回、１年当たり６万7,000円借上料が発生するのかどうか。

それと、この契約で、リース契約でやったら、それが終わった場合に、新しい機種等が

出た場合に、どういう契約になっているのか。その２点質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鶉橋主幹。 

○鶉橋浩行保健福祉課主幹 角田委員のご質問にお答えしていきたいと思います。 

  この僻地医療対策のＡＥＤの借上料、それから備品購入費含めて今回新たに計上させ

ていただいているんですけれども、これにつきましては、実は、僻地医療対策事業とい

うことで今回ネーミングされているんですけれども、道立糠平診療所が、実は平成19年

に廃止になっているんですけれども、廃止診療所所在町村に対して、そのときに地域医

療の確保を図ることを目的にしまして、医療機器等の購入費が補助されてきております。 

  そして、そのときに糠平地区にＡＥＤ２台と全自動血圧計を設置してきているという

ことで、それから、実は平成19年に設置しているということで、ＡＥＤについては、そ

のとき購入ということで対応しているんですけれども、５年間のサポート契約というの

をそのときに締結しまして、去年の７月末に、そのサポート契約が切れているんですが、

その後、今年の３月31日まで、サポート契約延長する契約を結んだんですけれども、古

いＡＥＤの機械ということになっておりまして、電極パットやチャージパックなどの部

品の供給ができなくなるということが想定されましたので、平成25年度の予算でＡＥＤ

のレンタルと収納ボックスを購入するという予算を計上させていただいているものです。 

  そして、今回については、除細動器は、前回は購入だったんですけれども、レンタル

ということで、リースということで契約は１年契約ということにしていきたいと思って

おります。そうすることによって、機械が古くなっても、新しい機械で対応できること

になりますので、機械が古くなるということはありませんので、そういうようなことで

対応していきたいと考えております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありますか。 

  山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 予防接種経費について質問します。 

  ３点質問したいと思っているんですが、この中の子宮頸がん、小児用肺炎球菌、ヒブ

ワクチンは25年度から定期接種化に向けて今動いていると。多分法案自体は25年からに

なると思うんですが、その場合に、今回は国からの補助金等入っていませんが、財源は

どうなるのかということについて質問いたします。 

  そのときには同時に、今まで定期化されている予防接種についても、普通交付税の率

がふえるというふうに聞いているんですが、その対応と。 
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  ３点目が、おたふく風邪、水ぼうそうについても、国のほうはいずれ定期化のほうに

向くんだろうと思うんですが、一、二年なのか、ちょっとその方向について検討してい

るかどうか、情報があればお願いいたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 河野主幹。 

○河野和子保健福祉課主幹 山本和子委員の質問にお答えいたします。 

  １点目です。子宮頸がん等予防ワクチンとヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、

この３つにつきましては、今年度まで子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業によりま

して補助されてきた予防接種でございます。25年度につきましては、その補助事業は中

止ということで、予防接種を定期接種に位置づける、法に位置づけるということで計画

はされていっております。進捗状況につきましては、一応今国会に提案する予定である

ということで、情報提供はいただいております。その際の、今回歳入のほうには入れて

おりませんが、結局補助がなくなるということで、その費用につきましては、補助と同

じ９割相当分を地方交付税で補填するというふうに聞いております。 

  もう一つ追加しまして、これまでやっていました小児の定期予防接種につきましても、

交付税で９割相当分を予算化するということで情報提供を受けております。 

  すみません、３点目です。おたふく風邪、水ぼうそうにつきましては、まだ新たな情

報が入ってきておりません。今やっている３つの予防接種につきまして、定期接種化し

た後に定期接種に向けて、法制化に向けて進めていくという段階以上に進んでいるとい

う情報は入っておりません。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 情報はわかりました。要するに、予算上の収入の中で補助金と

か交付金ではないので、入ってくる予算では見えてこないと、それで把握させてもらっ

て、ただ、交付税で入ると、交付税が減らされるというときに、交付税で見て見たと言

われると、何か本当かなというふうには思ってしまうものですから、交付税に入るとい

うことで確認させてもらって、多分６月補正等の予算は一切出てこないと、多分、そう

いうふうに把握させてもらいました。答弁があれば、お願い、いいですね。わかりまし

た。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。もういいですね。 

（「はい」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） ここで暫時休憩いたします。再開は２時15分まで、14時15

分といたします。 
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（午後 ２時０２分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１３分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 90ページから91ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、92ページから93ページ。 

  角田委員。 

○７番（角田久和委員） 93ページ、健康増進センターの管理運営事業で、備品購入費で

小型自動高圧蒸気滅菌器31万5,000円予算計上してありますけれども、これの内容につ

いて質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鶉橋主幹。 

○鶉橋浩行保健福祉課主幹 角田委員のご質問にお答えしたいと思います。 

  健康増進センターの機能の中に保健機能というのがあるんですけれども、その中で、

いろいろな健診業務とかで、歯科健診ですとか、そういうときに使います器具を洗浄す

るために、実は高圧の蒸気で滅菌するという方法をとっております。その実は小型の高

圧滅菌器が、実は昨年、平成24年度途中に故障している状況となっておりまして、実は

今緊急で借り入れといいますか、貸し出しを受けているんですけれども、その小型蒸気

滅菌器を新規に、新年度予算で購入していこうということで、入れかえのための予算を

計上させていただいたものです。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありませんか。 

  ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 今、質問にあった健康増進センターの管理運営費ですけれど

も、昨年の当初予算より300万ほど安くなるというか、全体の予算額より低くなってい

るんですが、これの要因は何なのか。ほかのものについて、委託料等はむしろ上がって

いるんではないかなというふうに思って見ているんですけれども、ご説明願います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鶉橋主幹。 

○鶉橋浩行保健福祉課主幹 佐々木委員の質問にお答えしたいと思います。 

  実は、平成24年度では健康増進センター建設から15年が経過しているということで、

建物の、それまではボイラーですとか、そういうところの修繕が結構多かったんですけ
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れども、平成24年度では、実はそれまでの経年劣化といいますか、屋根の部分ですとか、

あと窓際の部分の水漏れといいますか、そういうものが顕著になってきまして、ちょっ

と事業を進める中で支障を来すような事態になっていたものですから、天井部分と、そ

れからすき間のコーキングの部分の修繕の予算を400万ぐらい見させていただいており

ましたので、その部分が実は平成25年度にはありませんので、その分で300万ほど少な

くなったものと思われます。 

  以上となります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありませんか。 

  山本委員。 

○８番（山本和子委員） 未熟児養育医療給付事業について質問いたします。 

  予算書上、今回初めてですが、この事業についてと。それから未熟児医療についても、

上士幌の子供医療助成にすれば、徴収金とありますが、本来なら無料だと思う、その辺

の関係について質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 河野主幹。 

○河野和子保健福祉課主幹 山本和子委員の質問にお答えいたします。 

  未熟児養育医療給付事業につきましては、これは母子保健法の20条に規定されている

もので、都道府県が実施主体で従来やってきていたものなんですけれども、平成23年に、

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律という長ったらしい法律なんですが、それによりまして、平成25年度からは市町

村の事務にしないさいというふうに決められたものでございます。 

  概要につきましては、生まれてから未熟児で入院を必要とする重症のお子さんに対し

て、保育器に入るような状態だと思うんですけれども、道のほうが指定した医療機関に

おきまして、養育に必要な医療給付を行う制度であります。給付に関しましては、健康

保険による医療給付費を除く費用に対して、所得に応じて徴収基準額、自己負担幾らま

でというのが決められておりまして、その部分を除いて医療保険と、その自己負担分を

除いた残る部分について医療給付をしますよという内容です。上士幌町は、子ども医療

費助成事業がありますので、自己負担分に残る分については、そちらで給付することと

なります。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、94ページから95ページ。 
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  山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） これは補正予算にもあったんですけれども、北海道後期高齢者

すこやか推進事業というのがここにあるんですが、一般的に見ますと、いろいろな健診

等についての補助だろうと思うんですが、後期高齢者医療の事業の中から、この予算が

出てくるの、どういうものかなと思って、国や道の制度上ある予算だと思うんで、それ

について質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 河野主幹。 

○河野和子保健福祉課主幹 お答えいたします。 

  北海道後期高齢者すこやか推進事業につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合

が実施する補助事業でございまして、主に健診、健康増進事業に関して助成をいただく

ものです。具体的には、これまで老人保健法でやっていたものが20年度から健康増進法

に変わりましたので、そこの部分のがん検診、それから高齢者の予防接種につきまして

は、予防接種法の中にありまして、その部分の一部ということで、その２つについて助

成するものでございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） そうすると、今まで国民健康保険の中で助成されてきたものが

後期高齢者医療、前も高齢者のインフルエンザ等についての補助金がありましたよね。

それがこれに移ったのか。町の制度ではありませんので、ここで、どうのこうの質問し

ても仕方がないと思うんですが、後期高齢者医療推進事業と言いながら、町の、多分75

歳未満になるのか、その制度と違うのに、ここに出てくるのは何でかなと思って、私も

ネットで開いてみましたら確かにこの事業ありました。がん検診やインフルエンザの予

防に対して補助するというのがあったので、その事業だなと思ったんですが、制度上、

何でここ出てくるのか、町の予算である、直接の町の事業でありませんので、その点に

ついて確認させてもらいました。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 答弁要りますか。答弁ありますか。 

  河野主幹。 

○河野和子保健福祉課主幹 おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

  次に、96ページから97ページ。 

  山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） すみません、いろいろ制度上の問題まで含めて質問させてもら

って。今回の後期高齢者健診について、これはいつもここの、町の事業の中で委託され
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て行っている事業なんですが、年々受診者につきましてはふえていますので、受診率も

ふえてはいると思うんですが、全体的にやはり受診率が低いんではないかと。23年度は、

私が前にもらった資料で105人と、ずっとメモしていましてあるんですが、24年度、お

よそどれぐらいあるのかと。それから25年度は予定どれぐらい見ているのかと。それか

ら心電図、眼底検査が多分ないかと思うんですが、それについて、前も質問させてはも

らっているんですが、これはやるとすれば町独自の事業になるんだろうと思うんですが、

その点について必要性はないんだろうかということで質問させてもらいます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 河野主幹。 

○河野和子保健福祉課主幹 まず、受診人数なんですけれども、平成24年度につきまして

は、現在時点で72名の受診予定です。25年度の予算枠につきましては、90人を見ており

まして、大体前年度同様という形で予算を組んでおります。 

  ２点目の健診内容につきまして、心電図、眼底検査は必要がないかというご質問なん

ですけれども、これにつきましては、先ほどの北海道後期高齢者医療広域連合のほうか

ら町に委託をされている健診業務になります。実は、その健診の実施要綱というのがご

ざいまして、その要綱の中に、その２項目は含まれておりません。そのために町が実施

していないという状況になります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 受診率に関して言いましては、年々、若干ずつではありますが

ふえていると。当初、20年のときには、例えば糖尿だとか血圧の、飲んでいる方はだめ

だということもありましたが、21年からは全員、希望者は受けられるようになりまして、

その後ふえてきています。 

  ただ、全道的な平均、全国的な平均から見ますと、まだまだ少ないんではないかとい

うふうに思っています。確かに、結構病院に行って、私もそうなんですが、病院に行っ

ていろいろ検査受けますので、受けた方がまた町で受けるかといったら多分受けないだ

ろうと思うんですよ。それは、実際には受けている方が多いと思うんですが、実際に受

診率の中には入ってこないということを含めて、それでもやっぱりほかの他市町村に比

べて、多いところは更別とか、資料あるんですが、結構率が高いところがあります。池

田、更別等々、結構、そこに比べるとまだまだ少ないのかなと思っています。 

  それから、心電図、眼底検査、道のほうの広域連合のほうの委託を受けてやっていま

すので、多分その要綱に沿ってやっていますから入っていないんだろうと思うんですよ。 

  ただ、私も小さい目で要綱をずっと見ましたら、いろいろ問題がある方については心

電図、眼底検査受けるみたいな括弧書きで小さい字でありましたが、だから、受けなく
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てもいいんではなくて、必要性もあるんだろうというふうに私は把握してみたんです。

これはどっちにしろ、道のほうの広域連合の問題と、それから町独自でやるかどうかの

問題でちょっと板挟みになるかと、その点について答弁があればお願いいたします。 

（「暫時休憩」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 暫時休憩します。 

（午後 ２時２６分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時２７分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 河野主幹。 

○河野和子保健福祉課主幹 健診の受診数につきましては、確かにご指摘のとおりという

ことで、できるだけ受けていただきたいということでは周知を図っていきたいというふ

うに思います。 

  それから、要綱に関する心電図と眼底検査につきましては、これにつきまして、でき

ないわけではないと。そこまで読み込める、確かに内容にはなっているんですけれども、

実際にはかなりの高齢者の方が病院を受診されているという経過があって、実は国保の

特定健診の中にも眼底、心電図があるんですけれども、医療機関に受診している方につ

いては対象から除くという項目もありまして、今のところは項目に追加して実施すると

いう考えはございません。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、98ページから99ページ。 

  山本弘一委員。 

○３番（山本弘一委員） この５番の労働費で伺いたいんですけれども、ちょっと私勉強

不足で説明いただきたいんですけれども、労働費で本年度は1,380万と、この内容が一

般財源380万、特定財源として、その他1,000万となって、右側に入って説明が入ります

と、これは貸付金として労働金庫に貸し付けをしているんだと。毎年このように計上さ

れていますけれども、これは一体、労働金庫に対する出資金なのか、積立金、どういう

ものなのか、ちょっと説明願いたい。 

  もう一つ、それと委託料ですけれども、明渠排水、本年度も雑木処理業務として310

万1,000円を計上されておりますが、この経費であれば、その明渠排水というのは承知

のように、農業土木、そっちのほうの科目に入れたほうが緊急雇用対策でも、ここでな
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ければ駄目なのかと、この辺を質問したいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 弦巻主幹。 

○弦巻佳光町民課主幹 お答えいたします。 

  まず、最初の労働対策経費の中の貸付金なんですけれども、労働金庫に対しまして

1,000万円、これを預託金といたしまして、労働者が借り入れをしたいというときに、

これを原資としまして預託をしているという形です。ですから、歳入歳出同額という形

で、４月１日に労働金庫に預けまして、後は、それをもとに労働金庫から労働者に対し

て貸し付けがあるいう形です。３月31日に労金のほうから解約という形で歳入という形

で1,000万円が入ってございます。 

  続きまして、緊急雇用対策事業の310万円についてなんですけれども、これにつきま

しても、内容としましては、雑木整理という形で、明渠排水及び最近通学路の路肩等の

雑木整理というのを内容としてやってございます。内容はそうなんですけれども、事業

の目的としましては、季節労働者の対策という形でやってございますので、今回のこの

労働費の中で計上をさせていただいております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本委員。 

○３番（山本弘一委員） ということは、労働対策室は、メインとしては季節対象者を対

象としてこのことを考えておると、こういう認識でよろしいですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 弦巻主幹。 

○弦巻佳光町民課主幹 そのとおりです。それで、事業につきましても、この内訳としま

して、季節労働者、これから受け付けをします。４月上旬に募集をしまして、対象は25

名、作業日数については９日間という形で予算を計上しております。季節労働の対策な

ものですから、４月中に事業が完了という形で現在予定をしております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） なければ、暫時休憩します。 

（午後 ２時３２分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時３３分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、100ページから101ページ。 

  山本弘一委員。 
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○３番（山本弘一委員） これ農業委員会の分野ですけれども、この101ページ、地籍調

査事業で12万5,000円と計上されていますけれども、これ町の企画課になるのか、農業

委員会になるのか、地籍というのは現実的に進んだんでしょうか。大体町内の農地、土

地含めてでき上がっているのか、その辺はどうなんですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 有賀主査。 

○有賀孝行農業委員会事務局主査 地籍調査に係る予算につきましては、既に完了してい

る地区の修正等が起こる場合にかかる委託経費等になるわけなんですけれども、それか

ら、１年に一度、既に完了している地区の地籍図の修正を行います。これは１年間の間

にある分合筆の線を入れる作業になります。これが１年分を１回修正を行っている委託

料になります。その合計金額になります。 

  以上、説明を終わります。 

  すみません、追加いたします。 

  進捗状況なんですけれども、既に完了している地区につきましては、おおむね65％、

地籍調査が必要な箇所のうち65％が完了しておりまして、地籍調査が必要な箇所で、ま

だ実施されていない地域が35％でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本委員。 

○３番（山本弘一委員） これ農業委員会に言う、言わないほうがいいかな、ということ

は、その35％がまだこれからどうしても必要な地域であるいうことであるから、あと速

やかに農業委員会としても、この地籍の面では戸籍のようなものですから、進めてもら

うように努力していっていただきたいと。 

  以上です。答弁要りません。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 要望でいいですか。 

○３番（山本弘一委員） 答弁要らないです。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 答弁要らない。 

○３番（山本弘一委員） はい。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） なければ、102ページから103ページ。 

  １番、伊東久子委員。 

○１番（伊東久子委員） これ、今年初めての事業だと思うんですけれども、102ページ

の青年就農給付金事業補助300万、これをどのような事業なのか、新規就農のためのも
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のなのか、経営の不安定な新規就農と書いてありますよね。初期段階の青年就農者のう

ち、国の定める要件を満たした者に対し支援するということで、これは何件予定してい

るのかお聞きをいたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 新井主査。 

○新井英次郎農林課主査 こちらのほうは、新規就農対策になっております。新規就農し

た場合は、最初の年度、数年間はやはり経営的にも厳しい状況になっていますので、そ

の所得を補うということで年間150万の補助金となっております。一応予定しているの

が、25年度につきましては２戸予定しております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 現在、就農されている方については対象外ということですか、

これから、25年４月１日から始めるということなんですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 新井主査。 

○新井英次郎農林課主査 こちらのほうは、以前に就農していても該当になります。ただ、

就農の給付の期間が５年間となっておりますので、例えば５年前に就農した方について

は対象になりません。４年前でしたら１年間分が対象になることになります。全額国費

の事業になっております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 

  ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） 103ページですね、農業体験者宿泊施設管理運営事業、今年度

79万2,000円予算計上してありますけれども、この施設の近々の利用状況について質問

いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 新井主査。 

○新井英次郎農林課主査 まず、23年度の利用実績なんですけれども、12名の方が、延べ

日数で言いますと、1,196日間利用しております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） 24年度の現在までの利用実績はわかりませんか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 新井主査。 
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○新井英次郎農林課主査 今、きょうまでの日数等はちょっと今数字ちょっとお持ちして

おりませんけれども、今現在４名の方が利用している状況になっておりまして、３月ま

でに５名の方、もう１名ふえまして５名の方が利用する予定となっております。 

（「延べ日数お願いします」の声） 

○新井英次郎農林課主査 ちょっと今数字押さえていません、すみません。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） 平成23年12名、24年４名です。この体験者の、この後の動向と

いうのはどういうふうになっています。例えば、この町で何らかの形で農業にかかわれ

るだとか、あるいは残念ながら、体験はしたけれども、この町からいなくなったと、そ

の辺の利用状況ですか、後の状況の把握はされていますでしょうか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 新井主査。 

○新井英次郎農林課主査 こちらのほうを利用して、町内の農家さんと結婚されてという

のは、過去にはちょっと数件あったんですけれども、最近は基本的に従業員の方の利用

が多いので、そのまま就農とか後継者になるというのは、ちょっと最近は案件としてあ

りません。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 

  佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 同じところでちょっとお聞きをしたいというふうに思います。 

  これ実際ちょっとわからないんですけれども、利用農家というか、ところが固定化し

ているというような話もありますし、本来の後継者対策、簡単に言えば、花嫁対策の一

環としてこれできたという経緯があるわけですけれども、それはほとんどそういう形に

は今なっていないというふうに聞くところもあるわけですけれども、実態は今、今の話

では成功した例はないけれども、積極的に例えば、町農協等でつくっている花嫁対策の

交流会等には皆さんがきちっと出られて、そういった交流を深めているということがあ

るのかどうか。そういうこともないというふうに実は聞いているわけです。言い方を変

えれば、単なる宿泊施設になっているというふうに聞いている部分があるんですが、実

情はどうなのか、お聞かせをまず願いたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 松岡課長。 

○松岡秀行農林課長 レディースセンターに入所をされております方との、その花嫁対策

での活用でございますけれども、それにつきましては、実際、去年も同じようなお話を

したんではないかなというふうに記憶しておりますけれども、そこの方たちと実際に具
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体的なそういった対策が今現在されているのかと言いますと、これはなかなかし切れな

い部分がございます。レディースセンターにつきましては、これもまさに去年の話に戻

るかと思うんですけれども、あけておくよりは有効に施設の活用を図るべきではないか

ということで、レディースセンターの現在の位置づけはそこにあるんではないかなと思

いますので、そのことと後継者対策、花嫁対策というのは、また少し違った切り口で今

実践をしておりますので、その活動につきましては、農業委員会のほうが主体となって

おりますので、そちらのほうからの答弁をお願いするところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 農業委員会局長。 

○馬場俊之農業委員会事務局長 交流会の関係ですけれども、実際、農業後継者対策推進

協議会主催で地元の実習生を対象にした交流会というのは、残念ながらちょっと開催は

しておりません。ただ、うちでもホームページを使いまして、体験実習生の募集はして

いるんですけれども、今年度１件もちょっと問い合わせがないという寂しい状況になっ

ております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 実情はある程度僕なりに聞いているところです。でも、今、

課長から答弁があったように、せっかくある施設だから有効に利用しようという部分に

ついては全く異論のないところです。ただ、そこから見えてくる、この町の農業が抱え

ている実態や課題というのをどういうふうに、次に政策的展開をするかということに、

どうしているかということがちょっと気になるところであります。 

  さっき伊東委員の質問に答えていました、その新規就農対策の青年就農給付金等、こ

れは道でやっている事業ですけれども、こういったものについて一定の動きがあるし、

新規就農者に対する仕組みも昨年つくられてやっと動き出したというようなところにあ

るんですが、もう一つ、農家における従業員の数というのは、今膨大になってきている

と思うんですよ、うちの町の中で言えば。それに対する施策が何かあるのか、実態調査

はちゃんと進んでいるのか。まず、実態調査できているかどうかということをまず最初

にお聞きをしたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 新井主査。 

○新井英次郎農林課主査 今現在、従業員がうちの町に何人いるかという数字は押さえて

おりません。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐々木委員。 
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○６番（佐々木 守委員） 僕は、その長期計画も含めてずっと見ているときに、うちの

町の長期計画で一番問題だと、これから解決してほしいという事案って何だと思います。

当然長期計画、皆さんも審議したし、当然職員は見ていると思うからわかるんです。ト

ップで就業対策、つまり働く場所がないということなんですよ。片方で農業従業員、農

業における従業員はなかなか集まらなくて、今、海外からも随分来ています。農業の、

特に畜産では、その経営実態が変化今しつつあります。１つの方法として、ＴＭＲセン

ターというのをやって、なるべく分業化を促進して高度な畜産経営をしようという方向

になっています。それで、もう大型の法人では恐らく町内で一番雇用労働抱えています。

そこに対して的確な従業員対策できているのかというとなかなか難しい、できていない

というふうに思います。町はほとんど関与していないんです。 

  その農業労働者に対する関与というのは２つあると思います。１つは、雇用促進する

んであれば、一定の雇用条件というものを経営者感覚できちっと理解をしていただくと

いうことが１つ、これは雇用側の問題としてあると思います。 

  もう一つは、そういった労働者、つまり働く窓口というのをきちっとどっかで告示と

いうか、皆さんに知らしめる方策をとっておかなければいけないと思います。どちらも

対策は一切されていないと思います。 

  それで、もっと言えるのは、うちの町の過疎化率が他の過疎町村に比べて決して悪く

はなかった、2.何％だったというふうに思いますけれども、その大きな要因の１つは、

その農業労働者だというふうに言われているんです。これは行政的な調査が全くないた

めに的確なことはわかっていません。わかっていませんが、そこに光を当ててというか、

そこに問題点を持っていかずして、うちの町の過疎対策は恐らくならないんだろうと思

うんです。 

  今、おくればせながら、農林課主体にはそういうこと今動き出してきていますけれど

も、これだって当確、例えば新規就農で、私もそういう立場にあるんですけれども、後

継者いない農家、２割とか３割というふうに言われているんですけれども、そういうと

ころに積極的に行って、聞き取り調査をして、将来どういう形で営農を就労していくの

かというようなことを調べる時期、そうでないと、うちの町の一次の基幹産業の経済規

模というのは縮小する方向にあっても拡大は一切しないんです。 

  それで、ひとつここで予算の話で、そこまで大きな話をすると大変申しわけないんで

すけれども、そういった類する予算がほとんど見えていないです。そういう町内の実態、

例えば雇用についても、雇用条件がしっかりして問題がなければ、雇う予定があるのか

どうかというようなことも含めて、もう少し聞かないと、調査をしてみないとまずいと



－64－ 

思うんですが、その辺についての、この予算編成に当たって話が出ていないのかどうか。 

  これはほかの課、例えば、ほかの部分にも全部影響する話なんで、住宅対策から何か

ら全部影響する話なんですけれども、そういうことが政策として協議されていないのか

どうかというのをまずお聞きをしたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 松岡課長。 

○松岡秀行農林課長 予算に具体的な数字としては見えていないということでございます

けれども、私のほうもこのことについては、実際の数字の積み上げというのは、今回は

出していないところでございます。では、実態は何もやっていないのかということでご

ざいますけれども、現在、町におきましては、これはどこの町でもそうなんですけれど

も、農業再生協議会というものがございます。これと、町長がトップの協議会でござい

ますけれども、この中におきまして、この新規就農等、今後の支援策も含めながら、ど

うしていったらいいのかという議論は農協等ともに、あるいは関係機関とともに、現在

進捗させているというのが実態でございます。 

  今のご存じかと思いますけれども、このたび、道の担い手センターの活用でございま

すけれども、実際のこの新規就農等対策と言えますでしょうか、これに対してどうする

かといったときに、具体的に農協さんも大切にしなければならないパートナーでありま

すけれども、そこと話がまだ詰まっていない状況、要するに、具体的にどんな支援策が

必要なのかと言った場合に、なかなか詰め切れない実態がございますので、では、手を

こまねいて何もしないのかというところでいくと、私のほうも毎年、毎年同じような思

いをしてきておりますけれども、やっぱり何か動き出さないといけないということで、

担当等も含めて今日まで来ているところでございますけれども、では、今やれることは

何なのかといったときに、道の担い手センターに登録をしながら、貸し出しをしたいほ

う、要するに土地等、農業経営を委譲したい方、委譲を受けたい方、それを担い手セン

ターに登録いただくことによって、担い手センターのほうが相対をしてくれると、それ

に伴って、それぞれの意向を聞きながら模索していこうというところで、先般もお話を

させていただいたところでございますけれども、これにつきましては、各農家、農協さ

ん含め、農協さんの力をおかりしながら、全戸ファックス等も含めながら、今皆さんが

どういうような意向でおりますかといったときに、照会が上がってきたのは３件でござ

いました。 

  やはり、その辺は今後なかなか営農が厳しいというところで、せっぱ詰まっている方

もいらっしゃるなということで、実態は押さえてきておりますので、今はそこのところ

をもう少し膨らませながら、そして、次なる展開としては、具体的な予算計上というも
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のが待っているのかなというふうに考えてございますので、よろしくご理解のほどをお

願い申し上げます。 

  以上でございます。 

（「いいです」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） なければ、次に、104ページから105ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、106ページから107ページ。 

  佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 酪農ヘルパー組合に助成金100万円出しているんですが、酪

農ヘルパー組合の規模、この何年間で相当大きくなっているという気がしているんです

が、このヘルパー組合についても、農協と切り離した法人化という形にしているわけで

すけれども、これ要請がなければ補助金は出さないのか。聞くところ、担当者にはなか

なか、今ヘルパーを３カ月前に抽選でとらなければとれない状態です。それ以上の人を

雇おうとすれば、今11名いるのかな、10名か11名だと思うんですけれども、そこまでふ

えてきていても、そういう状況です。それはもう少し運営に余力があれば、その人を入

れたいというふうに担当職員は言っています。それだけでも10人の雇用はあるんですね、

あそこに。そういうことをどういうふうに理解しているのかちょっと、最近非常に僕は

危機感を感じているんですけれども、これについて、全く事業主体等から要請がないの

かどうか、まずお伺いをしたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 渡邊主査。 

○渡邊純一郎農林課主査 佐々木委員の質問にお答えします。 

  酪農ヘルパーの事業につきましては、酪農振興基金の積立金を活用しながらこれまで

進めてきてまいりました。当初は基金の運用益を持って補助するということになってお

りましたが、金利の関係で基金を取り崩して補助をしているという状況です。それに当

たりまして、ヘルパー組合の組合長並びに農協の担当者と今後の補助金についてという

ことで打ち合わせをさせていただいております。その中では、これまでは補助金として

平成13年には225万というような額を補助しておりましたけれども、年々金額が減りま

して、25年度の予算は100万円の予算を計上しているところです。 



－66－ 

  その担当者と打ち合わせした中で、基本的にはヘルパー組合で、独自で事業が成り立

っていくことが望ましいということでありますけれども、町として補助金を幾ら補助し

ていくことが妥当かという中で一番問題となってくるのが、佐々木委員からもありまし

たとおり、通常の農家の皆さんの余暇とか、そういうことに使う部分では、予約を待っ

てというような状況もありながら、問題となってくるのは、けがとか病気のときの緊急

対策に対しての対応だということで、その部分の経費に関して補助していくという視点

で金額を決めさせていただいております。今言った、その事業を拡大してというところ

での要望は今のところこちらのほうには来ていないというような状況にあります。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 松岡課長。 

