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（午前１０時００分）

○斉藤明宏議会事務局長　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、中村保嗣委員長よりご挨拶を申し上げます。

○委員長（中村保嗣委員長）　おはようございます。

　　このたび、平成27 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ましてスムーズ

な審議を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

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

例に基づき、議題外にわたらないように、かつ簡潔に質疑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は存じますが、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、本日の本委員会へ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、本日の委員会への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（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

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

ます。

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

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

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

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

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

承知願います。

　　次に、会議録署名委員の指名方法についてお諮りいたします。

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

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

指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本特別委員会の会議録署名委員は、委員長において指名することに決定いた
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しました。

　　それでは、本特別委員会の会議録署名委員を指名いたします。９番、山本裕吾委員、

10 番、中島卓蔵委員。

　　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、９番、山本裕吾委員、10 番、中島卓蔵

委員を本特別委員会の会議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（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本特別委員会の会議録署名委員は、９番、山本裕吾委員、10 番、中島卓蔵

委員に決定いたしました。

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

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

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

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

項目の款ごとに、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、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、一般会計予算は款ご

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

が、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　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

算は款ごとに、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27 年３月３日に付託されました議案第24 号から議案第29 号

までの平成27 年度上士幌町一般会計予算及び５特別会計予算の６案を一括して議題と

いたします。
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　　平成27 年度各会計予算の提案説明は、３月３日の本会議において行われております

ので、省略いたします。

　　それでは、議案第 24 号平成 27 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。今年度から歳出は款ごとに行うこ

ととなっておりますので、委員各位のご理解をお願いします。

　　なお、総務費におきましては範囲が広いことから、説明員の準備の都合もありますの

でページを区切って行いますので、あわせてご理解、ご協力をお願い申し上げます。

　　それでは、議会費から始めます。

　　事項別明細書の歳出は、 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。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、総務費に入ります。

　　事項別明細書は、 35 ページから 46 ページまで、質疑ありますか。

　　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　このページの中で２つ質問いたします。

　　１つ目は、38 ページの国民保護協議会経費なんですが、開催予定があるのかと、昨

年に比べて、結果的に補正していまして今年度していないかと思うんですが、次年度に

向けての開催予定と、それから予算増になった理由について質問いたします。

　　２点目が、その下の 39 ページの地域おこし協力隊の問題について質問いたします。

22 年度の配置について10 名というふうに資料で載っているのですが、人数数えまし

たら配置部署が７カ所なんですが複数配置しているのかという問題と、それから、ほか

からの、町外の方からの隊員もそれなりに必要かと思うのですが、腰を据えたまちづく

りをする意味では協力隊ではなくてきちんと職業を据えてやる行政も必要じゃないかと

いう点について質問いたします。

　　よろしくお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　船戸主査。

○船戸竜一総務課主査　私のほうから、国民保護協議会経費について説明させていただき

たいと思います。

　　開催予定についてなんですけれども、この予算については毎年必要に応じて１回計上

させていただいております。今のところ予定はないということになります。ただ、今言

いましたように必要に応じて開催をしていくという経費になります。

　　それから、予算増なんですけれども、ことしにおいては平成23 年度に設置しました
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全国瞬時警報システム、通称私たちＪアラートと呼んでいるんですけれども、こちらに

ついて中のバッテリー等々の機械の一部を更新をしたいということで予算増というふう

にさせていただきました。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　高嶋課長。

○高嶋幸雄総務課長　地域おこし協力隊の関係でございますけれども、地域おこし協力隊

につきましては、社会教育の話ですね。本年度の採用予定につきましては、現在８名を

採用する予定で作業を進めておりますが、社会教育関係では社会教育推進員ということ

で２名を採用する予定でいます。ただ、先日面接等を、一度募集をかけて面接等を行っ

たんですが、１名については内定をさせていただいておりますが、１名は予定人数に達

していなかったということで、もう一名については再度募集をかける予定で進めており

ます。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　予算の説明の中では10 名の推進員ということであるんですが、

７部署、今、社会教育が２人なので８人というふうになっていますが、そうすると10

名となっていますけれども、予定よりも若干減るのか。

　　それから、現在一応３年が区切りでその職務は解任されるわけですが、現在、平成

26 年度において採用されている協力隊員の方が26 年度末で何人ほど解職、協力隊員

でなくなるのか、まず、それお願いします。それと、何人かいるかと思うんですが、そ

うなった場合そこの部署の方はまたまた派遣するわけじゃなくて、その協力隊の仕事が

そこで切れるのかどうか、それも含めて質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　高嶋課長。

○高嶋幸雄総務課長　地域おこし協力隊につきましては、平成27 年度の予定では11 名、

今年度新規８名の採用が仮にできたとしたら11 名の予定です。新規には８名採用する

予定で現在作業を進めておりますが、３年間ということで継続する方が３名いらっしゃ

るということで、トータルで 11 名ということです。

　　ただ、先ほど申し上げたとおり、募集をしたんですが応募がなかったこともあります

ので、現在新規採用３名は内定しておりますが、今後どういう状況になるかは、採用状

況を見きわめるということになると思います。

　　本年３月で任期が切れる方は２名いらっしゃいます。途中で８月で１名退職されてお

りますので、年度内には３名の方が任期が切れたり退職されたということでございます。
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　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　先ほど言いましたのは、任期切れの方、現在２名の方が３月末

で切れると。具体的などこの部署というのは、私も質問していいかちょっとわかりませ

んが、どこかわからないので。ただ、その方の仕事がそこで切れるのか継続されるのか、

質問したんですが、それが答弁がなかったのと。それから、資料の中で10 名というの

は、結果的には、何か数字が合わないので、27 年度は11 名の協力隊員を採用という

か過去の人数も含めてということになるんだと思うんですが、確認の意味で質問させて

もらいます。

○委員長（中村保嗣委員長）　高嶋課長。

○高嶋幸雄総務課長　３名の方なんですが、１名の方が自分で起業されたということで、

３月に任期が来る２名の方につきましては、１名は継続して役場の臨時職員ということ

で継続雇用する予定になっております。もう一名の方につきましては、役場の業務は退

職という形になりますが、町内でＮＰＯのほうで別途仕事をされるというふうに聞いて

おります。

　　それから、11 名というのは、平成27 年４月で全部採用が可能であれば、協力隊員

がそうすれば11 名ということです。先ほど申し上げたとおり、３年間の継続の方が３

名いらっしゃいますので、その方と新規に８名を採用することになれば合わせて11 名

という形になる予定になっております。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　これで 後にしたいと思います。

　　具体的にどこの部署というのは、ちょっと余り立ち入ってしまうと申しわけないと思

うので質問しない、そこまでは立ち入りませんけれども、多分ＮＰＯのほうで、そこを

任期切れになって引き続きＮＰＯの採用に多分なるのかわかりませんが、事業は継続さ

れると思いますので、できるのであればきちんと、協力隊で活用するのはもちろんそれ

はそれで大事なことなんですが、じゃ大事な仕事であれば、もしＮＰＯがそこで任期切

れてもその仕事、職務を遂行するためにきちんと臨職にするなり、正職員はなかなか難

しいかとも思いますが、そういうふうにしていかないと、せっかく続けてきた仕事が切

れてしまうと思うんですよ。一生懸命、福祉関係、いろいろ社会福祉関係含めてやって

きた事業がそこで切れてしまわないようにしないといけないと。そういう意味で、協力

隊を活用するのはもちろんいいんですが、その仕事がきちんと継続されて町の政策とし

て続くようにしてほしいな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
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たします。

○委員長（中村保嗣委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　私のほうからお答えをしたいと思います。

　　基本的に地域おこし協力隊の制度そのもの、委員もご承知かと思いますけれども、平

成 21 年度からスタートいたしまして、今平成25 年度段階で全国で978名の方が活躍

をされているということですから、多分今年度についてはもう1,000人を超えるような、

全国的にはそんな状況になっているのかなというふうに思っているところでございます。

総務省もこの制度をさらに拡大するという方針でございまして、平成28 年度には全国

で3,000人に拡大をしようというのが基本的には総務省の考え方という状況でございま

す。

　　この事業の目的そのものは、まさに都市住民を過疎地と言われるような地方に移動さ

せて、そこで住民となって地域の活動を行いながら、 終的にはその地域に残ると、残

ってまた地域住民としてまちづくりをするんだと、そういったことが非常に基本的な目

標ということになっているわけでございます。

　　本町につきましても、この平成 21 年度にスタートした制度でありますけれども、

22 年度から本町もこの隊員を採用しておりまして、延べで26 年度までで13 名の方

が隊員としてそれぞれご活躍をいただいてきております。

　　状況といたしましては、このうち任期途中あるいは任期満了後、この本町に残ってい

る方、13 人中 10 人の方が何らかの形でこの本町に残っているという状況でございま

す。残念ながら本町を離れた３人の中にも、実は残りたかったんだけれどもご家族の健

康の問題があったり、あるいはなかなか思うような仕事につけなかったということで、

やむなく離れたという方もいらっしゃいますので、言ってみれば条件さえ整えば本町に

残って住民となってくれる方の確率が非常に高いということです。これは全国的にも同

じような割合で、非常に協力隊が３年後も地域に残るという確率が高いということが実

は結果として出ている状況でございます。

　　また、本町にとっては、ご承知のとおり、町の正職員になった方もいらっしゃいます

し、あるいは要綱職員で働いている方もいらっしゃいます。また、結婚をされた方もい

らっしゃいますし、さらには、ご承知のとおり、自分で起業してレストランを開業され

た方もいらっしゃるということで、そういう意味では非常に協力隊のこの制度活用によ

って地域に非常に貢献をすると、あるいは移住定住につながっているということになる

のかなというふうに判断をしているところでございます。

　　また、町にとっては、これ非常に人材の確保という部分で非常に重要でございまして、
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やはり全国展開で募集をさせていただきますので、町が求めるそういった専門的な知識

なりノウハウなりを持った人材を確保できるという面でも非常に効果の高い制度である

というふうに判断をしております。

　　ご承知のとおり、ふるさと納税が本町は全国でも26 年度に第３位になるというふう

な実績になっておりますけれども、このふるさと納税のシステム、これ多分全国でもト

ップレベルのシステムだと思いますが、これをつくり上げたのも実は協力隊のメンバー

の一人でございます。そういう意味では、私どもの町にとってもこの協力隊が、人材の

確保も含めて非常に重要な役割を果たしてくれているというふうに考えているところで

ございます。

　　新年度に向けても新たにまた募集をしているところでありますけれども、今後におい

てもこの制度をしっかり生かして人材の確保を図りながら、 終的には移住定住に結び

つける、そういった方向でこれからも進めていきたいと考えておりますので、ご理解を

お願い申し上げます。

○委員長（中村保嗣委員長）　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　総務費の中で、かかわる部分については今の39 ページにか

かわる部分です。臨時職員、準職員、あるいは事務補助という形で臨時職員のことを言

っておりますけれども、それだけじゃなくて、今の応援隊についても応募をして十分充

足されるのであれば行政活動に何ら支障は来ないと思うんですけれども、応募しても応

募者がいない、あるいはこれ臨時職員と言われる人たちについても応募条件を満たして

いるのかどうかというのは今後の行政活動に大きな影響があると思うんですが、その辺

について、今の質疑の中で応募がなかったというふうな話だったというふうに記憶して

いるんですが、その後の対応をどうしていくのかというのを、１つ、まずお聞きをした

いというふうに思います。

　　それから、新たにですけれども、46 ページの部分の工事請負費、この内容について

説明をお願いをしたいというふうに思います。

　　それから、42 ページの広報広聴費の中に委託料として記念映像のデジタル化業務、

これはどういう映像をデジタル化するのかというのを、この予算の内容についてご説明

のお願いをまずしたいというふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　新年度の協力隊の応募状況ということでのご質問だったと思います

が、先ほど総務課長のほうからもお話ししましたとおり、実際に募集はしているんです

が応募がなかったという部署がありますし、あと２名募集したけれども 終的に１名の
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募集に終わったというようなこともございます。

　　これは協力隊員にかかわらず一般職員でもそうですけれども、募集したからといって

応募者が来たから全員をじゃ全て採用できるかというと、これは当然試験もございます、

面接もございますので、そういう人材ということで十分見きわめた上での採用というこ

とになりますから、応募者がない場合はまた新たにこれから引き続き募集を続けるとい

うことになりますし、そういったことでは現場のほうとはその状況を含めて協議をして

おりまして、応募のなかった、あるいは結果的に採用できなくて補充できなかった部分

については、これからさらに継続して募集を続けながら随時補充をしていくということ

で話をしております。

　　ただ、それも予定していた人数に満たないということになりますので現場の問題はな

いのかということも当然あるわけですけれども、その辺は現場と協議しながら、若干お

くれてもその分対応はできるということで話をしておりまして、いずれにいたしまして

も、これからさらに募集をかけながら必要な人材の確保を図っていきたいというふうに

考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　なぜこういう質問するのか、ほかの部分の、ページ全体だか

らあれだよね、１ページずつやれば今の部分だけで質疑ができるんだけれども。そうし

たら、後の答弁も聞いた上で質問します、すみません。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木主査。

○佐々木　幹総務課主査　 46 ページの役場庁舎及び山村開発センターの改修経費のほう

の工事請負費でよろしいでしょうか。

○６番（佐々木　守委員）　十勝中部農業開発事務所の外壁塗装工事であるとか、あるい

は町有地内の樹木の移動工事、それから町有施設トイレ用ハンドドライヤーの設置工事、

これは台数だとか、全てかえるとかというのかという、その中身についてお聞きをした

かったんですけれども。

○委員長（中村保嗣委員長）　渡辺主査。

○渡辺正史総務課主査　それでは、ただいまの工事請負費につきましてご説明申し上げま

す。

　　まず、旧十勝中部農業開発事務所の外壁塗装工事でございますが、こちらにつきまし

ては平成13 年に帯広開発建設部と売買契約して町有施設となった施設でございますが、

外壁が細かなひび割れや塗装の劣化などが起こりまして、こちらのほうを塗装して直し

ていくというものでございます。
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　　次の町有地樹木移植工事でございますが、こちらにつきましては、東１線の小学校と

高校の間のちょうど旧苗畑の一番西側の部分ですね、こちらのほうの雑木伐採を今年度

行ったところなんですが、その中の一部、桜の木が数本ございまして、そちらのほうの

移植が今年度桜が春先でないとできないということで27 年度に行うこととなったもの

でございます。

　　続きまして、町有施設のトイレ用ハンドドライヤー設置工事でございますが、こちら

につきましては利用者の方からのご要望などもあったということで、役場庁舎や山村開

発センター、またスポーツセンターなどの町有施設９カ所、こちらのトイレに31 台分

を新たに設置するというものでございます。こちらにつきましては、なるべく後々コス

トのかからないような簡易なものを備えつけるというものでございます。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　深瀬主査。

○深瀬一輝企画財政課主査　 42 ページの記念映像デジタル化業務についてご説明いたし

ます。

　　こちらにつきましては、1992 年、 60 周年記念のときにあわせてつくられました、

「もっと膨らめ上士幌町」というＶＨＳテープをデジタル変換するという事業でござい

ます。御存じのとおり、ＶＨＳテープは劣化はもとより再生機自体もなくなりつつあり

まして、これを期にマスターテープからデジタルデータ並びに通常見られるＤＶＤ等に

焼くといいますか変換をして保存をし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（中村保嗣委員長）　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　まず、応援隊の関係ですけれども、応募をしていなかったと

いう場合に今の業務容量が大変厳しい状況にあってというか、いっぱいいっぱいの業務

容量であれば、定数を満たさないと十分な行政活動にならないと。結局、今現場にいる

職員に負荷をかけるという状況になるんではないか。

　　もう一つは、なぜ応募がないのかということも十分検討して、その中身を考えていか

なければいけない。というのは、例えば労働条件が今の言われている一般的なものと考

えれば高いのか安いのか、給与等ですね。そういうことも一つには条件に残念ながらあ

るんではないか。

　　そういうことを踏まえて、１つは行政活動に影響のないような形での職員の採用とい

うのを、全体的な臨時職員も含めた職員の採用というのをしていかなければならないと。

組織的な側面で言えば、一定の余裕というものを考えざるを得ないんだと、安全確保の
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ために考えざるを得ないんだというふうに思うんですが、その辺は全体の定数、職員定