○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、この100万円で

ございますけれども、今、渡邊主査のほうからありましたように、これは農協の担当者、

それとヘルパー組合の代表三役の方、打ち合わせを持ちまして、意向を十分に聞きなが

ら、これに反映しているということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

  ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、108ページから109ページ。 

  山本委員。 

○３番（山本弘一委員） ちょっとこれ、どこで質問していいか迷ったんですけれども、

要は、上士幌の和牛、十勝ナイタイ、もしくはナイタイ和牛のブランド化という事業が

ありますね。そして、ここでＥＴ事業だとか、下には肥育促進事業とあるんですけれど

も、ここの場所がいいのかなというんですけれども、言われているように、このブラン

ド化に向けて、もうちょっと町民に対しての、そのナイタイ和牛及び十勝和牛の肉の推

進を町民還元の日だとか、何らかの形、ナイタイを使ったやり方がいいのか、町内独自

で、各店で年の暮れのお歳暮に使うのがいいのか、関係機関、イコール農協あたりとも

ＰＲの中で、結構値段も上等ですから、しますから、その辺のやっぱりＰＲと我が町の

ブランド化を行政として推進しているんであれば、経済団体含めた中で、そのブランド

化の町民還元の日ですとか、何らかの形をとる気はないんですか、どうですか、ちょっ

と。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 松岡課長。 

○松岡秀行農林課長 委員会のときにもお話しいただいていたかと思いますけれども、非
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常に重要なことだというふうに認識しておりますので、この辺はまた農協さんと一緒に

話を詰めてまいりたいなと思います。そのようなことでご理解いただきたいと思います

けれども、この取り組みにつきましては、まさに地産地消の切り口でもあろうと思いま

すので、そのことからも重要と捉えて、あわせながら、どのような形がいいのか進めて

まいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ここで休憩をとりたいと思います。再開は３時15分、５分

前に予鈴をもってお知らせをいたしたいと思います。 

（午後 ３時００分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時１２分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 110ページから111ページ、質問ありますか。 

  山本委員。 

○３番（山本弘一委員） この110ページの中に士幌高校の振興会経費とか出ているわけ

ですけれども、これとは別に、帯広農業高校振興会があるかどうか私わかりませんけれ

ども、上士幌の担い手、後継者というのは結構帯広農業高校に在学、また入学するのが

多いわけです。やっぱりこの子弟の、子供たちも帰ってきて、上士幌で後継者として担

い手になっていくということを考えたときに、何らかの形のやはり帯広農業高校に対し

ての対策も考えるべきではないかと思うんですけれども、ずっと入っていないんですけ

れども、これは課長に言うか、総括でやるかどうなるのか、ちょっと私の考えているの

は、そういうことが検討課題になれるかどうか伺いたい。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 松岡課長。 

○松岡秀行農林課長 申しわけございません。委員さん、本町の子供が農業高校に今通っ

ていると、ということに対して、町としての何か補助的なものがないかというご質問で

捉えてよろしいでしょうか。 

（「そういう考え方を持っているのか。答えづらかったら取り下げ

ますから」の声）  

○松岡秀行農林課長 申しわけございません。その個人に対してということではなくて、

学校に対してということなんでしょうか。 

（「学校の経費だとか、そういうことね」の声） 
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○松岡秀行農林課長 現在、本町の子供に対しましては、農業後継につくという場合、ど

この高校、あるいは大学に通っている場合でも支援しているということがございますの

で、私の今の立場からは、そういった形での支援が必要であれば、拡充というのが妥当

ではないかな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（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

  ほかにありますか。 

（「今、111ページまででしょう」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 111ページまで。 

  山本弘一委員。 

○３番（山本弘一委員） この居辺地区道営担い手支援畑地総合整備事業、この暗渠排水

だと思うんですけれども、私のところは昨日の勝毎の中で、上士幌のこの暗渠排水の中

で帯広の業者が資格がないのにこれを行ったということであります。やはり今後、その

町内の業者がどうこう言うつもりはありませんし、私方の担当課がどうこうということ

もございませんが、今後、このようなことがないように各業者含めた中で選定をきちっ

として通達できるように、また、そういうチェック機能も果たしていただきたい、この

ように考えますけれども、その辺の考え方はいかがですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 松岡課長。 

○松岡秀行農林課長 当然このような下請業者といえども本町の事業にかかわった者にそ

ういうことが起きたということは、許すことはできないだろうというふうに思っており

ますので、その辺のところは発注側といたしましても、しっかりとチェック機能を果た

していきたいと、そのように思っております。 

  今回の道営事業の絡みでいきますと、発注元は道ということになりますけれども、そ

の辺につきましても、しっかりと確認しながら進めるようにまいりたいと、そのように

考えてございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） なければ、次に、112ページから113ページ、質疑あります

か。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、114ページから115ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 
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○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、116ページから117ページ、質疑ありますか。 

  角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） 116ページ、木質バイオマス活用検討事業、本年度48万7,000円

の予算計上がしてあります。それで、これ報償費、アドバイザー謝礼として48万7,000

円計上してありますけれども、平成25年度においては、どのような形でアドバイザーに

来ていただいて、どういう方に来ていただいて、どういう事業をやっていくのか、それ

に対して質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 平田主査。 

○平田佳伸農林課主査 角田委員の質問にお答えいたします。 

  25年度の予算で、報償費として48万7,000円を計上してございます。こちらにつきま

しては、昨年12月の議会において、補正予算でアドバイザー謝礼ということで予算をつ

けていただきまして、今現在、下川町のふるさと開発振興公社の井上氏と、あと議会の

皆様にもご案内いたしましたけれども、１月に林業試験場の酒井氏等に来ていただきま

して講演会を開催してございます。 

  平成25年度ですけれども、引き続き、下川町ふるさと開発公社のほうの井上次長のほ

うに上士幌町にお越しいただいて、アドバイザーとして報償費と旅費相当分、あと１回

分につきましては、まだ確定していませんけれども、林業試験場の酒井氏さんになるか、

ほかの方になるかわかりませんけれども、講演会のほうを開催したいということで、１

回分の予算を見てございます。 

  今現在、上士幌町の公共施設の建てかえ含めて検討されておりまして、その中で、木

質ボイラーの導入を検討してございまして、そのためのシミュレーションを策定するた

めに、井上次長をアドバイザーとして招いて、役場内にプロジェクトチームできており

ますので、そこに入っていただきながら検討を進めていて、ある程度の報告書みたいの

を策定していきたいというふうな形で考えてございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、118ページから119ページ。 

  山本弘一委員。 

○３番（山本弘一委員） この119ページの牧場事業費の中に入っているんですけれども、

その中の説明の中に農用地等取得基金積立金４万7,000円、これは利息だと思うんです
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けれども、このことについて、ここしか言うことないのかなと。この基金の問題なんで

すけれども、これは当初１億あったと思うんですね、この基金が。それで、ナイタイ高

原牧場等々の取得によっての、それを取得したために、現在3,071万2,000円と、こうい

う残高になっていると。４万7,000円利息を足すと3,075万9,000円になりますよというこ

となんですけれども、そこで、農業委員会、農林課になるのかなと思うんですけれども、

今後、上士幌の農地が非常に担い手不足等によっての、それが売買等、小作とか出てく

る可能性が想定されます、10年から20年の間に、担い手不足によって。現在で、10年で

300町だとか500町と言っていますけれども、このやはり基金を活用し、ナイタイ高原牧

場の名をかりた中で一時ストックして、それを上士幌の農地を守っていくということで、

この基金をきちっとする気が、活用して農地を守るということを考える気はないのかど

うか。いかがですか、農業委員会になるのか、農林課になるのか、どちらでもいいです。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ちょっと暫時休憩します。 

（午後 ３時２２分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 再開します。 

（午後 ３時２４分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 松岡課長。 

○松岡秀行農林課長 農林課のほうでお答えさせていただきたいと思いますけれども、町

のそういった流動化しそうな場合、基金を使って守っていくとす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、ケース・バイ・ケースになるんではないかな

というふうに思っております。と申しますのは、やはり町のほうといたしましても、そ

のことが町の有効策になるのかどうなのかということを推しはかっていかなければなら

ないと思いますので、その辺につきまして、また、今後理事者とも詰めながら方向性を

見出していくということになろうかと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本委員。 

○３番（山本弘一委員） 今の答弁の中で、課長は有効策になるかどうかと、当然有効策

にならないことは私言っていません。農業委員会もここにおりますけれども、やはり農

地法が昨年ですか、改善されて、３条基盤法というのを私方の町では農業委員会として

は使っておりました。公募方式を使っておりましたけれども、今度は農地法の緩和によ

って、３条方式、相対方式をしたんだと。だから、小作でも30年でも50年もできるよう
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になりました。それが町界を超えて士幌だろうと、どこであろうといいことになってし

まったわけです。売買も同じようなことになります。農業委員会なりは、それに対して

の法律ですから、駄目ですよということはできないわけですよね。 

  だから、これは今、農林課長、松岡課長言いましたけれども、農協もそこによっての

収入を上げているわけですから、町だけの問題ではないということで。今後、農協とも

話し合った中で、農業委員会含めて、このことを我が町の土地を経済団体ともども守っ

ていただきたいと、守るべきだと私思いますけれども、その方向によって経済団体、関

係機関と調整して進めていただきたいと、これに対して一言あったらお願いします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 松岡課長。 

○松岡秀行農林課長 よい方向性を見出すように努力してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありますか。 

  佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） この牧場について、今年４月、平成25年度から指定管理者制

度を用いて農協が実務運営をするという形になります。この資金についても、従来牧場

を含めて用地等買った経緯あるわけですけれども、その辺に含めて、これ管轄が町営牧

場の管轄になっているんだけれども、今度は農林課に、その事務の一部については農林

課が所管をするという形で、組織機構変えていくということになっているんですが、こ

の辺の取り扱いで、この基金についての対応をどうするかという協議はなされていない

のか。そのままの現状で置くというのは、置くにしても理由が必要だし、基金の中身を

変えるんなら変えるということも必要だし、あるいはもう一度ゼロから、こういう部分

での政策ではなくて、政策のつくり直しをするというのも１つの方法なんですけれども、

今後、こういう形になったというのは、どういう理由なのか、そのままとりあえず置く

という形で予算は組まれているわけですけれども、その辺について、どのような協議が

あってこういう形になっているのか、これから１年ぐらいかけて別な形で対応するとい

うふうに考えているのかどうかも含めて、今回、こういう形にしたというのは理解でき

るんですけれども、なぜこうしたかという理由についてご説明をお願いしたいと思いま

す。 

（「暫時休憩お願いします」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 暫時休憩します。 

（午後 ３時２８分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○委員長（堂畑義雄委員長） それでは、再開します。 

（午後 ３時３０分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐藤牧場長。 

○佐藤桂二ナイタイ高原牧場長 佐々木委員さんのほうからのご質問にお答えをしたいと

いうふうに思います。 

  農用地等取得基金の積立金につきましての取り扱いでございますけれども、基本的に

こちらのほう目的基金ということでございまして、基本的にはこのままこの基金の管理

については継続をするという形で取り扱いのほうなっておりまして、今回はナイタイの

ほうの基金の管理から農林課のほうの基金の管理という形に移っていくというふうにご

理解をいただければというふうに思います。 

  以上でございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） なければ、次に、118ページから119ページ、ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 暫時休憩します。 

（午後 ３時  分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時  分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、120ページから121ページ。 

  ７番、角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） 120ページ、企業振興促進対策費、今年度543万9,000円予算計

上してあります。それで、平成24年度の当初予算が747万3,000円ありまして、本年度は

昨年度に比べて約200万ほど減になっております。この減になっている要因について質

問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 宮部主査。 

○宮部直人商工観光課主査 ただいまの角田委員のご質問にお答えいたします。 

  企業振興促進対策事業の補助金でありますけれども、平成24年度は２件の対象団体が

ありまして、２件分の予算を計上してございましたけれども、24年度で１件が終了いた
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しまして、25年度は残り１件のみということで200万ほど予算を減額しております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） 次に、121ページ、十勝かみしほろん市場運営経費、平成25年

度で264万5,000円計上してありますけれども、この市場の状況、現況ですね、質問いた

します。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 野々村主査。 

○野々村貴寅商工観光課主査 角田委員の質問にお答えいたします。 

  かみしほろん市場運営経費でございますけれども、現在、販売といたしましてはネッ

トショップ、それから、かみしほろ情報館での店頭販売、それから各町内イベントに出

かけていっての物販と、３種類で特産品の販売等をいたしておりますが、売上といたし

ましては、１月末現在の数字でございますが、昨年度305万4,063円、平成24年度、今年

度731万6,653円と、進捗率でいきますと240％程度で、売上が大幅に伸びているという

状況にあります。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） かみしほろん市場の実態、状況わかりました。 

  それと、商店街活性化対策事業680万ですね、補助金等で予算計上してありますが、

これは商店街活性化対策という名目になっておりますけれども、これは具体的に680万

をどのように使おうとしているのか質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 宮部主査。 

○宮部直人商工観光課主査 ただいまの角田委員のご質問にお答えいたします。 

  商店街活性化対策事業につきましては、商工会が行う商店街の活性化に向けた、そう

いった事業に対しての補助ということで予算を計上してございます。 

  ４点の事業構成になっておりまして、１つは、商店街のスタンプラリー事業というこ

とで、これはバルーンフェスティバルの期間にあわせて、バルーンフェスティバルに訪

れたお客様を商店街のほうに誘導すると、そういったスタンプラリー事業という内容に

なっております。 

  それから、中元大売出し事業ということで、こちらにつきましては、平成24年度も同

様の事業を行っておりますけれども、中元期に消費購買意欲をさらに高めるといったよ

うなことで、10％還元の事業を実施する予定となっております。 

  それから、歳末の売り出し事業ということで、歳末のお歳暮時期等に抽選会を実施す
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るといったような内容でセール事業等を行う予定となっております。 

  それから、最後に、年始販売促進事業ということで、初売りということで、１月２日

の日になると思いますけれども、この日に各街区においていろいろなイベントを行って

お客様でにぎわいを持たせたいといったような事業に対して補助する予定でございます。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに、どうですか。 

（「よろしいです」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） 町融資について質問をいたします。 

  本町の町融資制度で、利用頻度が23年、24年と、どういう経緯になっているかお聞き

したいですが。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 宮部主査。 

○宮部直人商工観光課主査 すみません、ただいまのご質問にお答えいたします。 

  23年度の町融資の実績でありますけれども、合計３件で、1,700万円の融資実績とい

うふうになっております。24年度の実績については、今ちょっと手持ちの資料がござい

ません。その分は手持ちの資料がございませんので、後ほど答弁させていただきたいと

思います。すみません。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） 現在の町融資の融資条件というのは、ずっとこのままで経緯

していくのか、その点聞きたいのと。 

  それから、今、国の制度の融資条件が緩和されてきて、零細企業に対しては、融資は

無保証人で金額もだんだん高額になってきている経緯があるんで、その点、国との融資

条件と今後、25年は終わったからいいと思うんですが、26年に向けて、そういう部分で

の検討する考えはないですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 宮部主査。 

○宮部直人商工観光課主査 お答えします。 

  ただいまのご質問ですけれども、商工会のほうとも情報交換をしながらこの間進めて

きておりますけれども、今のところ事業者のほうからも特段、この制度を大きくどうこ

う変えてというような意見は上がってきていないということで、今聞いてはおりますが、

今委員からありましたお話も含めて、26年度に向けて、また、商工会とも打ち合わせし

ながら検討させていただきたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 中島委員。 
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○１０番（中島卓蔵委員） 商店街の近代化事業も10年経過しまして、店舗の早いところ

は改修とか、その設備の投資とか、そういう関係が今言われてきていると。だから、そ

ういう意味では、先ほどお願いした件については、そういうことも含めて検討していた

だきたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 要望でよろしいですか。 

○１０番（中島卓蔵委員） はい、いいです。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、122ページから123ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、124ページから125ページ、質疑ありますか。 

  角田委員。 

○７番（角田久和委員） 125ページ、糠平湖魚族管理経費118万7,000円、これ計上して

あります。それで、これ魚族と言えば多分ワカサギの、ふやす、そういったことだと思

うんですけれども、現況、ワカサギが糠平湖でどのような状態になっているのか、ある

いは今ワカサギ釣りが真っ最中ですけれども、近年のワカサギの状況、サクラマスなん

かもいるかもしれませんが、そこを質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 杉原主幹。 

○杉原祐二商工観光課主幹 角田委員のご質問にお答えいたします。 

  委員ご指摘のとおり、この魚族資源管理経費につきましては、増殖を図るという経費

でございまして、24年度でいきますと、ヤマベを135キロ、ニジマスを50キロ、ワカサ

ギの卵を3,000万粒放流しているという状況でございます。25年度につきましても、同

規模の増殖事業を行ってまいりたいということで考えております。 

  また、直下の状況といいますか、利用者の状況ということでございましたけれども、

平成24年度につきましては、年間券45面、１日券が2,690面と、23年度に比較いたしま

して、100面ほどふえているという状況でございまして、24年度につきましては、シー

ズンが始まったばかりですので、まだ数字のほうについては集計しておりませんけれど

も、現在、昨年並みに釣果はあるということで聞いております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） 今の回答であれば、この事業がワカサギ等の数をふやすのに貢

献していると、そういう解釈でよろしいんですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 杉原主幹。 
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○杉原祐二商工観光課主幹 当然、自然に増殖する部分もあろうかと思いますけれども、

こういう稚魚放流をすることが資源の確保につながっているというふうに考えておりま

す。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） なければ、次に、126ページから127ページ、質疑あります

か。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、128ページから129ページ、質疑ありますか。 

  中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） 農林商工連携促進事業について質問いたしたいと思います。 

  この事業については、新たな事業に対する補助を出しているだけの事業なのか、その

ほかに農協、商工会、行政側が三者一体となって取り組んでいる事業というのはないん

ですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 宮部主査。 

○宮部直人商工観光課主査 お答えいたします。 

  この事業につきましては、324万9,000円のうち、300万は農林商工連携促進ビジネス

創出推進事業という補助事業の予算が大半を占めてございます。ですので、町民の方で

何か新しい事業をやりたいといった方に対しての補助金というものが計上されておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） 補助金出すだけの事業なんですか。それとも、それ以外に、

農協、商工会、行政側が一応三者一体になってやっている事業と思っているんですが、

その辺のやっぱり取り組みというのは何もなされていないんですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 早坂課長。 

○早坂清光商工観光課長 中島委員のご質問にお答えいたします。 

  予算的には特に計上はさせていただいておりませんけれども、ＪＡ、それから商工会、

観光協会、森林組合、ぬかびら源泉郷旅館組合、それに行政というようなことで、皆さ

んでこういう農林商工の連携した事業を促進していきましょうということで協議会を設

けておりまして、そこでさまざまな情報交換や、こうした取り組み状況の報告なり計画

についてご説明をさせていただいております。また、そういう中で、地産地消等の担当
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者レベルのプロジェクト等も設けて、いろいろな機会に打ち合わせ会議や情報交換をさ

せていただいております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本弘一委員。 

○３番（山本弘一委員） 同じく、農商工連携なんですけれども、この事業は大変前向き

でいい事業だなと思ってはいますが、やはり農家の中でも、これを使ってみたいという

ような人もいるんですけれども、ただ、これはその旅費ですとか、講習会に行ったとか、

そのソフト部分というんですか、そちらのほうがあって、実際的に例えば、今、国は６

次産業化ということもどうも出てきますし、実際的にこういうもの、新しいものを農商

工連携を使って６次化をやっていこうとなると、やはりある程度建物、機材だとか、そ

ういうものが具体的に必要になってくるわけですよね。 

  だから、この農商工連携事業の中に、それを当てはめれということがいいのか、それ

とも、そういうハード部門、イコール具体的にそういうものの助成だとか、何らかの資

金手当てだとか、そういうものは、この農商工連携の中へ、今のところ入っていないわ

けですけれども、やはりそういうものをつくらなければ、ちょっとこのものが前へ進ん

でいくという状況が出てこないんではないかと思われますけれども、その辺はいかがで

すか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 宮部主査。 

○宮部直人商工観光課主査 ただいまの山本弘一委員のご質問にお答えいたします。 

  この農林商工連携ビジネス創出促進事業でありますけれども、昨年、平成24年４月に、

この補助要綱を一部見直しいたしまして、従来のソフト事業にプラスをして、ハードの

部門も事業メニューとして加えてございます。ただ、余り大きな金額ということではな

くて、100万円を限度にして、例えば商品開発をする段階で備品等が必要になるといっ

たときに、対象経費が200万あれば100万円までもらえますという２分の１の補助率で、

そういった事業メニューも新たに追加してございます。 

  ただ、施設ですとか、建物、大きなものを建てるというようなところまで対応はして

ございませんけれども、道や国のほうの制度では、そういう大きな事業に対しての支援

等もございますので、町のほうといたしましては、まずは取っかかりといいますか、始

まるに当たってちょっとした支援をしながら、また、道や国のその事業につないでいき

たいというような思いでおりますので、また、ご相談いただければ、いろいろな機関に

問い合わせ等もさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本委員。 
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○３番（山本弘一委員） 今、200万ということだけれども、別に200万という数字にこだ

わらないわけ、例えば50万であれば25万という認識でよろしいんですか。わかりました。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありますか。 

  渡部委員。 

○５番（渡部信一委員） ちょっと観光費のほうへ戻るんですけれども、今年は西暦2013

年ということで、ニペソツ山のちょうど標高と同じだということで、観光費と申します

か、上士幌の魅力発信ということで、観光協会なり、あるいはそういったことで、何か

そういった事業と申しますか、そういった具体的な行事等考えているのか。あわせて、

それに伴うところの予算とか、そういったものも若干、若干と申しますか、組まれてい

るのかどうか質問します。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 杉原主幹。 

○杉原祐二商工観光課主幹 渡部委員のご質問にお答えいたします。 

  今、委員からございましたとおり、2013年はニペソツ山の標高年ということで、実は

24年度から魅力発信実行委員会と町の観光協会のほうで、そういう取り組みを進めてい

るところでございます。 

  今、登山雑誌等で、１月号、２月号、ほぼ全国販売しているような雑誌には、そうい

う協力依頼をいたしまして、記事のほうで掲載をしていただいて、2013年は注目の山と

いうような形で紹介をいただいているということでございます。今年につきましては、

４月からの本格的なシーズンに向けまして、ポスター等の作成をしていきたいというふ

うに考えております。 

  また、25年度につきましても、同様の魅力発信実行委員会や観光協会で今、これまだ

期間決定しているわけではないですけれども、想定している事業といたしましては、記

念登頂証明書の発行、アウトドアイベントの開催、講演会の開催等、今そういった2013

年の標高年に向けた事業を実施する考えでいるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 渡部委員。 

○５番（渡部信一委員） そういった事業を考えておられるということなんですけれども、

それに伴うところの予算ですか、予算と申しますか、これは魅力発信というか、その中

の予算になると思うんでけれども、それらにかかわる、2013というか、そこにかかわる、

特に、ただいま雑誌に広告を載せるなり、あるいは講演会なりいろいろなもの、行事考

えているようなんですけれども、特に、例年等にも増して、そのことでの予算の増額な
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り、あるいはその中での予算というのはどのぐらいな規模になっているのかどうか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 杉原主幹。 

○杉原祐二商工観光課主幹 ご質問にお答えします。 

  現状、25年度に計上させていただいております観光協会が450万円、魅力発信が460万

ということですね、その範囲で今計画をしておりまして、また、その他、十勝圏複合事

務組合のそういった助成事業を活用いたしまして、その中で、今言った事業を構築して

まいりたいというふうに考えております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、130ページから131ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、132ページから133ページ、質疑ありますか。 

  山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 公園管理事業について質問いたしますが、これは従来の草刈り

等の整備事業だと思うんですが、新たな整備について予定があるのかどうか。もし、あ

るとすれば、予算上は出てきていないと思うんですが、補正後に、６月以降になるのか

質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 田中主査。 

○田中義朗建設課主査 今ご質問のありました件について説明いたしたいと思います。 

  公園整備につきましては、平成24年度に公園の遊具等の調査を行いまして、危険遊具

の撤去や危険箇所の修理を行ってまいりました。平成25年度につきましては、引き続き

危険箇所の修理や危険遊具の撤去を25年度の補正予算において計上する予定となってお

ります。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本委員。 

○８番（山本和子委員） そうしますと、25年度財政計画の500万ほどありますが、それ

は危険箇所の修理と遊具の撤去程度しかないのかというふうに、これは直接予算がない

ものですから質問できないんですが、24年度は北地区、７区の公園の柵からきれいにさ

せてもらいました。それが随時ほかの箇所にも行くのかなという思いでもあったもので

すから、全体的な予定が見えないものですから質問させてもらいました。 

  25、26、ずっと500万、500万で行くものですから、その程度の工事だったら、本当に

修理程度しかないものですから、随時整備していくのかどうか、聞く場がないものです
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から、ここで質問させてもらいました。 

  ほかの公園についても、どの程度の、要するに、柵も大分傷んでいるところもありま

すし、柵のペンキは全部きれいになりました。あと砂場の網がほとんど壊れています。

北地区のところは直しました。そこまで行くのかどうか、その程度はやっぱり修繕した

ほうがいいのかなと思っていますが、その点について、どうなのか質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 田中主査。 

○田中義朗建設課主査 昨年度実施しました修理は全て、昨年といいますか、24年度につ

きましては、フェンスとか、そういうところをやってまいりましたので、25年度につき

ましては、遊具、あとはそういう、まだ手がつけられていないところ、そういうところ

を順次補修、修繕していきたいということで考えております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 

  山本委員。 

○８番（山本和子委員） 今、補正出ていませんので、６月以降にまた出ますときに、こ

の問題から含めていろいろな、総合的な公園も含めてどういうふうにするのか、私全て

の公園を全部、全部、遊具を置いてきれいにするというつもりはありませんので、今あ

る公園はせめて危険箇所を直すと、壊れている遊具を直すと、それからせめてフェンス

はきれいにしなさいと、その程度で私は構わないと思うんですよ。そのかわり、やっぱ

り総合的な遊べる公園が必要だなということも含めて、それは500万、500万で無理です

ので、それは次の補正のときでも質問させてもらいます。ここで答弁は要りませんので。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、134ページから135ページ。 

  中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） 道路関係なんですが、町の近代化事業で、もう終わったんで

すが、当時ポケットパーク構想がありまして、町で取得した土地が一部町の中心部にあ

るはずなんですね。そこは、現時点では放置したままで、整備計画というのはないんで

すか。ほんの一部だと思うんです、あの角地。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 暫時休憩します。 

（午後 ３時５８分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時５９分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○委員長（堂畑義雄委員長） 中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） 今の質問、訂正いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありますか。 

  角田委員。 

○７番（角田久和委員） 134ページですね、中央公園等管理業務2,367万予算計上してい

ます。これもしかしたら山本和子委員と質問ダブるかもしれないんですけれども、これ

ら等で何カ所の公園なのか。そして、その作業内容はどういうものなのか。 

  やはり2,367万という大きな金額で、一本でぽんと上げるより、少し丁寧な記載方法

をしていただいたほうがいいかなと思う。昨年度の見たら、昨年度も大体同じような考

え方、記載の仕方されているんで、何で今年言うんだというような話になるかもしれま

せんが、ちょっとこの辺を、今申し上げた箇所数と作業内容を質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） わかりますか。 

  田中主査。 

○田中義朗建設課主査 質問にお答えします。 

  公園数、今回予算計上しました委託料に係る公園数ですが、公園が９カ所、あと児童

遊園地、中央公園等管理業務2,367万円ですね、公園が９カ所、児童遊園地が12カ所と

なっております。作業内容につきましては、草刈りですとか、ごみ拾い、あとパークゴ

ルフ場の整備といったものが計上されております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） 箇所数は21カ所、それで、作業内容としては草刈り、ごみ拾い、

今パークゴルフ場と言われましたけれども、ここはあれですか、例えば何カ所かありま

すよね、パークゴルフ場。そこが全てこの中に入っているという解釈でよろしいんです

か。はい、わかりました。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、136ページから137ページ。 

  佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 町営住宅の補修事業、この内容についてご説明をお願いしい

と思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 船戸主査。 

○船戸竜一建設課主査 佐々木委員のご質問にお答えしたいと思います。 
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  町営住宅の補修事業ということで845万7,000円を計上させていただいております。こ

の件については、毎年度、今全部で住宅400戸の公営住宅を管理していますけれども、

その住宅の入居者から要望や修繕のお話をいただいたときに使用するものです。主なも

のとしては、決算のときにいつも表で出しているんですけれども、水回りの関係ですと

か、それから屋内の壁とか、その辺が出てきます。それと、大きいものとしては、住宅

の入居者が退去した後に、総合営繕をかけるということになりますので、その退去した

後の営繕関係をこの修繕料で見させていただいております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 例年の経常経費だということだというふうに理解をするとこ

ろです。 

  実は、先ごろの決算の時期についてもお話をした経緯あると思うんですけれども、町

内の、先ほどもちょっと触れましたが、農業関係の従業員たくさんおいでになっている。

そのときに、お風呂がないということも含めて、住宅費はできるだけ安くていいんだけ

れども、お風呂がないとやっぱり仕事上入りにくいと。雇用条件の大きな要素になって

います。 

  実際、僕もその求人を出した経緯がありますけれども、そういう説明をしたら、それ

ではねという、ところが、やっぱり４万、５万という高い家賃になると、給与等の関係

もあってなかなか難しいということがあります。結果的に、それは私だけではなくて、

恐らく酪農家の中には高齢化がこれだけ進んできているというのは十分理解はしている

ことだと思うんですけれども、雇用労働を入れたい、ところが、なかなかうまくいかな

いと、そういう実態になっているという話をしたんですが、そういったことを含めて、

今回の予算の中では協議をなさっているかどうか含めてお聞きをしたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 尾形課長。 

○尾形昌彦建設課長 佐々木委員の今のご質問でございますが、修繕費については現状維

持という考えを持ちまして、これからも現状の住宅を現状のまま維持していきたいとい

う認識のもと今回の計上となってございます。そこまでちょっと踏み込んだ古い住宅の

お風呂のない場所についてのお風呂の新設という意味合いだと思うんですけれども、維

持管理等含めてなかなか難しい面も現実的にはあるというふうな認識はしてございます。 

  今後、そういう要望については、理事者も含めて検討はしてまいりたいというふうに

考えてございますが、ただ、お風呂だけ直すということになるのかという部分について

は、いかんせん住宅自体が相当古くて、傷み部分もかなり広範に広がっているというこ
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とで、非常に事業的には高額な事業になっていくのではないかなという予想を認識して

いる状況でございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） いいですか。 

  １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 昨年までは公営住宅の管理費と、あと単身者住宅の管理費、目

が２つに分かれていたんですけれども、今回住宅管理費に１つになっているんですけれ

ども、何か理由があったんでしょうか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 船戸主査。 

○船戸竜一建設課主査 伊東委員のご質問にお答えしたいと思います。 

  平成24年の予算の計上の事業ですね、今ご指摘ありましたように、住宅管理費と単身

者住宅費が分かれておりました。実は、今年度新たに４月から供用を予定しています子

育て世帯の支援住宅というのが４戸できます。こちらの住宅は、今年はできたばっかり

ですから、それほどでもないんですけれども、今後、こちらの住宅のまた予算が別にと

いうか、条例上も別につくっておりますので、目として掲げていくかどうかということ

で、財政サイドと相談した結果、どちらにしても町営住宅一本でしょうということなの

で、こちらについては、中の事業区分で分けさせていただいて一本にさせていただくと

いうような経緯がありました。そういうことで、今年目的が変わったということになっ

ております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本委員。 

○８番（山本和子委員） 住宅の修繕の関係について質問いたします。 

  先ほど佐々木委員が質問した中でもありましたが、水回り等については緊急性があり

ますので、多分要望があるんだと思うんですよ。私は、玄関について再々質問している

んですが、私は北団地のすぐそばに居ますので常に見ているんですが、きれいに１枚直

っているところもあれば、半分直っているところもあるし、片や、本当に真ん中まで傷

んでいて、本当に雪が入る、寒い冬は。それから下が傷んで、コンクリートも傷んで、

夏場にはネズミも入ってくるというような情報も聞きました。 

  それで、それはやっぱり要望しないと直してもらえないので要望したらどうですかと

言っても、ある方は要望するんだけれども、なかなか予算つかないんだという方もいれ

ば、要望しないんだという方もいらっしゃるんですよ。ですから、要望があったらもち

ろん直すのは当然なんですが、せめて実態を把握したらいいと思うんですよね。玄関が

だめだということは、玄関からすごく冬場は、北にドアがありますので、物すごい寒い
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んですよね。そうすると、全体的に、あかないときもあるんですよ、凍っていて。そう

いうことを含めて、直す、直さないは、それ要望があればもちろん直すかもしれません

けれども、実態把握をしてどうするかと、全部直したら、昨年質問したら、結構ウン十

万単位でかかるということもありましたが、この間見ましたら、１枚直っている戸が何

件かありました。 

  それから、ちょっと他町村に行ったときにも全部きれいに直っていると、サッシも含

めて直っているところもありました。だから、そんなに１枚全部完璧にしなくても、直

せる範囲で修繕するように、年度計画をつくったらどうなのか。北団地はまだまだこれ

からも使いますので、その点ぜひ、まず実態調査をしたらどうかという点について質問

いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 船戸主査。 

○船戸竜一建設課主査 山本和子委員のご質問に答えたいと思います。 

  今ご指摘ありましたように、北団地、それから白樺団地、西団地と順に古くなってい

くんですけれども、実際のところ、当初住宅が建てられてから、建物の玄関ドアを全て、

全部総合的に直したということは多分今までしたことがないと思います。それに伴って、

もう北団地でも30年ぐらい経過してきていますので、実際に住宅のドアは、かなり劣化

はしてきている部分はあるかなと思います。 

  その中で、要望があったら直すというわけではないんですけれども、やはり余りにも

ひどくなり過ぎて、耐えられないということで入居者の方から要望が来ることはよくあ

ります。 

  それで、先ほどちょっと触れなかったんですけれども、先ほどの営繕の関係で、大体

年間300件ぐらい要望が来るんですけれども、この件についてちょっと調べてみると、

大体50件ぐらいドアの要望が来ています。その要望をちょっと分析しますと、一番多い

のがドアノブの調子が悪いというようなことが多いです。これについては当然鍵がかか

らないだとか、あきが悪いということでは問題ありますので、当然すぐその場で調整を

したりとか、つけかえたりということをしています。 

  もう一つ多いのが、先ほど山本委員からもあったんですけれども、ドアが木製ででき

ているものですから、少し冬場になるとあきが悪くなったり、逆にすき間ができたりと

かということがします。これはやっぱり木製でできている部分って家は若干動きますの

で、そういう部分で調整が必要なのかなと思っています。そういうようなものが来ます

と、地元の業者さんに一緒に行っていただいて見ていただいています。中には住宅の下

の部分がやはり劣化しているとか腐食しているということで、これはやっぱりどうして
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も、調整したり補修は厳しいというような判断があった場合については直すようにして

おります。 

  ただ、先ほど言いましたように、住宅自体がもう30年を超えてきていますので、ドア

を直せば全て解決というようなちょっと状況では実際なくなってきています。というの

は、ドア枠がかなり腐食、もしくは劣化してきていまして、直すんであればそこから直

さなければいけないかなと思っております。 

  あと、プラス、では、木製ではなくて、狂いの少ないアルミ製ですとか、そういう金

属系のものというふうな考え方もあるんですけれども、では、それをやる場合について

は、今度、家の中の結露の問題が結構ありまして、ドアに冬場、そこがやっぱり一番寒

いところになりますので、結露してしまって今度ドアがあかなくなるという実は実態も

聞いたことがあります。ですので、この辺、総合的にやはり考えて、どこまで直してい

くのが一番住宅、その入居者にとっていいのかということを今後検討としていく必要が

あるのかなと今考えております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本委員。 

○８番（山本和子委員） 先ほどドアのノブとか、それあかなかったら困りますので、早

急にそれは、もちろんそうです。それから、戸が閉まらなかったら、それも確かにそう

です。でも、やっぱり下が腐っているとか、ドアが本当に傷んで、傷んで、腐っている

と言ったら変ですが、穴あいていて、本当、穴あいているので両方から何か自分で布で

もないし、何かやっている方もいるんですよ。 

  だから、そういういろいろな、あるときに、それは多分我慢しているんだと思うんで

す。言っても駄目なのか、言っていないのか、要望上げてないかもしれませんが、それ

含めて、多分北団地はまだこれからも使うと思うんですよ。西団地、白樺も確かに傷ん

でいる方かなりあるんですが、それはちょっと、それも必要なんですけれども、北団地

はまだこれから使いますし、町に近いので、結構入れかわりが激しいと思うんですよ。

それ含めて、我慢ではなくて少し検討しながら行くべきだ、即全部直すと言ったら、そ

れは、ふれあい団地のほうはストーブ入れかえましたので、それは一応、まだ終わって

いませんが、解決しましたので、今度北団地の住宅をどう維持していくかと、放ってお

けばますます傷むと思うんですよ。どんなふうにしたら、それ長期的なことも含めて検

討すべきと思いますので、それ質問して終わります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 船戸主査。 

○船戸竜一建設課主査 今、山本委員ご指摘のとおり、西団地、白樺団地も当然やらなけ
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ればいけない部分というのはあるんですけれども、やはり耐用年数ですとか、これから

どれだけ年数使うかという部分もあると思います。そういう意味では、北団地、白樺団

地なんかというのは、そういうようなところにお金もかける必要はあるのかなと思って

おります。 

  ここ何年間かの傾向でいきますと、五、六年の傾向でいきますと、北団地にまず下水

道をつけさせていただきました。その後に北団地の屋根のふきかえをやらさせていただ

いています。今年については、今新西団地のほうの屋根を直させていただいております。

そのようなことで、割合大きな事業も毎年、緊急性という言い方ではないんですけれど

も、やはり財産にかかわる部分ですとか、快適性を求めて直させてきていただいており

ますので、その当然延長線上で、そういう皆さんが一番使うドア、この辺を検討課題と

して上げていく必要はあるなと考えておりますので、今後、もう少し勉強させていただ

くことになると思います。よろしくお願いします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） それでは、ここで休憩をします。再開は30分ですね、15分

間休憩ということで…… 

  何か答弁ありますか。 

（「中島委員の質問に答えていない部分があるので。融資実績の関

係」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） そしたら、答弁お願いしたいと思います。 

  宮部主査。 

○宮部直人商工観光課主査 すみません、先ほど答弁を保留しておりましたが、中島委員

からご質問ありました町融資の平成24年の実績であります。１月末現在まで金融機関の

ほうから報告を受けている分で、今年度は７件、金額にして3,365万円の融資実績とい

うふうになっております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） それでは、ここで休憩といたします。再開は４時半といた

します。 

（午後 ４時１７分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○委員長（堂畑義雄委員長） では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ４時２６分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、138ページから139ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、140ページから141ページ。 

  角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） 141ページですね、需用費で災害対策経費ですね─中で、需

用費、消耗品費で96万予算計上しておりますけれども、これ想像するに、災害時の備蓄

品のそういった食料とか水等かなと思うんですけれども、この96万をどのように予算配

分しているのか質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 高田主査。 

○髙田清蔵総務課主査 お答えいたします。 

  非常時の備蓄品ということで要望しておりますけれども、今回の内訳については、毛

布と、あと携帯用のトイレということで、その食品以外のものについて今回は購入して

いこうと思っています。食品については、今、防災計画見直しの中で、具体的にどのよ

うな量だとか、種類だとか、必要かということを今検討している最中ですので、それが

基づいてから整備をしていきたいという考えでございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） これ今の用語としては消耗品費ではなくて備品でないんですか、

毛布とか携帯とか、消耗品であれば、水とか、あるいは非常用食料とか消えていくもの

ですけれども、毛布とか携帯トイレって、普通は消耗品ではないんでないですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 高田主査。 

○髙田清蔵総務課主査 一応、５万円以上を備品とするという何か決まりがありますので、

１つの毛布で言うと7,000円とかなので、消耗品ということで購入するということでご

ざいます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 東日本大震災の避難者支援対策費として40万6,000円入って

いるんですけれども、これはどういう内容で予算化しているのかお聞きをしたいと思い

ます。 
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○委員長（堂畑義雄委員長） 高田主査。 

○髙田清蔵総務課主査 これにつきましては、24年度も実施をしておりますけれども、福

島の放射能の関係で避難してくる、避難というか、一時的に夏休みの期間、避難する子

供たちを受け入れるという団体の取り組みに対して補助すると。内訳としては、交通費

の半額補助、それとホームステイしたときの受け入れた家庭に対しての補助ということ

でございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） これはちなみに、これについて、福島第一原発のその放射能

汚染に対するケアという形になるんだろうと思うんですけれども、実際に、昨年来てい

るわけですけれども、どの程度の被曝なのかというのは、町のほうでお聞きをしている

のかどうか、この際、ちょっとお聞かせを願いたいと思うんですよ。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 高田主査。 

○髙田清蔵総務課主査 その子供たちがどのくらい被曝しているかとか、そういうことに

ついては確認はしていないです。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 例えば、現在、住いになっている、あるいは避難をしている

もとの住宅地が、今避難困難区域であるとか、あるいは一時避難区域であるとか、そう

いうところにいた方なのか、あるいは福島原発から数百キロも離れているところにいる

人なのかという確認はやっぱりある程度必要なんではないかと。公費でお金を使うとき

にやっぱり、助成することは全く反対するつもりはないんです。こういうことはきちっ

とできる範囲で行ってあげるべきだし、支援もしなければならないと思うんですけれど

も、対象者がどういう実態なのかというのは、やっぱりわかった上で、その事業を進め

るというのが本来の姿で、聞き取り調査等やっぱり今後すべきだと思いますし、その辺

についての考え方があれば、この際、それも含めてお聞きをしたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 高田主査。 

○髙田清蔵総務課主査 今回の補助に関しましては、一応要綱を定めていますけれども、

その中では、東日本大震災に係る災害救助法の適用地域ということで、東京を除く適用

地域にお住まいの方を対象とするということでやっておりまして、実際、その募集だと

かするときに、町内の団体がそういう避難していきたい人いませんかということで、そ

の現地のところに情報発信をして来ているんですね。去年の実績でも、11人子供たち来

ていますけれども、そのうち８人がたしか福島県からの子でありました。そういうこと

で、大体その来た子供たちも、大体その、本当、福島の原発の中心のほう、近くから来
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ている方が多い状況になっています。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） そうしたら、被曝を心配されるということではなくて、災害

に遭った、その精神的ケアということも含めてやっているということで理解していいの

かどうか。その辺の部分で、万が一、民間のお知り合いの方たけが毎年来ているという

ことでは、やっぱりちょっといかがなものなのかなという心配も含めてお聞きをするん

です。 

  ですから、この事業をすることには全く僕は反対をしないんですけれども、もとの、

つまり３月11日にどこにおられたかぐらいの聞き取り調査はあってもいいんではないか。

その上で、全く効果がないというんであれば問題が起きますし、効果ないと僕は思って

いないんですけれども、逆に、被曝も心配してということで、この事業をやるとするん

であれば、東京を除く３県、茨城と福島と岩手ですか、そういう地域に住んでいるとい

う部分でも、その町で補助を出すということは、幾分そういったところの放射能汚染に

ついても心配をしているということになると思うんですよ。その辺については、今まで

やっていなかったということであれば、今年やっぱりその辺もきちっと要綱の中で、ど

ういう方が来られているのかということぐらいはきちっと押さえる必要があるんではな

いかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 高田主査。 

○髙田清蔵総務課主査 その放射能の今被曝がどのぐらいの地域のところから来ているの

かといったことの確認というのは、なかなか難しいところがあるんではないかなという

のはあります。被災当時どこにいたかというのもありますし、今現在、では、どこに住

んでいるのかというのもありまして、これの、どのぐらいの放射能の量に対して、どの

ぐらいの健康被害が出るとかというのは、多分これなかなか国の基準とかありますけれ

ども、人によっては精神的にやっぱり心配になってしまって、何か病気になってしまう

ということもあるかもしれないので、その辺、上士幌に、心配のないところで夏休みの

期間中という限られた期間ですけれども、十分上士幌で思いっ切り空気を吸ってもえる

ということができるということではすごい効果があるのかなというふうに思っています。 

  あわせて、上士幌のこの地域を好きになってもらえたりとかすると、また、そういう

上士幌のよさということも、そういうアピールになるのかなということはあると思いま

す。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

（「まあいいと思います」の声） 
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○委員長（堂畑義雄委員長） それでは、ここでちょっと暫時休憩します。 

（午後 ４時３６分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ４時３６分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） あらかじめお諮りしますが、きょうの会議は５時で終了し

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） それでは、５時でもって終了したいと思います。 

  次に、142ページから143ページ、質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、144ページから145ページ。 

  まず、１番から行きます。伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 上士幌高校の振興会について、この金額について反対はいたし

ません。町外に通っている高校生、地元の高校生に対して何か助成があるのか、ないの

か、まず、１点お聞きをいたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 伊東委員のご質問にお答えいたします。 

  町内への在学者に対しての補助ですが、まず、入学準備金、入学…… 

（「町外」の声） 

○鳥本和志教育委員会主査 失礼いたしました。町外の支援ですね、まず、修学旅行費の

援助、これ…… 

○委員長（堂畑義雄委員長） ちょっと暫時休憩します。 

（午後 ４時３８分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） では、再開します。 

（午後 ４時３８分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 大変失礼いたしました。町外に通う高校生への支援について

は、現在のところございません。 
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○委員長（堂畑義雄委員長） 伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 上士幌高校を残すということでも、全力、皆さん努力している

のもわかりますが、農業後継者に対しても奨学金というのが出ておりますし、たまたま

町外の高校へ行く高校生にとっては、何の補助もなく、父兄の方からもいろいろなお話

聞くんですけれども、皆さんの税金を一方的に、その上士幌高校だけに使っていいのか、

同じ子供なんだから、帯広に通っている子にもバス代の補助ぐらいは出せないものかと

いうのを再三、ずっと言われてきおりましたので、そういう検討はされたことがないの

かどうか、そういう父兄の方からそういう要望がなかったのかどうかお聞きをいたしま

す。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 綿貫次長。 

○綿貫光義教育委員会教育次長 今のところ、帯広市内へ通っている父兄からは、直接教

育委員会のほうに対しては、要望等はございません。これについて、あくまでも上高の

存続ということでございますので、そういう点から考えても、今のところは上士幌に来

ていただく人のための振興策ということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 

  中村委員。 

○４番（中村保嗣委員） 上士幌高校振興会助成事業のほうですけれども、前年度に比較

しまして800万ほど増加しておりますが、去年は八十数名の入学予定者があるというこ

とで、今年の新聞上の報道では67人とかなんかなっておりましたけれども、これ人に対

する助成か、それとも、この増加した分は何か別な具体的な項目が増えたのかどうかお

聞きしたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 中村委員のご質問にお答えいたします。 

  今回の事業費の増についてのご質問ということで理解してよろしかったですか。 

（「はい」の声） 

○鳥本和志教育委員会主査 まず、今回の増につきましては、通学費助成の増額でござい

まして、現在３学年の在籍者が27名となっておりまして、新年度予算の計上といたしま

して、60名の新入生を予算計上しておりますので、その分の通学費の分の増額となって

おります。振興会の助成につきましては、この間、上士幌高校の存続ということで関係

者一丸となって対応しておりまして、二間口の確保のために予算計上しているところで

ありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

  以上であります。 
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○委員長（堂畑義雄委員長） 山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） プールの管理経費について質問したいと思うんですが、私はプ

ールを皆さんにもっともっと活用してほしいなという立場で毎回質問しているんですが、

年々利用者が、子供たちは利用するんですが、総体的に利用者が減っているんではない

かということで質問をいたします。 

  24年度の利用状況と、それから活用を図る工夫と、それから午前中に全てと言いませ

んが、日を設定して土曜日の午前なり開放をして、そこを集中的に保育所の子供たちと

かも利用できるような日を設定してはどうかというふうに思っています。その点につい

て、考えがあるかどうか質問いたします。 

  それから、今回の管理経費の減なんですが、それほど大きい額ではないんですが、よ

く見ますと、施設管理及び指導監視業務の委託が減っていますが、それはどういう理由

で減っているのかどうか質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 山本委員の質問にお答えいたします。 

  プールの利用状況につきまして、平成24年度の開館期間、５月28日から９月14日まで

の開館日107日間でありますが、延べ利用人数が6,025人、昨年度から延べ利用人数で

1,342人利用が増加しております。利用の要因といたしましては、本年度夏場の気温が

高く推移しており、夏休み期間中の利用が伸びております。また、社会体育事業の水泳

教室などの各種取り組みなども利用者が増えた要因でないかと思われます。 

  あとは午前中の開放についてお聞きされているかと思うんですが、夏休み中の対応な

ども検討しておりましたが、現在は長期休業期間中に小・中学校で行っておりますサポ

ート学習などの取り組みなど、午前中に行っている行事等もございます。それで、午前

中に開設をしましても、利用者が少ないといったような状況なども想定されることもあ

ります。また、午前中のプール監視の対応や、また、開設時間も長くなると経費の問題

も出てくることから、今まで同様の午後からの開設で考えております。しかし、状況に

よっては午前中の開設日を設けることも引き続き検討課題であると認識しているところ

であります。 

  管理経費の減額理由につきましては、一応開館の準備期間の積算の日数を若干減らし

ている部分で少額、５万円ぐらい減額となっております。活用を図る工夫については、

ちょっと社会体育担当のほうから回答させていただきます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 大塚主査。 

○大塚利晃教育委員会主査 私のほうからは、活用を図る工夫という部分でご説明のほう
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をさせていただきたいと思います。 

  今年度の社会体育事業といたしまして、小学校１年生を対象としたプールの体験を初

め、初級、中級、上級のコース分けをした水泳教室、それと夏休みの集中水泳教室を実

施のほうをしてございます。 

  あわせまして、アクアウオーキング教室ということで、一般の方を対象にプールを歩

いて健康づくりにつながるような教室のほうも実施のほうをしてございます。一般向け

ナイターの水泳教室のほうも実施しておりまして、今後の活用に向けてにつきましては、

アクアウオーキング等のプールを使った健康づくりにつながる事業でプールのほうに足

を運んでいただけるような事業を検討しながら、今後事業を進めていきたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本委員。 

○８番（山本和子委員） わかりました。24年度は前年に比べて1,000人以上ふえている

と、それはいろいろな、小学生含めて子供たちのプール教室やら成人向けの教室を開い

たという、そういうことをやっぱり、行事をしながらやらないとなかなか来てください

と言っても来ないと思うんですが、それと、ふだんの、平日の６時から９時の間が少な

いんではないかなと、私もちょこちょこ行ってはいるんですが、そこまでの利用までな

かなかいかないと。教室には来て底上げをするんですが、なかなかその方がプールに行

かないと。それはこれからの個人、個人の問題もありますが、ぜひ教育委員会といたし

ましては、そういう行事を引き続き組んでほしいと。 

  それから、午前の問題なんですが、例えば、私は小学校に行けば一斉指導でプール指

導があるんですが、一斉指導になると、水に顔がつけられないと一斉指導できないんで

すが、それはやっぱり幼児期のうちに顔をつけることをしなければいけないんですけれ

ども、今の体制では子供たちが、幼児の子供たちがプールに行く機会がないんですよ。

以前でしたら、午前もあいていましたので、土日の午前とか行ったりとか、私もサーク

ルやっていましたので、午前中ひよこさんでプールを利用したりしたんですが、そうい

うことがないと、幼児期の間にプール、今保育所のほうでもプール全くありませんので、

ないので、それをある日、保育所から移動すると。 

  それまたいろいろ機関が違いますので難しいんですが、毎週ではなくても、ある日を

設定して幼児期が入る時期を設定しないと、今の体制ではなかなかそれは難しいと思う

んですよ。小学生の子供たちは午後でも行くと思うんですよ、夏休みだろうが、何だろ

うが。幼児期のときに入るにはどうしても午前中あけないとなかなか機会がないと。そ



－94－ 

の幼児期のときにきちんと水に顔がつけられたら学校に入ってからの一斉指導が先生方

やりやすいし、子供たちもプールに行く機会が多くなるんではないかということで、何

とかできない、前は午前中あいていましたので、経費の削減の関係で午前中一切、夏休

み含めて、土曜日、祝日、全部切ってしまったんですよ。それをやっぱりもう１回整理

して、例えば、夜の時間をちょっと縮めるとか、今９時半までですか、そういうふうに

経費の、総体的な経費がかかるんであれば、ちょっと整理しながら、午前中の日をあけ

ると。 

  それから、管理人さんも午前中から行っていると思うんですよ、いろいろ掃除したり

なんかするので。午後からあけるのに午後から行っているわけではないので、ちょっと

委託費を多少といいますか、ふやせばできるんではないかと、そういうことを含めて、

ぜひ子供たちが利用できやすいような設定を工夫してほしいなと思って質問させてもら

いました。答弁をお願いいたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 答弁いいですか。 

  鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 山本委員のご質問にお答えいたします。 

  確かに、幼児の開放については、山本委員のおっしゃる課題はわかります。このご意

見につきましては、ちょっと引き続き教育委員会として検討させていただきたいと考え

ておりますので、ご理解をお願いいたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 小学校閉校記念事業協賛会経費181万6,000円ですけれども、

この内容についてご説明をお願いします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 佐々木委員のご質問にお答えいたします。 

  小学校閉校記念事業協賛経費でありますが、まず、報償費６万3,000円、これにつき

ましては、閉校記念式典に係る教職員への記念品等の経費でございます。負担金及び補

助交付金175万3,000円でございますが、これは閉校記念協賛会に対する補助金でござい

ます。 

  以上であります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 

  佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） そうすると、よろしいんですけれども、学校林の預け金とい

うか、そういうものが含まれているのかどうか。さらには、現在、学校林になっている
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部分の面積がほぼ３ヘクタール近くあるんですけれども、これの処理については、町と

してはどうお考えになっているのか。地元は地元で、そういったものを期待してという

か、昔カラマツの育成に向けて、野ネズミ対策をしたり、あるいは下草を刈ったりとい

うことをした人たちが、ちょうど今、僕らのちょっと上の世代になってきています。そ

ういう話をたまたま僕、この閉校にかかわっているものですから、よく聞かれるわけな

んですが、その辺については、別立てでまた考えていただけるということでご理解して

いいのかどうか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 綿貫次長。 

○綿貫光義教育委員会教育次長 閉校記念の関係ですけれども、一応総額で181万6,000円

ということになってございます。負担金等でございますけれども、これ175万3,000円と

なっていますけれども、これにつきましては、過去に上音更、それから東居辺の閉校記

念と同様140万を見てございます。そのほかに、平成22年に学校林の切ったときに出て

おります売り払い代金の収入がございます。これが約35万3,000円ということで、この

分を今回の協賛金の経費に上乗せをしてございます。 

  また、そのほかに学校林ということで、３町弱の学校林がまだあるんですけれども、

これにつきましては、既に林務のほうの協力を得て立木の調査を実施しております。皆

伐した後には植林をしなければいけないということもございますので、そういった経費

を除いて益金が出るかどうか調査をして、その後、地域の方と協議を進めていきたとい

うふうに考えてございます。 

（「わかりました」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本委員。 

○３番（山本弘一委員） 同じく、この閉校記念事業についてですけれども、実際的に、

ここ地域の学校がある一定の期間、ほとんどが閉校してしまうと。やはりこの児童の減

少と、それに伴う、やっぱり町の財政的な問題、さまざまなものが、この閉校という形

になるわけでありますけれども、いわゆる地域においては、約90年から、開校から100

年という歴史があります。 

  そういう中で、やはりこれも一生に１回のことなんですよね。ですから、今、佐々木

委員が言われたように、そのことを簡単に地域として、数字で片づける問題ではありま

せん。やめたくて閉校するという、やむを得なく同意をしなければならなかったという、

それぞれの地域があります。 

  ですから、この件についても、今、佐々木委員が言われたように、その学校に益金が

出るかどうかわからないということありますけれども、行政としては最後の閉校だとい
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うことで、これはやはりもうちょっと増額をして、地域と話し合った中で考えてやるべ

きではないのかと、２回も３回も閉校記念があるわけでありませんからね。 

  だから、最初の開校から始まっての最後の閉校だということを考えたときに、町の学

校は継続して、農村部の子供たちを受けるのはいいんですけれども、地域にしてみれば、

その地域の学校がやはり中心となって、運動会、地域連絡会、あらゆるものが活動して

きたわけであります。そこがなくなるわけですから、そのことを考えたときには、ただ、

数字で解決できる問題ではなくて、やはりそれはまだまだ地域と話し合った中で考えて

やるべきだと思いますけれども、その辺の考えいかがですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 馬場教育長。 