数含めて、臨時職員も含めて、きちっとおさまっていくのかどうかという心配があると

思うんです。

　　今まで応援隊の皆さんには大変精力的に業務をこなしていただいて、特にふるさと納

税などは一つの大きな成果なんだというふうに高い評価はするんですけれども、そうい

う形で、意気込みが強くあって来てくれる人たちはいいけれども、ある種やっぱり地方

における採用窓口として見ている部分も出てきているんではないかという気が僕はする

んですがね。採用がないということに対してその辺どういう見方をしているのか。この

際聞いて、その対処方法、採用がなくても行政活動に問題がないのかどうかも含めて、

どういう形で問題をなくしてやるんだということも含めて、この際ご説明をお願いをし

たいというふうに思います。

　　それから、映像デジタルの関係ですけれども、本来はこういう残しておくべき、こと

しデジタル化をしてこういう活用をするんだということがあるんであれば理解するんで

す。これ、本来図書館等の業務じゃないのかなというふうにちょっと思って、実は予算

書を見ていました。その辺にかかわってのご説明があれば、この際説明をお願いしたい

というふうに思います。

　　それから、僕自身も聞いたことがあるので、一番要望の多いトイレのドライヤーです

けれども、それと一緒にやっぱりインフルエンザ等の感染症も含めたそういう衛生的な

啓発というようなことも含めて、きちっとこういった事業と一緒にやるのが非常に効果

的ではないのかなというふうに思うんですが、その辺の考え方はあるのかどうかも含め

て、この際お聞きをしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　地域おこし協力隊の関係でございますけれども、委員おっしゃると

おり、やはり全国公募をする中で、やはり応募する側からすればいろんなどういった条

件なのか、どんな職種なのかということ、非常に興味のあるところであると思いますし、

いわゆる国からのそういった特別交付税の措置があるわけですけれども、その範囲内で

やるということも今まではあったんですが、実は本町についてはやはりより人材の確保

のためにはやっぱり給与面ももっと改善すべきだという発想に立ちまして、新年度から

は大きく給与面を改善をして上げた形での実は募集をさせていただいたんですね。

　　そういった効果も当然あったと思うんですが、一方ではたまたま応募がなかったとい

う部分では、やはり今回の募集もいわゆる一般事務ではなくて専門的な技術、ノウハウ

を持っている方というところが当然ございまして、実は協力隊の募集前にその人材がい
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ないかということで現課のほうも関係機関だとかそういったところに働きかけて人材を

探したんですが、なかなかやはり見つからない。そういったタイミングの問題もあるか

もしれませんけれども、そういった人材がいないということが明らかになってまいりま

した、十勝管内的な話なんですけれども。

　　それで、それであればということで、この協力隊のこの制度を使って全国公募しよう

ということで実はさせていただいたわけなんですが、そうはしたものの残念ながらまだ

それについては応募がないという状況でありまして、これから町の業務もやはりだんだ

んといろんな部分が専門的な能力あるいは知識、資格、そういったことがどんどん必要

な仕事が出てきておりまして、その部分については新聞だとかハローワークだけではな

かなかその範囲では見つからないという現状もあるんですね。そういう意味では、この

協力隊という制度を使って何とか人材を見つけたいという思いで今回募集をさせていた

だいたんですが、残念ながら部分的には応募者が一人もいない、あるいはいたけれども

その人数に達しなかったという部分がございまして、非常に結果としては残念なんです

が。

　　そういう中でじゃ予定していた人数が確保できなかったということでありますからそ

の点どうするかということについては、現課のほうとも協議をさせていただきまして、

当面何とか乗り切りながら、できるだけ早い時期に、先ほど申し上げたとおり、再募集

をかけながら人材確保していこうという調整をさせていただきながら現在に至っている

ということでありまして、できるだけ早期に人材確保を図るという姿勢はこれからも続

けていきたいというふうに思っているところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　高嶋課長。

○高嶋幸雄総務課長　トイレ等のハンドドライヤーの関係でございますけれども、衛生的

なケアということでございますが、各トイレには手洗い等の洗剤はこれまでも配置して

いるところですし、数年前の新型インフルエンザの関係で、庁舎、山開センターで言え

ば入り口並びに会議室等には消毒液をその後も配置して、現在もそのまま配置している

ということでございます。庁舎以外の公共施設につきましても消毒液については各施設

に配置しておりますので、今後もそういう対応は継続していきたいというふうに考えて

おります。

○委員長（中村保嗣委員長）　深瀬主査。

○深瀬一輝企画財政課主査　記録映像デジタル化についてなんですが、当課情報交流担当

のほうに記録保存という事務分掌がございまして、そちらに基づきましてこちらのほう

のデジタル化を進めていきたいというふうに考えております。
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　　また、納品されたデータはデータとして保存、またＤＶＤメディアのほうにつきまし

ては広く町民の方が閲覧できるような形で検討して、例えば図書館等などに置いて検討

していきたいなというふうに考えております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに質疑ありますか。

　　 10 番、中島委員。

○１０番（中島卓蔵委員）　 44 ページの役場庁舎管理経費の中で44 ページの特殊建築

物定期報告調査業務委託料で122万1,000円出ていますが、これ今年度計上になってい

ますが、これ、どういう内容の業務なのか。それから、今後これ委託料として継続して

出てくるものなのか、その点について質問したいのと、もう一点、47 ページの備品購

入費で492万5,000円出ていますが、この備品の内容と、これ、どういう場所に設置さ

れるものか、その辺の説明をお願いしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　尾形課長。

○尾形昌彦建設課長　 44 ページの特殊建築物の定期報告の調査業務でございますが、こ

ちらにつきましては建築基準法によりますところの一定規模以上の建物については３年

間に１回、建築基準法上の設備だとか状況が法的に適合しているかどうか検査して、建

築士のほうに届け出るという義務がございます。そちらのための調査を委託するための

委託料となっております。今後も３年間に１回ずつ、こちら役場庁舎の関連なんですけ

れども、委託料を計上させていただきたいというふうに考えてございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木主査。

○佐々木　幹総務課主査　 47 ページですね、備品購入費のほうですけれども、こちら、

その上の46 ページの工事請負費、その中の庁舎通用口改修工事、これと若干関連性が

あるんですけれども、役場職員玄関、こちらのほうのまず改修工事をします。玄関のほ

うがちょっともうかなり、いつ壊れてもおかしくない状態にあるということで今回改修

するんですけれども、それにあわせて、この下の備品購入費であります。

　　まず、ドアホンと電気錠。ドアホンというのは、今ついていますけれどもインターホ

ンですね、夜間用となっていますが、それが守衛室とつながっています。例えば極端な

話をしますと、夜来客者があって、玄関しまっているけれどもインターホン押しても守

衛さんが巡回していれば連絡がとれないと。そういったことを解消するために、まずド

アホン、こちらを入れかえます。これは今度入れかえると、今の庁舎内で電話を交換し

ますので、その電話の多機能電話のほうで全部出られるようになります。ですので、巡

回中であっても来客があった場合は、そのドアホン、インターホンを通じて応答ができ
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るといったものです。

　　そこに並んで電気錠がありますけれども、電気錠は今回この玄関、通用口を改修する

に当たって電気錠を導入します。この目的は防犯対策です。電気錠を入れることによっ

て、入るときはカード式、玄関の入り口のところに、よくホテルでありますけれどもカ

ードをかざして入るやつ、そういった機械をつけます。それが電気錠なんですけれども、

その下の入退室管理機器とありますが、これが今度そのドアをあけて入った中で職員は

タイムカード押しています。タイムカードのかわりに、今度またそのカードをかざすと

自分が今入ってきたとかというのが全部記録を残せると。タイムカードのかわりのシス

テム、それが入退室の管理機器となっています。

　　その下のネットワークカメラ、これも防犯上の問題なんですけれども、その通用口、

職員玄関の上のほうにセンサーつきのカメラをつけまして、防犯上の目的ですけれども

誰が来たかというのを記録できるように、そして、その記録されたものは守衛室にモニ

ターを置きましてそちらのほうで確認がとれると、そういったものを想定しております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　今回、何ページまででしたっけ。

○委員長（中村保嗣委員長）　 46 ページです。

○７番（角田久和委員）　 46 ね、はい。

　　まず 初ですけれども、40 ページ、委託料、例規集データベース更新等業務で270

万計上してあります。これは紙ベースからそういう電子データに置きかえるためのそう

いう更新料と想像するんですけれども、これは議会は議会でタブレット持っています。

あと、行政もこれが使われているのか。いわゆる270万の更新料というのは、議会ある

いは行政も含めての更新になるのか、１点、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木主査。

○佐々木　幹総務課主査　おっしゃるとおり、職員も活用しております。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　これが従来の紙ベースと比べてこれはコストが下がるというこ

とで、たしか導入したはずなんですけれども、いくらの減額になるのか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木主査。

○佐々木　幹総務課主査　５年間やった場合、年間40 万の削減効果があるということで

導入しております。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。
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○７番（角田久和委員）　ちょっとここであれなんだけれども、お願いなんですけれども、

きょう企画財政がいますので。

　　町のホームページ、 近どうも見ていたらふるさと納税、ふるさと納税がどんどんト

ップに出てきちゃって、町民のためのホームページか、ふるさと納税のホームページか

わからなくなってきているんですね。それで、それちょっと話を置いておいて、ホーム

ページの中の町の条例があるんですよ。条例のコーナーをクリックしても出てこないん

ですよね。だから、どこか飛んじゃっていると思うんです。それを１点、早急に解決し

ていただきたいと、ついでです。

　　次の質問に入ります。

　　 41 ページですね。ふるさと納税特産品発送事業、これで相当の商品、肉とかいろい

ろな商品が納品されていると思うんですけれども、もしそれにクレームがあった場合、

近いろいろな会社で、販売された物の中に虫が入ったとかいろいろな物が入ったと、

それの対応に非常に各企業も苦労しています。もし、上士幌町が送ったその商品に瑕疵

があったり、受け取った側からいろいろなクレームが出てきた場合、今のルールでは、

例えばそれは事業者が対応するんだとか、あるいは町が対応するのか、その辺のルール

づくりはどうなっているのか、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　関主幹。

○関　克身企画財政課主幹　それでは、私のほうからふるさと納税の発送にかかわる非常

事態というか想像しなかった事態、もしくは想像していなければいけない事態というこ

とで、その一つにクレーム対策ということがございますが、クレーム対策についても非

常にいろいろなケースがございます。それは、郵送途中の問題、そもそも商品が届く瞬

間に期待されていたものと違うもの、いわゆる個人の趣向で違うものとか、ありとあら

ゆるこの間いろんなケースが出てきますが、角田委員さんからご質問ありました、いわ

ゆる異物混入だとか、いわゆる製造側のほうのメーカーなり商店、製造者のほうで何ら

かの手落ちがあって、それについてのクレームがあった場合というケースなんですが、

一義的にふるさと納税というのは商品を購入したというケースと全く異なるということ

が一つあります。それは、基本的に購入というような、いわゆる商法上の問題というこ

とよりも、まず１つはお返しを返すということの行為、これは寄附をしていただいた善

意に対して地元のおいしいものをぜひご賞味くださいということの面があります。

　　ただ、そう言いつつも、一方でそういったものがあったケースについては、基本的に

はまず第一番目にキャッチするのは行政だというふうに認識しております。それは、い

ち早く状況の判断、それから現状の問題ということをまず一番目にします。その後、素
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早く、いわゆる製造者の方、生産者の方に原因の追及、それからその原因に至る他者に

与える、いわゆる波及がどの程度起きているかというようなケースの想定を徹底的に、

これは行政側として購入をしているということもございますので、行政側がいわゆるク

ライアントとしてどうなっているのということをしっかりと追及をします。ただ、その

出た内容につきましては、しっかりとお返しをした方に対して説明責任というのは行政

側で一部あると。ただ、それじゃ製造者はないのかということではなくて、製造者の方

と我々が、製造者からいただいた情報をもとにお返しをした方とキャッチボールをさせ

ていただきます。それによっては新しいものを送るのか、その時期に送ったものが全て

影響を来すものであれば素早く対応するということになりますが、ご質問があったよう

に、どなたがやるかということですが、お礼を返したのは行政でございます。ですので

行政が基本的にはキャッチボールします。でも、買ったのは行政で、生産者のほうは生

産者でございますので、行政は生産者に対してしっかりと説明責任を求めて、そのこと

でなぜ起きたかということは、お礼をお返しをするときに、大変申しわけありませんで

したということを添えて説明をしております。

　　以上、一般的なケースも含めてお話をさせていただきました。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　今のルールというのをマニュアル化して、文章なりに明記して

あるんですか。それと、今のルールは製造者と町との間で、例えば約款であるとか、そ

ういうことではっきりさせているのか、そこ、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　関主幹。

○関　克身企画財政課主幹　基本的に私どものほうにつきましてはＮＰＯさんが中間のい

わゆる問屋さんとしての取り扱いを一旦させていただいています。そこでの契約書の中

については、当然行政と品物を買ったときには、これは行政が食材を買ったとかと全く

同じ委託契約についての契約を交わしております。ただ、もし万が一何かが起きたとき

ということの対応については、実際、爆発的に動いたのは去年からでございますので、

その間この１年かけてしっかりといろんなケースが想定されたということですので、た

だいま新年度に向けてそういったものの基本的な、いわゆるガイドラインというのを、

想定しなかったケースも含めて出てきているということですので、年度途中で起きた、

想像しなかったけれども起きたことということも含めて新年度で対応をしっかりと明文

化をして対応していきたいというふうに思っています。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　今現在では、そういうのは明文化していないということですよ
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ね。だから、製造者あるいはコンシェルジュ、町、いろいろな関係者がここにかかわっ

ているわけですね。それが、自分の守備範囲はここだよと、自分たちの守備範囲はここ

だよと。ただ、ここは私たちの守備範囲じゃないから、それについては我々では責任も

対応もできませんよというような隙間も出てくる可能性あるんだけれども、私が今言っ

ているのは、そういうのをちゃんとおのおのの組織で責任と分担をはっきりさせておく、

それの明文化した、ルール化したものがあるんですかということなんです。

○委員長（中村保嗣委員長）　関主幹。

○関　克身企画財政課主幹　実際、先ほどお話ししたように、過去からの積み上げがあっ

てこの事業は起きているということではないんですが、私どもはＮＰＯから買い上げを

しています。買い上げをしていることは、そこからの、いわゆる正しいものをお送りく

ださいということですので、生産者とＮＰＯさん、それから町というスタンスがあって、

非常に一般的な、いわゆる買い物とはちょっと異なるケースがあります。ですから、生

産者まで交えていろんな打ち合わせはするんですが、基本的にＮＰＯと行政とでしっか

りとそこら辺は新年度に向けて、現在はこのケースについてはこうだという明確なもの

というのは、もう積み上げてきたということ以外のものは当初から想定しなかったこと

も含めてありますので、ありません。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　これは、上士幌町が全面に出てきているふるさと納税なんです

よね。だから、町長はいろいろマスコミに言って、上士幌町長の名前でいろいろな上士

幌のふるさと納税を説明したりＰＲしていると。ということは、あくまでも上士幌町な

んです、責任者は。世の中そういうふうに見るわけですね。中間にあるＮＰＯであるか

製造者であるとかじゃなくて、何かあったときには上士幌町がイメージダウン受けるん

ですよ。

　　私が今心配するのは、上士幌町が全国でも３位だと。いろいろなことで町長もマスコ

ミで発言されています、マスコミに撮られている。でも、これ裏を返せば、どこかでお

もしろくないと思っている人がいるんですよ。必ずどこかで上士幌町によからぬ思いを

持っている人がいる。それを考えた場合に、物を送って、半分商売しているわけだから、

そういう人たちがいるということに対して、これはリスクマネジメントで考えておいて

いかないといけない。

　　例えば、今回いろいろな食品の問題が出てきたけれども、その中に製造者のほうじゃ

なく、どうも買った人がわざと虫を入れて、それで写真を撮って、それでメーカーに言

わないんですよね、それでツイッターでばらまくんです。ばらまいた時点で、もう当事
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者は手に追いつかないんですよね。それで企業イメージがダウンする、商品のあれはダ

ウンする、もうなかなかそれ取り返せないんですよ。

　　それが今上士幌町で起きたら、上士幌町の出した商品に何かあった、あるいは受け取

った側で意図的に何かやった場合にどうするんだ。そのときもう坂道を転がるみたいな

形、上士幌町のふるさと納税自体が相当ダメージを受けると思う。

　　だから、今みたいな、いざとなったらどうするんだと。ある意味じゃ、そのときは緊

急記者会見をして町長が前面に出て説明すると。だって今まで失敗した例は、それを曖

昧にしたまま自分たちには責任がないと、それでやっちゃったから、ますますネット上

で炎上して大変な思いをしていると。そういう危惧があると。

　　だから、我々は今送っているのは商品なんだから、やはりそういう企業がそういう目

になっているんだと、それをまた反面教師としてしっかりやらないと。そういう、もし

何かあった場合、さっきから言っているように、３位になるということはどこかでおも

しろくない人がいるんですよ。例えば、都会で住民税を持っていかれる、その住民税を

持っていかれる町村の人間はおもしろくないですよね。この前のクローズアップ現代な

んか見ても、おもしろくない、自分の町は困るんだと、かえって持っていかれたら。そ

ういう発言も相当な町村から聞こえます。

　　だから、そういう環境に上士幌町はあるんだと。もう一回少し冷静に考えて、今の商

品の発送、それに対する担保、クレームが起きたときどう対処するんだ。もうここまで

来たら年間10 億だから五、六億送っているんでしょう。それだけの商品を送っていた

ら何か起きても不思議ないわけですよね。起きて当たり前なんです、多分ね。

　　そういう意味では、そういうマニュアル化というか非常事態になったときにどうする

かと、それをぜひ早急にまとめる必要があると、私はそういうふうに考えます。

　　次の質問に行きます。

　　 46 ページ、役場庁舎等耐震診断事業ありますね、1,100万計上してありますけれど

も。これ耐震診断はするんですけれども、平成27 年度にね、その後のスケジュール、

何かであったかな、27 年度に耐震診断して、それじゃ何年度にじゃ実際その改修工事

をやるのか、ちょっとその辺の日程を質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木主査。

○佐々木　幹総務課主査　予定ですけれども、27 年に耐震診断を計上させていただいて、

28 年に実施設計、そして29 年度に改修工事という一応スケジュールは持っておりま

す。あくまでも予定です。

　　以上です。
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○７番（角田久和委員）　よろしいです。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１０時５８分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時０９分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　深瀬主査。

○深瀬一輝企画財政課主査　先ほど角田委員のほうからありましたホームページの条例の

表示ができないということだったんですが、各個人のパソコンのブラウザの設定、ちょ

っとセキュリティの関係がありまして表示できていないのかなというふうに思います。

現状としては、そちらのほうの機能は動いて正常に機能しているということをご報告い

たします。

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、総務費、事項別明細書は、47 ページから60 ペー

ジまで、質疑ありますか。

　　２番、堂畑委員。

○２番（堂畑義雄委員）　 50 ページ、まちづくり活動支援事業についてちょっとお伺い

したいんですが。予算135万円見ていますが、前年度は170万、そのままたしかで不用

残で落としていると思うんですけれども、これ前年実績ゼロで、ことし予算を入れてい

るんですが、これは過去の実績でどういう事業があったのかということを１点聞きたい

ということと、今後の見通しについてお伺いをしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　関主幹。

○関　克身企画財政課主幹　私のほうからは、まちづくり活動支援事業ということで、こ

ちらのほうをご説明します。

　　まず、目的、それから概要については、もう各年を越えて経過していますので詳しく

はということなんですが、基本、住民のパワーを何とか行政に生かしたいということの

生かすための仕組みづくりとしてこの補助制度をやる。ですから、逆に住民のパワーを

どうやって活用するかというところの一つの手法として、この補助金を使ったというこ

とをご理解いただければというふうに思っています。
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　　まず、これまでの活動の事例としましては、すみません、詳細についての過去の事例

を手元に用意してはいないんですが、基本的にはそれぞれ各少年団がスポーツの振興、

それから少年団の振興のために指導者を招聘をしたりとか講演会をやったりという部門

と、それからみずからの地域の公園をしっかりとケアをしていきたいというふうなケー

ス、それから昨年度から始めました除雪機については、みずからが地域の高齢者の方だ

とか除雪をするのに弱者と思われる方にぜひ手当てをしたいと、それはもう各行政区単

位でやりたいと、大きく言いますとこういった地域住民のパワーを活用しようというこ

とで。

　　しかしながら、平成26 年の現在では、昨年から一番今まで活用していたところの事

業については一部マイプランマイスタディ事業ということで教育委員会のほうに、これ

は予算のときにもお話をしたかと思うんですが振りかえたと。残りの３つの事業につい

ては企画財政課のほうで所管をしているということなんですが、現在希望はありません。

これは広報等で周知はしているんですが、そういった一昨年ぐらいまでは非常に新しい

制度だということでニーズも多かったというふうには認識しています。ただ、そういっ

たベクトルはしっかりと維持していかなければいけないということもありますので、再

度新年度に向けては広報等で充実した広報活動をしていきたいなというふうに思ってお

ります。

　　以上、この本事業についてのご説明でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　２番、堂畑委員。

○２番（堂畑義雄委員）　今後大いにこれ活用されるように期待をしていますが、ぜひこ

の事業について広報等でも周知しているんだと思うんですけれども、ぜひ活用がふえる

ように望んでいきたいというふうに思います。

　　もう一点、51 ページ、お伺いしますが、上士幌町交流と居住を促進する会が前年度

から大幅に額がふえておりますが、この増額の根拠についてちょっとお伺いをしておき

たい。

○委員長（中村保嗣委員長）　平岡主査。

○平岡崇志商工観光課主査　ご質問にお答えします。

　　上士幌町交流と居住を促進する会の増額につきましては、さきの委員会のほうでも報

告させていただきましたとおり、移住定住促進発信事業ということで、まだまだ上士幌

町が知られていないということもございまして、上士幌町のメディアを活用したＰＲで

すとか、移住専門誌に対する広告ですとか、インターネットを出す広告につきまして

100万円のほう予算措置しておりまして、その部分を計上して増額というふうになって

－21－



おります。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　 51 ページの移住促進のほうなんですけれども、その中で上士

幌町交流と居住を促進する会615万8,000円とありますが、この組織ですとか、これど

ういう方々が入って、どのような活動をされているんですか、お聞きします。

○委員長（中村保嗣委員長）　平岡主査。

○平岡崇志商工観光課主査　上士幌町交流と居住を促進する会の構成メンバーですけれど

も、農協でありますとか建設業協会、商工会、あとＮＰＯ、あと町のほうも入っており

まして、そういった方々が構成メンバーというふうになっております。

　　中身につきましては、上士幌町の移住を全町的に考えるというような組織として構成

されているということで、よろしくお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　ふるさと納税で品川プリンスホテルでやったのも盛会に終わり

まして、私もその定住移住の担当として現場にいましたから、やはり個人的に質問され

るところが、我が町の例えば移住定住用の住宅でおためし住宅ってありますけれども、

それ以外に農村地区、山と言ったらいいんですかね、そういうところの場所があるのか

とか、それから木がたくさん生えているところだとか具体的な話が出てくるわけです。

個人的にもそういう話を受けて、今の農村地区は、ご承知かと思うんですけれども、大

体空き家というのは大体埋まっています、何らかの形で埋まっているわけですね。やは

り風光明媚なところですとかそういうところも中には好む人が見受けられるんで、そう

いうような、今聞きますと、農協、ＮＰＯ、商工会、役場ですとかそういう組織がほと

んど活動しているかなと思うんですけれども、そういうところのメーンというのはやは

り行政のほうが企画課ですか、そういうほうが総務・企画財政課のほうでやるのが望ま

しいかと思うんですけれども、やはり個人的に聞かれたものを、やっぱり与えられた住

宅だとかそれ以外のところで犬を飼いたいとか、もうちょっと大きなところで伸び伸び

と暮らしたいとかということについても、今後やはり検討する課題が必要じゃないかと。

町有林もありますし、特に東居辺地域ですとか、あそこについてはやはり非常に人気も

あったり、それから上音更の旧の亀の子温泉の高台ですとか、そういうところもありま

すので、やはり地域ごとに私方、個人に議員として聞かれても、そういうマニュアルあ

たりももうちょっと整備して渡していただきたい、時間があればそうして欲しいなと思

うんですけれども、その辺いかがですか。
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○委員長（中村保嗣委員長）　杉原主幹。

○杉原祐二商工観光課主幹　今、山本委員のほうからありましたとおり、農村地区といい

ますかそういうニーズも、広い景観のいいところで暮らしたいというようなニーズは確

かにございまして、そういった部分につきましては空き家ですとか、空き地の調査等も

行っているところなんですけれども、委員ご指摘のとおり、今農村地区のほうでは空き

家というのは非常に少ないような状況になっているというようなこともございます。そ

ういった部分でいきましたら、農村地区の部分でいけば優良田園住宅というようなそう

いう制度もございますので、そういったような活用等も今後検討していきたいというふ

うに思っております。

○委員長（中村保嗣委員長）　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　非常に前向きな考えで大変よろしいと思うんですけれども、あ

と、また、そういう方々が実際的に優良田園ですとかそういうところに入るときに、せ

っかく我が町に来てくれて定住するということになれば、何らかの町民税の減免ですと

か何かそういうほうもやっぱり多少考えたほうがいいのかなと。来た人は来た人で家を

建ててくれとかというお任せではなくて、せっかく呼んでおいて、そういうところ我が

町の温かさ、おもてなしって今はやっていますけれども、そういうことも念頭に入れて

今後検討していってほしいと、これ要望ですから、意見があればお願いしたい、なけれ

ばよろしいです。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉原主幹。

○杉原祐二商工観光課主幹　今のその移住されてくる方にということで、これは農村に移

住してくるということだけじゃなくて全体で見ていかなければいけないとは思うんです

けれども、現状でいきますと、町内の業者さんを利用した場合になってしまいますが、

新築助成というような制度もございます。ただ、今住んでいる方々も含めてというよう

な制度になっておりますので、その辺の移住する、されてくる方等々のことも含めまし

て、これは検討課題という形で答弁させていただければと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　関主幹。

○関　克身企画財政課主幹　私のほうから先ほど本事業に係る615万8,000円ということ

で高額になっているというところのお話で、一部事業展開にＰＲ、広告宣伝事業という

ことで行うというふうにご説明あったんですが、この事業に関しましては、一部、今国

のほうから来ている地方創生にかかわる事業で先行型で、いわゆる３月補正をして繰越

明許という、交付金事業ということで国から指示があった事業にプラスその中の、いわ

ゆる町村分の事業として展開をしたいということで、これまだ国から正式にオーケーで
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すというふうにまだ言われてはいないんですが、協議が整った段階で３月補正で、いわ

ゆる町村もこういう形でやっていますという部分の上積み経費として交付金事業の一環

と一緒に３月の補正に出させていただいて繰越明許、事業展開はもちろん新年度になり

ますが、 終日の補正で各種事業と一緒に提出していきたいなというふうに思っており

ますので、ご留意願えればと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　９番、山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　 55 ページの地域振興対策費の中で企業誘致対策経費、昨年に

比べて 20 万強ふえてございますけれども、積算根拠も含めてお尋ねします。

○委員長（中村保嗣委員長）　関主幹。

○関　克身企画財政課主幹　企業誘致対策経費につきましては、従来から対象企業、それ

から、もし活動的に動くようになればそれにかかわる経費ということでのいわゆる増額

ということでのお話をさせていただいて、従来補正経費だとかいろんな形で認識をさせ

ていただきますが、今回小学校が幾つか使われる見込みになる可能性があると、それか

ら大型敷地についても動く可能性が、実際売却ということで事業展開が始まったという

ことで、基本、職員が動く活動経費ということでご認識をいただければというふうに思

っております。

○委員長（中村保嗣委員長）　９番、山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　今主幹のほうから話が出ましたけれども、この東居辺小学校、

本町の場合ですね、北居辺小学校、この十勝製菓株式会社が今回町長筆頭にあらゆる行

政と地域の和合によって実現できたと、私もうれしいところですが。

　　この企業誘致対策費で若干の増額ということですが、やはり今後、来年度は北門小学

校も閉校になるということの予定でございますし、一方では上音更小学校の面もござい

ます。学校に限らず企業誘致をしていく活動そのものと、それとその誘致をした後の、

本町にも条例の中には何個かの対策的なものがあると思いますが、これやはりこのよう

な形で移住定住も含めて、ふるさと納税の関係も含めて、本町がかなり全国的にＰＲさ

れていることでございまして、今後これが次、その次というような形で企業が希望され

て来られる場合、やはりそういうもっと広くこの対策に対しての応分な処置が求められ

てくると思いますし、また、それに対しての対策、これソフト、ハードの両面からこれ

必要じゃないかと、こんなふうに思っております。

　　そういった面で、今後これをなおかつ大きく膨らましていくには、やはり手弁当と申

しますか、やはり企業を町長が筆頭になってやはりあらゆる面に活動されなければいか

んと、こう思っております。そこにはやはり企業が来られることによって雇用が生まれ
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て、そして、その来られた方の従業員の方々の生活がそこに生れてくるわけですね。そ

ういった面で、やっぱり水道設備だとか、あるいは家屋の問題だとか、いろんなことが

想定されるわけですよ。

　　そういった中で、やはり関連の今の現状の条例も含めて、今後その辺はやはりしっか

りとした経費の部分に、この枠分に入ってくるかどうかはわかりませんが、そういうよ

うな今後想定され得る形での対策費というのは求められてくるんじゃないかと思ってい

ますが、この辺についてはいかがでしょうか。

○委員長（中村保嗣委員長）　関主幹。

○関　克身企画財政課主幹　山本委員さんのお話のとおりだと思います。

　　ただ一つ言えるとすれば、我が町はいわゆる工業団地というような、いわゆる団地だ

とかということの造成だとかそういったことがされていなくて、企業はばんばん毎年の

ようにいろんな形で次から次から来るということもこれまでもなかなか難しいという状

況で、どちらかというといろんなケースでのかかわり方が一つは出てきて、その一つ一

つにしっかりと丁寧にやっていくというのが基本的にこれまでのスタンスだというふう

に認識をしています。

　　ですので、逆に言うと、それがどれぐらい町にとって経済的効果、それから社会的効

果があるかということをしっかりと推しはかっていきながら、それぞれの案件について、

これまでもそうでしたが、これからも一件一件大事にしていくために、それぞれ議員の

皆さんにお話、情報提供、それから地域の方々に情報提供していきながら、そのケース

に合ったような形でのベストな選択をそこでは一件一件についてしていくというのがう

ちのこれまでのスタンスでしたので、それに応じてしっかりと対策していく。

　　ただ、ファーストキャッチと言いまして一番 初に声がかかったときに初動で、では

それに対してどう動くかという経費は、これはある程度人が動くということになると旅

費がかかったりとかする部分がございますので、そういう想定は当初からある程度させ

ていただいて、その後の対策事業についてはしっかりと皆さんと対策を考えていくとい

うスタンスで補正等で対応していければというふうに思っております。

○委員長（中村保嗣委員長）　９番、山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　今主幹からご答弁いただきましたけれども、先ほど私申し上げ

ましたように、しっかりとしたやっぱり組み立てが必要じゃないかと思うんですよ。今

後この町が、今、増田元総務大臣も間もなく本町においでいただきますが、全国で市町

村が消滅するというようなことが叫ばれている中で、おいでいただいていろんなことを

学びさせていただく機会もあるわけですけれども、やはりこの町、我が町上士幌を今後、
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今の現状の基幹産業はもとより、そういった面でせっかくこの移住定住、ふるさと納税

でこれだけ上士幌町が全国的に知られたわけですから、こういった面でしっかりした組

み立て、そしてこの手法、その辺は、先ほど私もお尋ねはいたしましたけれども、この

企業誘致に対しての仕組みづくりをこれから一つ一つ組み立ててやられていくべきだと

思います。この辺を再度質問させてもらって、質問、終わりたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　早坂課長。

○早坂清光企画財政課長　お答えいたします。

　　この後、地方創生ということで町のほうで計画づくりということを進めていくわけで

すけれども、その中でもテーマとさせていただいて、しっかりした計画をつくっていき

たいというふうに思っております。

　　それから、２月１日にふるさと納税大感謝祭ということで議員の皆様にも出席をいた

だいたんですけれども、このふるさと大感謝祭については移住定住、観光、いろんなこ

とをテーマとして皆さん首都圏でアピールをしたということですけれども、この後もま

た、関主幹のほうから申し上げましたけれども、地方創生の部分の先行型の交付金事業

というようなことで今事業づくりの精査をしているところでございますけれども、次回

の委員会の中で両委員会のほうにまたご協議をさせていただく予定をしておりますけれ

ども、そうした中でそういうことで予算に計上ができれば首都圏に向けての、また感謝

祭とはまた少し形は変わるかもしれませんけれども、企業誘致も含めての上士幌町のＰ

Ｒというようなことを首都圏等で行うことも行っていきたいというふうなことも考えて

おりますので、ご理解をいただきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　この企業誘致対策経費なんですけれども、97 万7,000円とあ