○馬場久男教育委員会教育長 お答えいたしますが、この140万という、この基礎的な金

額については、先ほど次長が答弁したとおり、上音更、東居辺に準じてということで、

この分については、もう動かしようがありませんので、ご理解を願いたいと思います。 

  さらに、今回、この平成22年度の学校林の伐採の益金と、これは当初は益金出ないよ

うな算定もあったんですが、結果的に三十数万の益金が出たということで、この分を上

乗せさせていただきました。 

  今後について、残りの学校林については、今後処理しますので、その辺の益金が出れ

ば上乗せするというのは当然のことですので、その辺は伐採してみないと経費と木材の

売り払いの代金との差し引きになりますし、また、先ほど言いましたように、当然植林

というか、植栽をしなければ、そのままというふうになりませんので、その植栽の経費

は差し引かせていただきたいということで、何とかその辺はご理解をいただきたいなと

いうふうに思います。この辺の考え方が今後の基礎になっていくのかなというふうに思

いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本委員。 

○３番（山本弘一委員） 基礎になるから私が言っておるわけですね。そういう経費は引

きたいと、それは一般的な植林やなんかの考え方なんですよ。行政としては、当然経費

かかるから差し引きたいということはわからんわけではないですけれども、これ一生に

１回ですよ、それぞれの地域において。閉校したくて地域が閉校したわけではない。や

っぱり地域の子供たち、また、これだけではないんですね、記念式典、記念品は多分そ

ういうことの最後の形になっていくわけですよ。この百八十数万、百七十何万ですか、

これだけで全部が終わるわけではない。やっぱり地域の児童も少なくなったんで、当然

寄附もしていただかなければならないだろうし、労働報酬からあらゆるものがあると。 

  佐々木委員が言ったように、私も地域は違いますけれども、植林をしたり、枝払いを
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したり、そして、木を育てたり、まきを炊いたりと、こういう思い出があります。そう

いう思い出もあるわけですから、一方的に、だから、数字で解決できる問題ではないと

私は言っているわけです。地域の思いを考えたときには、やはり、ただ数字的に経費が

かかるからということ、これは一生に１回のことであると、閉校記念で地域が学校中心

型がなくなるんですよということは、町に通っている人方はわからんで、我々としては

先祖代々からそういう形で地域が成り立ってきたということがなくなるわけですから、

そのことを重んじた中で、課長だけに、その考え方を答弁するというのは、後ほど何か

の機会に町長に私は、課長では答弁多分できないと思いますから、今回の場合は、前向

きで進んでいただきたい、どうですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 馬場教育長。 

○馬場久男教育委員会教育長 この90年、100年という歴史があるということで、それを

閉校するという決断をされたというのは、非常に苦渋の決断だというふうには十分その

辺は理解をしておりますけれども、この学校林の取り扱いについては、過去にもこうい

ったことで必要経費を差し引いて各学校の、例えば備品の購入ですとか、その学校のた

めに使うということで活用を図ってきていますので、これを今回は閉校だからというこ

とで、違った考え方にするというのは、私の段階では考えておりませんので、また、そ

の辺は理事者等とまた打ち合わせをしていきたいというふうに思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） それでは、時間になりましたので、これをもって本日の会

議は終了いたしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 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、２月22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） 



 
 
 
 
 
 
 
 

２  月  2 2 日 
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（午前１０時００分） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 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

可することとしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 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。 

  これより協議に入ります。 

  本特別委員会に平成25年２月19日に付託されております議案第23号から議案第28号ま

での平成25年度一般会計予算及び同特別会計予算の６案を一括して議題といたします。 

  昨日の委員会に引き続き質疑を行います。 

  それでは、146ページから147ページ。 

  角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） 147ページです。使用料賃借料、その部分で除細動器借上料30

万9,000円の予算計上してありますけれども、保健衛生費のところでは、これは借上費

は６万7,000円で計上してあったのですが、この違いについて質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 角田委員のご質問にお答えいたします。 

  この使用料賃借料、自動体外式除細動器、ＡＥＤの借上料ですが、30万9,000円。こ

れの内訳ですが、小学校５校におけるリース料の計上となっております。 

  以上であります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、148ページから149ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、150ページから151ページ、ありませんか。 

  角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） 151ページです。社会科副読本「上士幌」、それの印刷製本費

273万計上してありますけれども、これの編集はどのような体制でやるのか、質問いた
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します。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 角田委員のご質問にお答えいたします。 

  この社会科副読本「上士幌」の製本作業につきましては、この副読本につきましては、

小学校３・４年生で使用しています副読本でありまして、この製作につきましては、学

校教育研究部会という組織で編集を行っております。そこでは、具体的に実際現在ある

内容を見比べて、あと現在、社会科の教科書に準拠して本町の様子ですとか、商店街の

様子、あと農作業、畑作農家さんや畜産農家さんの仕事の内容などの編集を行って作成

をしております。 

  以上であります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） その研究部会ですか、学校教育研究部会、それのメンバーはど

ういうメンバーで構成しているのか、質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 この学校教育研究部会につきましては、各小中学校長から推

薦をいただき、教職員６名とあと管理職員２名で７名とあと教育委員会１名で編成して

おります。 

  以上であります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） 既に部会のメンバーが構成されているということであれば、こ

れ以上申し上げることはないんですけれども、やはり上士幌のそういった歴史であると

か、現状であるとかいうことの編集するのであれば、民間の例えば農家の方であるとか、

この町であれば地域の宝探しの会であるとか、そういった地道にこの町の歴史を調査研

究されている方もおられます。教育のそういった先生方だけでなくて、やはり今後にお

いてはそういった方をいろいろお知恵を拝借するというのが一番地に着いた副読本「上

士幌」になるのではないかと思うんですけれども、その点いかがですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 実際の編集作業に当たりましては、実際農協さんですとか、

畑作農家さん、畜産農家さんのところにお伺いしたり、保護者にもおられる方もおりま

すので、その辺意見とかも反映させながら編集作業を進めていきたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありますか。 
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（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、152ページから153ページ。 

  角田委員。 

○７番（角田久和委員） 152ページです。校舎屋体ガラス清掃業務106万8,000円、これ

は中学校の校舎と屋体の窓ガラス清掃業務ですけれども、校舎と屋体の２つの建物だと

思うんですけれども、これの内訳を質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 暫時休憩します。 

（午前１０時０７分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時０９分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 角田委員のご質問にお答えいたします。 

  面積の内訳ですが、校舎の床面の面積であります。まず、校舎の床面の面積は

1,974.5平米で、窓面積につきましては1,072平米、屋体の床面積253平米、屋体の窓面積

253平米であります。 

  以上であります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） その内訳金額、質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 すみません、ちょっと積算に時間がかかりますので、後ほど

回答させていただきます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 後ほどでよろしいですか。 

  では、次に移りますが、次ほかにありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） なければ、154ページから155ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 156ページから157ページ、質疑ありますか。 

  中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） 156ページの成人教育推進経費で105万5,000円出ております

が、この成人教育というのは、対象者というのはどの範囲の対象者なのか、その教育内
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容というのはどういう内容なのかちょっと教えてください。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐藤主査。 

○佐藤泰将教育委員会主査 ただいまの質問にお答えいたします。 

  成人教育につきましては、青年から高齢者までということで行っております。それ以

外は、少年教育はまた別で行っているところでありますが、なおかつ女性教育もこれら

に含んでおります。 

  内容につきましては、各種成人向けの講座等の実施、あるいは青年会への支援、あと

家庭教育支援、高齢者学級の運営等につきましても、この中で行っているところであり

ます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ８番、山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 小中学校教育全体についての質問で予算上は出てこないんです

が、学力テストの問題について質問したいと思っています。少なからず予算というか、

実施する方向での政策になりますので、質問いたします。 

  平成25年度におきましては、文科省のほうでは全国一斉にやるという方向で動いてい

ますが、北海道は既にやってきておりますので、その点について従来どおり実施するん

だろうと思うんですが、このことについて本来の学力につながるのかと、それから新た

な政権の中で一斉にやると、全国的には、そうなるとさらにいろいろな意味で文科省の

ほうから、道教委のほうからいろいろな順位を上げなさいというような競争をあおるよ

うなことが出てくるのではないかと心配されますが、その点について質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 山本委員のご質問にお答えいたします。 

  全国学力の状況調査につきましては平成19年度から実施されており、平成25年度はき

め細かい調査ということで、全小中学校の児童生徒が対象となります。小学６年生、中

学３年生が対象となります。本町においても本調査に参加する予定でございます。 

  この調査につきましては、学校と家庭が今後の教育指導や学習指導環境などの改善を

生かすことを目的として、国語と算数、数学の学習の到達度、理解度、学習意欲、学習

方法、学習環境、生活の様子に関する内容で行っております。 

  学力とは本来知識、技能、思考力、判断力、表現力、学ぶ意欲など総合的なものであ

りますが、この調査は知識の定着を中心にテストで推しはかることが可能である特定の

一部分を調査したものであります。 

  この調査結果やふだんの学習の課題、学習の評価をもとに、各学校において授業改善

や家庭学習の習慣化などを柱とした学校改善支援プランを資料とした学校改善プランを
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作成し、ＰＣＤＡの改善サイクルにより実践的な改善を行い、学力の確実な定着と向上

を目指しております。 

  学力テストで本来の学力になるのかということですが、この学力調査で学力の全てを

検証できるわけではありませんが、学校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。 

  本町においては、学力の数値とともに児童生徒の質問肢の内容も重視しています。そ

こでは児童生徒の生活リズム、生活環境、生き方、行い方、学びの様子などを考察する

ことが可能であり、向上、改善に向けてそのことも学校改善プランには網羅されており

ます。 

  以上であります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本委員。 

○８番（山本和子委員） 全国的に実施されまして、全国の順位がつけられまして北海道

が中学校、小学校含めて最下位ではありませんが、下のほうにいると、どうしても競争

になりまして、道教委はそういうこと含めて、何とか2014年、26年ですか、それまでに

平均以上にしたいということでいろいろなキャンペーンをはったり、学校支援の、先ほ

ど言いました改善プランをつくりなさいということで、つくっていると思うんです。 

  ですから、子供たちの学力というか、算数、国語含めて、数学含めて点数上げるのは

いいんですが、やはり道教委、全国は順位関係ありませんから、道教委にすれば、やは

り順位を上げることが目先の目標になってしまうのではないかと、そういうことで25年

度におきましては、かなり道教委のほうもいろいろな意味でプレッシャーなりかけてく

るんではないかという、私はそういう気持ちが心配しています。 

  ですから、順位関係なく学力を、勉強できる、100点できるまで取りなさいというこ

とはもちろん大事ですので、そういう方向で支援プランがなればいいなと、これは学校

ごとつくる支援プランですので、教育委員会がああしなさい、こうしなさいではないと

思うんです。学校長含めて学校の支援プランをつくるんだと思います、つくっていると

思うんです。その中で、教育委員会の立場としましては、やはり強制ではなくて、先生

方の支援をしますというか、そういうふうにすべきだと思いますので、これは実施する、

しないは今回は全国一斉になりましたので、北海道もやっていますので、上士幌だけが

やらないというわけにならないと思います。その点について、十分配慮しながら進めて

ほしいと思っています。 

  以上、質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 馬場教育長。 



－106－ 

○馬場久男教育委員会教育長 お答えをいたします。 

  この学力テストの関係につきましては、先ほど担当のほうから説明したとおりですが、

あくまでも子供たちには確かな学力だけではなくて、豊かな人間性ですとか、健康とか、

体力とこういったものがバランスよく育んでいくと、こういったものが子供たちの生き

る力を育んでいくということで考えています。 

  そういった中で、道教委は先ほど言われましたように、平成26年度までに全国平均以

上、そしてさらについ最近ですけれども、平成29年度までに道内全ての地域で全国平均

以上にすると、これが道教委の目標が発表されています。こういった面で、道教委のほ

うからいろいろとこれから指導がされるというふうには、それは思っています。地教委

としては、それに基づいて進めていくという形になっていくかと思いますが、先ほど言

われましたように、あくまでも強制するものではないと。確かにそのとおりですので、

教育委員会としてもしっかりと支援プランは教育委員会として作成をすると、それに基

づいて、それだけではないですけれども、学校のほうでも学校改善プランをしっかりと

立てていただいて、それに基づいて実行していただく、そして、その結果をきちんと総

括をしていただくと、そういった反省点があれば反省をして、次年度にまた生かしてい

ってほしいと、そういったことで進めていきたいというふうに思っていますので、よろ

しくお願いします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

  ほかにありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） なければ、次に158ページから159ページ。 

  ９番、山本裕吾委員。 

○９番（山本裕吾委員） 159ページの生涯学習推進事業についてお尋ねします。 

  これは昨年同様、この計上されているわけでございますけれども、昨年からやや15万

ほど減額されておりますし、改めてこの推進事業の計上されている中身、どんなことを

やっているのか、またその研究所員、情報員ということでなっておりますけれども、こ

の構成員がどんな形になっているのか、この目的やどこに着地地点があるのか、この辺

のところ再度改めてこの際お聞きしておきたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐藤主査。 

○佐藤泰将教育委員会主査 ただいまの山本委員のご質問にお答えいたします。 

  生涯学習推進事業の経費の関係の15万円減額という点でございますが、こちらにつき

ましては、旅費が実は15万ほど減額になっております。昨年は20万ほど実は予算計上さ
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せていただいておりますが、我々職員２人が生涯学習の先進地視察研修ということで、

２名分道外研修行かさせていただいております。行った先は、生涯学習の先進事例を学

ぶということで、栃木県の鹿沼市というところに行ってまいりました。20万円ほどの予

算のうち執行したのは15万円ということになりますが、次年度の予算につきましては、

その先進地事例20万円分は減額となっておりますが、５万7,000円分予算計上されてお

りますが、実はこの計上につきましては、今後予定されております生涯学習センターの

改築に伴う視察という分で、本年度とちょっと違った意味合いの旅費計上となっており

まして、そういった違いで減額という形になっております。 

  続きまして、生涯学習の推進の内容でございますが、実は本町は道内的にも先進的に

取り組んできたという経過がございまして、過去全国的な大会を実施したりということ

で実績を積んできたところでございますが、実は平成15年ぐらいからそれまでやってい

ましたタウンカレッジとかというのもなくなりまして、かなり停滞化になってきたのは

事実でございます。 

  そこで、生涯学習推進協議会という組織がトップで進めてきているわけですが、21年

11月を最後にとまったままになっておりました。我々担当としても何とか立て直してい

きたいということで、今年度から動き出しているところでありますが、この推進協議会、

昨年８月に再度開催しております。 

  推進協議会は、各関係団体等のリーダー的な存在の方で組織しておりますが、今後の

生涯学習の施策をどう進めていくかという点で協議する組織でありますが、今後、我々

今、役場内部、行政内部でワーキングチームというものつくって動き出しております。

各部局であらゆる事業を実施、展開しているわけですが、お互いにほかの部局が何をし

ているかわからない中でやってきているという実態があるのが事実でありまして、その

辺情報を共有をしてやっていこうということで、今までこの動きはなかったんですが、

新たにこの動き、このメンバーで新年度事業を展開していきたいということに考えてお

ります。 

  新たな事業としましては、事業を各部局でやっている事業を体系化して、町民にそれ

をわかりやすく情報提供して、町民が学びやすい場を提供していきたいということで考

えているところであります。 

  もう１点質問のありました情報員でございますが、こちらは「生涯学習だより」の作

業をやっております。過去は「生涯学習だより」別冊で行ってきたわけですが、今は町

広報の中で取り組んできております。年４回、四季に合わせて発行しているところであ

りますが、年４回で今発行しております。 
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  このメンバーですが、情報員ということで町のほうから委嘱しておりますが、毎年テ

ーマを持ってやっていこうということで、毎年委嘱をしております。今年度のテーマに

つきましては、地域の教育力ということで、メンバーにつきましては、知識経験者とい

うことでこれまで携わってきた女性の方２名と、あとは関係団体で商工会の職員の方、

あとはＮＰＯ法人、具体的にはガイドセンターの方、あとはうちの職員になりますが、

博物館の推進員、地域おこし協力隊ですが、それらのメンバーで組織して運営しており

ます。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本裕吾委員。 

○９番（山本裕吾委員） 今、主査がおっしゃられたように、本町はもう道内でも先進地

というか、生涯学習で取り組んでこられたわけだし、竹中町長もその率先に当たって教

育委員会でもなされてきたわけですけれども、今経過聞いてわかりました。平成21年11

月で停止したと、今まさしく申し上げたように、本道では指折りの生涯学習を推進して

きた町なんですが、研究をずっと続けておられる、今、民間の方も関係団体の方入って

おられると思いますけれども、内部の部局の方々が多いのかどうか、その辺を詳しくは

それ以上、今、お伺いしただけの話ですね。 

  この生涯学習の研究、この研修会開催と書いてありますけれども、もうその域は本町

は脱しているんでないかと私は思うんです。前にもお話ししたように、話したかもしれ

ませんけれども、静岡県の掛川市なんかは、もうそういうことがきちっと積み上げられ

ていて、市民同士が協調性を持っていろいろな建物だとか、いろいろなものを協力関係、

寄附金をみんなで出し合って城を建てかえるとか、インターチェンジつくるとか、そう

いう域まで達しているんです。前にも申し上げましたけれども、だから、我が町もそう

いうことで今まで積み重ねてきた生涯学習の結果というものは、先ほど到着地点、着陸

地点と私申し上げましたけれども、そういうふうにやはり町民同士が心を協調し合って、

そういうところまで私はもう既に先進地としたらそこまで進んでいるべきではないかと

こう思っていますけれども、その辺の研究をいつまで持続してやっていって、この成果

が町民の幸せ、生活に結びつくものがどういう観点で継続されてやっていくのか、再度

お尋ねしたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐藤主査。 

○佐藤泰将教育委員会主査 ただいまの生涯学習の研究の部分でございますが、実は先ほ

どの生涯学習推進協議会という条例組織が頭にあるんですが、その下部組織に生涯学習

研究部というのがございます。実はこの研究部につきましては、平成17年を最後に休部
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となっておりまして、それまで調査研究事業がいろいろ実施されてきたわけですが、そ

こでとまった段階になっております。 

  今担当として考えておりますのは、調査研究というよりもとにかく町民が学びやすい

環境の場を設定していこうということで、先ほど申し上げたとおり、各種事業を体系的

に住民に周知して、住民が学びやすい場を興していきたいと、結局町民がさらに学んだ

ことは、まちづくりに生かしていただきたいと、そういう視点で今後進めていきたいと

いうふうに考えております。 

  これらのことにつきましては、過去地域の宝探しの会、あるいはアーチ橋友の会、そ

ういった活動がまさにその成果だというふうに考えておりますので、今後そういった町

民がまちづくりに還元できるようなそういった視点で事業を興していきたいということ

で考えております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ９番、山本裕吾委員。 

○９番（山本裕吾委員） 少し見えてまいりましたけれども、かつてはうちの町も海外に

広く大きな視野でグローバルにワールドワイドで視察していくという、海外研修基金運

用委員会というのがあって、海外にも10名ほどですか、出て行ったという経緯もありま

して、そういう中で学ぶ、本町の生涯学習の町として学ぶということを多方面にやって

いただきました。残念ながら経済活動だとか、基金運用のあり方については、これはな

くなってしまいましたけれども、やはり先ほど申し上げたように、町民同士の融和とか、

あるいは行政と町民が理解し合うとか、学校なんかもそうですね、中学校あたりは民間

の方が行って技術指導、大工仕事なんかのそういう指導もされている、やはりそういう

ことで本当に先進地として、道内では先駆の町として、本当に生涯学習というのは死ぬ

までというか、終焉するまで生涯学習だと思うんですけれども、そういうふうなわけで、

やはりある時期の到達点というか、なかなか言葉にあらわしたり、思いというのは千差

万別ですし、なかなか難しいニュアンスのものではあるでしょうけれども、やはりある

程度目標地点を定めて、次の段階はどうなんだ、これを進めていくことによってどうな

んだというようなやはりそういう節度というか、そういう一定の計画性が出て、ここま

でこう来たんだな、うちの生涯学習はこういう、うちの上士幌町はこういうふうに変わ

ってきたんだなというようなことがある程度やはり町民も理解してもらって、予算措置

をすることによって、憩いよくこの町で暮らしていけるんだというようなことをやはり

アピールすべきだと思いますし、そういう計画性をきちっと持たれてお進めになられた

らいかがと、提案も含めてでございますけれども、この辺いかがでしょうか。教育長、

どうですか。 
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○委員長（堂畑義雄委員長） 馬場教育長。 

○馬場久男教育委員会教育長 お答えをいたします。 

  この海外研修事業もかつては10名の方が行かれたということで、また中高生のカナダ

のスレイブレイクとの交流についても中高生、１年、隔年ですけれども、10名ずつ行っ

ておりました。これはいろいろな課題が出てきて、平成14年度にカナダからこちらに来

たのを最後に中止をしたという状況があります。こういった面で、国際交流も含めて非

常に重要な課題だというふうに思ってはいます。 

  それから、生涯学習については、この役場の内部の生涯学習の体制が一時部分的に企

画課に移ったりとかいろいろなものがありましたけれども、現状はアダプトプログラム

も教育委員会のほうに来ていますので、そういった面では教育委員会の中で集中的にこ

の生涯学習が進められる体制にようやく今またもとに戻ったような形に今なってきてい

ますので、この辺は十分私自身も研究を進めながら今後進めていきたいというふうに思

います。 

  また、先ほどの成人教育との関係もありますので、この辺の生涯学習、成人教育、そ

れから、本当に町長の考えておられます子育てですとか、教育、この辺とも絡んできま

すので、このほうも一体的にまたいろいろ研究をしていきたいというふうに思いますの

で、ご理解のほうよろしくお願いします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ちょっとお待ちください。その前に、先ほど７番、角田久

和委員に答弁保留になっておりましたことについて、鳥本主査から答弁をいたします。 

  はい、鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 先ほどの角田委員のご質問にお答えいたします。 

  先ほど面積を説明した際に、１点誤りがございまして、屋体の床については、積算の

ほうには入っておりません。屋体の床については、校務法によるワックスがけを行って

おりますので、これは清掃業務には入っておりません。 

  金額ですが、まず校舎自体の床が積算の内訳が51万4,000円、校舎の窓が47万6,000円、

屋体の窓が７万8,000円。 

  以上であります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 

  角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） これ書き方自体がおかしいですよね。校舎・屋体・窓ガラス等

とか、あるいは床清掃業務で106万8,000円であればいいんだけれども、これだったら

106万8,000円全て窓ガラスの清掃に与えると、そういうふうにとられます。そこ１点確
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認いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 ちょっと記載方法が確かに見づらい点がありましたので、今

後記載方法について検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） 前の山本委員もおっしゃられるけれども、検討ではないですね。

間違いだから今後修正しますということですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 大変失礼しました。その辺ちょっと訂正のほうをお願いいた

したいと思います。校舎等を今後改めます。どうも失礼しました。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） それで、校舎の窓で47万計上してありますよね。新しい校舎で

47万、昨年度、今まで窓ガラスの清掃で予算計上してあったのかどうか、例えば小学校

であるとか、そういうことがあったのか質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 校舎の特別清掃につきましては、隔年ごとに実施しておりま

す。 

  以上であります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） では、ほかの校舎等も隔年で窓ガラスの清掃行っていると、そ

ういう解釈でよろしいんですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 そうです。そのとおりでございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次、８番、山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 生涯学習の問題について、先ほど山本裕吾委員から質問ありま

したけれども、私自身は生涯学習というのはどこまでいったら到達というのはないと思

うんですけれども、私も一つ年を取り、子供が生まれ、どんどん国も町も子供たちも成

長し、新しい命が誕生しますので、それはずっと永遠に続く課題だと思います。 

  その中で、赤ちゃんからお年寄りも含めてどうやったら生き生き地域で暮らせるかと、

学ぶことも大事だし、いろいろな実践を通じて触れ合うことも大事ですので、それを通

じて、生涯学習というのは学ぶととれるんですけれども、生涯活動といいますか、そう
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いう観点で取り組んだらいいかと思って、それは若干答弁があればお願いいたします。 

  それと、そういう意味で、学習センターの視聴覚ホールの問題についてなんですが、

当初図書館つくるときには多分講演会用とか、映画視聴用だったと思うんですが、今さ

まざま活用が広くなりましてコンサートやったりとか、いろいろ講演会もあります。そ

の中で、音響がよくないのではないかと、私も何回かコンサートを企画したときにやは

りプロの方が会場は響くんですけれども、舞台に行くと響かないというようなことがあ

りまして、その辺１回研究をされて、私プロではありませんのでなかなかどうのこうの

わからないので、その点研究をされて、もっと学習センターホールをいろいろな多面的

に活用できるようにすべきではないかと思って質問させてもらいます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐藤主査。 

○佐藤泰将教育委員会主査 ただいまの山本委員の質問にお答えしたいと思います。 

  まず、生涯学習の考え方でありますが、従来ゆりかごから墓場までということで、生

まれたときから死ぬまでということが学び続けるのが生涯学習というふうに言われてき

ておりましたが、今我々考えているのは、やはりまちづくりには生涯学習が必要である

ということで、その生涯学習の視点に立って上士幌をどうしていくのかといったことが

今大事なのかということで考えております。 

  先ほども申し上げたとおり、町民が学んだことをまちづくりに生かせるようなそうい

った視点で今後進めていきたいということで、重ねて申し上げたいと思います。 

  続きまして、もう１点、視聴覚ホールの音響の問題でございますが、確かにコンサー

トにつきましては、音響が悪いという指摘がされているのを耳にはしております。当施

設でございますが、講演会、あるいは映画観賞を目的とした施設としてつくられたとい

うふうに聞いておりますが、マイク、スピーカーを介さない生の演奏、例えばコーラス、

ピアノ等につきましては適していないというのが実態であります。 

  その理由につきましては、ステージから観客に向けての音のはね返りがないと、そう

いった装置がないのが原因になりまして、反響板といわれるものがついてそういった効

果が出るというふうに聞いております。現在、視聴覚ホールのステージ、実際のところ

余り大きくはないので、そういった反響板、固定式だとなおさらのことですが、かなり

スペースの問題があるのかと、今、移動式のものがあるというふうに聞いているんです

けれども、ただその出し入れするのは我々スタッフが運べばいいんですが、それをしま

っておくスペースが正直なところ今近くにないといった事実もございます。 

  ですが、施設の有効活用、稼働率アップというのは考えていかなければいけないとこ

ろでありますので、いまだかつて具体的に検討を進めたことはありませんで、今後調査
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検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本委員。 

○８番（山本和子委員） よく反響板、反響板と私も聞くんですが、具体的にどういうも

の、どれぐらいのスペースかわからないものですから、反響板があるといいよねと、私

もコーラスやったり、いろいろやったりしているんですが、山開センターは逆に響き過

ぎると、コーラスはいいんですが、いろいろなときに床がじゅうたんではないですので

響き過ぎると、そうするとそこにちょっと敷いたらいいのにといろいろな課題があって、

多目的に使おうと思うと逆に山開センターは、音響は今回直してもらってよくなったん

ですが、難しいと、コンサートはホールがいいなと思ってもなかなか難しいというので、

なかなかプロの方もいろいろな要望がありますので、そういう点を含めてどこかいいと

ころがないかということもあります。 

  人数的にもやはり約160、200弱のときもいいときもありますし、山開センター広過ぎ

てしまって、響き過ぎて、いろいろな使い方がありますが、そういう点含めて、反響板

がどれくらいするものか、どれぐらい今なかなか難しいということありましたが、それ

もちょっと検討に入れさせてもらって、ぜひコンサートなりいろいろなことが気軽にで

きるようにするために、この学習ホールのほうは有効に活用できるようしてほしいと思

って質問させてもらいました。 

  以上、同じ答弁になりますか、すみません、よろしくお願いします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐藤主査。 

○佐藤泰将教育委員会主査 今、反響板の話をさせていただきましたが、確かにこれを設

置すると恐らく観客のほうに音ははね返るのかというふうに思っておりますが、ただ聞

こえればいいという問題ではないと思います。質の問題が出てきますので、果たしてそ

れが視聴覚ホールでマッチするのかどうかというのがちょっと不透明なところがありま

すので、その辺含めて検討していきたいというふうに考えます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次、ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、160から161ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、162ページから163ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、164ページから165ページ。 

  10番、中島委員。 
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○１０番（中島卓蔵委員） 164ページの備品購入費の290万についてお伺いします。24年

度も同じ金額になっている、今年度も同じ金額で計上されていますが、これ図書購入等

になっておりますが、そのほかに備品等についてはどのようなものがあるんですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 藤倉主査。 