りますが、今先ほどの説明を聞きますと、これは企業誘致に関する経費だと、職員の経

費だとありますけれども、企業誘致ということを考えますと職員だけでは対応しかねる

ということが多分に見受けられると思うんです、経済的なものもありますしね。

　　そういうことがあるとするならば、やはり関係団体だとか個人も含めた中でこれを町

を挙げて全力で進めていくという考え方でないと、決められた中でいかがですかといっ

ても、それが折り合わない場合は難しいと。力の経済的にもいろんなものがあるわけで

すね。そういうことは、やはり商工関係者ですとか、時には農協関係、土地のことです

とか農業委員会、あらゆる部門にまたがるわけですよ。だから、職員の中だけでやはり

それを進めていくというのも、ちょっと難しいものがあるのかなと。やはり町長トップ

ダウンを含めて、やはり筆頭にして、町民なり組織、団体の力をかりるということでこ
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れを進めていくのが望ましいんじゃないかと。当然その中に担当職員も入って一生懸命

やってもらうと。

　　だから、97 万7,000円、これが妥当な金額か、ひょっとしたらもうちょっとそのた

めには経費が膨らんで、補正でも考えなければならないのかなと思いますけれども、今

課長言われたように、改めてそういう状況になりましたら考えますということでありま

すから、役場の職員、担当部局じゃなくて、やっぱり町長含めた中であらゆる者が対応

できるような、組織、団体、個人も含めて、そういう企業誘致経費というものを組み立

てていただきたいと思います。いかがですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　早坂課長。

○早坂清光企画財政課長　委員ご指摘のように、今回、皆さんご承知のように、あめの会

社が上士幌町に誘致になったということですけれども、この町内の関係の機関の皆さん

にいろいろご尽力いただいて、協力してできるということで誘致に至ったということで

すので、当然そんなことで、今後も町内の関係の機関の皆さんにご協力いただく、ある

いは連携をしながら取り組んでいきたいと思っておりますし、またその部分で町として

予算が必要な部分については補正等で対応させていただきたいと思いますので、ご理解

いただきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　 57 ページの集会所の工事請負費と、それから備品購入につい

て質問いたします、いいですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　田中主査。

○田中義朗建設課主査　集会所の改修工事の内容と備品購入費の内容ということですけれ

ども、集会所の改修工事費のほうは、各地区集会所の玄関への手すりの設置と、あと簡

易型になるんですけれどもスロープの設置ということで予算計上してございます。

　　あと、備品購入費の内容なんですけれども、北地区集会所と西地区集会所のござが老

朽化していますので、それの更新ということで計上してございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　北地区とそれから西集会所のござの更新ということで、ござだ

けでいいのかわかりませんがかなり古くなっておりましたので、これは町民の方から要

望があったと思うんですが、ほかの地区について大丈夫なのか。かなり、北地区はござ

ですので、ござがすり切れちゃって、西地区のほうはちょっとカーペット風なんですが、

かなり汚れて色もくすんでいますので。あと、南団地、それから東もありますので、多

分同じ状況じゃないかと。要望がなくても取りかえるべきだと、その辺についてどうな
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のか、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　田中主査。

○田中義朗建設課主査　その他の集会所につきましては、古いという状況もございますの

で、状況を見ながら今後対応させていただきたいと考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　集会所の件については、わかりました。

　　次に、61 ページの住民基本台帳カードも質問に含まれるかと思うんですが、よろし

いですね。それについて、新聞報道で今年度中に発行終了だというふうに聞いているん

ですが、今までの発行件数と、それからそのカードについてはどういう今後対応になる

のか、まず質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐藤主幹。

○佐藤由美子町民課主幹　住民基本台帳カードの発行件数につきましては、現在までで

102枚となっております。

　　また、今後の住民基本台帳カードの対応ですけれども、平成28 年１月から新たに個

人番号カードが導入されることになりますので、住民基本台帳カードにつきましては平

成 28 年１月以降の新規発行は行わないことになります。既に、住民基本台帳カードを

お持ちの方につきましては、そのままお使いいただくことはできますけれども、新たに

個人番号カードの交付を希望する場合につきましては住民基本台帳カードはお返しをし

ていただくということになります。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　住基カードについては、わかりました。

　　ページがちょっと戻りまして、58 ページの社会保障・税番号制システム整備につい

て関連、こちらを先に聞いてから質問したんですが、これが来年度中に多分整備され、

予算組まれていますので整備されて、新聞報道では来年の１月にはできるとなっていま

すが、その進捗状況についてと、これほど大事なことがまだまだ周知されていないと、

その状況についてどのように周知していくのか、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐藤主幹。

○佐藤由美子町民課主幹　システムの整備状況でございますけれども、住民記録システム

につきましては、ことしの10 月までに完了するように現在改修作業を進めております。

また、税務システム、統合宛名システム、児童・福祉システム、国民年金システムなど

につきましては、 27 年度中に完了するように準備を進めております。

　　さらに、町民の皆様への周知方法でございますけれども、国につきましては国として
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マイナンバーの周知や広報活動を行うことになっておりますけれども、本町といたしま

しては新年度の早い時期において町の広報紙、またホームページなどで周知を図ってい

きたいと考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　先ほど住基カードは102枚と、全町民というか二十以上なのか

わかりませんが、それを見ますと102枚しか活用されていないという中で、来年からカ

ードが変わっても活用はそれほどないんだと。102枚についてはこれから新しい発行は

しませんが、このカードを使えるというふうにさっき答弁ありましたが、それについて

これを導入する、町の担当課に聞いてもどうのこうの、国の制度ですのでなかなか難し

いかと思うんですが、それほど町民にメリットがあるのかと。

　　それから、そのカードに、先ほど言いました社会保障から税から全部取り込めるとい

うことが、これから何かあったときに一番心配なのは情報が漏れるんではないかという

ことがすごく心配されます。これほど一つの情報を、医療から保険から年金から全部の

カードを１つにまとめたと。そのことを町民が知らない間に、もしかして万が一漏れる

ことが、日本はまだやっていませんのでありませんが、海外で漏れることがたくさんあ

りました。そのことをきちんと周知しないと、情報世界、今すごくネット世界で物すご

く情報の問題、いろいろな企業の情報が漏れたと、うちもちょっと該当するのがあって

500円のカードもらったりしましたが、そういうことが本当にありますので、そのこと

をきちんと、国の制度だとは言いましても町民にきちんと周知しなければいけないとい

う点について、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐藤主幹。

○佐藤由美子町民課主幹　個人番号カードの利用につきましては、町独自として印鑑登録

証とか図書カードを兼ねたり、コンビニでの交付手続に使うことも可能にはなっており

ますけれども、今後の個人番号カードの普及状況を見ながら必要に応じて検討してまい

りたいと考えております。

　　また、個人情報の漏洩に関する心配でございますけれども、特定個人情報の収集、保

管、それからファイルの作成をしますけれども、これは限られたものだけ使えることに

なっておりまして、一般的にはそういう情報を集めることは禁止されておりまして、そ

のために特定個人情報保護委員会というのがつくられまして監視、監督、また罰則の強

化もされております。

　　さらに、マイポータルというものをつくりまして、カードをお持ちの方がご自分の情

報をいつ、どのように見られたのかというのを確認するシステムも今後つくられるよう
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になっておりますので、そういう不正利用はできないような対策が講じられております。

　　いろいろそういう制度面やシステム面の対策を講じるとしても、ご指摘のとおり、人

的なミスとか不正利用などから情報漏洩のリスクが生じかねることは危惧されるところ

でありますので、私たち職員一人一人のスキルや意識の向上につきましても今後研修な

どを強化いたしまして行っていきたいと考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　もともと国が決めた制度で、昔住基カードに入るときに入る入

らないというかもめた町村もあったようですが、これはやっぱりきちんとカード自体、

システム自体をつくらなければいけないんだろうと思います。

　　対町民に対してきちんと周知をしながら、あと、やっぱり個人の情報を何かの形で出

すときには、きちんとその方に了解を得なければいけないと思うんですよ。ちょっと今

資料がないんですが、必ずしも了解を得なくても公開を求めた場合にできるというちょ

っと項目もあったような気もしますが、きちんとしないと万が一のときに困ると。そう

いうときに、きちんと国から言われても、どこかから言われても、町として町民の情報

をきちんと管理するという意味では、できないものはできないとか、どうなんだという

ふうに聞きながら確認して、言われたからすぐじゃなくて、きちんとしていかないとい

けないと。

　　これは国会でも多分議論されてもめた件だと思う、行く行くはやっぱりいろんなこと

を背後しながら、整理しながら、行く行くは医療費削減とか何かに結びつくんじゃない

かという心配もされます。いろんな心配される制度ですので、きちんと慎重に扱ってほ

しいなと思っております。

　　以上で、質問を終わります。

○委員長（中村保嗣委員長）　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　ページ数は51 ページの移住定住の関係ですけれども、１つ

は上士幌町を売り込むというか宣伝をするというの、例えばテレビスポットに流すとか、

雑誌に載せるとかという形でやるのかどうか。それをなぜ、このＮＰＯに委託をしなけ

ればならないのか、直接委託したほうが経費が安く済むんじゃないかと思ったので、１

つお聞きをしたい。

　　それと、もう一つは、今回の予算の中にふるさと納税に関する昨年行った感謝祭の予

算は出てきていません。こういうものは１年限りと考えていいのか。あるいは、状況の

変化によって行いたいというふうに考えているのか。行うとすれば、例えば今回提案を

した予算についてはほぼ昨年実績の半分程度だというふうに理解をするんですけれども、
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この予算がクリアできたらやるというのか。これは非常に事業要素としては的確に見込

めるような事業ではないという要素があるので考えなければいけないんですけれども、

その辺についてのこの当初予算における考え方というのがあれば、この際説明を願いた

いと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　平岡主査。

○平岡崇志商工観光課主査　ＰＲ事業の関係について、私からご説明させていただきます。

　　なぜ促進する会なのかというようなご質問だったと思いますけれども、促進する会は、

先ほど言いましたとおり、構成メンバーが商工会、農協、建設業協会、ＮＰＯと多岐に

わたっておりまして、町単独で考えるよりも全町的ないろいろな意見を取り入れながら

そういったＰＲ事業に取り組んでいきたいということで考えたところにおきまして、促

進する会において補助をすることが望ましいということで考えたということでご理解願

いたいと思います。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　早坂課長。

○早坂清光企画財政課長　お答えいたします。

　　ふるさと納税の大感謝祭を２月１日に開催して、新年度はやらないのかということの

ご質問でしたけれども、２月１日ということでしたので新年度の予算の編成の段階では

まだ事業が実施されておりませんでしたので、どうなるかということの先の年度まで見

越すことができなかったということで当初予算には計上をしておりません。

　　それで、先ほど申し上げましたけれども、地方創生の、ちょっと事業の正確な名称で

はございませんけれども先行型の事業ということで、今その事業の精査をしている段階

でございまして、次回の委員会で両委員会にご協議をさせていただく予定をしておりま

すけれども、その事業立ての中で、感謝祭という名称ではございませんけれども同様の

趣旨の事業を首都圏等で開催をしていきたいというようなことの考え方を持っておりま

すので、別途後日またご協議をさせていただきたいと思いますので、ご理解願いたいと

思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　関主幹。

○関　克身企画財政課主幹　先ほど、ふるさと納税の、いわゆる現状での半分ぐらいとい

うことなんですが、当初予算を作成するときの大体10 月とか11 月ぐらいの実績をも

って、ベースにして予算要求をしております。これに関しては今年度もそうであったよ

うに動向的には伸びるでしょうということがはっきりわかっているということで、一昨

年から見るともう既に当初予算では倍の、いわゆる予算を上げてはいるんですが、ただ
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寄附行為ということと、それから国の制度がまだ４月１日以降のやつがかなり不安定な

情勢なものですから、 大限のことしの予測数値をイコールこの予算のときに上げると

いうことはちょっと厳しいのかなというふうな判断から、このような予算措置をさせて

いただきました。

　　いずれにしてもこれは本当に寄附者の動向ですので、また随時そちらのほうを補正で

対応させていただくという形になるかと思いますが、ご承知おきいただければと思いま

す。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　 51 ページ、移住促進・二地域居住事業です。今回ほかの委員

さんも、上士幌町交流と居住を促進する会、約600万ほど予算計上してあります。

　　それで、去る２月 21 日の十勝毎日新聞にこんな記事が載っております。

　　町の人口は、糠平ダム建設工事が盛んだった1955 年の１万3,600人をピークに右肩

下がりが続き、１月末現在で4,880人に落ち込んでいる。少子・高齢化で自然増も見込

めない中、町が人口のＶ字回復を目指す足がかりに据えたのが移住定住や二地域居住の

推進だった。ただ、移住実績の面では劇的な効果は見られなかった（商工観光課）。た

だ、具体的な経過は、まだ現実に見通せない。

　　こういう記事が新聞に載っております。これはこの中に担当の商工観光課としてのコ

メントも出ているわけですけれども、これをそのままとれば、今まで多額の費用とマン

パワーを投入しながら実績が上がっていないということを担当の組織そのものが認めた

というふうに解釈されるんですけれども、いや、実際は新聞の書き方が悪いんだと、実

際我々はそういうつもりで言ったことがないんだというような行政のほうから反論等が

あればお聞かせいただきたい、お願いします。

○委員長（中村保嗣委員長）　暫時休憩いたします。

（午前１１時５１分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時５２分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　柚原課長。

○柚原幸二商工観光課長　ただいまのご質問ですけれども、新聞等の情報につきましては、

我々が通常日ごろからやっている移住定住対策の効果がないよと言ったわけではなく、

ふるさと納税の大感謝祭をやってすぐ効果があるかという問いを受けたときに、今のと
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ころそこまでは効果ないですよという答弁が、全体的に効果がないような書き方になっ

たという、うちの担当の話であります。

　　実際に移住定住を始めまして平成17 年からちょうど統計的にとっている部分で見れ

ば、ワンストップの窓口でとらえている移住定住の数でいけば43 組の 84 名の方が来

ておりますし、またことしも３組６名ですか、そういった部分では効果が実際はあるん

ですよね。それがないように書かれたというのはちょっと心外なんですけれども、現実

的に広く長く効果があるということで我々はとらえているということで、ご理解願いた

いと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　それはそれで、やっぱり発言したほうと、またマスコミの記者

の受け取りかた、それで記事の書き方、それによって記事が逆に出てくることもあるか

と思います。

　　今後も、ちょっといろいろ移住定住のあり方も工夫したり、あるいは上手に移住定住

をやって若い人がふえていると。島根県の隠岐とか、長野県の下條村とか、やはりそれ

は何かのアクセントがあるんですよね。見ていたら、若い人を呼び込むためのアクセン

トがあって、そこに好きだから自然に人が集まっていると。それが今の移住定住がうま

くいっている地域じゃないかなと。だから、まだまだ一つの切り口だけでなくて工夫す

る余地があるというふうに思います。

　　 55 ページの先ほどから企業誘致対策経費の質問がほかの委員からも出ていますけれ

ども、この中の委託料ですね、企業調査業務、これはどういうところに委託するのか、

質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　関主幹。

○関　克身企画財政課主幹　企業誘致にかかわる企業調査業務というのは、実際これまで

も議会、委員会の場面で、この企業さんはこういうようないわゆる業務形態で、これぐ

らいのいわゆる資本金を持っているとか、それからこういった会社の取引をされていま

すとかという、企業に対するいわゆる調査をかけるための委託です。ですので、一般的

にこういった企業がここに進出をしたいというふうになると、基礎的なデータというの

は、本人たちから言うことももちろんありますが、第三者の方からその調査をして報告

を受けてということの、いわゆる調査です。ですから、あらかじめ決まった業務をやる

ということじゃなくて、そういった企業が進出をしたいといったときに基礎的に調査を

するというものでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。
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○７番（角田久和委員）　どこかのコンサルか何かに調査を依頼する理解でいいんですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　関主幹。

○関　克身企画財政課主幹　コンサルというか、そういう調査業務をする会社だと思って

いただければ。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　理解しました。

　　それで企業誘致、今の日本の社会構造からいったら、地方のほうに企業が移ってくる

ということ、なかなか困難な状況であろうと。政府も一生懸命首都圏なり大都会からそ

ういう企業を地方のほうに分散させようというふうに、そういう施策を打っていますけ

れども、私はこれは経済というのは自然の流れだから、国策等政策でそんなに移動する

ということは期待できないんじゃないかなと、そういうふうに思っております。

　　それで、やはり今からは企業誘致よりも企業支援だと思うんです。若い人たちが都会

で新しい事業を、本当に今ネット社会ですから別に大都会にいなくても地方でもできる

と、そういう通信環境等を使ってやると。だから、そういう人たちに対して、これこそ

私はふるさと納税の使い道だと思うんですね。都会との交流で、都会からこういうふう

に上士幌に来て何か起業をしようとすると、それに対して補助額をこれだけしますと。

都会との交流が一つのプランになると思うんですね。だから、やっぱりふるさと納税の

使い方というのは、この町でお金が完結するんじゃなくて、それで都会との交流の中で

事業が育っていく、そういう視点が必要じゃないかなと思うんですけれども、今の私の

意見に対して何かあれば、お願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　関主幹。

○関　克身企画財政課主幹　まず、企業誘致というあり方でございますが、たまたま平成

26 年度において幾つかの事例があったということで、それでは25 年度はどうだった

のか、24 年度はどうだった、非常に過去から厳しいということでのお話をさせていた

だいて、一方でなりわいを起こす方の、いわゆる起業したいという方の対策ということ

についても、しっかりとそこはキャッチをしていかなければいけないという認識は持っ

ておりますし、企業誘致のあり方ということ、誘致だけではなくてなりわいを起こすと

いうことも基本のベースとしての考え方はあります。そういった場面では、商工観光課

と十分に打ち合わせをさせていただきながら各種補助制度、調査業務を含めていろんな

補助制度を充実していっているというのは、この間の取り組みだと思います。

　　そういった情報等があればしっかりと対応していきたいというのも、企業誘致として

の守備範囲だというふうに認識をしております。

－34－



○委員長（中村保嗣委員長）　ここで、休憩といたします。

　　再開は午後１時といたします。

（午後　０時００分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　１時００分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　審議に当たりまして、再度委員の皆様にお願い申し上げま