○藤倉徳夫教育委員会主査 図書館費の備品購入費なんですけれども、次年度も290万と

いうことで計上されております。 

  内容につきましては、本だけなのかということなんですけれども、実際本並びに本以

外に視聴覚資料が入ってきます。視聴覚資料もこのうちの約20万ぐらいを計画しており

ます。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） 図書の購入につきましては、毎年継続でやはり購入冊、何冊

と大体ある程度予定を組んでいるんですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 藤倉主査。 

○藤倉徳夫教育委員会主査 平成25年度の一応概算なんですけれども、計画としては約

1,735ということで計上しているんですけれども、大体平均して1,800冊程度の購入を考

えております。 

  現状、先ほど触れました視聴覚資料なんですけれども、視聴覚資料につきましても利

用が多いものですから、数多く入れたいところですけれども、以前にもお話ししたこと

があると思うんですが、単価の問題がありましてなかなか高価なものは今入れていない

状況にあります。 

  利用のほうも本のほうで見ますとその1,735という話をしているんですけれども、こ

れを単価的に平均するとちょっと低めに設定してやっております。というのも文庫新書

というのがこのところ人気のあるものが多いものですから、文庫新書が多い分平均値が

下がって、数が若干多めに買えることができていると考えております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ９番、山本裕吾委員。 

○９番（山本裕吾委員） 164ページの環境省のビジターセンターの電気料についてお尋

ねしますが、これからでき上がってスタートするわけでございますけれども、まずこの

積算根拠、地下の循環温度、室内の温度を保つためにそういう施設も兼ねられているの

ではないかと思いますけれども、この辺の積算根拠とその部分が含まれているのかどう

なのか、国の施設との供用分ということで先進的なといいますか、斬新的な施設にでき
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上がったのかと思ってございますし、その辺を含めてまずはお尋ねしておきたいと思い

ます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 須田主幹。 

○須田 修教育委員会主幹 新たにできます糠平の施設に関する電気料のお話しですけれ

ども、なかなか新しい施設ということであくまでも実績に基づかない範囲での積算とい

うことにはなっておりますが、その根拠といたしましては、まず今山本委員がおっしゃ

ったように、今度の施設の暖房システムが土壌蓄熱式暖房といいまして、もともと土の

持っている熱とそれと電気で土全体を温めて、それの輻射熱で建物全体がほんわかと温

まるというようなシステムになっております。それにかかる電気代について今回は108

万円を積算しております。 

  これについてはあくまでもそのメーカーといいますか、設計時点での積算ですので、

これがそのままいくかどうかというのはちょっと運用してみないとわからない部分は多

分にございます。そのほかに不確定な部分として電気代、照明等が展示施設がございま

すので、これがかかってまいります。 

  今回は、今の現博物館と違いますところとしては、全てＬＥＤ照明化しておりまして、

その辺は長寿命、省電力ということで対応はさせていただいているんですけれども、い

かんせん幾らかかるかわからないということで、今回の積算としては、現博物館の照明

にかかる金額を置かせて積算させていただいております。それと、先ほどの床の蓄熱暖

房に係る電気代の合計金額として今回の236万円、こういう金額が計上させていただい

ております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ９番、山本裕吾委員。 

○９番（山本裕吾委員） 環境省との、いわゆる英語でいうとコラボレーションでおつく

りになって、まさに画期的な施設ではないかと、全国にも誇れる施設になっているので

はないかと思います。 

  相対する、一緒に歩んだ方々が環境省ということで、環境に嘱した土壌蓄熱式という

ことですけれども、費用対効果も全部含めて恐らく環境ということもお題目につくって

きた施設だと思いますけれども、やってみなくてはわからないということがあるけれど

も、やはり室内の温度ですね、夏はこれは開放かどうかわかりませんけれども、冬の場

合、殊にあそこはスキー場もございますし、湯治、あるいは温泉に入ってくる方もおら

れるでしょう。一般的には私も知床だとか、層雲峡だとかいろいろビジターセンター見

てまいりましたけれども、商工会の役職柄見てきましたけれども、大体もうできた年度

からだんだん下降線の一途をたどるということなんですけれども、その話は別にいたし
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まして、やはり潤沢に見ていただける博物資料館ということで、快適に見学していただ

けるということは、これは設置する側のほうとしては最大限のもてなしの心でもってや

らなければいけないですけれども、やってみなくてはわからないということがあります

けれども、きちっと快適に博物資料館の内部の見学できるような温度で、この236万で

すか、全部全体ＬＥＤ照明を含めた快適に維持していけるものなのか、再度お尋ねして

終わりたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 須田主幹。 

○須田 修教育委員会主幹 ただいまの質問にお答えいたします。 

  温度につきましては、当然設計段階の電気の積算では、通常快適な温度ということで

積算しているということではございますけれども、実際運用してみてその温度か保てる

か、実際保てるかどうかというのは、今言ったように不確定な部分は申しわけないんで

すが、若干含んではまいります。 

  それから、今おっしゃったように、冬場は当然地下の熱が下がりますので、その分電

気代がかかると、夏については電気代は要らなくて、地下の温度というのは、逆に言う

とその外気温よりもずっと低い温度になりますので、建物全体は外の外気よりも低い温

度に保たれるということで、その辺は１年間を通して快適に来館者等が見ていただける

ような形で運営していきたいというふうに考えておりますので、ご理解のほどよろしく

お願いいたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ７番、角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） 同じく博物資料館の維持管理経費なんですけれども、今年度

1,026万1,000円計上してありますけれども、これはいわゆる博物資料館の500平米の部

分だけの管理経費と考えてよろしいんでしょうか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 須田主幹。 

○須田 修教育委員会主幹 基本的には500平米の部分の管理費になります。それで、

1,026万ほどの金額で、歳入のところで出た電気代というのがございまして、電気代に

ついては、どうしても町が設置した施設、町が支払い者、北電に対して契約上はなって

おりまして、電気代は一括して町が支払わなければいけないので、全体の電気代をここ

に計上させていただいております。その分、その半分を環境省から歳入として受けて、

その辺がマイナス、この1,026万1,000円から100万円ほどですけれども、それがマイナ

スに実際はなるということでございます。 

  あとその他については、博物資料館側、上士幌町側の単独500平米に係る経費という

ふうにご理解していただいて結構だと思います。 
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○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） 博物館の500平米分ということであれば、旧博物館の昨年度の

管理費が608万であって、今回新博物館が1,026万ですか、かなり管理費経費が上がって

いるような感じするんですけれども、その辺についてはどのような解釈したらよろしい

ですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 須田主幹。 

○須田 修教育委員会主幹 今の電気分、電気料を差し引いても922万5,000円という金額

になっております。前年度の予算額につきましては、608万3,000円ということでなって

おりまして、その部分大分差額がもちろん出てくるわけですけれども、これについて大

きな要因といたしましては、新たな施設での備品類の購入についてが100万円計上され

ております。 

  それから、ＰＣＢ廃棄物の処理ですね、実は旧施設、それから旧小学校のＰＣＢの廃

棄物、安定器なんですけれども、そちらのほうを今博物館が保管しておりまして、それ

を25年度に廃棄処分、処分をしなければいけないということになっておりまして、それ

に係る経費が300万ほどかかると、それが通常ない部分としてふえた大きな要因となっ

ております。 

  それから、先ほど説明が足りなかった部分がございますけれども、電気代のほかに施

設の維持管理の委託料なんですけれども、消防用の設備点検、それから電気工作物の保

安業務、それから浄化槽の保守点検について計上しておりますが、これについては先ほ

ど電気代と同じことでございまして、施設全体についての金額を見積もって一旦計上さ

せていただいております。これについてはそれぞれ半額が環境省から実際は支出される

という形になっております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） それと、５月１日オープンということで準備進められているよ

うですけれども、今年度から入館料無料になるわけですよね。それで、新しい施設です

し、年間の入館者数どれぐらいで想定しているのか、質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 須田主幹。 

○須田 修教育委員会主幹 実際、今回の予算の支出の光熱水費の部分、水道料がかかっ

てくるんですけれども、今回水洗トイレということもありまして、それにかかる経費の

積算にも、その辺が入館者の数というのが非常に絡んでくるんですけれども、それは５

万人というふうに想定しております。この数字については、今の阿寒のビジターセンタ

ーが大体５万人ぐらいの入館者、増減はありますけれども、それぐらいの入館者がある
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ということで、５万人という数字を今のところ想定しております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） はい、角田委員。 

○７番（角田久和委員） ５万人、糠平に行ったが、相当糠平も５万人いくのではないか

と、期待するわけです。ぜひ地域の糠平の観光関係者ともタイアップして、我々町民、

あるいは議会と一体になって情報発信等をして、せっかくトータル５億かけた施設なの

で、全国からお客様がおこしいただくように、とにかく情報発信を徹底するということ

で、博物館、新博物館の運営についてはやっていただきたい、それと行政だけではなく

て、民間、あるいはほかの諸団体にいろいろ一体となって、５万人という目標を達成す

るように頑張ってやっていただきたい、我々サイドでもしっかり頑張っていきたいと思

います。 

  回答はよろしいです。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ここで15分休憩といたします。 

  再開は11時15分。 

（午前１０時５９分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１０分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） お願いを申し上げます。 

  質疑若干長くなっておりますが、それぞれの思いがあるんだろうと思いますが、思い

はできるだけ総括質疑に回していただきまして、簡潔に質疑をご協力お願いしたいと思

います。 

  10番、中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） ただいまの博物館の資料館の維持管理費について、角田委員

から質問ありましたが、私も同じ質問があったのでそれは理解できたんですが、その中

で１点委託料の中で、ＰＣＢの廃棄物処理業務につきまして、前年度は61万2,000円に

なっていますが、今年度に関しては289万4,000円の計上されていますが、その委託料の

内容的な違いというのはどういうことなのか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 須田主幹。 

○須田 修教育委員会主幹 昨年度につきましても同じＰＣＢの処分の委託費ということ

で計上させていただいております。それにつきまして、対象となるものがコンデンサー
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１基が対象となっております。 

  実はＰＣＢを含んだそういう廃棄物につきましては、年次を追って対象を変えながら

国のほうで処理をしていくという方針になっておりまして、24年度今年度については、

コンデンサーについて処理をする。25年度については、小型の安定器ですね、蛍光管と

か昔のに入っていた安定器について処理をするという年次計画で進められておりまして、

その対象がまず違うということで、当然それに係る処理、運搬費等の積算も変わってく

るという形で、このような委託費の差額という形で出てきております。 

  ちなみに小型の安定器については、旧小学校分と博物館分で大小含めて30個ほどござ

います。それの合計のキロ数によって単価がありまして、積算が決まってくるという形

で、今回約300万という数字がはじき出されておるということでございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 私もその委託料でちょっと気になった答弁があったのでもう

一度お聞きをしたいと思いますけれども、先ほど角田委員の電気料等の関係の質疑の中

で、照明については旧施設の照明代金というか、それを算定の基礎にしたという話があ

ったのですが、そういう理解でまずいいのかどうか確かめてから次の質問に入りたいと

思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 須田主幹。 

○須田 修教育委員会主幹 それに間違いございません。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 私も事前に契約等については見せていただいて、一通り目を

通したつもりですけれども、これはほかの施設にも言えることなんですが、施設を建て

るときに照明は大体ランニングコストで幾らぐらいかかる、暖房費は大体このぐらいで、

年間このぐらいの管理経費がかかるということを想定するような計画、あるいは設計で

なければならないと、ということは、今の話からいうとそれがなかったということにな

るわけです。これは、ほかの公共施設、今後大型改修、あるいは建てかえ等も含めてい

ろいろ考えているので、維持管理経費というのは見えない費用として非常に自治体財政

の重しになっているということも含めていえば、その辺の設計計画の段階でそういった

ものは出てきていないというふうに理解すべきなのかどうか、特に今回、暖房について

は、特殊というか、新しい方式を用い、なおかつ環境に優しいというか、そういう形で

考えられたというふうにどうしても僕らもそちらに目がいってしまったのかなと思いつ

つ照明についてどうなのか、最近は照明もＬＥＤなどを使って少し安価になってきてい

るという理解を僕自身は持っているものですから、そこまで照明の器具の種類等まで事
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前の計画等では全く話をしなかったわけですけれども、だとしたらやはり計画に少し問

題があるのではないかなと。 

  これは単に担当課だけではなくて、設計にかかわる、あるいは設計部分、きょうはち

ょっと教育委員会の質疑ですからみえていませんけれども、建設なども含めてそういっ

たアドバイスがなかったのかどうか、普通やはりそういうことをきちっとランニングコ

ストとした見た上でいく、だとしたら、今回の予算は、照明の部分は契約書をこうこう

こうと書いてあるのが普通なんだというふうに思うんですが、それがなったどうかとい

う確かめと、それがなぜないのか、これはわかる方がいればぜひお聞きをしたい。 

  今までそういうことを考えて設計をしていないということであれば、また別な機会で

そういう話をさせていただきたいと思いますが、その辺について、これ教育委員会がわ

かることなのかどうなのかもちょっと今質問しながら疑問を持ちつつ質問をしているん

ですが、その辺についてわかる方がいればお答えを願いたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 暫時休憩します。 

（午前１１時１６分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１７分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 須田主幹。 

○須田 修教育委員会主幹 佐々木委員のご質問にお答えいたします。 

  先ほどお答えいたしましたとおり、土壌蓄熱式暖房に係る部分については、ランニン

グコストということで、新たなシステムということもありまして、設計上積算がありま

す。それはそのままこの予算に反映させていただいております。 

  そのほかの照明につきましては、当然設計段階では照明器具の種類、要するにＬＥＤ、

白熱灯だとかというようなもの、あとは個数ですとか、箇所については当然設計ですか

ら全てが出ているわけですけれども、それにかかるランニングコストについての積算と

いうのはなかったということで理解しております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） なかったと言われれば仕方ないんですけれども、今後の設計

に関してはその辺はきちっと見ていくという必要性が、議員も事前にその設計図等を見

せていただいていますから、単に行政側だけの問題だとは言うつもりはありませんけれ

ども、普通設計をするときには採光、光をどういうふうに取り入れるかから始まって、
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どの程度の明るさを室内に持ち込むかということから始まるはずなので、当然それは出

てくるはずなんです。そういうことが抜けているとしたら、やはりどこかに甘さがあっ

たと言わざるを得ないと。 

  これは議会もそれを見つけられなかったという部分では、大変申しわけないと思いま

すけれども、今後についてはそういうことがないようというか、これはやはり設計上あ

ってはならないことだと僕は思うんですけれども、その辺についてこの際、理事者にも

ご意見を伺いたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 これまでもいろいろな公共施設を建設をしてきて、もちろん設計を

されているわけでありますけれども、ご指摘の部分、どこまで照明にかかわる電気のコ

ストの関係を設計でどこまで組み込んでいるのかちょっと私も承知していない部分があ

りますもので、建設課のほうとも十分その辺これまでの状況なりを確認をしながら、今

後どうあるべきかということも含めて、これから検討させていただきたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） また、ビジターセンターの部分ですけれども、オープニング

セレモニー等はどういうふうに考えているのか、つまりこういった施設を新しく建てる

ときに、何かメディアに大々的に宣伝をするというのが大事なことだと思いますし、糠

平観光の一つの目玉、糠平の皆さんに言わせれば、数十年来の悲願だったといえる部分

があるわけです。そのときのオープニングセレモニーについてまだ一切聞いていないん

ですけれども、その辺についての予算的にはどうなっているのかということも含めてど

ういう考えがあるのか、この際お聞きをしたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 須田主幹。 

○須田 修教育委員会主幹 今のオープンセレモニーに関する内容等についてですけれど

も、先ほど角田委員がちょっと触れましたけれども、オープンについては５月１日とい

うことで、今役場内部ではそういう形で方針が決まっております。 

  予算にそれに係る、当然オープンセレモニーという形で今考えておりますテープカッ

トですか、それにまつわるご挨拶ですとかにつきましては、基本的な部分としては考え

ておりまして、それに係る消耗品費、それから印刷製本費、それからそれに招く、まだ

人選についてはこれからですけれども、当然マスコミの関係者ですとか、あとはこの管

理運営に携わる方々、林野庁ですとか、道ですとか、環境省ですとか、そういうところ

からの来賓についてご列席していただくということで考えておりますけれども、そうい

う方々の関係の食料費という形で若干みさせていただいております。 
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  実際どういうスケジュールというか、内容で進めるかということについては、これか

らまた内部で協議をして、具体的な日程、スケジュール、当日のスケジュール含めて考

えていきたいというふうに考えております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 当日だけではなくて、ちょうどゴ―ルデンウィークを前にオ

ープンするというのが一つのオープン期間の期日を決めた要因ではないかというふうに

勝手に想像するわけですけれども、一定の期間、オープン期間として、一般来場者をな

るべく集めていわば糠平に集客をすると、そのためには、地元で何かするだけではなく

て、事前にどういった宣伝をするのかということが大事ではないのかなと、これはその

１カ月もたてばそういうものができましたという程度の話になってしまうと、オープン

した次の日の新聞には、記事の大きさは別にして、恐らく地元紙を初めとして載せてい

ただけると思うんです。そういうものを見て人がちょっと行ってみたいと思えるような

サービスというか、そういったことも含めて、これは単に教育委員会の仕事というより

は、糠平の観光協会とタイアップをする、あるいは糠平の住民の皆さんとどういうふう

にタイアップをするのか、あるいは商工観光でどういったそれを一つのネタにどう使っ

ていくのか、こういう戦略が必要なんだと思うんですけれども、その辺について、まず

ビジターセンターの主管する教育施設ということもありますので、商工観光の関係で聞

かなかったんですけれども、今の時点でそういうものが、これから期間がありますから

準備もできると思うんですけれども、そういうものが予定されている、あるいは考え方

があるとすれば、この際答弁を願いたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 須田主幹。 

○須田 修教育委員会主幹 今のオープンセレモニーに向けての部分といたしましては、

先ほど答弁いたしました当日の部分が予算にも反映されているんですけれども、当然そ

の前のＰＲ等はなるべく早い時期からしていかなければいけないというふうに考えてお

ります。それから、例えば町民の方々向けには、オープンの前に当然見学をしていただ

く機会を設けるですとか、そのようなことも今検討させていただいております。 

  それから、実際オープンしてその後25年度、26年度ずっと来館者が来ていただけるよ

うにということで、管内小中学校、高校への例えばそういう見学旅行、修学旅行等への

働きかけみたいなものもなるべく早い時期に今年度につきましても進めていきたいとい

うふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） よろしいですか。 
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  ほかにありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、166ページから167ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、168ページから169ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、170から171ページ。 

  山本委員。 

○８番（山本和子委員） 学校給食について質問いたします。 

  学校への食育の状況、小中へ栄養士さんが行ってらっしゃると思うのでその状況と、

地産地消の取り組みについてお願いいします。 

  あともう１点は、25年度において食器洗い機ですか、洗浄器を購入予定となっていま

すが、これは当初予算では載っていませんので、次期の補正でやるのかどうか、それを

質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 岩間主幹。 

○岩間敏広教育委員会主幹 お答えいたします。 

  まず最初に、各学校における食育の状況ですが、北居辺小学校が１回、北門小学校が

３回、糠平小学校が２回、上士幌中学校が５回。内容については、それぞれ担当教諭等

と栄養士の間で事前に授業方式で行うか、給食時に行うかということを打ち合わせをし

ながら、食の大切さだとかそういうことを含めて食育の授業といいますか、そういう状

況となっております。 

  あと、それ以外には毎回配っております「給食だより」、Ａ３判なんですが、そちら

の半面を利用して、必ずそちらのほうに食育の食の大切さですとか、食べる物の体の効

果ですとか、そういう形のものについては掲載をして周知をしているような形をとって

います。 

  あと、行っておりません萩ケ岡小学校につきましては、給食センターでご飯だけを提

供して、あと地域の父兄、または祖父母と実習室でおかずをつくって一緒に食べるとい

うような授業の展開等をして食育等のやつは独自でやっておりますので、萩ケ岡小学校

については、今年度は行っておりません。 

  あと上士幌小学校についても本日行っているんですが、保健福祉課と保育所の栄養士、

それと教育委員会の給食センターの栄養士、それと社会教育が入っておりまして、地産

地消の関係からなっているんですが、「食で育てる上士幌」というプロジェクトチーム
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みたいなものをつくりまして、その中で今回農協さんから上士幌産の大豆を提供をいた

だいたもので、町内の方から大豆を利活用した料理のレシピを募集しまして、それを試

験的に試食したものをきょう本日、全生徒に給食として出しております。上士幌小学校

の４年生、５年生、６年生については、そのレシピを出していただいた方々も含めて一

緒に試食をしているような状況になっております。 

  あとその他給食センターでというわけではないんですが、夏休み、冬休みの２回、子

供料理教室ということで保健センター・プラザの栄養士と保育所の栄養士、それと給食

センターの栄養士３名で小学生対象に親子料理教室という形での食育をやっております。 

  あと地産地消の取り組みの状況ということでありますが、基本的に地場産品の活用と

いうことでとらえていただきたいと思います。地産地消につきましては、申しわけあり

ませんが農林課の主管でございますので、あくまでも私どもは、食材を提供する給食セ

ンターという形で、地場産品の活用ということでお答えしたいと思いますが、まず地元

産のアスパラから始まりまして、白菜、キャベツ、あと農協さんでつくっていますカボ

チャのペーストをポタージュスープだとかという形で、その時期時期にとれるものについ

ては、積極的に地場産品を活用して、給食の食材として利用させていただいております。 

  あともう１点、25年度の第５期総合計画に載せてあります食器洗浄器の更新の件です

が、その件につきましては、ちょっととめていただいていいですか。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ちょっと暫時休憩します。 

（午前１１時３０分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時３０分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 岩間主幹。 

○岩間敏広教育委員会主幹 平成25年度の食器洗浄器の総合計画内での更新につきまして

は、予定はしておりません。ただ現状、修繕で何とか対応する形で予算は計上させてい

ただいておりますので、当面は修繕で何とか乗り切りたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 山本委員。 

○８番（山本和子委員） 学校への食育につきましては、前年に比べたら多分ふえている

んだろう、メモしたものが今ないものですから、ふえているのかというふうに把握させ

てもらいました。 
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  それから、メニューにつきましても、一般的にテレビでよく言われる学校給食でいろ

いろな差がありまして、都会に行けば行くほど結構驚くようなメニューだったりするん

ですが、上士幌は手づくりでやりながら、この間も多分このレシピを研究された方かと

思うんですが、たまたまお邪魔しましたら、今これからつくりに行くんだよという話聞

きまして、学校給食のレシピの中に給食センターの栄養士さんがつくるだけでなくて、

いろいろ地域の方が協力してレシピを研究しているということ、話聞きまして、すごく

いい取り組みだと思って質問させてもらいました。 

  それから、食器洗浄器につきましては、総括質疑の中で再度理事者のほうに質問させ

てもらいますので、ここでは質問いたしません。 

  以上、答弁というか質問になっていませんね。これからも要するに学校給食の栄養士

さんが栄養教諭の免許もとっていますので、ぜひ先生方と活用しながら学校に行って、

自分の立場は栄養士さんという給食センターに置きながらでもかなり積極的に働きかけ

て、各学校に行っているというふうに把握いたします。今後も活用されるのかどうか質

問して終わります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 答弁よろしいですか。答弁ありますか。 

  岩間主幹。 

○岩間敏広教育委員会主幹 今申されたとおり、基本的に給食センターの使命は、安全な

給食を提供するということが食中毒の予防も含めて基本がそれでございますので、現在

栄養教諭としては、栄養士は配置されておりませんので、可能な限りご期待に添えるよ

うに各学校のほうと連携をとりながら食育のほうも進めていきたいと思っています。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） なければ、次に、172ページから173ページ、質疑あります

か。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、公債費及び予備費は173ページから174ページ、質疑

ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、給与費明細書は175ページから182ページ、質疑あり

ますか。 

（「なし」の声） 
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○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、債務負担行為調書は183ページから185ページ、質疑

ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、地方債の現在高調書は186ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、事項別明細書の歳入は、11ページからページごとに

行います。 

  11ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 12ページから13ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、14ページから15ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、16ページから17ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、18ページから19ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、20ページから21ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、22ページから23ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、24ページから25ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、26ページから27ページ。 

  ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） 26ページの寄附金なんですけれども、本年度2,000円見込みで

すよね、寄附金、これふるさと納税で特産品980件の予算を計上してあって、常識的に

考えれば1,000万足らず寄附金が予想されるんですけれども、それに対して2,000円の寄

附金の見込みということなので、その点についてどのように整理しているのか質問いた

します。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ちょっと暫時休憩します。 

（午前１１時３６分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時３７分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 高嶋課長。 

○高嶋幸雄総務課長 寄附金の関係でございますが、ふるさと納税の関係は、通常前年、

前々年の実績に基づきまして、およその見込みで計上させていただいております。実際、

寄附金が入ればふるさと納税の特産品を送るという形になるんですが、寄附金の額とか、

実際の収入の件数とか、寄附金の額とか、１件当たりの金額等いろいろありまして、そ

れが一般寄附金か指定寄附金かというものもいろいろわかりませんので、収入があった

ときに予算計上させていただくという対応をとらせていただいております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） なければ、次に、28ページから29ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、30ページから31ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、32ページから質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、事項別明細書の総括表は９ページから10ページまで、

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、一般会計の予算書の１ページから８ページまで、質

疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時３８分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時４０分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、議案第24号平成25年度上士幌町国民健康保険特別会

計予算は、187ページから224ページを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 
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  ８番、山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 全部で３点あるんですが、１問ずつ質問させてもらいますので、

よろしくお願いいたします。 

  最初、国民健康保険会計の状況なんですが、以前、平成23年度に保険料上げましたの

でやや安定しているのかなという気もしますが、その状況についてまず質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 森本主査。 

○森本宏典保健福祉課主査 国民健康保険特別会計の状況でございますけれども、今、山

本委員からお話しございましたように、平成23年度に保険税の改正をしております。た

だ、国保財政、毎回申し上げているんですけれども、変わらず極めて厳しいという状況

はあります。 

  国保財政というのはご承知のとおり、加入者からの保険税の負担のほかに国や道から

の公費の負担、あと他の保険者からの財政調整による交付金、いわゆる支払基金からい

ただいている交付金、それから町からの一般会計の繰入金を財源としているんですけれ

ども、この公費負担とか、他の保険者からの交付金等の増減がかなり財政運営に影響し

ていると、大きく影響しているというような状況でございます。 

  １人当たりの医療費というのは、そんなに大きく変動しているわけではないんですけ

れども、今申し上げましたようなほかの財源の状況によって不安定な状況が生まれてき

たりするので、楽観的な状況ではないということは申し上げておきたいと思います。 

  それから、後期高齢者支援金とか、介護納付金これも毎年納めているんですけれども、

これも年々上がってきているので、これらのことも国保財政が厳しくなっている要因の

一つだとは思っております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 状況についてはわかりました。基金の関係だけいきますと、や

や4,500万ほど24年度は残る見込みですね。これは増減ありますから見込みですので、

25年度も、25年度は同額一応程度みていますが、わかりました。最終的には、25年度の

５月、６月に様子見ながら税率については検討されるんだろうと思ってわかりました。 

  次に、特定健診の関係について質問いたします。 

  きょうは委員会の資料として机上に配られました、ぱっぱっと目は通したんですが、

国のほうの制度が１期目といいますか、それが24年度今年度で終わりまして、次から新

しい計画をつくると、それでこの５年、その中で、どういうふうな成果なりあったのか

ということで質問したいと思うんですが、受診率65％目標されましたが、町は41ですか、
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数％でとどまったと思うんですが、その場合に、達成しない場合に以前から言われた、

ペナルティを課す、ペナルティを課すと言われながら、その状況について別にペナルテ

ィといいますのは、後期高齢者の支援金をふやすと、達成しなかったらそれについては

ふやすといわれていましたが、それは多分国の方針ではないだろうと思うので、その辺

の状況について質問いたします。 

  それから、25年度以降についてきょう資料をもらって、多分これから検討というか、

もう課内では検討していると思うんですが、その様子について質問いたします。 

  それから、特定健診として受診率を上げるのは、多分40数％がもう限界なのかなとい

う気もしますが、でも実は町の特定健診を受けなくても病院で受けている方は結構いる

んです。私もいる、だから２回受けているんです。がん検診も含めて、３回のときもあ

りますが、そういう方含めて特定健診としてはカウントされないんですが、町としてで

きるだけどれくらいの方が健診を受けている、病院で受けているものも含めた形で健康

増進といいますか、あると思うので、その辺をできるだけ把握をしながらこれからの改

善に生かしていくべきかと思って、その辺の把握ができないかどうか質問いたします。 

  ３点です。お願いいたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 森本主査。 

○森本宏典保健福祉課主査 まず１点目の後期高齢者支援金のいわゆるペナルティと言わ

れているというお話しですけれども、後期高齢者支援金の加算、減算の制度というのは、

平成25年度新年度から実施することになっています。25年度の加算、減算というのは、

24年度の特定健康診査、特定保健指導の実績に基づいて実施されることになります。だ

から、今年度の実績が25年度の支援金の加算、減算に反映されるということなんですけ

れども、26年度以後は毎年毎年前年度の実績が反映されるということになっているのが

概要です。 

  国が示している加算の対象というのは、特定保健を指導実質的にゼロ％、ほぼやって

いない保険者に限定するというような方針が示されております。このことからいいます

と本町はゼロ％当然そうではないので、加算いわゆる支援金をふやすよというペナルテ

ィといいますか、その対象からは外れるということになります。 

  この減算の対象いわゆる支援金が少なくてもすむというものは、平成25年度に当たっ

ては、特定健康診査と特定保健指導の参酌標準、市町村国保は特定健診が65％、特定保

健指導が45％という厚労省が示した参酌標準があるんですけれども、それを達成した保

険者が減算の対象だとされています。ですから、本町はそこに達していないので、減算

の対象からも外れるということになります。 
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  実際に、この加算、減算が行われるというのは、25年度からと先ほど申し上げました

けれども、実績報告とかのタイミングを考慮すると、実際は25年度の支援金が翌々年度

に精算されるので、翌々年度から実質は加算、減算のやりとりが行われるということに

なると思うので、仕組みとしては27年度からが実質的なふえたり減ったりのスタートに

なるということで、国のほうでは示しております。 

  それから、特定健診の第２期の計画の件ですけれども、今現在25年度から29年度まで

の５年間の第２期の計画を策定している最中でございます。国が出している基本的指針

の改正通知が昨年10月30日に届きまして、実施計画作成の手引きというのが昨年の12月

26日に通知されまして、こちら側としては作業時間に十分な余裕があるわけではないん

ですけれども、年度内の策定に向けて作業を進めているというところでございます。 

  今月の12日にここの国保の運営協議会を開きまして、委員さんからご意見を伺ったと

ころですし、先ほど山本和子委員がおっしゃられたように、27日の常任委員会に報告し

てご説明をすることで、資料も事前に配付しているということです。２期の計画に向け

ての作業状況は、そんなような状況でございます。 

  それから、最後の３点目なんですけれども、おっしゃるようにこれまでうちの特定健

診の受診率というのは40％台で推移をしています。24年度今年度はまだ確定値が出てい

るわけではないんですけれども、ほぼ23年度と同程度になるのではないかという見込み

で考えております。 

  先ほど山本和子委員おっしゃったように、病院に通院している人もいるということな

んですけれども、確かにアンケート調査してなぜ受診しないんですかというようなアン

ケートの回答としては、通院中のためという回答が非常に多かったということで、通院

しているのにさらに特定健診を受けることに抵抗感かあるのかというふうに思うんです

けれども、資料での検査が特定健診の項目を全て網羅しているわけではないと、もし通

院先で受けた検査が特定健診の検査項目を全てクリアしていたら、そのデータ提供を受

ければ当然特定健診を受診したものとみなすことができるので、受診率にも反映できる

のかというふうに考えております。 

  私ども保険者に義務づけられているのは特定健診でありまして、特定健診と治療は別

もんだよということを加入者の皆さんにもっとは知っていただくようにお願いして、年

に一度の特定健診は受けていただきたいとそういうふうに考えています。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 特定健診受診率に対するふえる、ふえないは、上士幌町はない

ということで把握させてもらいました。 
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  それから、25年度以降については、ぱっと見ましたら目標が60％だということで、そ

れ自体クリアするのは大変なんですが、前回の65からちょっと５％国が下げたのかとい

う、確実なところできたのかと思います。それは委員会の中でさらに検討させてもらい

ますので、ここでは控えます。 

  それから、先ほど言いました病院で受けたのが網羅していれば受診率に反映されると

いうのを初めて聞いた気がするんですが、そこそこの病院がありますので、そういうこ

とももし町で受けるのは、私が健康診査ぐらいなら別にいいんです。がん検査は２回も

大変なので、ちょっと今回休んだんですが。それも把握しながらお伝えして、できるだ

け町の受診率で数えるのではなくて、実際どれぐらいの方が受けているかというのを把

握すれば、町で受けていなくても例えば病院に通院しているかもしれませんが、把握を

しながら相談できるということも含めて、国民健康保険しか該当なりませんので、ほか

の方はなかなか把握できない、その辺も含めてこれから改善策としてほしいと思って質

問いたします。答弁があればお願いいたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 森本主査。 

○森本宏典保健福祉課主査 おっしゃるとおり、そういう周知も加入者の方にも必要だと

思いますし、また医療機関の協力というのも当然必要になってくると思いますので、医

療機関との連携を第２期計画の中ではさらに進めるようなことにも取り組んでいきたい

と考えております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） それでは、国保会計最後の質問させてもらいたいんですが、共

同事業交付金、高額医療費の関係と保険財政共同の関係について、前年に比べて当初予

算で大幅にふえているんですが、その理由について質問したいのと、それから歳入歳出

比べますといつもそうなんですが、出すよりももらうのが少ないので、町としては歳出

のほうが多いんではないかということ含めて、これは北海道全体で高額医療費はまたち

ょっと違うんですけれども、保険財政共同安定の関係につきましては、北海道全体で30

万以上80万円未満の医療費を全部でみるという制度ですので、実質広域の保険みたいな

ものになるんですが、それについて町がそういうふうにシステムといくと出すほうが多

いということで、メリットがあるのかどうか質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 森本主査。 

○森本宏典保健福祉課主査 まず、交付金の予算が前年度よりふえているということでご

ざいますけれども、予算編成時には当然幾ら入ってくるかというのが確定しているわけ
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ではございませんので、直近の前年度の見込みをもとに当初予算を積算しております。

例えば平成25年度の当初予算というのは、平成24年度の交付金の見込みを別に積算した

ものでありまして、その前の年はその前の年の直近の見込みをもとに計算しているとい

うことで、23年度の交付額より24年の交付金の見込みが高かったので、当初予算もそれ

に連動して予算計上額が大きくなっているということで、ご理解いただきたいと思いま

す。 

  それから、町が拠出するほうが多いのではないかと、メリットがあるのかということ

でございますけれども、高額医療費共同事業と保険財政共同安定化事業というのは、国

民健康保険法に基づいて実施されている事業でございます。メリットがある保険者だけ

が参加すればというふうになるような制度では当然ございませんし、本町も過去には交

付超過になった年もあると、当然拠出超過になっている年もありますので、単純にメリ

ットがあるからいいんではないか、だめなんではないかということではないという制度

であるということは、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 予算組むときには、前年度の実績で組むんだろうと思います。

最終的には出すほうが多いときには、23年度は特別調整交付税で、道のほうのそれで

3,000万円ほどですか、戻ってきたのは私は自分で資料の中見ているんですが、出し過

ぎた場合には戻ってくるという制度もありますが、一般的にずっと見ますと、過去に超

過、受けるほうが多かったこともあったということもありましたが、一般的に地方にい

くほど歳出のほうが多いというのが実態になっています。 

  これは国保、国のほうの制度ですので、町が抜ける抜けないではなくて、それはここ

での議論にはなかなかふさわしくないかもしれませんが、そういうこと含めて、ただ27

年度からですか、それからは１円以上全部やるというとなるとかなり財政的に圧迫され

るのではないかという気もしますが、それを質問して、これからのまた課題になります

が、質問して終わります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 森本主査。 

○森本宏典保健福祉課主査 今おっしゃられたように、平成27年度から制度改正が決まっ

ておりまして、全ての医療費にこの共同事業を適用させるということが決まっておりま

す。それで、当然拠出超過がさらにふえてくる保険者もあるでしょうし、そうでない保

険者もあるでしょうけれども、国のほうとしては、それを見込んで都道府県の調整交付

金を国の定率国庫負担金から２％振りかえているんですけれども、国の国庫負担金を

２％減らす分を都道府県の特別調整交付金で２％ふやすようなガイドラインを出しまし
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て、それをもってその拠出超過となっているところの支援に充てましょうということに

なっております。 

  ですから、１円以上になって拠出超過になる保険者があったとしても、直ちに極端に

国保財政に影響を与えるものではなくて、そういう都道府県の調整交付金が適用されな

がらソフトランディングを図っていくんだと思うんですけれども、そういうような支援

が行われるということになっております。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） なければ、以上で、議案第24号平成25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。 

  ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午前１１時５８分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、議案第26号平成25年度上士幌町後期高齢者医療特別

会計予算は、243ページから260ページを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 質疑ありませんので、以上で、議案第26号平成25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25年度上士幌町介護保険特別会計予算は、285ページから311ペ

ージを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 介護予防事業について二つあるんですが、転倒骨折予防と閉じ

こもり事業についての参加状況について質問いたします。 

  また、転倒骨折予防教室は、毎年新規の方が参加されているというふうに以前もお聞

きしたんですが、教室が終わった後のフォローについてどのようにしているか質問いた
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します。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐藤主査。 

○佐藤真由美保健福祉課主査 山本和子委員のご質問に対してお話しいたします。 

  介護予防事業として行っている転倒予防骨折教室の参加状況ですが、平成23年度は14

名、そして今年度は９名というふうになっております。対象者には電話や訪問とか、あ

とは若い65歳から74歳までの前期高齢者に関しましては、はがき等でかなり参加勧奨に

関しては力を入れておりますが、実際には運動器、足腰の虚弱化が目立つ方が大体年間

110名ぐらい対象者と挙がるんですけれども、その１割ぐらいを何とか教室につなげら

れているというのが現状になっております。 

  閉じこもり予防教室に関しましては、平成23年度９名、24年度も９名ということで、

ほとんどの方が入れかわっていますので、新規者に対して対応をしているところです。 

  いずれの教室も二次予防という虚弱化した高齢者の方だけでなくて、要支援状態、介

護保険の認定を受けて要支援になられた方でもデイサービスになかなかにつながらない

方もおられるので、その方の重度化予防にも活用しているのが現状となっております。 

  次の転倒骨折予防教室の事後に関してですけれども、平成17年度に同じ教室を参加し

て修了された方の中で２名ほどご家族で支援を協力してくださるという方がたまたまお

りまして、その方に依頼をして、毎週月曜日の午後に自主のサークルを開始し、ずっと

継続支援をしているところです。それですので、転倒骨折予防教室が３月末で終了しま

すので、その後はそのあすなろ会という自主サークルにつなげて、ただ自力で来ていた

だくというのが原則になりますので、その足の確保の問題というのが今の課題となって

います。 

  ご質問にはなかったんですが、閉じこもり予防教室のほうの事後に関しましても、今

社会福祉協議会の実施するサロンが巡回バスに合わせて生きがいセンターでぷらっとカ

フェという形で、ふれあいプラザと生きがいセンターを行ったり来たりで、月１回ほが

らかサロンということで、それ以外にも萩ケ岡地区であったり、糠平地区、北門地区に

働きかけて、そこの地区のコミュニティーセンターでぜひサロン活動していきましょう

よという働きかけをしてくれています。 

  ということで、社会福祉協議会や生きがいセンターの職員と連携しながら、町全体に

対してできるだけサービスが行き届くように今やっているところです。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 全体としてふれあいプラザのやる事業とそれから地域の方々の
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協力で結構幅広く活動されているのかと把握いたしました。 

  ただ、去年私も３月に最後の骨折の予防教室に参加させてもらって、結構きついんで

すね。その中で本当に歩けるようになって、さらには化粧もしてきちんと身なりして、

心も前向きなっているなとすごく感じました。その方々がなかなか全員が全員あすなろ

会のほうにも行くわけでもなく、それから自分でいろいろ工夫されて体操したりしてい

る方もいるんですが、なかなかそこにも行けなくて、その後ちょっと調子悪くなった方

がやはりちょっとまた逆に歩けなくなったりする方も何人かいるように把握いたしまし

た。 

  その方も含めてせっかく11カ月ですか、何カ月間やって、苦労してものすごく前向き

に歩けるようになった方がそのままずうっとスムースにいくように、ふれあいプラザの

ほうでそれ支援していくべきかと思って質問させてもらいました。 

  あと社協のほうにも、ふらっとサロンいろいろ含めて移しながらやっているというの

は、それはすごく大変いいのかと思っています。 

  なかなか元気になっても次々お年寄りがふえますし、多分次々と担当の方は把握をし

ながら教室に来てもらう努力してまた来ても、それの繰り返しで大変だと思うんです。

それを今後も続けてほしいと思って質問させてもらいました。答弁があればお願いいた

します。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 佐藤主査。 

○佐藤真由美保健福祉課主査 ありがとうございました。確かに５カ月間の教室なんです

けれども、基本的に地域支援事業に位置づけられている介護予防教室は、３カ月を１単

位とするものなんです。それをこの転倒骨折予防教室では、ご自宅でできるようになる

までのフォローをしようということで２カ月間延長して、自主トレーニングという形で

かなり宿題を出したりして、ご本人に覚えていただくというやり方をします。 

  ただ、なかなかおうちで１人でやるというのは続かないもので、できる限りその自主

サークルにつなげるという形をとったり、必ず修了した方も翌年に基本チェックリスト

をしに訪問させていただいて、その後の経過を確認させていただいておりまして、また、

再度参加していただく必要性があるときにはそういう形もとっておりますので、また何

かお気づきの点がありましたらご連絡をいただきたいと思います。ありがとうございま

す。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 以上で、議案第28号平成25年度上士幌町介護保険特別会計
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予算の質疑を終わります。 

  次に、議案第25号平成25年度上士幌町水道事業特別会計予算は、225ページから242ペ

ージを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ９番、山本委員。 

○９番（山本裕吾委員） 毎年予算、決算でお尋ねしているんですけれども、昨年末に長

年懸案でありました上士幌の商店街の導入口であります旧営林署、今の森林管理支所の

横が開通しまして、それに伴って水道管も最新鋭の機材が埋設されて交換と、私もその

現場を見ておりまして、非常に気持ちよく、心地よく思った次第であります。 

  ことしもと申しますか、平成25年度も水道のいつも申し上げている石綿管の交換も含

めて、町民のライフラインと申しますか、大切なこの水の供給というのは、大切でござ

いますので進捗状況、そしてこの石綿管の交換率、この辺もあわせてお聞きしておきた

いと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 杉森主査。 

○杉森誠志建設課主査 ご質問にお答えします。 

  まず、１つ目に石綿管の更新の状況についてですが、現在までの更新状況におきまし

ては、管径の大きなものから最優先をして更新しております。年間のここ近年のペース

としましては、約１キロ前後の更新状況となっておりまして、昨年につきましては1.2

キロの更新を実施しております。全体でですが、残存の石綿管の更新についてですけれ

ども、残り総延長にしまして、およそまだ20キロ近く残っております。20キロを少し切

るかどうかという状況にございます。 

  こちらに関しましては、ほかの浄水場についても大変老朽化した施設を多く抱えてご

ざいますので、まず優先順位的に浄水場の更新時期を迎えている部分については、そち

らを優先して計画的に更新を行っていく予定でございます。施設についての更新が終わ

りましたら、石綿管については最優先として予算を計上し、実施を行っていきたいとい

うところでございます。 

  石綿管の率としては、全町の延長にしまして10.94％と今現在なっております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 以上で、議案第25号平成25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25年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算は、261ページか
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ら284ページを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 以上で、議案第27号平成25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。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 １時１３分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時１５分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 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。 

  質疑ありますか。 

  ８番、山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 大きく２点質問いたします。 

  １点目は、財政の予算の組み方の問題なんですが、今回の当初予算には基金の繰り入

れは使途が指定された基金のみでして、財政調整基金等比較的自由に使えるお金は入っ

てないと、それで、十分担当課から出された要望に応えているのかどうか、その点がま

ず財政面の１つ目と、もう１点なんですが、今回町長選もあるということで骨格予算と

は聞いているんですが、長期計画の中でいろいろ財政計画も含めてつくりましたが、そ

の中で平成25年度分が入っているものもあるとは思うんですが、大きい事業、例えば先

ほど聞きました給食センターの洗浄器も今回は入っていませんし、そういうものは洗浄

器を買う買わない含めてちょっとクエスチョンマークなんですが、そういうこと含めて、

補正予算のほうに５月のときに組むのか、町長選ですので、次期町長が責任持って組む

んだろうと思うんですが、その点含めてどんなふうになるのか質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、今回の予算につきましては、今お話しありましたように、骨格予

算ということでありますから、特に経常的な経費、そしてまた、どうしても早期の当初

予算でなければならないそういった緊急性の要する事業、これらについて予算を計上さ

せていただいたということでありますし、それから、その後のことにつきましては、新

たな体制のもとで、次期の新町長における方針のもとに予算組みがさらに追加等をされ
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ていくものだとそのようなことでありますので、まず骨格予算であるということ等をご

理解いただいて、いろいろな意味で先々の話は、現段階で差し控えされたいということ

をご理解をしていただきたいと思います。 

  そういった上でありますけれども、今回の予算につきましては、骨格予算ということ

もありますから、事業費、予算、歳出そのものが総体的に減額されておりますので、基

金の繰り入れは、特段大きなものは出てきていないということであります。 

  それと、予算編成に当たって担当者の意見をということでありますけれども、現時点

で必要なものについては、十分議論を尽くさせていただいて、予算のほうに反映させて

いただいているというふうにご理解を賜りたいというふうに思います。 

  それから、給食センターの洗浄器のお話しありましたけれども、総合計画の中には財

政計画も盛り込まれておりますけれども、10カ年のおおよその計画でありますから、そ

れは時々の政治における課題、優先課題等も逐一変わってくる、変化してくることも予

想されます。総合計画を基本にしつつも状況によっては先送りする、あるいは繰り上げ

て実施するということは、弾力性を持って行われるということになるだろうと思います。 

  洗浄器の話でありますけれども、現段階の新年度当初予算としては上げておりません。

これについても修繕し、あるいは現状で使えるものは使っていくという前提で、備品等

を大事にしていくという観点から、使えるものは使っていくということであると思いま

すけれども、使えなくなれば、あるいは極めて不安定な状況になれば、これらの更新に

ついてはそのとき考えられていくものだろうというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） そうしますと、25年度の財政計画含めた長期計画の中で、それ

は含まれるもの、含まれないものはこれからというか、大体今の時点で精査しているん

だろうと思うんですが、それを踏まえて質問したいと思うんですが、例えばの例で、食

器洗浄器は私も詳しく聞いてはいないんですが、例えばの例で、使えるとしても今いろ

いろな意味で機器が便利といいますか、時代に合ったものになっていると思うんです。

給食センター平成12年ですから、もう大分なりますので、当時のものを直しながらいく

のがいいのか、結構最新型のいい機器も出ていると聞いていますので、その取りかえ時

期というのは、やはりきちっと担当のほうの、給食センターの意見も聞きながらやった

ほうがいいのかと思っています。それは、今ここで買う買わない決めるわけでありませ

んし、ほかの事業についても全部チェックしたわけではありませんが、入っているもの、

入っていないのも結構ありますので、それはそのときに５月補正と聞きましたので、延
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ばしていいものもあれば、やはり即やったものもあると思うんです。それきちんと見き

わめながらいかないと、そのチャンスといいますか、例えば給食センターの食器洗浄器

の例言ったので、それも含めてきちんと考えるべきと、本来なら当初予算で組んでもい

いものもあったのではないかと、私全部チェックしたわけではありませんが、それもあ

ったのではないかというふう思っております。 

  それから、２点目、先ほど聞くのをちょっと質問しそびれて忘れたんですが、自衛隊

の関係なんですが、今回政権がかわりまして一層危険なほうにいくんではないかと、国

防軍の話から心のノート、これは一般質問させてもらいます。そういうこと含めて、さ

らには今回いろいろ海外的にアルジェリアの人質事件等含めて危険、そういうことも含

めて自衛隊を自由に派遣しようというような自衛隊法の改正、改悪といいますか、そう

いう動きもあると聞いています。その中で、自衛隊が本来の災害救助等当たれるようで

あればいいんですが、とても危険なほうにますます進むのではないかというふうに私は

危惧しております。その点について質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 先ほどの質問の中で、経常的な事業と、それから緊急を要するものとい

うお話をさせていただきましたけれども、ただ臨時的な大きな支出を伴う事業、これ５

月の当初予算も含めて、補正予算の中で検討すべきそういった課題もあるんであります

けれども、今ちょうど国の補正の関係で、かなり前倒しで景気浮揚の対策が今出てきて

おります。そういったことで、今議会、あるいは３月までの中で、その補正に合わせた

対応を場合によってはとらさせていただくということが出てくる可能性がございます。 

  大型の修繕等の関係で、政策的な予算というふうに位置づけしておるものがあるんで

すけれども、国の緊急を要するものは、そういったチャンスをしっかりその際受けとめ

なければ、後々にまた大きな歳出を伴うということでありますので、そういったタイミ

ングの中に繰り上げて、補正の中で事業を皆様方にお諮りするということが出てくると

いうことをひとつご理解を賜りたいというふうに思います。 

  それから、取りかえの関係でありますけれども、それは新しいものが出てくれば非常

にそれは便利だということはわかります。買いかえ時期はいつなのかということはあり

ますけれども、できるだけ使えるものは使えるというのが予算の効率な執行の上では大

事なことだろうというふうに思います。ただ、損壊による、そのことによって給食が滞

るようなことがあってはならないということは、これは非常に大事なことでありますか

ら、それを第一義にしながら取りかえの時期、あるいは修繕で可能なものなのかどうか

といったものを優先的に考えていきたいということであります。 
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  それから、自衛隊の関係でありますけれども、間もなく東日本大震災から２年を迎え

るわけでありますけれども、あのときの自衛隊に対する災害の救助、日夜、そしてまた

寒い中、長期間にわたって体を落として救助に当たった自衛隊の動きに対しては、全国

民から大きな称賛と活動に対する評価があったわけでありますけれども、ややもすると

時間がたつと忘れてきて、そして自衛隊に対する役割、あるいは感謝の念も薄らいでく

る、そういった懸念をするものであります。 

  自衛隊は何といっても領土を守る、あるいは主権を守るという、いわゆる国家として

の基盤を守るという大切な仕事をしているということに私どもとしては常に認識をして

おく必要があるだろうというふうに思っております。 

  災害のことでの活躍もそうでありますけれども、基本的には国を守るという大きな仕

事が課せられたのが自衛隊でありますから、そのような仕事がしっかりできるようなそ

ういった環境というのを私どもとしても大いに理解を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。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 

  ９番、山本裕吾委員。 

○９番（山本裕吾委員） 平成25年度の当初予算提案説明にも記載されておりますけれど

も、まずもってこの第５期総合計画の２年目として、大型建設事業がまさにこの25年度

から本格的なスタートということであります。加えて、この予算説明の下部にあるよう

に「5,000人のまちづくり」、町長の基本コンセプトであります「健康 環境 観光」

と、そういった面で総括的に質問させていただきたいと思いますが、まず健康という面、

で昨日も自殺予防の件ですとか、あるいは体力づくり、健診事業とかございましたけれ

ども、これはどこの市町村も人間生活の営みにおいては、大変必要な部類でございまし

て、殊に健診活動は積極的に厚生病院等とあらゆる有識者の方々にご助言いただきなが

ら、食べ物のことからまさに体全般のことまでやっていただいているわけですけれども、

やはり健康というのは、心と体が一体となって初めて健康ということでございまして、

昨今の我が国で出ているようないろいろな衝撃的な事件ですとか、親子関係の問題、地

域での問題、いろいろなことがまさに心の病のほうが非常にピックアップされてきてい

るわけでございまして、この辺は衛生の部局のみならず、やはり教育部署、家庭教育か

ら社会教育、そして学校教育の果てまでいろいろと密接に関係するわけでございまして、

町内会、学校、昨日も申し上げたように、ＰＴＡですとか、民生委員とか、やはり横断

的な連携をより深く持ってやっていっていただく部分ではないかと思っておりますので、

この辺のご所見を伺いたい。 
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  それと環境の件につきましては、木質バイオマスの活用検討事業ということで出てお

りましたけれども、これは大型事業の改築関連も含めて、まさに環境問題で地場産業の

育成も含めて、地場の活用の面も重視されることではないかと思いますけれども、まさ

にこの分野も食物に限らず地産地消の部分でございますし、畜産業においては、今や資

機材としてこれが多く活用されつつある、これからもまだまだこの需要はふえてくるの

でないかと思います。 

  そういった意味で木質バイオマス事業のことは、幅広く横断的に、よく昔から言われ

る耕畜連携ということでなくて、林畜連携というような言葉も私はあえて申し上げさせ

ていただきたいと思いますけれども、そういった取り組みをまさに実現性を帯びたよう

な形で突っ込んで調査研究をして活用していく、そういうところの現在でのご所見をお

伺いたしたいと思います。 

  最後に、観光の件でございますけれども、今まで当町といたしましても誘致、宣伝活

動を含めて、一番の糠平源泉郷のスキー場を含めた観光施設ございますし、ナイタイ高

原牧場いろいろな自然を生かした糠平のアーチ橋ですとかございます。そういった中で、

抜本的にやはり考えていかなければならないのは、糠平の廃業されたホテルの件ですと

か、あるいは糠平スキー場の今後の将来展望も含めた中で、大きな尺度と申しますか、

視点でもってその観光分野まで推し進めていかなければならないと思っています。やは

りそこには、我が町も町長がコンセプトになっているように観光という部分では、そこ

で生活を、営みを得てなりわいとしてやっているわけでございますので、この３点を大

きく分けさせていただきましたけれども、現在の町長のご所見を賜りたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 この３期目の公約の中でも産業、あるいは福祉、社会基盤だとかさまざ

まな役場の中に各部署があるように、いっぱいそれぞれの担当の中で仕事があるわけで

ありますけれども、この中で健康、環境、観光という一つの軸をおこしているというの

は、これはその単に健康が保健福祉のことだけではなくて、農業においては、農業の畜

産物の健康の問題というのがあるだろうというふうに思いますし、それから、環境の問

題にしても、町民課が環境問題を担当しておりますけれども、そこだけのことではなく

て、これまた生活環境、ごみの問題だとか、そういった環境もありますし、それから、

自然環境だとか、あるいは教育を受けるときの教育環境だとか、さまざまなところで環

境というのもあるだろうと、そしてまた、観光というのも糠平が象徴的に観光というの

が見えますけれども、そうではなくて、もともと観光というのはその町のすぐれたもの、

光輝くものを見に来る、あるいは見せてあげようというのが大きな意味での観光という
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ことになります。そういった意味で観光というのが商工観光が直接今観光の窓口になっ

ていますけれども、それぞれの農業においても、例えば北海道一大きな酪農家であれば、

これも十分に観光になり得るということなんです。それから、農業のうちのいわゆる広

大な農地、これも本州から見ればそれだけでも非常に魅力あるものだと、あるいはジャ

ガイモの花なんていうのも見方によっては随分これもあると、そのようにたまたま商工

観光課でありますけれども、それぞれの部署にまたがっているということであります。 

  ですから、個別の教育、福祉あるいは健康、産業の農業だとか、商工業だとかいろい

ろありますけれども、それらの中でひとつこの３点をどの分野においても意識をして政

策をつくってほしいというのがこれまで職員の方々にもお願いをし、そういう思いでま

ちづくりを進めてきたという感じを持っております。 

  そのようなことでありますので、これは一つ一つすぐ尺度的に、あるいは数量的に言

えない部分ありますけれども、そういう思いを持ってこのまちづくりを進めていき、そ

してまた、できればこの後もそういう観点で引き続きやっていくのが望ましいのではな

いだろうかというふうに考えております。こういった基本的なコンセプトは、余りころ

ころ変えるものではないだろうというふうに思います。 

  いずれにしても、これらを実現するためには、それぞれの担当の部署なり、あるいは

各種団体、町民含めて一緒にやっていくことが非常に大事であるし、やがてそれが大き

な力になっていくものと、このように考えております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ９番、山本委員。 

○９番（山本裕吾委員） まさに横断的なと申しますか、そういう形で町長にお答えいた

だいたわけでございます。それを具現化するためにも、ひとつ各部局、そして町民、あ

るいは町内会だとか、あるいは企業、そういったものの密接な関係をどのように保って

いくべきか、そして補うところがあればやはり新設して協議会だとか、そういったよう

な団体をつくるとか、そういった部分でのまさに官民一体となった取り組みが町長が今

まで歩んでこられた生涯学習等にもつながってくるでしょうし、そういう部分で心和や

かに、お互い力を合わせて、この町で生きていこうということが最終的には終着駅と申

しますか、そういうことに結びつくことは、町長も私も同じような考えではないかと、

こんなふうに思ってございますので、具体化した、具現化した、先ほど申し上げた木質

バイオマスの件につきましても、具体的に調査研究の段階に入るんでしょうけれども、

具現化するような形で、そういう意気込みで取り組んでいただきたいものですし、最後

にも先ほど申し上げたように糠平の状況といったものもこれは近々に危険家屋というも

のも撤去していく方向性に進んでいかなければならないですし、やはり障害になってい
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ることは、今まで予算を大切に運営されてきた町長でございますので、その辺も含めて、