す。質疑は完結に行われるようお願いいたします。

　　次に、総務費、事項別明細書は、 61 ページから 66 ページまで、質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　暫時休憩します。

（午後　１時０１分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　１時０３分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、民生費に入ります。

　　事項別明細書は、 66 ページから 83 ページまで、質疑ありますか。

　　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　民生費、70 ページの緊急通報システムについて質問いたしま

す。

　　年々ふえているかと思うんですが、26 年、現在時点での従来型とセンサー型、どれ

ぐらい普及されているのか、質問いたします。

　　また、これからの普及について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　塩澤主査。

○塩澤尚弘保健福祉課主査　ご質問にお答えします。

　　緊急通報システムにつきましては、26 年度の設置世帯、現在70 世帯ついておりま

すが、その中で長期不在とか入院中の不在も含む世帯となっております。従来のシステ

ムと人感センサーつきのシステムが整備されているんですけれども、24 年度から導入

しております新しい人感センサーの緊急通報システムにつきましては、43 台現在整備

しております。残りが従来の緊急通報システムになりますけれども、受信の状況ですね、
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大体年間二、三百件あるんですけれども、今時点で200件程度の受信件数があります。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　大事に至らなくていいなと思うんですけれども、いずれセンサ

ーのほうをどんどんふやしていくんだろうと思うんですが、それについてと、あと、な

かなかひとり暮らしの方とか二人暮らしの方はなかなか至らないんだと思うんですけれ

ども、結構周知がまだまだないのかなと思っています。相談されても、役場のほうに、

保健福祉課のほうに相談に行きなさいというんで、その辺についてもうちょっと丁寧に

把握をしながら、できるだけこのシステムを大事に至らなくても設置できるようになっ

たらいい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（中村保嗣委員長）　塩澤主査。

○塩澤尚弘保健福祉課主査　今後の普及のことについてですけれども、27 年度につきま

しても従来の購入を見込んでおりまして、これまでどおり、ご本人とかご家族からの相

談とあわせて、ケアマネジャーですとかあと担当の民生委員さんなどから情報をいただ

いたものを共有しまして、健康不安ですとか身体機能が低下している方、認知機能が低

下している方で必要とされると思われる方について新規の設置と、あとは旧式の設置、

ついているお宅を更新して新しいものにかえていくということで普及を図っていきたい

というふうに考えています。

　　あと、24 年度以降新しいシステムにしているんですけれども、もう一つかえている

のは熱センサーから煙センサーにセンサーの感度をかえているんですけれども、煙セン

サーにかえたことによりまして鍋こがし、フライパンこがし、あとストーブの前の座布

団がこげたというようなちょっと危険な事例もあって、そういった熱センサーから煙セ

ンサーにかえたということの効果が26 年度ちょっとあったなというふうな印象はあり

ます。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　次に、 86 ページの予防接種費について質問いたします。

　　あ、 83 までですか、すみません。

○委員長（中村保嗣委員長）　１番、伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　 74 ページの高齢者福祉バスの運行事業について増額になって

おりますが、この増額の理由を教えていただきたい。

○委員長（中村保嗣委員長）　浅井主査。
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○浅井尚幸保健福祉課主査　高齢者福祉バスの運行事業の増額の関係についてご説明させ

ていただきます。

　　こちらについては、道路運送法の改正が昨年ありまして、それによりまして一般貸切

旅客自動車運送事業の運賃及び料金が運輸局の定める基準により積算しなさいというこ

とになりまして、それによる予算増額ということになっております。

○委員長（中村保嗣委員長）　１番、伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　増額の理由はわかりました。

　　この運行についてなんですけれども、もう少し緩和できないかなという思いで今質問

するんですけれども、例えば、今までは恵愛会病院に行きたい人も、お風呂のところで

おりるような状況。例えば、はげあん先生のところへ行きたくても、その手前でおりる

状況。今度新しく病院ができますので、ぜひその病院のところでおりられるような、そ

ういうきめ細やかな対応していただきたいなと思います。

　　前回、浅井さんにも来ていただいて町民の声を聞いていただいたんですけれども、や

はり買い物時間が少ないということで、もう聞いていただいて即実行していただきまし

たことに対しては大変うれしく思いますけれども、そういう細かいところも少しもうち

ょっと利用する側の立場になって計画してほしいなと思います。これは要望ですけれど

も、答弁があればお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　浅井主査。

○浅井尚幸保健福祉課主査　ありがとうございます。伊東議員のほうからは、いろんな町

民の方のご意見ということで常日ごろから要望とか意見とかをいただきながら、私のほ

う、担当としましても個別に調査したりですとか聞き取りしたりということで、なるべ

くバスの運行、よりよく使えるようにということで対応させていただいています。病院

の前でおりる、乗りおりするというところも、今後病院が建ちましたので、なるべくそ

こでおりやすい、使いやすいというように検討は進めているところですので、ご理解い

ただければなと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　野中課長。

○野中美尾保健福祉課長　今、浅井のほうから答弁をさせていただいたところですが、新

しくできた病院前についても移転ということが伴いまして今、関係機関を集めて検討中

ということなんですが、病院前というのは救急車両が進入する場所でもありますので、

真ん前にとめるということは非常にそういったところの配慮もしなければいけないとい

うことが一つということと、あと町民に対する配慮としては道路を横断しないで行ける

体制、そういったところを配慮しながら事業者、それから関係機関と協議しながら早急
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に、４月からの開設になりますので、広報等に間に合うような形で今検討中ということ

でご理解いただきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　１番、伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　もう一点。

　　今までは、バスがバックしないような感じで回っていたと思うんですけれども、それ

は委託しているところのプロの運転手さんですから、たまたまバックして事故が起きる

ようなことは多分ないと思いますので、そこら辺も配慮していただきたいなと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　野中課長。

○野中美尾保健福祉課長　運行の経路、方向につきましては、事業者様と綿密に打ち合わ

せ等をさせていただいておりますが、第一に考えることは町民の方の安全の確保という

ことも第一に考えなければいけないということになりますので、バックをするというこ

とは後ろのほうが見えなくて死角になってということがあるので、なるべくバックをす

る体制というのはこのバスの運行上、そういったところも配慮しなければならないとい

うことも言われておりますので、いずれにしましても町民の方に不便をかけないような

配慮をしながら検討していきたいということで、ご理解していただきたいというふうに

思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかにございませんか。

　　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　 71 ページですね、委託料、三愛介護サービス業務、これで

1,200万予算計上してありますけれども、この中に三愛給食サービス事業が入っている

と思います。この三愛給食サービス事業の利用者数、利用延べ回数、それで委託金額で

すね、それを質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　塩澤主査。

○塩澤尚弘保健福祉課主査　ご質問にお答えします。

　　給食サービスですね、三愛介護サービスで一番需要が伸びているサービスですけれど

も、現在委託している事業所は２つの事業所になります。あと、委託料ですね。委託料

でいきますと、給食サービスに関しましては、27 年度の委託料が給食サービスだけで

843万の委託料になります。利用者負担を差し引くと町の負担分は360万程度を見込ん

でおります。ああ、違いますね、逆ですね。利用者負担額が360万ぐらいの収入を見込

んでおります。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。
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○７番（角田久和委員）　あと、利用者数と利用延べ回数、質問します。

○委員長（中村保嗣委員長）　塩澤主査。

○塩澤尚弘保健福祉課主査　ごめんなさい。利用者数ですね、一応予算上は月平均33 名

を見込んでおります。ですので、回数ですね、回数というと延べ回数になるんですが、

大体１万食近く、年間なるかと思います。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかにございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、衛生費に入ります。

　　事項別明細書は、 83 ページから 95 ページまで、質疑ありますか。

　　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　 86 ページの予防接種費について質問いたします。

　　 26 年度の途中からですね、10 月だと思うんですが、肺炎球菌と水痘も公費負担に

なりましたが、その接種状況について質問いたします。

　　また、各種予防接種がふえましてスケジュール組むのに大変だと思うので、広報にも

載っていましたが、その接種率を上げる取り組みについて質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　河野主幹。

○河野和子保健福祉課主幹　お答えいたします。

　　まず、高齢者の肺炎球菌、それから水痘の予防接種が昨年10 月に予防接種法に位置

づけられまして、広報、それからホームページ、また個別通知によりまして接種を勧め

てきた経過がございます。

　　高齢者の肺炎球菌予防接種につきましては直近２月末現在で、接種率が

56.2 ％、196名の方が受けられています。水痘予防接種につきましては１月末現在に

なりますが、 52.0 ％ということでなっています。

　　それから、この間ずっと予防接種するワクチンが非常にふえましてスケジュールが大

変だという状況にありまして、接種率を上げる取り組みにつきましては、まず赤ちゃん

が産まれましたらすぐ訪問に行くということで、大体１カ月以内には訪問、全数行けて

おります。そのときに必要な書類を全部お渡ししまして、接種スケジュールを一緒に考

えて、１番目、２番目、３番目ということで日程も含めて全て説明をしております。

　　ただ、複雑なものですから、その後、４カ月健診、それから７カ月健診と赤ちゃんの

健診がありますが、そのときに接種状況を確認し、その後、10 カ月相談、あと１歳半、

３歳児健診、 終は就学児童の健康診断のときに全てチェック、確認をしております。
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　　特に麻疹、風疹に関しましては数年前に大学で大流行して死亡することもあったとい

うことで、かなり国のほう、それからＷＨＯのほうが95 ％以上の接種率を目指すとい

うことをうたわれておりますので積極的に勧奨しておりまして、５歳のときからなんで

すけれども、個別通知した後、年度末までに３回の未接種者への通知をしております。

それでも未接種者はいるんですけれども、現場としては努力しているところです。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　高齢者の肺炎球菌は途中からの導入ですので、多分27 年度は

かなり、でも制限ありますので、５年単位なので間漏れる方もいると思うんですが、該

当者については多分かなり率が上がるのかなというふうに把握しております。

　　それと、乳幼児の予防接種、私もいつもこういうふうに見ているんですが、なれてい

る私でも全然もうスケジュール的にかなり厳しいと。だから、これを見ながら、やっぱ

り個別の、さっき言いました１カ月以内とか、それぞれの健康診断ですか、そのときに

きちんと説明しながら、あと個別対処もしながらしないと、お母さん方きっと不安で不

安で仕方がないと。多分そういう状況になると、個別の対応と集団での対応と両方含め

てきめ細かく援助してほしいなと思って質問させてもらいました。答弁あれば、お願い

します。

○委員長（中村保嗣委員長）　河野主幹。

○河野和子保健福祉課主幹　お母様方からよくお電話もそうですし、それからよくサーク

ルとかも利用されているお母様とか、それ以外に歯科健診もあったり予防接種もあった

りということで、そのときにちょっと寄って、今後何するのということで個別に結構ご

相談いただいておりまして、その都度丁寧にご説明しているというのが現状です。

　　今後も接種率を上げるように、そのような取り組みを続けていきたいというふうに思

っています。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　今度は、93 ページの健康診査経費と40 歳健康づくりについ

て質問いたします。

　　 26 年度の補正予算のときに大枠をなかなか把握し切れなかったんですが、26 年の

途中だと思うんですが、どの程度率、若い方々、20 代、 30 代だと思うんですが、率

がどれぐらいあるのか。それから、27 年度に向けて、特に20 代、 30 代、若い方々

の接種を上げるための取り組みについて、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　岸主査。
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○岸　美香保健福祉課主査　健康診査費、特に 20 代、 30 代の受診率が平成 25 年、

26 年と大変伸びておりまして増加傾向にあります。それで、今までは自己負担を20

代で 10 割自己負担、そして30 代で３割と、かなり受診しにくい料金設定となってお

りましたので、平成 27 年度は特定健診の対象 40 歳からと同じ料金で、 20 代から

74 歳までも同じ料金で受けられるように予定しております。それで、若いころからの

健康づくりを推進したいと考えております。

　　そして、あと40 歳のスタートづくり事業ですが、平成26 年度の受診率は前年度並

みの６割の受診率と見込んでおります。ですが、そのうちの国民健康保険の方が受診率

が８割近い79 ％というふうになっておりますので、これは特定健診の受診率の本当に

スタートとして重要な効果を上げているというふうにとらえております。今後も続けて

いきたいというふうに考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　まあ40 歳のときにわかったときには、もう既にややおくれ気

味と、特に成人病についてはそうかと。特に取り組みについては年々前進していますの

で、評価したいと思います。

　　次に、94 ページの後期高齢者健康診査経費なんですが、これ毎年質問させてもらっ

て、いろんな健診がある中で必ずしも全員が全員該当になるかわかりませんが、26 年

度のおよその実績と今後の普及を質問したいと思います。

　　管内状況で言いますと、結構、更別、中札内が20 ％、 30 ％以上あるんですが、あ

とそこそこの町の状況もあると思うんですよ。ただ、一概にパーセンテージが高いから

いいか悪いか、それはわかりませんが、高齢者の方々が何らかの機会できちんと健診が

受けられるようになればいいんだと思うんですよ。その点について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　河野主幹。

○河野和子保健福祉課主幹　 75 歳以上の後期高齢者の健診なんですけれども、26 年度

の受診数、確定しました。 72 名ということで、受診率でいくと7.2％で、実は平成

23 年度からずっと72 人、 75 人というところで横ばいの状態にございます。一応周

知につきましては、年度内３回の広報周知と、それからあとは高齢者が集まる場でチラ

シを配布したりとかもしているんですけれども、また特定健診が終了した後も続けて健

診を受けてくださいねということで必ずお話はしているんですが、いかんせん多くの方

が治療中だからということがあり、なかなか受診率向上につながらない理由だなという

ふうに考えております。

　　今後につきましては、地域包括支援センターが活発な活動をしておりますので、そち
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らと連携しながらもう少し周知を図ったり個別に勧奨図ったりというふうにしていきた

いなというふうに思っております。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　 87 ページ、一番上なんですね、心の健康づくり支援事業15

万円予算計上してございますけれども、この事業の内容について質問します。

○委員長（中村保嗣委員長）　岸主査。

○岸　美香保健福祉課主査　心の健康づくり支援事業は、主に２つの柱を持って実施して

おります。

　　１つ目が普及啓発です。26 年度はふれあいプラザ、あと糠平文化ホールでパネル展

を実施して自殺予防の理解に努めたというふうなことで行っていますので、かなりふれ

あいプラザに来た方が目にとめているということで、次年度におきましても何らかの形

であのような周知をしていきたいということと、あと地域で住民の方と接する方たちか

ら、精神疾患を持つ自殺のリスクが高い方たちの学習をしたいということで、民生委員、

学校関係者を集めて勉強会などもしておりますので、これについても次年度も検討して

おります。

　　そして、もう一つの柱は早期発見、早期支援の対策なんですが、心の相談日を実施し

ていますが、大体、ことしで３年目ですが、例年どおりの利用の実績がありますので、

これにつきましては思春期の相談なども若干ふえておりますので、どのスタッフが対応

しても十分な対応ができるように、少し支援者側の学習会なども予定しております。

　　あと、３年間ゲートキーパー研修という見守り体制の研修をしてきたんですが、これ

は中央で３回やりましたので、次年度からは少し集会所なり小単位でニーズに合ったも

のを展開し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（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　今の時代、非常に生きにくい世の中で、若い人も職場でのスト

レスとか、あるいは年を重ねても年を重ねるなりのいろいろなストレスで心の病にかか

る人は多いんじゃないかなというふうに思っております。

　　それで、町としては、上士幌は地方なのでそんなに深刻じゃないのかもしれないんだ

けれども、その辺の精神疾患の人たちの増加ですね、ずっと同じレベルで続いているん

だよとか、あるいは昨今の社会情勢でやっぱりこの町でもふえていますよとか、その辺

をどのように分析しているのか、質問いたします。
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○委員長（中村保嗣委員長）　遠藤主査。