大型に迫っている事業も展開も、改築展開もございますけれども、この辺も含めて総体

的にお進めいただかなければならない、まさにそのときがきたのではないかというふう

に思っています。その辺のご見解をお聞きしまして、私の質問を終えたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 行政課題を実現するために、行政だけでそれを実現させるというのは非

常に難しいと、特に本町のように小規模な自治体にとっては、地域ぐるみ、町総意をも

って力を発揮をしなければならないと、でなければなかなか事業にも届いていかない、

あるいは存在感も分散をして、力が分散したのではなかなか力を十分発揮できることは

できないということであります。 

  今、木質バイオの話がありますけれども、環境という側面もありますし、それから産

業という側面もあるわけでありますけれども、これらなんかについても、林業関係団体

とそれから行政とこれまでも随分と連携をとって、そしていろいろな課題があるわけで

ありますけれども、時間をかけながらも理解を深めて着実に歩んできているということ

だろうというふうに思っております。 

  特にこの木質バイオの関係については、地産地消といわゆる木質の地産地消という側

面もありますし、環境の面で、あるいは産業振興というさまざまな視点からこの問題に

ついても取り上げていかなければならないということであります。 

  そのようなことでありますから、各種団体、各種業界の方々とも十分議論を深めてい

く必要がありますし、まだまだそれが実現可能かどうかと、本町にとって木質バイオが

経済性の、あるいは地域振興、産業振興の視点から本当に成り立つかどうかということ

もしっかり見きわめてやらなければならないということでありますから、お互いの合意

を得た上で進めていくためにも、これからも連携は十分に図っていく必要があるだろう

とそのように思っています。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 

  ５番、渡部委員。 

○５番（渡部信一委員） ２点ほど質問したいわけですけれども、１点ずつ区切って質問

したいと思います。 

  昨日も商工観光課の中の移住、定住のあり方等そういったことで質問と申しますか、

私ども議員が四国へ行って、神山町のＮＰＯ法人グリーンバレー理事長、大南さんのお

話を伺いながら、それを紹介しながら今後の移住、定住のあり方として、そのほかにも

この件でそれぞれの議員から質問あったわけですけれども、特に今までの実績は実績と
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して、これはどこの町村もやっていると、そういう視点から変えて、今度は町に必要な

移住、定住の移住者の呼び込みですか、つまりはきちんと生活できる、あるいは仕事を

持ったのを逆指名していくようなそういう上士幌の魅力と、あと上士幌の宣伝ですか、

そういったことを含めてやっていく必要があるんではないかというふうに思うわけです。 

  そういう中で、例えば上士幌であれば、この神山町はＩＴ企業と申しますか、そうい

ったものが７社も今定着して、この中に移住、定住とあわせてそういった企業活動をや

っていると、そういったことで案内されたわけですけれども、一つは、官からある程度

民と申しますか、上士幌にもコンシェルジュというそういうＮＰＯ法人が立ち上がって

いるわけです。できるだけ民間にそういったものをある程度委託と申しますか、そうい

う形で移行していったほうが官そのものでやっているよりも有効性があるのではないか

と、そういったものは勉強してきたわけですけれども、そういったことで、例えば上士

幌で言えば管理だとか、掃除だとか、そのぐらいな委託はしていないというような話な

んですけれども、もっと窓口からそういったものを任せて、例えば上士幌にはＮＰＯ法

人と言えばアーチ橋友の会と申しますか、あれだけのものを脚光を浴びて、ああいった

遺産を今日に至って、それは相当の苦労はあったかと思うんですけれども、今現在もマ

スメディアも含めてあれだけ入り込みがあると、そういったことを任すことよって、か

なり有効性が出てくるのではないかと思うわけです。 

  そういったことで、特に移住、定住も、単に町長はいいもの、あるいは団塊の世代と

か、その時々のそういった層を中心にしながらこの間提案してきたわけですけれども、

団塊の世代も、自分の団塊の世代で、老人の部類に入ちゃっている、団塊の世代も過ぎ

去って、そういう状況で、今後については、仕事イコールということであれば、特に

佐々木委員、山本弘一委員も提案しているわけですけれども、行政のそういった移住、

定住のこの窓口だけではなく、やはり上士幌の広大な農業というか、町長も基幹産業を

しっかりしていかなければ上士幌の将来がないと言っているわけなんです。 

  そういったことで、そういったことも含めたような移住、定住のあり方、そしてそれ

なりの実態調査もしながら、あるいはそういった人たちが安心して働ける、あるいは定

着していけるようなそういったものも手を差し伸べてやる必要があるのではないかと思

うわけなんですけれども、まずそこら辺の移住、定住の今後についての要望とある意味

で考え方をこの際お尋ねしておきたいわけです。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、官から民へということで、民でやれるものについては、民に移そう

という考え方がお話しされました。基本的には全くそのとおりであります。そういう思



－145－ 

いで今までも行政ではなくて民間でできるもの、そしてまた受け皿についてはそういっ

た受け皿をつくっていただいて、任せてきているということであります。 

  特に最近では行政だけでまちづくりはできない、あるいは従来の町内会、一般的に全

国的にいう町内会でありますけれども、コミュニティがなかなかできなくなってきたと

いうことで、そういった社会の変化の中で新しく地域をどうつくっていくかということ

では、新たな公共という考え方が出てきて、住民の活動を支えるためにＮＰＯに対する

支援だとか、あるいはＮＰＯそのものが社会的な役割がもっとこれから必要になってく

るという考え方、企業においても企業の社会貢献という視点もこれまた出されてきて、

希薄になってきているコミュニティの新たな担い手でこれからまたつくっていこうとい

うのがしばらく前から出されてきております。これはもう全くその流れのとおりだとい

うふうに思っております。 

  ＮＰＯができたのは1998年のことであります。その前のきっかけというのが、阪神・

淡路の大震災がきっかけになって、あのときの多くのボランティアの活動がこれからそ

ういった人方がもっともっと地域活動の中で、しかもある意味では利益を上げるという

団体でありませんけれども、職員がそこで働いて生活できるようなそんなようなことも

これから必要になるんだということで、議員立法でなされた数少ない一つではないだろ

うかというふうに思っております。その必要性を踏まえて、これまでは行政のほうの執

行をさせてきたつもりであります。 

  当初、人口減の問題については、これはもうずうっと議会の中でここ今始まったこと

ではなくて、人口が減るというのは、これはもう本当に地域の活力がなくなるというこ

と、特に商店街については、非常に厳しい状況に置かれるということから、人口をふや

すというのは、地方においては極めて至難なことでありますけれども、少なくとも人が

減らないようにするという努力なんかもこれはしていかなければならんということであ

ります。過疎と過密という課題も出てきたわけでありますけれども、おおむね地方のほ

うにおいては過疎になり、都市部において過密になって、そういう中での社会的な課題

も生まれてきたわけであります。 

  そういった中で、ちょうど2007年になりますけれども、2007年問題と言われたのが団

塊の世代が大幅にリタイアをするということ、その人方が新たな生き方を模索をして、

自分の人生をもう１回つくり直すんだろうというのがいろいろなところでの動きになっ

てきたわけであります。 

  町としても高校から中央のほうに、僕らの世代になりますと、ちょうど金の卵と言わ

れた時代でありますから、東京や京阪神のほうに随分流れていたわけでありますけれど



－146－ 

も、もう１回その人方の第二のふるさと、第二の生き方を探すに地方に、田舎暮らしと

いうのを置くのではないだろうかということであります。 

  それと同時に、その人の経済力、経済性というのを考えると、相当なるよということ

でありました。経済ということから言えば、北海道で試算しておりますけれども、当時

1,000世帯が来ると5,700億円の経済効果があると、これは生涯になりますけれども、年

金、あるいは消費だとかということですから、１人が住まうことによって、随分と生涯

にわたる経済効果を受けるということであります。 

  そういった意味では、本町過疎の中で悩んでいる中では、そのような仕掛けもする必

要があるということであったわけでありますけれども、30世帯、六十何人という話あり

ましたけれども、それは多いか少ないかはそれぞれ判断していただくにしても、全体と

しては十勝の中では最も多いところであるということであります。 

  僕としては期待もっとあっていいというふうに思っていたんですが、それは年金の問

題ですとか、フルに当たらないということもあっても、動きがとまったということもあ

ります。それも移住、定住の一つでありますし、その間に賃貸住宅を含めて定住対策だ

とか、全て最終的には総合的なまちづくりが定住につながってくるものだと、根っこは

そこだというふうに思っております。 

  そんなことで、今本町の中では仕事がないという一方で、いつも話しありますけれど

も農業関係者のいわゆる従事者が少ないというこの事実もございます。特に法人なんか

については、ある程度会社として雇い入れてやれるところがありますけれども、片方個

人では、そこまでの収入、いわゆる賃金を払って、何度に払って生活させていくという

ところがその辺のところが非常に微妙なところでないのかというふうに思っております。 

  ヘルパーの話も出ましたけれども、それも本当は最終的には経済行為でありますから、

農業も農家も経済行為でありますから、その中で賃金を払って生活できるというのが最

も望ましい形であろうと思いますけれども、そこまでいっていないという状況で、片方

ではヘルパーの力もかりなければならないと、そういったところでの人手不足だとか、

あるいは緊急時の対応だとかをしているというのか現状だろうというふうに思います。 

  では、その雇用の問題をどう町で支援するかということと、その対策の問題でありま

すけれども、これは雇用の問題は、国のほうとしての今政策としているのは、雇用がな

くてそれをどうするかという問題と、雇用の求めはあるけれども、そこに現在の状況の

中ではなかなか人手が集まらないという、そういう二つの問題があるだろうと思ってい

ますが、これはこれからの課題として、そういうニーズがあって、そしてまた行政と、

もう一つはやはり経済団体の系列になっている農家とＪＡ、この関係でどんな仕掛けが
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できるのか、こんなようなこともこれからの課題、次の課題にすべきことではないだろ

うかなと思います。 

  先ほど必要な人を呼ぶという意味では、その必要な人のそこが多分委員がおっしゃら

れたところのことではないだろうかと、農業に必要としているのにそこに来れないと、

そこの間の溝は、来れないところのギャップは何なのかと、賃金の問題も多分あるかも

わかりません。それから住まいの問題もあるかもわかりません。そういったことを含め

て、その間を埋める方策はないのかというのがこれ行政だけではなくて、いわゆる経営

団体、農協等々も一緒になって議論をしていかなければならない課題だというふうに思

います。 

  その必要という意味では、札幌市も移住、定住のメンバーに入っているんです。人口

の多いところ、まだ人がふえているところでも移住、定住のメンバーに入っているとい

うんですけれども、それはまさにおっしゃった札幌にとって必要な人が多分必要だとい

うことなんです。例えば芸術家だとかそういうことだと思うんですけれども、そのよう

に本町にとっても今必要なところにメスを入れていくというのは、これから次の展開と

して必要になってくると。 

  いずれにしても、いろいろなことを取り組んで、そして課題が生まれて、それをまた

どう解決していくかというのを繰り返しすることによって、裾野が広がる、あるいは定

住人口が広がっているということにつながっていくものだというふうに思います。今、

状況を完璧な状況だとか、そう思えるような状況でない、常に課題を含めながら次の課

題を解決するための手だてを講じていくということがそうだと思います。 

  コンシェジュ、今頑張っております。あんなふうに民間でやっているのは、道内では

まだ上士幌町が最初に生まれたそのコンシェルジュ、移住、定住の案内人というか、い

ろいろなワンストップの窓口含めて受け皿になっているということであります。これか

らも非常に大事にしながら、ＮＰＯ等を含めて育てていきたいとそういうふうに考えて

おります。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 渡部委員。 

○５番（渡部信一委員） お話はわかりました。あわせてそういった実績の上に立って、

さらなる上士幌ならではの移住、定住というか、札幌と競争したって絶対に札幌に負け

るということは明らかなわけで、だから上士幌のよさ、上士幌の必要なこと、それが今

までの定住、移住というのは、企画課から商工観光課にかわったわけですけれども、そ

の窓口を通してこなければ、私どもが例えば古い家を持っていると、それを何とか従業

員の住み家に貸してくれというようなこと、そしたら、貸すといっても貸す以上は風呂
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とサッシぐらいは、夏なら屋根さえかかっていれば１週間ぐらいならそれでいいんでし

ょうけれども、１年、２年、あるいは定住してもらうとなると、貸すといったって無責

任なことはできないし、そんなことで役場のほうへ相談に行ったら、それは個人の経済

活動なんでしょうというようなことで、それは一掃された経験もあるんです。 

  そういう部分でもう少し柔軟に、そういった少なくても無仕事というか、年金の人た

ちを呼び込むよりも、少なくともそういった若者、そしてそういった人たちはまた子供

もいるというようなそういう家族もいるわけなんです。そういったことで、全然そうい

った窓口がないわけなんです。それは賃貸住宅のそういう政策やっているからいいだろ

うという、そこのはざまというのもあるわけなんです。それをどこへ持っていけばいい

かわからないという、そこへ直接行ったらそういうことで、そのまま担当課は担当課で

与えられた範囲内でしかそういった定住、移住に対しての対策だとか、あるいは補助だ

とか、そういったことはありませんというのはもっともな話なんですけれども、もっと

そういう意味でももう少しそういった総合的なものを、もう少し民間といいますか、幅

広げておいて、特にそういった仕事を持ってここで経済活動をやるわけですから、生産

活動をやるわけですから、先ほど町長が言われた五千何百万だとか、それ以上のものだ

と思うんです。 

  そのものが上士幌の百何億の実際農業で言えば、そういったものにやはり貢献してい

るわけですから、だからそういう部分でもきめ細かにもう少しダイレクトのこともいい

んですけれども、そういったことにも費用を充てて、今後の今までの実績に合わせてや

ってほしいということです。それは要望なんですけれども、またこれも答弁あれば一言

お願いしたいわけです。 

  もう１点は、時期が時期なので、町長の見解とあとそういった過疎なり、今後どうし

ていくのかというような対策等を含めてこの際お尋ねしておきたいわけですけれども、

つまりＴＰＰの問題です。安倍首相がアメリカに出発して、あすにでもオバマ大統領と

会談して、聖域のその問題さえある程度言質とれれば参加もあり得るのではないかとい

うなそういった状況なんですけれども、特に振り返ってみると、それぞれの町村は、特

にこういった農村地帯、あるいは特に十勝なんかは、それぞれの役場でもＴＰＰ反対の

垂れ幕ですか、そういったものどこを見て下げているわけです。そして、農業者も上士

幌の例えばトップリーダー、年頭の挨拶でも、あるいはどこでもＴＰＰのことに触れた

ことないんだけれども、どういう見解持っているのかとそういう声も聞かされるわけな

んです。賛成しているとは思わないんですけれども、ご存じのようにＴＰＰはしようが

ないと思っているのか、あるいはこれも建前と本音があって、これは北海道で言えば12
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月の選挙では、北海道の総体の運動としてＴＰＰとりあえず反対と申しますか、そうい

ったもの押し込んだというか、そういうふうにその時点ではそういう結果が出たと思う

んです。近々の先般帯広へ来て、東大の鈴木教授なんかでも、これが参加になれば特に

この十勝なんかは一番最初に崩壊していくという、そういうおそれがあるというそうい

う警告を鳴らしているわけですよ。十勝の中でも特に原料生産というか、六次産業もそ

う進んでいないし、上士幌あたりが一番打撃くると思うんですけれども、それぞれ予算

も組んで、あるいは今後の５期総合計画、そういった長期展望に立って、ＴＰＰとどう

向き合って、どのように町長として今日を考えてどのようにしていこうとしているか、

そこら辺改めて聞いたことないんですけれども、この際聞かせておいていただきたいと

思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ＴＰＰの問題でありますけれども、これはもう言うまでもなく、十勝の

農業、特に北海道を含めて大打撃を受けるというのがもう周知の事実でありますから、

毎日そのＴＰＰ、ＴＰＰで仕事の中でその話をするということではありませんけれども、

この今までの運動などだとか、あるいは十勝の町村会だとかいろいろな場面において、

もう共通の認識でみんな立っているという前提だというふうに思っています。 

  特に今お話にあったように、一つの考えとしては、いわゆる日本の農畜産物はすばら

しいから輸出できるんでないだろうかとこういう話が片方ではあるわけですね。しかし、

量で勝負をしている、今言ったように素材型の、原料型の北海道農業からすると、それ

はもう圧倒的にそれは規模で、あるいはコストの面で負けるのは、それはもう明らかで

あります。オーストラリア、あるいはアメリカにしても、小麦にしても、それから畜産

関係にしても、これは圧倒的に厳しいというのは、もう周知の事実だというふうに思い

ます。 

  それに加えて、最近の円安というのは、今度は逆に飼料費用の高騰につながってきて、

また農家の生産コストを高めているということでありますから、非常に厳しい中での農

業経営を強いられているというふうに思っていかなければならないということでありま

す。 

  ですから、もし万が一にそれは交渉に入るとすれば、それは今農家に対してどのよう

な生き延びるための政策がなされるのかと。そうすると相当の国家予算のかなりの規模

の投資を財政投資なり、あるいは政策投資をしないと北海道の農業は多分生き延びれな

いだろうというふうに私は個人的に思っている、多分それは共通の認識だろうというふ

うに思っています。 
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  そういう意味では、反対するというのはもう既に当然の話だということであります。

これが出たのは、もう２年くらい前になるでしょうか、ですから、当時の状況の中では、

多分垂れ幕飾ればいいという問題ではないけれども、そういった意思表示というのは町

としては早く立ち上げたという考え方でいます。 

  一方で、また地元の農業をどうするかと、ＴＰＰは政府や、あるいは都市住民だとか

そういったところに対するメッセージをしっかり伝えていって、あるいは議員なんかに

伝えていって守るというそういう運動と、それからもう一つは、自分たちの足元の農業

をどんなふうに救っていくのかと。これはどうあっても、どのような状況であってもそ

れは片方でやっていかなければならんということであります。 

  そういう意味では、町村の町村長としては、まずは足元の農業振興をどう図っていく

かということと、それからＴＰＰみたいな大きな国家的な課題については、それはみん

なの力を合わせて声を反映させていくというその取り組みの仕方が有効ではないだろう

かとこういうふうに考えておりますから、決して町民の皆さんと向かったときにＴＰＰ

の話しないから関心がないということではなくて、それは必要なときに声が大きく反映

されるようなときに、そのような話をさせていただくということだろうということで、

ひとつご理解を賜りたいとそんなふうに思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 渡部委員。 

○５番（渡部信一委員） その決意を持っているということはわかりました。いずれにし

ても、竹中町長だけが先頭切ってやるわけにもいかないし、これは十分十勝管内の町村

会、あるいはあらゆるそういった地域経済、あるいは地域の産業を守っていくとそうい

う視点で、あらゆる場面で声を高らかに発揮していただきたいというふうに思うところ

でございます。 

  残念ながら、世論というのは、またどんどん賛成のほうが多くなってきて、地方とい

うか都市というか、近々の時事通信社でも賛成が58％で、反対が22％という、そして、

政治の政党なんかでも共産党、社民党以外はほとんど入り交じっているというそういう

状況の中で、なかなか反対しても力の結集というか、どこへ持っていいかわからないと

いうそういうのがあるわけですけれども、少なくともやはり北海道は、経済界から全部

一つは慎重派であります。そういったことを強く強くあれして、この農業予算、今回の

予算を意義あるものにするためにも何としても押さえ込んでいかなければならない課題

だと思いますので、改めてそれは要請しておきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにも大分ありますか。 



－151－ 

  それでは、ここで休憩します。 

  再開は20分。 

（午後 ２時０７分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１８分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 

  ３番、山本弘一委員。 

○３番（山本弘一委員） 私は、きのう農林課長から答弁あった、また農業委員会にも関

する農用地等取得基金、この現在残高で3,759万このことについて、総括質問を町長に

したいと思います。 

  ご存じのようにこのものの原資というのは、前町長のときに１億円から入っているわ

けです。１億円を取得して３年間ということありましたけれども、事情があって１億し

かできなかったと、そのお金がナイタイをもとにして、ナイタイで一時買い込んで、そ

れを農家に配布をしたり、また小作に回すというようなことがありました。 

  時が流れて、各課、農林課長、農業委員会局長もかわって、そのことが非常に薄れて

きていると、これから心配されるのは、ご存じのように町も支援しているのがＴＭＲセ

ンター、それから今年度から運営を任せるナイタイ高原牧場、それから一般の農地含め

て非常に農家戸数が23年現在で175戸で、うち農地面積がナイタイ除いたら8,339ヘクタ

ールと、この面積によっての150億が24年度がＪＡでは上げたということがあります。 

  きのうも申し上げましたけれども、これが特に一等地である東居辺、北居辺地区にお

いての後継者、担い手不足によっての農地の流出があり得るのではないかと予測されま

すし、いわゆるこの基金を積んでおいて、きちっと上士幌の土地を守っていくと、基幹

産業の土地を守るということが重大な課題ではないかと、今3,000万で上士幌の農地が

一番高い北居辺地区でも25万ですから、12ヘクタールぐらいしかストックすることがで

きません。やはりこのことは関係機関、ＪＡ含めて農業委員会、農林課含めた中で、こ

のことを積み上げてきちっと土地を守っていかなければ、町長の言われている農業を基

本としたという形になってこないだろうと予測されます。 

  20年もたてば高齢化等ますます後継者、担い手不足が進みまして、これが少なくても

１億を積んで、これを活用した中でＪＡ、農業委員会、農林課含めた中で進めていかな

いと、上士幌の農業の将来性というのは薄れてくる可能性の危惧をしております。その
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辺のことについて、まず町長から伺いたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、農用地の基金でありますけれども、これは条例に定められており

ます。農業委員会の会長も土地、農地の関係については、全て熟知されている話なので、

僕は余り言うことはないだろうと思いますけれども、特にこの条例としては、ナイタイ

牧場の利用に供するというのが条例の目的になっているわけです。 

  多分長い間、農業委員会の会長として農地のあっせん等々する中で、時にはナイタイ

に引き受けてもらうようなそういったことも農業振興上あったんだろうというふうに思

っております。 

  今、現時点で考えなければならないのは何点かあると思っていますが、一つは、ナイ

タイ高原牧場そのものが指定管理に移っていったということ。指定管理に移っていって、

この後は順調にいけばＪＡの経営によって経営的視点で牧場を経営していくと、運営し

ていくということなると、むやみにあそこでその土地をどうするかというそういう話に

は多分なっていかないだろうという意味では、今ある条例そのものがこのままナイタイ

高原牧場というか、目的としては、農用地等取得基金になっていますけれども、明確に

設置の目的としては、ナイタイ高原牧場となっていますから、これはやはりそぐわない

ことになっていくのではないかと、こういう一つの感想を持っております。 

  そのうち農地のいわゆる放棄地、これはつい先般の新聞等に出ておりますけれども、

北海道でも１万ヘクタール、それから全国では40万ヘクタールという、どのくらいのめ

ちゃくちゃ大きい規模だろうというふうに思いますけれども、幸い今のところ本町にお

いては放棄地になって荒れているような状況というのは、今のところ聞いていないわけ

であります。 

  ただ、後継者が不足して、そしてその農地がよその経営のところにいろいろと農地の

流動化によってそういう懸念がされていると、そのことを委員さんはおっしゃられてい

るんだと思いますけれども、そういった課題ももう一つあると、それは完全に離農して

そこが使えないという課題もありますけれども、もう一つは、よその町にその農地が使

われていくということになると、生産を生むところが地元で生産をできないということ

になると、経済上も決していい話ではないというふうに思います。 

  これはこの後のことになってきますので、今ここでこうするああするというのは、や

はり先ほど申し上げたように、とりあえず骨格と政策的なことについては、この後のこ

とになるんだろうというふうに思いますが、いずれにしても、放棄地を、耕作の荒れ地

をつくってはだめだということと、それから極力ここの中で生産、生産経済を生む農地
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をこの中で回すということが非常に大事だという認識は一緒であります。 

  ただ、やはりこの町が農地を買って町が経営をするというわけにはいきませんから、

ですから農協とどうするかというのは、これからの議論になっていくのではないかとい

うのが今時点で答えられる印象も含めてのことでございます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） 私は、町長のそのような言葉を待っておりましたし、まさしく

今現時点で骨格でございますし、このことが条例に明記されておるということになれば、

今すぐどうこうということはならないということも認識しております。 

  ただ、やはり私の認識と若干のずれが、その条例がずれがあるということは、ナイタ

イを介して一時ストックしてもらって、それを町内の農家に耕作もしくは売買だという

感覚で立ち上げたという、私のだから立ち上げたことと、それから条例がしっかりし過

ぎてしまってナイタイですよ、ナイタイだけしか使えませんよという形になってしまっ

たのかと、基金という名目であればナイタイで一般財源で得しないから十分なんです。

基金の意味がないんです。ナイタイ直営でやっていたわけですから、だから、今後、農

協あたりが運営と、将来的にはその運営プラスアルファになるのかちょっとわかりませ

んけれども、含めた中でＴＭＲ、ナイタイ牧場含めて飼料が足りないと、酪農家で足り

ないと言われています。アメリカあたりの飼料も干ばつによっての高騰等も懸念されま

すし、そういう流動的なものを今ある北居辺地区ですとか、あそこの上士幌の一等地と

いわれる地域の農地を守って、それを交換耕作によって酪農家との土地の交換耕作、畑

作、酪農の交換によっての生産性の向上というのも結びつきますし、やはりこれはＪＡ

含めて農業委員会、農林課含めた中で真剣に考えていかないと上士幌のこの8,330町と

いうのは守りきれない。 

  町は固定資産税が1000分の３でしたか入りますけれども、農協にしてみればえさの売

り上げですとか、酪農家にしてみれば肥料だとか、直接経費と言われる経費がそこで発

生しない、売り上げ物も農協へ入ってこないということになると、150億どころかかな

り落ち込みが出てくるのではないかという懸念があります。 

  将来長い、やはり将来的に考えた中で、10年先を考えた上士幌の農地の基金というこ

とを、取得基金ですね、これを町長も一歩進んだ中で検討していただいて、ＪＡ、農業

委員会、農林課含めて検討いただいて、できれば農家の役に立つような基金の方向へ条

例改正含めてやっていただきたいというふうで、考えあったらお願いします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 委員は農業委員会の会長をされて、当時苦労されて、農地のあっせん相
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当苦労をされている様子を伺っておりましたし、幸いなことに今そういった荒れ地にな

っているところはないということであります。その中で、やはり一つ大きかったのは、

法人の立ち上げというのが、かなりいわゆる畑地を吸収できる受け皿がそこにあったの

かとこう思っています。 

  そういう意味では、放棄地を出さないようないろいろな手だて、今言ったようにかな

りの部分は法人が吸収した部分もありますし、それからこれからも今は酪農関係の法人

が多いこと、これは個人でも法人になっているかと思いますけれども、複数農家による

法人なんかというのは、多分これから畑作なんかの中でもそのようなこともひとつこれ

は検討の対象にしていくべきテーマでないのかというふうに思います。余った農地を個

人が取得するというのはかなり負担が重たいし、能力的にも余力としてもなかなか厳し

いと、しかし、法人になると法人の枠組みの中で取得するということは、ある種可能に

なる可能性があるのではないかとそんなふうに思いますし、その仕組みも北海道農業公

社の借り上げだとかそんなようなことをやっていますけれども、そんなことが地元で可

能どうなのかというのはこれからの課題になっていっていくことなのかとこんなふうに

思いますけれども、何といってもやはり生産を生む畑を農地を無駄にするということは、

これは絶対避けなければならないテーマであるという認識のもとで、これからの農業政

策、農地政策というのはやっていくのが望ましいというのが今時点での考え方でござい

ます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 

  ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 総括して何点かお伺いをしたいというふうに思います。 

  まず第１点目は、子育て支援室を条例改正も含めて行い、なおかつ子育て支援室の予

算も出ています。子育て支援室つくって、具体的な側面で言えば、保育所の建てかえ計

画というのがあるわけであります。子育て支援室が中心になるのかどうかお答えを、お

願いをまずしたいというふうに思います。 

  それからもう１点、この町に道から専門家を派遣していただくという説明がありまし

た。人材育成という側面から考えれば、専門家を引き抜くという方法も一つの方法かも

しれませんけれども、地道に庁舎内、人材を育成するということも必要ではないのか、

結果としてそうならなかった要因は何なのかということも含めて、この際お聞きをした

いというふうに思います。 

  それから、今何人かの委員からかかわる質問があったわけでありますけれども、農業

の実態を含めて大変ＴＰＰであるとか、あるいは農地問題であるとかあったわけですけ
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れども、具体的に今回の予算の中で、私自身は農業労働者に関する受け入れ対策、住宅