○遠藤祐司保健福祉課主査　ご質問にお答えします。

　　精神疾患などの例えば精神障害の方は精神保健福祉手帳などの発行ということがある

んですけれども、そちらのほうの人数につきましては横ばいという形に現時点ではなっ

ております。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかにございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで暫時休憩します。

（午後　１時２７分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　１時２８分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、労働費。

　　事項別明細書は 96 ページ、質疑ありますか。

　　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　 96 ページの緊急雇用対策事業372万計上してあります。この

事業は、たしか非常に雇用状況が悪いときに始まったというふうに記憶しているんです

けれども、それが今年度も計上してあって、その作業としては明渠の廃止の雑木の処理

ということなんですけれども、これがずっと町の雇用状況なり、あるいは仕事が少なく

て今もってこの事業を継続しないといけないような労働環境なのか、経済環境なのか、

その辺を行政のほうではどのように把握して分析しているのか、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　鶉橋主幹。

○鶉橋浩行町民課主幹　私のほうから、緊急雇用対策事業についてご説明いたします。

　　これは国の事業として行っていたものがなくなった、その代替として町で十勝管内も

含めて季節労働者の方のために何ができるかということをそれぞれの町村が検討してき

た中で、上士幌町については緊急雇用対策ということで季節労働者の失業期間中の雇用

対策ということで始まったものです。 近についてはずっと明渠排水路ですとか町道の

雑木処理を行ってきているんですけれども、24 年度では25 名を、24 年、 25 年と

25 名の方を雇用しております。作業日数が９日で、延べ219人工で292万6,000円の

支出です。25 年度でも25 名の方で、作業日数が９日、延べ224人工で296万円ほど

支出しています。平成26 年度でも、もう終わっているんですけれども、当初30 名と
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いうことで予算を見ていたんですが、実際に申し込みを受けた段階で何人かの方が辞退

されたりして、雇用者27 名で、作業日数が９日、延べ235人工で312万9,000円とい

う実績になっております。

　　実際、これ上士幌町だけの緊急雇用対策ということになっているんですけれども、十

勝北部においては通年雇用促進協議会という組織があるんですけれども、音更町が中心

になって国の補助事業といいますか、受けながら季節労働者の方の就業支援ですとか資

格取得などの援助を行うような形で行っております。上士幌町もそれに加入しているん

ですけれども、ちょっと広報では余り載せたことはないんですが、パンフレット置いた

り、あと相談に来られた場合にはそういうものがあるということを説明したりしてきて

おります。

　　以上です。

○７番（角田久和委員）　よろしいです。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほかございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、農林水産業費に入ります。

　　事項別明細書は 96 ページから117ページまで、質疑ありますか。

　　２番、堂畑委員。

○２番（堂畑義雄委員）　103ページ、農技センターについてちょっとお伺いしたいと思

いますが、まず農業技術センターの運営管理、この予算的に前年並みに見ているんだろ

うと思うんですけれども、具体的にこの農技センターの運用について人的配置とか、あ

るいはここで言っている畜産加工の研究事業などについては、これ従来どおりやるつも

りなのかどうか、その辺についてまずちょっとお伺いしたいんですけれど。

○委員長（中村保嗣委員長）　松岡課長。

○松岡秀行農林課長　基本的には従来どおりにやっていきたいというふうに考えてござい

ます。ただ、十分にこれまでの、この３月いっぱいで定年退職を迎える方がいらっしゃ

いますけれども、そのような方のために同じような形で期待にお応えできるかという部

分はございますけれども、基本的には従来どおりやっていくというつもりでおります。

○委員長（中村保嗣委員長）　２番、堂畑委員。

○２番（堂畑義雄委員）　ここばかりではなくてほかでももちろん考えなければならんで

すけれども、何か商品を開発するということは、どこかやっぱりそういう拠点がなけれ

ば、なかなか個人的に開発することは非常に不可能だというふうに思っています。今ま

でどおりかもしれませんけれども、たしか今退職していますね、新しく。人的にはどう
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いうふうに確保しているのかということ、ちょっと伺っていないんですけれども、そう

いうことも含めて、ちょっと再度お伺いしておきたい。

○委員長（中村保嗣委員長）　松岡課長。

○松岡秀行農林課長　今、理事者側と話ししておりますのは、できれば今いる方は正職員

という形で提供しているわけでありますけれども、そういう形でとれれば一番望ましい

というところはあるわけでありますけれども、話として詰めておりますのが協力隊を活

用しながら何とかというようなことで今募集をしておりますし、そのような形で充当で

きない場合につきましては、ほかの採用というものも理事者のほうでは考えているとい

うようなことも私のほうにも来ておりますので、そういったところを全体見通しながら

対応していきたいと、そういうふうに考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　２番、堂畑委員。

○２番（堂畑義雄委員）　ちょっと理事者に伺ってみたいと思いますが、今ふるさと創生、

国の事業も６次産業だとか、新たな商品開発について、そのことが地方の雇用創出につ

ながるということで相当促しているんだろうと思うんですけれども、商品開発をすると

いうことは、どこかでそれをフォローするというかサポートするような拠点が必要だと

思うんです。特に食品の場合は衛生管理をどうするのかというようなことだとか、いろ

いろ指導していかなければなかなかできないというそういう部分がありますので、将来

的に今の技術センター、かなり老朽化していますよね。ですから、機械等についてもも

ちろんどこかで更新をしなければ使い物にならなくなってくるわけですけれども、将来

的に技術センターの活用をどう考えているのかということと、今言った商品開発ですね、

その商品開発をサポートする拠点をどういうふうに考えているのか、その２点について

ちょっとお伺いしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　これまでも技術センターが新たな商品開発に果たしてきた役割というの

は、幾つかの成功事例があるということでありますし、昨今では一般町民、それから農

家の女性の方々等々がソーセージだとか、あるいはみそづくりだとか、そういったこと

をあそこの施設、設備でもって趣味の範疇と自家のそういった食品の加工をしていると

いうことですけれども、よりあれを再度積極的に活用するという方法を今考えるべきだ

ろうなと、そんなふうに思っております。

　　そのためには、何としても専門的な能力を持った職員が必要だというふうに思います。

これはなかなかその専門的な技術を持った職員の確保そのものが難しいということ、そ

れから、この類いのことというのは非常にセンスが問われる仕事なわけですね。ですか
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ら、時間をかけても優秀な職員を幅広く募集していきたいと。今、協力隊の話をしまし

たけれども、その以前には、職安とかいろんなところを通しながらふさわしい人材がい

ないだろうかということを求めてきておりますけれども、なかなか今のところは見つか

ってないということです。

　　ただ、いずれにしても時間かけても、この後、多分この６次産業化の問題というのは

本町にとっても重要な新たな産業振興のポジションになるだろうと、そんなふうに思い

ますし、これからの検討でありますけれども、道の駅も検討するとすれば独自の新たな

特産品の開発というのはしていかなければならんといったときに、技術センターは今ま

で以上にその機能を果たすべきだろうというふうに思っています。

　　そういった意味で、あそこで何をするかということ、今のところは限られてずっと継

続的なことについてやってきましたけれども、そうではなくて産業振興という側面をも

っと考えた上でどんなことがふさわしいのか、そしてそれに見合う専門職員をどう確保

するかということを、これは真剣に考えているということであります。ただ、これはや

っぱり人材の確保というのは非常に難しい問題でありますので、しっかり時間をかけて

万全な体制を組んでいきたいというふうに思っております。

　　ただ、４月からあそこに穴をあけるというわけにいきませんので、日常的なそういっ

た貸し出しだとか一般の方々が使えるような、そういった環境については継続してやれ

るように、まずは初歩的な環境は整備をしておきたいというふうに思っております。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかにございませんか。

　　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　私も今のこの技術センターのことで質問いたしますけれども、

概要見ますと、この年間の利用率というのはかなりの農村女性部、それから町内の町の

中の女性の方の利用率がすこぶる高いわけです。やっぱり今回退職なさる方というのは、

非常に過去普及所の技術員からその方がずっと何十年もあそこに貢献してもらったと。

非常に農家、町内含めても、あの技術センター一筋ということで、私からも敬意を表し

たいと思いますが、やはり彼女のような方が衛生責任からあらゆるもののジャンルを全

てわかっておられる方が退職するということは非常に残念なことでありますし、上士幌

の中においてもできる限りあのような方を探していただきたい。

　　やはり、このことは事前からわかっていたわけでありますから、やはり今国で叫ばれ

ているふるさと創生、地域創生、それから６次産業化含めて、今町長おっしゃいました

ような内容から見ると、空白ということは私は許されなかったんではないのかなと。や

はりもう少しあそこの利活用と、これから町内の基幹産業の農産物の加工、それから企
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業誘致等を含めた中で、そのことを重点項目に置いて考えたならば、あそこのやはり職

員を当面の間空白にするわけにはいかないので、対応したいとは言っているけれども、

じゃ彼女にかわっても対応できる方が本当に存在するのかというのは私は疑問でありま

す。

　　やはり、理事者含めて事前にこのことがわかっておるのになぜそれができなかったの

かということを伺います。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　いまいる職員が退職するという年齢であるということは、それは承知し

ております。今再任用制度というのがございますので、そういった意味での打診のこと

だとか、以前からその前からいなくなるという前提で新たに表立ってどうこうするとい

うのはなかなか難しいという、そんな心情的な問題も含めて進めてきたということと、

それから技術センターのこれからのことというのは、まだ具体的に戦略的にどういった

機能を持たすのかというところまでについてはまだ整理されていないと、これはこれか

らの整理だというふうに思っております。

　　今までのところは、従来の一般町民や、あるいは農家の方々が継続的に伝承的に自家

の食品等について加工してきたということでありますので、それらについては基本的に

今後もなされていくだろうと、そんなふうに思っていますが、新しい商品をどうするか

といったときには、やっぱりこれは新しい体制でやっていかなければならないことであ

りますし、そのためにも新しいものにどう取り組んでいくのかということについては、

これらについては農協等々も含めて十分議論して、後々このうちの町の、いわゆる新た

な特産品の開発を意識したものでなければだめだと、そんなふうに思っていますので、

少しそれは時間がかかるかと思いますけれども、しっかりした展望を持って対応してい

くと。

　　そうなったときには、設備の問題も全てもう一回白紙の状況から設備の整備もしてい

くということも視野に入れていかなければだめだろうと、そんなふうに思っています。

ですから、今まで以上によりあれを有効に活用するために、そのための猶予時間はいた

だきたいなということでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　町長の考え方の構想というのは伺いましたけれども、やはりこ

れから経済も落ち込み気味であるけれども、東京一極から地域にそれを分散するんだと

いう考え方がありますので、やはりあの建物も20 数年経過してかなり古いものになっ

ておりますし、やはり利用率が高ければ高いほど、そのものの衛生管理も大事だなとい
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うふうに考えております。

　　今後、農協、行政含めた中でやはりこの地域のニーズ、それから学校活用の中でも、

松屋製菓さんですとか、いろんな学校が利活用される中で、そういうまた研究もしくは

バックアップですね、つくるだけではなくて、そういうところも企業誘致の一部として、

こういうこともありますよという総合的なものも必要かなと考えられるわけです。北門

小学校、私方の学校にもそういう声がもう来ております。後ほど町長に相談したいと思

いますけれども、ただそういう行政のバックアップだとか、そういうときはどうするん

だと、こういうところは、例えばこういうところへ企業を誘致しても、そのものが行政

としてある程度バックアップしてくれるんだろうかという不安も持っています。

　　ですから、その辺については、今後この技術センターも含めた中で農林課を含めた中

で十分にやっぱり前向きに建物、それから中の機材も含めて、将来に向けてやっぱり検

討していきたいと思いますけれども、その辺の考え方を伺いたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　今議員がおっしゃられた意向であります。その方向でさらに利活用する

ということであります。ですから、20 数年たっているということであれば、やっぱり、

もう一回全体の整備の問題ですね、外壁もかなり今傷んできておりますから、そういっ

た意味でのリフォームなんかも考えなければならないということでありますから、ある

意味では一新してあれをどうするかというさらの状況からこの後10 年後を見据えた利

活用の仕方という視点で再構築をする必要があるだろうと、そんなふうに思っています。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか、ございませんでしょうか。

　　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　100ページにあります農業振興審議会、委員報酬だと思うん

ですけれども、去年というか、どういうテーマでこれが開かれているのか。昨年の事例

の紹介とことしの予算、回数も含めて考え方の説明をお願いしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　新井主査。

○新井英次郎農林課主査　農業振興審議会のほうですけれども、諮問事項としましては基

本的にレディースセンターの運営の関係、それから奨学資金の諮問の関係、それから技

術センターの運営方針、それから肉牛基金に関してであります。

　　以上です。

○６番（佐々木　守委員）　年に１回、回数。

○委員長（中村保嗣委員長）　新井主査。

○新井英次郎農林課主査　基本的に年１回です。奨学資金等承認が必要な案件が出てきた
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場合には、随時開催することとなっております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか、ございませんでしょうか。

　　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　101ページ、ジャガイモシスト線虫対策経費ですね、今年度も

20 万計上してあります。これ、当初この病気が町内に発生したときは、非常な危機感

を持って我々も状況を聞いていたんですけれども、その後、毎年こうやって20 万ずつ

予算対策しているんですけれども、現況のこの状況がどういう状況なのか、質問いたし

ます。

○委員長（中村保嗣委員長）　新井主査。

○新井英次郎農林課主査　まず、こちらのほうの20 万につきましては、農協が事務局を

持っています対策本部のほうに補助金として支出しております。その中では、啓蒙等の

経費とさせていただきますし、あと、それ以外に検査に係る経費等になっております。

　　また、平成15 年に上士幌で発見されましたけれども、基本的には新規の発生は近年

はありません。こちらの今出ている部分を拡散しないような対策として20 万円の補助

金を支出しております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかにございませんか。

　　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　申しわけないです。

　　農業委員会か理事者に伺いたいんですけれども、どこで出していいのかなと私もちょ

っと。農業委員会の道内研修費とここで計上されているわけですけれども、近年の農業

委員会の活動というのは、例えば新しい形の中間管理機構だとか内地型の中でいろんな

業務がふえてきておると思うんですよ。この概要を見ても農業委員会の各委員会及び各

条例の形というのは非常に多くなってきて、局長も承知のように、農業委員会は１農地

委員会となったわけですね。

　　それで、昔のことを出せばあれなんですけれども、私がいたころは３年に１回は道外

研修ということで他の道外の農業委員会との研修を持っていたわけです。それで、そう

いうところで例えば花嫁研修ですとか、あるいは農地の流動化ですとかと研修をしてき

たわけですけれども、いつの間にかこれが経費の削減なのか何なのかなくなってしまっ

て、言うことによれば、皆さんが積み立てをして 後のお別れの研修に行ってくるなん

ていうことというのはちょっと情けないなと。やはり農業委員会としてきちっとするも
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のはして、やっぱり今、内地ですとか、なぜ私がそういうことを言うかというと、そう

いう本州のほうだとかそういうことを、グローバルとは言いませんけれども国内の流動

化だとか、あらゆることを覚えておかないと、道内だけの中ではなかなか農業委員あた

りも１期３年やっても理解ができないわけです。局長や職員はある程度いるわけですか

ら、そのことは理解できると思うんですけれども。

　　そういうことを踏まえた中で、３年に１回ぐらいは、議員は調査だとかあらゆる委員

会でこれやればできるわけですね、農業委員会の場合はみずからのことはみずからなか

なかということも言われておりますし、その辺の考え方を局長と町長に伺いたいと思い

ます。

○委員長（中村保嗣委員長）　馬場事務局長。

○馬場俊之農業委員会事務局長　私が農業委員会来たときから、もう既に道外研修という

のはちょっとなかったものですから。道内研修については３年に１回あるわけですけれ

ども、道外がどういうものなのかというのは、ちょっと経験がないのでちょっと答える

ことはできないんですけれども、かなり道内の各農業委員会ですか、農業行政の進んだ

ところを見にいくという点でいけば、３年に１回、私ども事務局含めて委員さん全員連

れて行っているわけなんで、それは継続して今後もやっていきたいとは思っております。

　　ただ、道外研修については、ちょっと私どもが予算を要求していいものだかというの

がちょっと判断つけかねるところがありますので、もしそういう農業委員さんから必要

だという声が上がってくれば、事務局としても動きたいというふうには考えております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　道外研修の関係につきましては、これは農業委員会に限らずいろん

な形で、これは一時全国的な動きとしてそういったことが減少してきているということ

はあるのかなというふうに思いますけれども。委員おっしゃるように、この全国的な農

業行政の中で特にこの上士幌町のこれからの農業のあり方として学ぶべき先進的なそう

いうようなものがあるということであれば、またそれはそういったことで必要性のもと

にそういった研修を行うということはあり得ると思いますけれども、ただ現時点では道

外研修ということについては今ここで云々ということは申し上げられませんけれども、

今局長が申し上げたように、そういったことが発生してくるようであれば、そのときま

た改めてその辺については検討させていただきたいなというふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　基本的な考え方なんですね、局長。なかったから考えなかった、
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言われないから考えない、これは誰でも言えること。私は農業委員に言われたんです。

あなたがそのことをとらえていないだけであって、具体的にないものはないと言ってし

まえばそれまでなの、事務局は。

　　何でかというと、農業委員の報酬は教育委員と同じで一般の委員は３万5,000円で会

長は５万5,000円でしょう、会長代行が３万9,000円だと思うんです。それで、同じ委

員会の中で活動、それから１委員会になった中でそれだけの土地を全町見なければなら

ないと。２委員会であれば、まだいいんですよ。それと後継者対策、花嫁問題やってい

ますよね、年金協会もやっています。そういうことを考えたときに、ある程度そういう

内容をつかむと、研修をつかむということも、ないからいいんだという簡単な言葉では

なくて、やはり十分にそういうものを切磋琢磨して上士幌町の農業を発展させると。基

本的にその目的があるわけですから、行政の単純なそういう考え方で答弁されたらうま

くないかなと思うんですよ。十分協議した中で、内部でそのこと考えて、遊びにいくと

いう話ではないんですよね。やはりしっかり研修して、上士幌農業の基盤産業を守って

いくと。

　　今、もしいろんなことがなければ、出る人が欠員になってくるおそれもあるというこ

とがあります。報酬も安いのかもしれません、はっきり言って。一般に十勝管内含めた

ら右にならえでいいのかもしれないという声が出ますけれども、実際的にこういう役職

やるということは、一番の経営者係のときには非常にそういうものは重荷になりますし、

やはりそういうことも踏まえたならば、やはりそういうことも十分に検討して今後進め

ていただきたいと思いますが、いかがですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　馬場事務局長。

○馬場俊之農業委員会事務局長　すみません、事務局として大変配慮がなかったかと反省

しております。今後農業委員さんとも意見交換しながら、ちょっとその辺のところは検

討していきたいというか、協議してまいりたいと思います。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　予算の中に出てこないので、こういった問題は予算化されて

いるのかどうか、あるいは予算が必要ないので載っていないのか。今、ＴＰＰ、実は議

会でも再度、このＴＰＰ反対に向けて意見書案の、山本議員の提案で全会一致で通った

ところです。

　　ＴＰＰについては、御存じのように、十勝町村会長の中でも懸念される問題で、今後
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の基幹産業を守るためにはＴＰＰの国会決議を遵守して主要５品目についての関税の撤

廃は絶対許してはならないという流れになっていると。近年、私個人は、交渉がいよい

よ妥結が近づいてきているというふうな雰囲気でのマスコミ報道がある中で、農業者も

これは問題だというふうに実は農協の懇談会でも申し上げた経緯があるんですけれども、

そういった動きが十分見えていないと、国に対してきちっと意見を言っていくという部

分が見えてないと。議会だけではなくて、行政側は一体この問題に対して、国のやるこ

とだから仕方ないと言っているのかどうか。

　　僕らが聞くところ、十勝で今月末には反対集会というか、このＴＰＰ問題に関する集

会をやるというような話も聞いているんですけれども、そういったことに例えば行政は、

まあ血税ですけれども、そういったものを含めて輸送費用であるとか、あるいは反対に

向けた準備のための費用であるとかというようなことも含めてやる考えがないのかどう

か。

　　さらには、どういう考え方でこの問題に町としては対応しようとしているのか。ある

いは国のやることだから仕方ないという形で考えているのかどうかも含めて、この際お

聞きをしておきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　新井主査。

○新井英次郎農林課主査　こちらのＴＰＰの関係で反対の活動につきましては、町内で農

民同盟と農協長で組織しております上士幌町農業経営対策推進協議会のほうで関係機関

を挙げて反対運動をこれまでも行ってきております。こちらのほうにつきましては、

101ページの農業経営対策推進協議会の５万円ということで、こちらのほう負担金を三

者で支出しまして活動を行っております。

　　また、活動内容につきましては、特に平成25 年には町内の抗議集会を開催しまして、

200人程度の参加者がありました。

　　また、随時、要請行動等をこちらの協議会を通じて担当の者が陳情等に行っておりま

すので、町としてもそちらのほうに補助をしまして、町内一丸となりまして反対運動を

してきております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　２時０１分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。
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（午後　２時１１分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　質疑ありますか。

　　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　ＴＰＰの問題というのは、この町の将来にとてつもない大き

な影響が出るというふうに僕は認識をしています。そういうことを頭に置いて、例えば

農業予算も全て考えていくというのが僕は基本だろうと。そういうことで、項目的にな

かったわけですけれども、お聞きをしたところです。

　　１つは、町が主導的な立場も含めて考えるのであれば、率先して各町だけが粋がって

もやむを得ない部分あるわけですけれども、そういった団体を通じてもう少し情報の収

集や発信ということをきちっとした上で、反対の意思はその意思としてあらわしていく。

いろんなことが、例えば農協の状況を言えば農協改革が先に出て、農協、中央での取引

的な動向をみると、ＴＰＰがどうもマスコミの話題から消えつつあるというか弱くなっ

ているというようなことは一般的に言われています。これがもし従来心配されるような

方向で進めば、うちの町の基幹産業は相当というか決定的なダメージを受けるというふ

うな問題だというふうに思っていますからお聞きをしたところです。

　　先ほど僕が今月末に十勝での集会があるようだというふうにちょっと聞いているんで

すけれども、そういった情報は現在役場のほうとしては持っているのか。あるいはこの

間に、そういった今妥結方向に向かっているということを踏まえた形で会合を開いて協

議をするというふうなことも含めてやられるお考えがあるのか、その辺の情報も含めて

どうなのか、再度お聞きをしておきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　松岡課長。

○松岡秀行農林課長　実は、先ほど新井のほうからお話させていただきました、５万円ほ

どの補助金ですね、見ておりますけれども、農業経営対策推進協議会なる団体がありま

すけれども、これは小椋組合長がトップになっている団体です。

　　先般、事務局会議のほうも行われまして、今、佐々木委員が危惧されるような内容

等々の共有化も含めて諮られているところでございます。これにつきましては２月27

日に行われているわけですけれども、その中におきましても帯広で集会等も行われてい

くと、そういったことも共有しております。

　　今後におきましては、また全道集会等も行っていくということでございまして、これ

らにつきましても一緒になって活動を強めていくというようなことで確認されてきてお

ります。
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　　ただ、どうしても私たちも後手後手に回らざるを得ないと、そういう悔しさが当然ご

ざいます。

　　１年前になりますでしょうか、上士幌の決起集会を開いたわけでありますけれども、

その折にも国全体としましては3.2兆円のプラス、農業関係を含めて３兆円のマイナス、

トータルで0.2兆円の分が多少ふえるから、それは国益になるんじゃないかみたいなと

ころが危惧されているというところも、こちらのほうも、私どものほうも推しはかって

きたところでありますけれども、いずれにいたしましても、そんなような認識からどう

しても後手後手なんですけれども、やれるところはやると。

　　この事務局会議あるいは３月16 日には全体会議が開かれていきますけれども、この

ときにはそういった26 年度、やはりなかなか表に出ないもので活動もなかなかしにく

いというところがあるわけでありますけれども、今後また27 年度、26 年度もこれか

らになりますけれども、そういった集会も今ここに来てやはり危惧される部分、もう勝

手に決められちゃうんじゃないかというところもありますので、それに向けてはみんな

でまた決起集会含めて反対の意思を貫いていこうということが確認されているというこ

とをお話させていただきたいと思います。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか、ございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで暫時休憩します。

（午後　２時１６分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　２時１７分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、商工費に入ります。

　　事項別明細書は117ページから131ページまで、質疑ありますか。

　　１番、伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　消費者の保護対策経費10 万ほど増になっておりますが、この

増についてお聞きいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　鶉橋主幹。

○鶉橋浩行町民課主幹　消費者保護対策経費につきましては、消費者に対するいろいろな

相談業務ですとか、そういうものに対する予算ということで見ているんですけれども、
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今まで平成26 年度まではそういう消費者保護対策の部分に入っていなかったものとし

て、使用料及び賃借料のところで車両借上料というのを実は８万3,000円ほど見ており

ます。これは、もともと消費者相談業務といいますのは町でも当然担っているんですけ

れども、町には相談しにくいですとか、そういうような方が消費者協会のほうに相談に

行かれるという方も結構いらっしゃいます。それで、消費者協会のほうで相談窓口を町

でお願いしまして担っていただいております。そういう消費者協会の方たちの中で消費

者協会に対する補助的な部分、補助ではないんですけれども補助的な意味合いもあって、

消費者意識の高揚ですとか消費者協会の維持というようなことで消費者協会のためのも

のなんですけれども、車両借上料ということで消費者協会の方が帯広のほうでそういう

十勝の消費者大会に行くためのバスの借上料ということで今回計上させていただいてお

ります。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　１番、伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　上士幌町でも一昨年300万、新聞に出ただけでも300万、昨年

は2,200万のオレオレ詐欺というか何と言っていいかわからないけれども、お金を取ら

れた状況があります。そして、これ消費者協会に30 万の、多分これ負担金、消費者協

会に 30 万、上部団体にもしているかもしれませんが30 万していると思うんですけれ

ども、町民に、広報はお巡りさんからも必ず出てきますけれども、月１回の、それと広

報にも少し出ていますけれども、これもう少し消費者というかお年寄りの立場になって、

もう少し広報の仕方があるんではないかと思います。

　　それと、今ほかのところではお巡りさんが、何か不審電話がかかると赤いランプがつ

いて出ないような貸し出しの機械があるそうなんですけれども、それは上士幌もやるべ

きだと思うけれども、そういう考えがあるのかどうか、お聞きをします。

○委員長（中村保嗣委員長）　鶉橋主幹。

○鶉橋浩行町民課主幹　まず 初の、そういう消費者被害の対応といいますかＰＲの関係

なんですけれども、町ではここの消費者問題だけではなくて町民課のほうでは防犯対策

という業務も行っているんですけれども、防犯対策については交通安全協会ですとか防

犯協会ですとか、そういうところと町が連携をとりまして年に数回お年寄りの家庭訪問

ですとか、あと町内の車なり自転車の盗難防止のための活動を行っております。そうい

うようなことでパンフレットの配布、こういうような消費者対策も含めたパンフレット

を配布したり、町内のお年寄りですとか、そういう福祉的に衰えのあるような方を対象

にした対応もしております。
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　　平成25 年、 26 年と町内のお年寄りがそういう詐欺の被害に遭われたということも

事実としてありましたけれども、そういうのはちょっと後手でまことに本当に申しわけ

なかったんですけれども、広報紙においてもそういうような被害に遭わないようにとい

うことで広報活動も行ってきております。

　　新年度においては今までよりより効果的な活動といいますか、何らかの方策といいま

すか、広報での啓発ですとか、そういうことも充実していきたいと考えております。

　　それから、あと、２点目の防犯のブザーというようなことは、ちょっと余り僕らも存

じ上げていなかったんですけれども、帯広警察署といいますか上士幌駐在所のほうにも

どのようなものがあるのかというのを確認して、対応できるものであれば対応していき

たいというふうに考えております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　１番、伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　警察で貸し出しするのは無料だそうですから、ぜひ希望者があ

れば、登録ナンバー以外の電話がかかってきたときには要注意のブザーが鳴るような仕

組みになっているようです。

　　これ、先日私もちょっと町民と立ち話したときに、その方が自分の名前が登録されて

いるから、それを消すために1,500万円かかるという電話がかかってきたということで、

その電話番号を控えてお巡りさんのところに行くか、それともその電話には出ないよう

にということで私も注意をしたんですけれども、そういうのがときどかかってきている、

それがうんと年寄りでもなくて私たちの年代より若い方に何か 近多くかかってきてい

るようにも思っております。何件か、その話を聞きました。

　　それと、この消費者協会に補助金を出しているので消費者協会の会員については勉強

会やっているんですけれども、町民対象にした啓発というんですか、その勉強会という

のは私余り広報等で見ていないので、それは町民全体に広報するような形、周知して勉

強会を開くような形をとらなければならないと思うんですけれども、担当課としてどの

ように考えていますか。

○委員長（中村保嗣委員長）　鶉橋主幹。

○鶉橋浩行町民課主幹　昨年、一昨年と町内の方が消費者被害に遭われたというようなこ

ともありますので、新年度におきましてはこちらのほうで対応できるようなことが何か

あるんではないかというふうに考えられますので、早急に内容を検討していきたいと考

えております。

　　以上です。
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○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　 10 番、中島委員。

○１０番（中島卓蔵委員）　120ページの観光協会助成経費、今年度は750万、前年対比

で250万の減額計上になっていますが、その減額計上の内容についてお尋ねします。

○委員長（中村保嗣委員長）　中田主査。

○中田将雅商工観光課主査　今年度につきましては、観光協会の一般活動経費として400

万円、魅力発信キャンペーン事業の引き継ぎとして400万円、ことしにつきましては大

雪山国立公園の 80 周年の記念事業がございまして、そちらの200 万円、合わせて

1,000万のところなんですけれども、翌年度につきましては、協会自体の一般活動費

450万円、魅力発信キャンペーン引き継ぎ分が300万円の事業費となっております。

○委員長（中村保嗣委員長）　 10 番、中島委員。

○１０番（中島卓蔵委員）　もう一点、関連ですので。

　　観光施設の維持管理経費、今年度は大幅に2,266万7,000円と上がっていますが、そ

の増額の内容について。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉原主幹。

○杉原祐二商工観光課主幹　はい、遅くなりました。

　　この観光施設維持管理経費につきましては、121ページに委託料等と書いております

けれども観光施設、文化ホールですとかナイタイ高原牧場ですとか、そういったような

施設の維持管理経費となっております。ここで、ことしの大きな費用の部分といたしま

ては、糠平温泉文化ホールの特殊建物検査の料金が352万円という形で、これは午前中

に役場庁舎のところであったと思いますけれども、３年に１回、これは建築基準法によ

って検査を受けなければいけないという義務的なものでございます。それと、大きな部

分でいきますと電気料が増額になっているということでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか、ございませんか。

　　 10 番、中島委員。

○１０番（中島卓蔵委員）　前年度は1,449万5,000円なんですよね、だからかなり約

800万ぐらい増額になっているんですけれども、今の説明の内容程度でその金額になる

んですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉原主幹。

○杉原祐二商工観光課主幹　すみません、漏れておりました。

　　123ページになりますが、15 の工事請負費で753万7,000円、糠平温泉文化ホール

バリアフリー向上改修工事ということで、こちらのほうにつきましては中央園地の整備
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にかかわりましてトイレの利用をこの文化ホールで併用して使おうというようなことで

裏口のほうの玄関の改修、そしてバリアフリー化を図っていくという、この経費が大き

なものになります。

○委員長（中村保嗣委員長）　ございませんか。

　　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　119ページ、上段の委託料、十勝かみしほろん市場運営業務、

これは毎年120万程度予算計上しているんですけれども、この市場を運営することでの

費用対効果、どのように分析しているのか、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　平岡主査。

○平岡崇志商工観光課主査　十勝かみしほろん市場の平成26 年、現在の売上状況だった

んですけれどもご報告させていただきます。

　　ネットショップにつきましては約305万円が納入されているということになっており

ます。昨年度が88 万円ということで約３倍強の売り上げがあるということで、費用対

効果的にも十分考えられるということと、あとふるさと納税のリピーターがこちらのほ

うで購入しているというようなことの話を聞いておりますので、そういった部分でも効

果が高いというふうに思っております。

　　以上になります。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　ふるさと納税で商品を手に入れられた方が、今度はこういう商