についてどうなのか、過去にも言っていて今回の予算に載っていなかったということも

あってこれから検討するんだと、これは非常にスピード感の有するものだというふうに

思いますし、例えばこの際もう一度お聞きをしておきたいと思いますけれども、農業体

験施設を持っています。でもここは女性の未婚者という形になっていますけれども、恐

らくここを使われている農業経営者というのは、大きな法人のところが大半使っている

のではないかというふうに思います。それは短期での入れかえが非常に激しいところで

あればいいですけれども、長期的に１年、２年、あるいは数年という形での雇用を考え

るとすれば、どうしても個別の住環境というのが必要であります。 

  もう一つは、他業種から農業労働者として入ってくる人たちについては、一、二年は

やはりきちっとした農業技術を学んでもらう、あるいは畜産技術を学んでもらうという

側面が強いため、どうしても高い給与を支払うということではないということと、もう

一つは、そういった農業労働者を必要とする農業経営者の経営者意識というのがまだ十

分できていないというか、そういう経験が不十分、あるいはそういった研修や労務管理

等に関する部分について適正な指導を受けていないというような側面があります。 

  そういうことを含めて、今回の予算ではなかなか対応しきれていない部分が幾つかあ

るわけでありますけれども、一つは、今回の予算、骨格と言われています。通常政策予

算の財源については、ある程度保留をするというのが過去の一般的な改選期における予

算編成のありようだというふうに理解をするところでありますますけれども、そういっ

た部分で幾分選挙後の新たな町長がその執行できる政策予算というのは、今の財政の組

み方からあるのかどうか、なければ基金の繰り入れ等をすれば財源はできるわけですけ

れども、財政の硬直化ということを懸念すれば余りそれを大きくできないというふうに

判断をするところであります。 

  そういうこと含めて、一つは、今後の政策的な展開をできる予算が一定程度確保でき

るというふうに考えているのかどうか、その辺の財政の状況、さらには、先ほどの構造

支援センターの考え方の部分を含めて、この際答弁を願いたいと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 子育て支援室が道からということでありますけれども、子育ては総合的

にその対策を講じなければならないという状況にあるわけです。残念ながら本町では、

個別に保健福祉士、あるいは保育士を教育委員会と、その事業事業によって担当が賄え

ると、全体的な子育てを総合的に進めていくという、次世代子育て支援計画だとかあり

ますけれども、なかなかそれを計画的にスケジュールを立てて進めていけるような状況
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にはなっていないというのが現実、これは本町に限らず大体そうなんですけれども、そ

ういった意味では、北海道としては、子育てを総合的に対策するそういった室なり、部

局があるわけです。教育委員会、あるいは知事部局、総合的に調整をすると、こういっ

たノウハウというのは今のところ全く本町では持ち合わせてないというのが現実なんで

す。 

  しかも今保育所の建てかえ、老朽化に伴って建てかえするということと、それに合わ

せて単にそれが保育所の建てかえということでなくて、これから幼稚園と文科省とそれ

から厚労省が一体化していくという、そういう大きな子育て政策の国レベルががらっと

変わっていく状況になってきている、なおかつ本町においては、計画的にいくとことし

じゅうに基本設計、実施設計にかかわっていく、それはハード、今のやつだけを建てか

えればいいということではなくて、ソフトがある程度展望されて、それに見合うハード

になっていかなければならんということ、非常にそのタイトな関係で事業は進んでいか

なければならないと、しかし、現実の問題として、今保育所は、保育行政を進めるため

に相当のエネルギーを費やしていかなければならん。新たなことにこれからじっくり時

代がどう変わっていくのか、あるいは国の政策がどうなっていくのかというところまで

読み込んで、そしてやるような人的なゆとりだとか、それからタイムスケジュールの関

係でもゆとりはなかなか難しいということでありますので、保育所のほうには今の状況

の中で幼保一体化の関係での視察をし、そして基本的な考え方を今まで準備をさせてお

ります。 

  一方では、そのように全体的な子育てのことをやるとすれば、これからどういった課

題がなるのかというのは、そういうある程度先進的にといいますか、時代の中での潮流

をしっかり読みとっているところが来て、そして、そことうちの今置かれて状況とすり

合わせてよりよい子育て、あるいは就学前の教育の関係だとか、あるいは子育ては別に

就学前、学校へ行く前だけではなくて小学生、中学生、18歳まで子育てというふうに私

どもとしては受けとめておりますので、それを総合的にやるためには、なかなかそれは

本町の中にも優秀な人材がいてもそのような今までの背景にないということと、それか

らきわめて時間的に急いでいるということであります。 

  そういった来ることによってそこと今まである地元の職員とのすり合わせをしながら、

職員のほうの新たな子育てに対する見識を深めていくだとか、それからこれからどうい

ったらいいのかというところは、これから一緒になって、どっちがどっちでなくて一緒

になって、この町の将来的な子育て教育のあり方を考えていくということで、そのよう

な人事配置というのが私としては現状では望ましいことであるということで、あるいは
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いろいろな意味で一歩前に、二歩前に進めるには必要だという認識のもとで、人事のこ

とを考えさせていただいたということであります。 

  それから、農業の関係で言いますと、これはいわゆるいろいろな住宅の問題で特に酪

農、現場で仕事するというところでは、やはりシャワーだとか、風呂というのはこれは

当然必要になることでもあります。これは、次期の政権の中で、政治の中で考えていっ

てもらうことになるだろうと思いますけれども、今、農業の特定のところに対し、農業

という個別のことであれば、農業の関係を取り巻くところでのやはり連携が必要になっ

てくる、特に行政と農協の関係で今どれだけそういった人方は必要とされているのか、

やはり農家がなくなるということは、組合以外なくなるということにとっては、農協に

とってもそれも望ましいことではないと。農協の経営にとってもマイナスになることだ

ろうと思いますし、そのためのいわゆる住環境、あるいは後継者、従業員をどう確保す

るか、あるいは側面的に支援するかということは、行政の課題であるけれども、農協の

大きな課題でもあるだろうというふうに思います。 

  そんなのではどうしてもやはり農協とのお互いに連携が必要になってくると、ですか

ら、研修するための住宅、しかも研修といっても大体は基本的には従業員という前提に

入ってそこで学ぶということですから、純粋に給料がなくてその生活、とにかく数万円

で済むということではなくて、ある程度生活が成り立つような賃金を払うとすれば、そ

れは経済行為ということにもなりますし、同じように農協とも町とも連携をとって、そ

ういった対策をどう講じていくのかというのは、やはりこれが順当な形ではないだろう

かというふうに考えます。 

  その次の政策予算の関係で、これで全て出尽くしているのかということでありますけ

れども、どう変わっても当面政策的なことではこんなことが想定されるということは、

その繰り越しというか、その補正予算のほうをにらんでストックしているという状況が

ございます。ただ、そのことでよって今の財政状況がきゅうきゅうだと、基金を入れる

ということも可能だというふうに考えます。それはそのときの新たな首長が優先課題も

それは出てくるだろうというふうに思います。 

  総合計画つくってもどんなふうに処理していくのかというのは、それぞれ立場によっ

て、あるいは考え方によって違ってくるところがありますから、しかし、今うちの財政

は、それほどそのことによっても経常経費、あるいは予定された事業以外遊びがないか

というとまだまだものにもよりますけれども、十分可能な政策予算は打ち出せるという

ふうに思っております。ですから、５月か６月かの間に次の政策はこれからまた当然考

えていくべきであるし、必要なことは次年度の補正予算の中でも政策化していくという
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のは、当然あり得る話だろうとそう考えています。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） まず、子育て支援室の関係ですけれども、事情についてはわ

かりました。 

  ただ、道から派遣を受けられるのであれば、逆に道に派遣をしてそういった勉強をし

て、十勝管内に上士幌の誰々ありと言われるぐらいな子育て支援の専門家をぜひつくる

という、それは今後の財産になるという意味合いで、そういう方法とってほしかったと、

これは今やらなければ目の前にあって、そのことを回避するために専門家を登用したい

ということについては理解をします。 

  ただ一つ、十分気をつけていただきたいのは、新しい人が地域事情というものを十分

踏まえ、あるいは庁舎内事情というものをきちっと踏まえていないと遊離してしまうと、

つまり立場を使って指示命令しかできない、自由なアイデアや発想や地域の悩みが十分

協議されるという仕組みにならない可能性が心配としてあるということをこの際お話を

させていただきたいというふうに思います。ですから、新しい人を含めて十分庁舎内の

説明が必要だということをこの際申し上げておきたいと思います。 

  きのうこんな質問がありました。プールの問題で、山本和子委員から児童になってか

ら、つまり小学生になってからではなくて、幼児の段階でプールの中に顔をつけるとい

うことが児童のときの最初の水泳教室には非常に重要だという話がありました。そのと

きに、そういう形で考えていきますという教育委員会の答弁があったんですけれども、

まさしくある程度の話ができてこういった仕組み、子育て支援センターもあって話がで

きているのだったら、それは支援センターの課題として今後取り組みます、こういう答

弁が僕はほしかったと思うんです。まだなかなか子育て支援についても、庁舎内にも十

分関係課にいきわたってないという気がしました。それは指摘をさせていただきたいと

思います。 

  つまりこれからはそういうことがない、そういったことにかかわる、子育て支援に関

わるのは妊婦の皆さんからほぼ18歳まで、何らかの形で情報の共有化ができる仕組みを

ぜひつくっていただきたい、そういう中で各課の専門性を持って政策立案に当たってほ

しいし、この議会においても十分な議論を今後させていただきたいというふうに思いま

す。 

  それから、農業の問題、これは大変上士幌の将来を有する大きな問題でありますけれ

ども、先ほど農地の問題であるとか、あるいはＴＰＰの問題が出たんですが、それ以前

として、農業の高齢化になっているという事実はもう間違いありません。そういう中で、
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一つは、解決策としてＴＭＲセンターというのがそういう意図で、あれは45を過ぎた人

が相当多く入っています、後継者の心配のある方で、そういう部分については、農業労

働者というのは非常に重要な要素を占めている、もう一つ、これは僕の責任であるとい

うふうに思っていますが、僕も同じ立場なものですから、自分の利益誘導ととられるの

が嫌で、余り今までこういう話をしていませんけれども、幾つか話を聞いてみると、そ

ういう話になっています。 

  これも具体例として非常に心配するのは、今へき地と言われている小学校に教員住宅

があります。今の先生は全てが教員住宅から通うというのではなくて、空きの教員住宅

があります。空きの教員住宅をその教育施設ですからどうやって使用できるか、まず、

町の職員が入るのであれば一番最初ですと、その次は地域のその子弟の方が入るのであ

ればそれは２番目ですと、その後は地域の従業員等に関しては、事情も考慮して話をし

たいと、確かに学校施設の教員住宅、附属の教員住宅ですから、安全性等の問題がある

ということは十分理解するんですけれども、考え方は今のその使用要綱というのはそう

なっています。結果的に今までも空いているところが随分あります。片方ではなるべく

安価で一定の施設がそろっているような住宅を確保したいということになるんです。そ

れが現在の姿だと、町長はお知りになっていないかもしれないけれども、そういう現状

がまだあるということを踏まえていただきたいし、もう一つは、これからの農業を論じ

るときには、今後の農業の経営がどう推移しているかということも含めて、きちっとし

た調査が必要だと思います。 

  現実にもう一つは、農業労働者が一体何人いるのか、もっと言えば第一次分野で林

業・農業というふうに分かれればどのぐらいいるのか、そういうことが残念ながら５期

の長期計画をつくったときにそういう調査ができてないんです。これは指摘をしなかっ

た私も問題だというふうに思っているんですが、そういう中で、現実に動いているとい

うことを踏まえていただきたいというふうに思います。 

  そういう中で、最後にやれることとやれないことが幾つかあると思うんですが、まず

この調査を早急に実態調査も含めて、あるいは意向調査も含めて、農協もなかなか雇用

に関することに口を挟みたくないというか、問題が起きやすいということもあって、今

まではほとんどかかわっていません。どうしても誰か入れてほしいという話を農協にし

た方については、農家の子弟等をなるべくいろいろ探してお世話をしている、中には、

農業大学校と農業高校なんかの卒業生に学校に電話をして、そういう人いませんかとい

うような連絡をして問い合わせをしている部分もあるわけですけれども、そういうとこ

ろまで農協はやっていても雇用契約実態に関しては入ってはいないと、そういうことも
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含めてなかなかこの実態がつかめていないというのが現実で、そういった実態をきちっ

と見て政策を組んでいただきたいと。 

  そういうことも含めて、６月の政策予算の中にはそういったものも今の含みであれば

可能性がないわけではないというふうに思うんですが、優先順位を考えて、これは執行

権ですからそれ以上は言うつもりはありませんけれども、そういったことを踏まえて、

町長は今この改選期に向けて、４選目に向けて立候補表明をして候補予定者という立場

であるというふうに思います。新聞報道では今大きな動きはないということであります

から、その可能性のほうが高いのではないかと。選挙戦実情はどうなるかわかりません

けれども、ただ意思としてというか、意欲としてはできれば町民の皆さんの理解を得て、

次期も町長として執行させてくださいという意欲は十分におありだというふうに思いま

すから、そういう方向で進むという観点も含めて、今何点か指摘をしたことを庁舎内で

どう実行できるか、しようとする考え方も含めて、この際お聞きをして終わりたいと思

います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず子育て支援室の担当者が地域の実情がわからなくて、言ってみれば

浮いてしまう可能性があるということであります。これは当初から私どもとしてもその

辺がうまく連携をとれるようにどうあったらいいのかというのは、非常に心配りをした、

気遣いをしているところであります。多分１人だけで課長職というか、そのポストにあ

ったにせよ、人間関係がなければ連携を図る、調整をするといってもそうたやすい話で

はないだろうというふうに思っております。 

  そういうことも含めて、職員と一緒になってこの仕事をしてもらう、兼務ということ

になってはおりますけれども、調整を職員とうまく、それから職員が能力を発揮し、そ

してまたうまく調整をできるようなそういう人的な配置をしてやっていきたいというの

は、おっしゃるとおりであります。 

  心配していることは、私どもとしての心配の一つでありました。十分これは気配り、

あるいはしていかなければならない話であります。その上で、それぞれが情報の共有化

をしていくというのは、当然そのことがなければ物事がうまくいかないということであ

ります。 

  それから、もう一つは、農業の従業員の実態調査という話であります。これも具体的

な数字は見えてないんですが、私何となく感覚としては、農家戸数は減っているけれど

も農業従業員は、農家に従事する方々が減っているかというと、そうではないのではな

いかというふうに考えております。それ以前にこれからのいわゆる人口の維持を図る上
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での重要なポイントが第一次産業だというふうに思っております。農業・林業に従事す

る人方の人口というのがこれはある種非常に大事な定住の要素であるというふうに思い

ます。 

  以前は企業誘致という話もありましたけれども、現実今このような社会情勢でどんど

ん海外に行って、従来にあった大企業でさえ地方から閉鎖をしていくということと、そ

れから、本町の農業関係の150億から生産というのは、企業に置きかえると相当な大き

な企業がそこにあるということで、置きかえることができるだろうというふうに思って

います。それが経営的にも、それからそこに働く人方も生活できるようなそういった関

係ができれば非常に望ましい雇用と安定した地域住民の確保につながっていくものとい

うふうに思っておりまして、むしろ今仮設ではないけれども、そう思っている従業員の

かなりの数がいるだろうということからすると、これは一度調べてみたい、緊急にでも

今後数年の推移はどうなっているのか、調べる方法はどういった形があるのか、たしか

ことし商工関係のセンサスやっておりますから、それも一つの手がかりかというふうに

思っておりますし、ほかでどんな方法があるかわかりませんけれども、従業員がどのよ

うに推移をしているのかというのもこれは非常に関心のあることだとそう思っておりま

す。 

  これは引き続き職にあるとすればこのようなことも当然調べて、であればそこでまた

どんな対策を講じていくのかという方策、あるいは課題も見えてくる可能性があるかと

思っております。 

  以上で、答弁とさせていただきます。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに。 

  10番、中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） ２点ほど検討事項としてご提案申し上げたいんですが、１点

目は、学校跡地の利用なんですが、今、町内にひとり暮らしの年寄りがかなりおります。

私も日々接している中では、毎日寂しく生活しているのがかなりおるように思います。

学校跡地の再利用ということで、希望があればそういう健常者だけ、宿泊も可能で、夏

は野菜づくりに参加させたり、冬は冬期間室内でできる作業をさせたり、そういった作

業所ということで多少収入を得ることによって配分できるようなそういう環境づくりと

いうのができないものかとそんなことを今考えてご提案申し上げているんですが、例え

ば本州の旅館で自分のところで使わなくなった丹前とか、そういう布類を草履に編んで

お客さんにお土産に持たせているところがあるんです。だから、上士幌にも糠平温泉が

ありますし、そういうところから提供していただいて、そういうものを冬期間手づくり、
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年寄りに草履編んでもうらとか、そういったたぐいの作業は結構あると思うんです。だ

から将来少しでも元気に長く生活してもらうためにも、そういった本町独自の福祉産業

的なものを検討してどうかということがあります。 

  それから、２点目なんですが、ずっといつも予算見ていて感じるんですが、各担当課

ごとに委託料とか借上料とかリース料というのは各担当課ごとにやっていますが、同じ

ものが一本化できるものであれば一本化して少しでも利用料金を下げるとか、そういう

検討は今後予算組むときに検討してはどうかということが２点で質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、お年寄りの生きがいも含めてある程度の就労といいますか、そう

いった場所として学校はどちらとかという話と、同じようにこの冬期間地域に役立つ、

あるいは何がしかの経済の足しになる、アルバイトまでいかないだろうけれども、そう

いう意味で体を動かしたり何かを生産するというこの提案は、非常に大事なことだろう

というふうに思います。 

  今ここで具体的にどうこうという話はちょっと難しいので、お年寄りの生きがいなり、

健康の維持増進のための対策の一つとして、このようなことが今後可能どうかというの

は、次期担当レベルの中でも考えていくように受けとめたいというふうに思います。 

  同様に委託料、借上料、リースの一本化ということでありますけれども、これも契約

上とそれからどんな課題があるのか、コストの削減、果たしてそれだけになるのか、あ

るいはいろいろな要素が多分あるんだろうと思います。業種だとか、業態によっても違

う、いろいろあるんだろうと思いますから、それはどのように可能なのかというのは、

これは契約担当のほうでそれなりの指示をして検討するようにさせたいとそんなふうに

思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありませんか。 

  ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） ２点質問いたします。 

  １点は、平成25年度予算でも講師とか、アドバイザーとかいう方を我が町に招聘して、

我が町のまちづくりにいろいろご意見いただいたり、ご指導していただくというような

メニューがあります。大体このために200万以上の予算が組んであります。ただ、昨年

度来られた方のそういった講師とかアドバイザー見ていますと、わざわざ遠方から来ら

れてパワーポイントでこの町はどうだ、この町はどうだ、ほかの町の紹介ばかりその持

ち時間の間されて、我々この町に住むに人間にとってはそれほど参考にならない、そう

いったお話を聞く機会がありました。 
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  今、例えば四国でこうやっている、東北でこうやっているそんな話はネットで調べれ

ば幾らでもわかるわけで、わざわざ遠方から旅費と謝礼を出して来られて聞く話かと非

常に私は疑問を持った講習会が何回かあります。 

  それともう一つは、この町の内情とか実情をほとんど調べてこられないそういう感じ

もある、例えば上士幌の農業が大規模な畑作、あるいは大規模な酪農の農家がほとんど

であると、それが農業の基盤なのに、本州の中小の農家のそういった視点でもって我々

にそういう視点で話されると、やはりこの町に来られるからにはこの町の実態をしっか

り調べてもらって、中には上士幌の町の名前を間違える講師もおられます。士幌と上士

幌と間違える、それは非常にこの町の町民にとっては失礼な話なんです。 

  だから講師等の選定に当たっては、十分気をつけて、お金を出して来ていただくんで

すから、こちらがぺこぺこ頭下げる必要ないんです。だから、我々の町の実情に合った

そういう人たちをぜひ選んでいただいて、ましてそれは町費をつぎ込んで来ていただく

わけですから、我々も行くにしたって時間を割いていって、いや、これはいい話だと、

我々の今後の活動に非常に参考になると、そういう話をされるような講師です。 

  それともう一つ、これは選ぶ場合には裏をとってほしいんです。だから、ほかの町で

この講師、この間アドバイザーが来られたらいいお話をされたと、非常に参考になった

と、それは調べていったらわかるわけです。そういう裏をとった上で、講師・アドバイ

ザーの選定をしていただきたいと思うんですけれども、町長の見解を質問いたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 何人かアドバイザーなり、それから町も時々講師を招聘して勉強すると

いうことはあります。今回のアドバイザーの中に今委員が指摘されるようにどうも余り

参考にならなかったという事例のお話しだと思いますけれども、全てが否定できるもの

ではありませんけれども、しかしその辺については十分注意をして、講師の選定に当た

っては、何を目的としてこれを招聘をするのか、その辺の目的とそれに合うような経歴、

あるいは実践、また確かな評価含めたその辺については、これから人選に当たってはよ

り慎重にしていく必要といいますか、今までもそうでありますけれども、これからもそ

ういったことは十分配慮していかなければならないとそのように思います。 

  今回の指摘については、何となく想像つくことがありますので、次期の講師の選定に

当たっては、そのときに何を目的としてどんな講師を選ぶのか、その辺がミスマッチに

ならないような配慮は十分に必要ではないのかと思います。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） もう１点、工事発注の時期なんですけれども、今定例会３月の
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上旬に終わりますので、その時点で予算決まります。どうしても公共工事となりますと、

例年だったら４月以降作業に入って、いろいろな事務作業やって、そして入札して現場

に入るといったら秋口に入る例が多いんです。平成24年度の工事については、ちょっと

私非常に心配していたんですけれども、糠平のビジターセンターの工事、秋口に始まっ

てしまって真冬にずっとやっているんです。それで１月、２月の気温は下がる、日暮れ

は早い、そして雪が降って屋根の上は滑る、そういう悪条件の中で工事業者の方がやっ

ていると、私はあの現場見て非常に、この現場勾配がきついものですから、いやあ労災

事故起こさなければといいなと、最後まで安全に工事終わればいいなとそういう目で冷

や冷やしながら見ていたんです。 

  それともう１点は、冬場にやれば工事の養生費がかかります、燃料代があらゆること

に暖房して、シートを打ってそれで工事など養生しないといけない、そういうことがな

ければ、だれも得しないんですよね。発注者側も無理した工事すると必ず後で戻ってき

ます、冬場に無理した工事すれば、それが春以降、あるいは年月だった時点で何らかの

形で工事の瑕疵となって出てくると、やはりそういうことを考えれば、誰も得しないん

です。発注者も得しない、工事業者も得しない、誰も得しないんだけれども、あえてそ

ういう今の行政の年度から考えてそういう発注せざるを得ないということもあるんです

けれども、これについては平成25年度においては、３月の上旬に予算決まりましたので、

できるだけ各担当課においては、事務作業を速やかにして、もう季節のいいときに発注

して、季節の悪くなった冬前にはおおむね終わっておくと、そういうようなことにぜひ

やってほしい、これは本当に誰も得しない、冬場はその悪い条件の工事は。 

  それともう一つ、今後においては、例えば糠平のビジターセンターの場合は、平成24

年度に実施設計をやって、そして入札しましたよね。でなくて、そうではなくて、例え

ば前年度に実施設計まで終えて、24年度入札して工事すぐ入ってしまうと、あるいはそ

ういう日程の組み方をできるだけ今後にいろいろいな町のほうも施設の建てかえがあり

ます。それで、そういう日程を組んで、見ていたら農協さんなんか上手な工事やってい

るんです。春のいい時期に終わって11月ぐらいにちょうど入居した、それが一番理想的

な工事なんですけれども、そういう仕組みをつくる、あるいはできないのだったら繰越

明許でもっていい時期にやると、そのほうが結局投入したお金が上手に、無駄なお金が

いくのではなくて、いいお金の残り方です。私はつくつぐ糠平のビジターセンターの工

事を見ながらそういうふうに感じました。 

  そういうことで、町長のみならずここには担当課の課長おられますので、それをぜひ

心得ていただければと思います。町長の見解があればお願いいたします。 
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○委員長（堂畑義雄委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 おっしゃるとおりであります。町の発注する工事については、そういう

前提でスケジュールを組んで発注をしているつもりであります。 

  たまたま今回のビジターセンターについては、環境省との合築ということで、そこで

のずれがあったということがあります。町としては随分と準備はしていたんであります

けれども、結果的に両方が一緒に工事が動き出すという性格のものでありますので、ず

れてしまったということでありますから、こういったことを町発注の事業の中では、こ

れからもならないように十分配慮をして準備を進めていく、そしてまた発注をするとい

うことだろうというふうに思っております。 

  言ってみれば、意外と国の事業がオールシーズンでやっているところもあります。北

海道は夏、そして秋までというのがありますから、これはこの以外でもそういう不都合

があることは、国の事業の中では結構あるということでありますが、これらについては

機会あるごとに、別にそのビジターセンターだけで国の事業が終わるわけではありませ

んで、申し入れをするということは必要になってくるかとそういうふうに思います。 

  地元で発注するものについては、一番いいときにいい仕事をしてもらうというのは、

もう十分それは心して仕事していくというのは、委員がおっしゃるとおりであるという

ふうに思っております。 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかにありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 他に質疑はございませんので、町理事に対する総括質疑を

終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、町理事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25年度各会計に対する質疑を終結いた

します。 

  ここで休憩といたします。 

  再開は15時25分といたします。 

（午後 ３時１１分） 

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

○委員長（堂畑義雄委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時２２分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○委員長（堂畑義雄委員長） これより各議案、各会計ごとに討論、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。 

  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。 

  ８番、山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 平成25年度上士幌町一般会計予算案に対する反対討論を行いま

す。 

  昨年の国会で消費税引き上げが決まり、生活がどうなるのかという不安の声が多く聞

かれます。しかし、政権が自民党にかわりましても根本的な解決策は何も見出せません。

さらに、生活保護の引き下げを決めるなど、国民全体の生活レベルを下げてしまおうと

しています。 

  25年度の国の予算案を見ますと、消費税増税を前提に社会保障を削減し、一方では、

不要不急の大型公共事業が並び、軍事費はふやされ、原発推進の新たな予算も含まれて

います。こういう中で、町の予算は骨格予算とはいえ、使途、目的が決まっている以外

の基金は繰り入れされておらず、生活を支え、今必要とされることへの予算化はされて

おりません。全体的な予算化は今後の議会の補正になるかと思いますが、そのことに期

待するところです。 

  また、政権がかわり国防軍を言い出すなど一層アメリカ言いなりの軍国化への道に進

むのではないかと危惧されます。 

  また、今回のアルジェリア人質事件を口実に、政府与党内では自衛隊法を改悪する動

きが加速しています。安全が確保されなくても手段を選ばず武器を使用できるようにす

るもので、かえって危険になり、自衛隊員の命は保証されません。行く行くはアメリカ

の要請に応えて戦闘地域にも派遣することにつながります。 

  自衛隊の災害救助の役割は大きいと判断いたしますが、先ほど言いました内容の自衛

隊のあり方に反対し、自衛隊への協力会の補助金を含むため、反対いたします。 

  以上の理由で反対といたします。 

○委員長（堂畑義雄委員長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

  ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） 私は、平成25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。 
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  骨格予算ではありますが、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。 

  財政に関しましては、国の財政赤字や本町の人口減少に伴う今後の地方交付税減など

を考慮して、より健全、慎重な財政運営を望むものであります。 

  自衛隊協力会への支出に関しましては、自衛隊が国防のみならず災害時に国民の生命、

財産を守ることが大きな役割になっていることからしても、妥当なものと考えます。 

  理事者におきましては、予算委員会で議員から出された指摘事項については真摯に受

けとめ、町政運営に反映されることを望みます。 

  以上、私の平成25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（堂畑義雄委員長） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） ほかに討論がありませんので、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、起立しない場合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（堂畑義雄委員長） 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（堂畑義雄委員長） 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ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） ご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） 
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○委員長（堂畑義雄委員長） 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ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） ご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。 

（「なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） 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26号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） ご異議なしと認めます。 

  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（堂畑義雄委員長） 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ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） ご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（堂畑義雄委員長） 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ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） ご異議なしと認めます。 
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  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全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5日に本会議において報告

するものであります。 

  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、正副委員長にご一任いただくことにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（堂畑義雄委員長） ご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全て終了いたしました。 

  委員の皆さんのご協力によりまして、無事に委員会を終了することができました。ご

協力に対しまして心より御礼を申し上げます。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３２分） 
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