売ベースで流れていくというのが一番理想的な形かなというふうに思います。やはり商

売で成り立つかどうか、商売で利益が上がるかどうか、その辺がひとつの我々事業をや

っていて今後の展開に必要なことかなというふうに思っています。

　　次、122ページ、糠平野営場管理業務45 万9,000円ですね。糠平のキャンプ場ね、

あれちょっと盛り上がっているんですけれども、盛り上がった上が石ころなんですよね。

利用者からすごく、あそこでキャンプして寝ようと思ったら背中が痛くて寝られないと

か、そんなことを聞いたんです、言われたんです。これは開発局の職員の方々に言われ

た話なんだけれども。あれを、せめて背中に何か敷いてもらって使いやすいのにしても

らえれば、あそこのキャンプ場すごくいいキャンプ場なんだけどなということをおっし

ゃられたんで、そんなに経費もかかるものじゃないですし、そういうユーザーから希望

があれば、ニーズがあればぜひ応えて、またことしもそのうちにキャンプシーズン来ま

すけれども、そういう意味での施設整備を要望したいと思いますけれども、いかがでし

ょうか。
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○委員長（中村保嗣委員長）　杉原主幹。

○杉原祐二商工観光課主幹　今ご指摘のとおり、数年前、こちらの野営場につきましては

林野庁さんの整備といいますか、土地、施設を含めまして町がお借りして運営をしてい

るというような状況でございまして、当時そのキャンプのテントサイト６カ所か７カ所

あろうかと思うんですけれども、それとあわせましてトイレの整備も林野庁さんのほう

でやっていただいたというような流れでございます。

　　確かに、これまではサイトという形で盛り上がっていない状態で平らなところにテン

トを張っていただいたというような状況でございましたけれども、整備をしていただい

てああいう形で、盛ったような形でそれが利用しやすいんだろうというような形で整備

をしていただいたというような状況にございます。この部分につきましては、そういう

ような声があるというようなことも含めまして、林野のほうとまた協議してまいりたい

というふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　じゃ、それはぜひそういったユーザーの声を聞いて実施してい

ただきたいと思います。

　　次に、126ページ、北海道バルーンフェスティバル開催事業1,150万、これ計上して

ありますけれども、 近のバルーンフェスティバルを見ますと平成26 年の夏が24 基、

ことしの冬が15 基の参加で、残念ながらちょっと寂しい大会になってきております。

そんな中で昨年度は予算が1,000万で今回は1,150万、150万の増額になっているんで

すけれども、これはどういう意図で150万増額になっているのか、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉原主幹。

○杉原祐二商工観光課主幹　この北海道バルーンフェスティバル開催事業につきましては、

昨年1,000万ということで、ことし新年度予算では1,150万ということで150万円の増

というような形で要求させていただいているところでございます。今ご指摘のございま

したとおり、参加基数のほうにつきましては、平成26 年につきましては28 基、夏の

大会、そして、ことしの２月に開かれました冬の大会では17 基というような形でござ

いまして、40 回大会のときには36 基と多かったんですけれども、大体この30 基前

後で夏の大会は推移しているというような状況でございます。

　　この増の要因でございますけれども、記念大会とかということではなくて、この大会

を維持していくために26 年から消費税が５％から８％になったというようなこと、そ

れでいろんな機材、会場整備の部分がちょっと経費がかかってきたということと、警備

費ですとか燃料費の単価が上がってきているというようなことで、この150万円を増額

－59－



させていただいているということでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　それで、参加基数の減少、残念なことなんですけれども、これ

の原因、要因と、それの対策、今どのように考えているのか、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉原主幹。

○杉原祐二商工観光課主幹　この減少という部分でいきますと、おおよそ先ほども申しま

したが30 基ぐらいで推移しているというようなことでありますけれども、対策という

形でいきますと、早目に大会日程を周知するというようなことを行ってきているところ

で、航空運賃が安く利用できるというようなことであろうかと思いますけれども、なか

なか競技人口が減ってきているということも、これ現実的にございます。新たなチーム

というよりも学生チームも若干減りつつあるというようなところで、呼びかけといたし

ましては早目の周知、そして今ガス代とかそういうような部分が無料、今大会で負担し

ているわけでございますけれども、そういったことで増加のほうを今努力していきたい

というふうに考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　誰もがそういう知恵をすかっと出せて、それが結果に結びつけ

ば苦労しないんですけれども、ちょっとなかなか苦しい状況がしばらく続くのかなとい

うふうな、今私は現状認識を持っております。上士幌の一つの観光の柱、地域づくりの

柱ですから、やはり何とか維持あるいはアップさせる、そういう工夫が今後もいるんじ

ゃないかなというふうに思っています。

　　それともう一点、バルーンフェスティバルについてですけれども、これの実行委員長

はどなたですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉原主幹。

○杉原祐二商工観光課主幹　北海道バルーンフェスティバル組織委員会というものが設置

されておりまして、組織委員長は町長でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　ということで、これは以前からいろいろ話があったんですよね。

だから、1,000万もの事業費に対して、出す側と受け取る側が同じでいいのかというこ

とですよね。町長が出して、町長が実行委員長している委員会に出す。やっぱりこれは

いつかの時点で是正しないと、やはりいつまでも話の通る話じゃないんじゃないかなと

思うんですね。だから、その辺、ことしまた夏に向かいますから、何も町長じゃなくて

もほかの方に委員長かわってもらうとかということも可能なんでしょうし、絶対町長じ
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ゃないといけない、多分いろいろな委員さんがつらなって町長が実行委員長になってい

るんでしょうけれども、その辺もどこかから指摘を受けるようにならないように、ここ

ら辺は検討したほうがいいんじゃないかなと思いますけれども、いかがですか。副町長

でもいいですよ。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　基本的に委員のおっしゃることも理解できるところでございます。

ただ、この北海道バルーンフェスティバル組織委員会のメンバーといいましょうか組織

の中に、実は以前からいわゆる周辺の町村のほうにも一緒に入っていただいて、当然、

近は余り遠くまで行くことはなくなりましたけれども、結構隣町まで飛ぶという可能

性も十分あるということで隣接町にも入っていただいて実は組織委員会もつくっている

ということで、いわゆる町内だけの組織ではないんですよね。もちろん国の機関なり、

あるいはそういった全道レベルのそういったスカイスポーツ関係の組織にも応援をして

いただいたりということがあるものですから、どうしてもこの組織委員会のトップとな

ると町はやはりトップがなるというのが一般的にはやっぱりそういう形になっておりま

すので、そういう意味では町長が長年委員長としてやってきているということがござい

ますので、その辺は町内のみの団体での組織と、あるいはそういう町外も含めた全道レ

ベルのそういった組織ということでのあり方がちょっと若干違うのかなというふうに思

っていますので、ご指摘の部分は理解はできますけれども、その辺も含めて今後検討さ

せていただければなというふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　誰から言われても十分説得力のあるそういった説明ができる、

そういうものにしておかないといけないんじゃないかなと思っております。

　　次に、127ページ、大学連携調査事業96 万ですね。これで、大学に委託していろい

ろな調査をやるわけですね、滞在とか体験型観光プログラムはどうかと。それで、現地

調査を６月、８月、２月、３回やるようになっています。６月、８月、２月と、確かに

上士幌の観光のオンシーズンなんですね。ある程度放っておいても観光客の方は来てい

ただけるんですよ。

　　ところが上士幌の観光の今の悩みって端境期なんですよね。だから、本来であれば５

月のゴールデンウイークのときにたくさんお客さんに来ていただきたいんだけれども、

まだ５月のゴールデンウイークは上士幌はまだちょっと冬の名残ですし、花の開花も少

ない。ただし、せっかくのゴールデンウイーク、５日、６日あるんだけれども、そこで

呼び込みの少し材量というかネタが少ないと、その辺が悩みですよね。それで、きれい
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になった、雪も解けてそろそろといったらもう６月ですから、本州とか全体の観光シー

ズンは終わっているわけですよ。

　　それで、もう一つ言えば、11 月ですよね。10 月に紅葉終わって12 月にスキーシ

ーズンなんか始まるんだけれども、11 月は完全に端境期になって、宿も閑古鳥鳴きま

すし、全体に寂しいと。じゃ、そういう端境期をどう埋めるかと、どう魅力をつくり出

していくか、それがやっぱり上士幌の観光の平準化をどうつくるかというのが一つ大き

な上士幌観光の課題なんですよね。

　　だから、５月にも11 月にもいろいろネタはあるんですよ。例えば、ちょっと私のか

かわっているアーチ橋なんていうのは、夏は葉っぱが茂って見えないんですよ。そのか

わり 11 月になると、葉っぱが見えてすごく全体の橋が見えやすくなると。それが、も

のの提案の仕方で一つのツアーとか、もうピークがつくれるんですよね。

　　だから、どこかその辺でオフシーズンをどう盛り上げていくかというのが大切なので、

この辺はいいときにそういう調査をやればいい結果出ますよね、たくさんお客さんが来

ている。そうじゃなくて、悪いときにどう誘客をするのか、その辺をやっぱりしっかり

調べてほしいと思うんですよ。そこがやっぱりこういう調査の目的であるべきだと思う

んですね。

　　たしか、以前北海道大学で町の調査やったときに、これ、たしか佐々木委員が指摘さ

れたんだけれどもね。町の調査やるときに季節のいいときに来るんじゃなくて２月ぐら

いの非常に町の人が苦労しているときに調査に入ってくれと。そのときなんですよ。だ

から、今の例えばそういう町の人の暮らしが、３月のここの大雪の中で町の高齢者とか

どういう思いをしているんだ、どんな大雪でえらい思いしているんだと。それを見たら、

初めて全体のまちづくりが見られるんですよ。だから、季節のいいときに来たって、そ

れはそれでいいレポート書けるんだけれども、悪いときに見たらどうなるんだと。それ

ずっと移住定住にもつながるわけですけれども。

　　ですから、ちょっと話戻りますけれども、大学の連携調査の時点においては、この調

査月を少し考えていただきたい。回答、いかがでしょうか。

○委員長（中村保嗣委員長）　松下主査。

○松下慎治商工観光課主査　委員ご指摘のとおり、認識しております。いかに年間を通し

てへこんでいるときにきちんと平準化を図っていくかというのは、観光の大きな課題で

あるというふうに認識をしております。

　　今回は大学さんの協力を得て進めていく事業になるんですが、そのあたりは講師の

方々ともきちっと情報を共有しつつ、ただ大学の学生さんのスケジュールとかもありま
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すので、どういう方法でそのあたりをカバーできるかということについては、引き続き

講師の方と継続して協議を進めてまいりたいと思っております。

　　また、この調査については地域の観光関係者にもかかわっていただく必要があるもの

であり、その部分についても地域の方々と一緒によく意見をお伺いしながら進めてまい

りたいというふうに考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　129ページ、自然館の維持管理経費、この中で光熱水費が298

万ほど計上してあるんですけれども、ここの自然館の空調設備は設計事務所がかなりの

思い入れというか、ちょっと自分なりのオリジナリティを出して地中熱を使ったりして

やっているんですけれども、この辺、空調が今まで使ってきて当初の目的というか目論

見どおり働いて、中にいる人、来られたお客さんが快適に思われるような、そういう空

調環境になっているのか、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　須田主幹。

○須田　修商工観光課主幹　光熱水費につきましては、自然館が２年目がまだ全部終わっ

ていないところということで少ない実績の中、昨年度よりも多い金額を計上させていた

だいております。大きいところは電気料なんですけれども、そこで今委員のおっしゃっ

た新しい空調なり暖房システムが機能しているかどうかということがあるわけですけれ

ども、空調システムのほうにつきましては、土壌蓄熱式暖房を利用して外の外気を土の

中を管をくぐらせることによって若干温めて、冬はですね、管内に通して、空調による

暖房のロスを少なくするという方法になっております。

　　実は、空調のダクトの外から入ってきて中に入る吹き出し口ですね、そこに今設置し

た業者さんのほうで温度計を設置しております。これのまだ集計が、今設置してあるも

のを外して、それを読み取って集計するんですけれども、その作業がまだ終わっており

ませんので、具体的に外気温が何度のときに何度で入ってきているかというのは、まだ

数字としては正確な数字は押さえられてはおりません。けれども、管理上、吹き出し口

のところに手をかざして確認したりという作業は行っておりますけれども、もちろん内

気温よりは冷たい空気が外から入ってきておりますけれども、それほど外気温がそのま

ま入ってきているということではないので、やや暖かい空気が中に流れてきているとい

うのは、そういう感覚でははかることはできておりますので、そのようになっているの

かなというふうに現時点では認識しております。

　　あと、温度の設定につきましては、去年、ことし二冬目なんですけれども、去年の状

況を踏まえて温度設定はしております。大体、朝マイナス、ことしはそんなに冷え込ま
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なかったですけれども、マイナス30 度近くになったときで、大体広いあの一番展示室

の空間のところ、あの辺で大体朝来て17 度とか、それぐらいまで下がっています。そ

の後、日中にかけまして温度は急激に上がって、大体日中はそういう寒い日でも20 度

ぐらいから 20 度か 21 度ぐらいの温度を保っているという状況でございます。

○７番（角田久和委員）　はい、よろしいです。

○委員長（中村保嗣委員長）　 10 番、中島委員。

○１０番（中島卓蔵委員）　129ページの農林商工等連携事業についてお尋ねします。

　　これ例年同じような予算計上しておりますが、事業効果としてはどのような認識をさ

れておられるのか。

　　それから、２点目として今国が進めるふるさと創生もそうなんですが、これだけの事

業展開するに当たりましては、やっぱり移住定住対策とか雇用対策とか経済効果の波及

効果とか、そういうことが徐々に出てくるような事業展開ということがこれから求めら

れるんじゃないかと思うんですね。だから、そういった中で担当課として、これずっと

継続事業で同じような内容でこの事業を進めていかれるのか、もっと先、進んだ考え方

があるのか、その点ちょっとお尋ねしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　平岡主査。

○平岡崇志商工観光課主査　私のほうからは、26 年の農林商工等連携事業の補助実績に

ついて、まずお話をさせていただきたいと思います。

　　平成26 年度につきましては、４件で377万8,183円の補助のほうをしております。

中身につきましては、上士幌町アンテナ推進ショップ事業ということで、トカトカのシ

ョップにおきましてＳＴＶラジオとコラボしまして、そういう上士幌町含めた情報ＰＲ

の発信をしている事業に対して100万円の助成をしております。

　　また、新たな上士幌町の特産品開発研究事業ということで、しんむら牧場さんと十勝

養蜂園さんのほうのコラボ事業のほうではちみつミルクジャムという新しい商品開発を

しまして、その新商品とパッケージ事業について100万円補助をしております。

　　３点目につきまして、さきに本町に奉じた協力隊の井上推進員さんのほうが新しく起

業しましたピザの店パピリカにつきまして、ピザの焼く窯につきまして機器の購入につ

いて助成をしておりまして、これが 77 万8,183円補助しております。

　　 後、４点目だったんですけれども、ノベルズ食品さんのほうで十勝ハーブ牛ブラン

ド内臓肉の新商品開発事業ということで、今まではほとんど活用してこなかったハーブ

牛の内臓肉を、お声が随分高いというもので、味づけ肉として商品化して売っていくと

いうようなことで、それに係る急速冷凍機だとか機器の購入費に100万円を補助してい
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るということで、 26 年度は４件で378万183円でやっております。

　　また、平成21 年から25 年度の実績につきましては、全部で20 件で1,421万132

円ということで、この間、ドリームヒルさんのアイスであるとかナイタイ和牛ですとか、

そういった部分でふるさと納税とか地域の地場産品の商品開発について、この事業につ

いては大きな効果を得ているというふうに考えているところでございます。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　 10 番、中島委員。

○１０番（中島卓蔵委員）　今の補助に関しては理解いたしますが、ただ、この事業がた

だ補助だけで終わってしまうのか、それとももっと別な形でね、これ農業、林業、商工

業全ての業種がやっぱり加盟しているわけですから、その業種が一つになってやっぱり

新しいまた考え方があってもいいと思うんですね。ずっと予算計上して補助だけ出して

いて終わってしまうんだったら意味がないような気がするんですけれども、これからの

考え方としては、国もふるさと創生ということで力を入れていますので、やっぱりその

辺の考え方も担当課としては入れて、将来に向けて事業の見直しというのも進めていく

べきかと思うんですが、考え方があればちょっとご説明。

○委員長（中村保嗣委員長）　柚原課長。

○柚原幸二商工観光課長　今のご質問なんですけれども、うちの担当のほうから実績とい

う形でご紹介させていただきましたが、その中で一応ジャムだとかジェラートだとか、

いろいろ商品化になった商品も実際ございまして、それは全国展開も実際やっている商

品もございますので、この農林商工の補助事業が一定程度日の目を見ている事業も少な

からずもあるので、この部分については皆さん各団体なり事業者なりがやる気のあると

ころには町としてもぜひ積極的に補助を出して、ＰＲ事業だとか製品の開発というのを

みずからやってもらうというシステムの中ではぜひ継続して実施していきたいし、当然

商工会なり農協なりとも連携して、そういった地場産品をつかて、これから商品や何か

の開発も含めて今後継続して実施していきたいなと、そんなような考えではおります。

○委員長（中村保嗣委員長）　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　日本ハムファイターズ応援事業の100万円の使用用途につい

て説明を願いたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　中田主査。

○中田将雅商工観光課主査　日本ハムファイターズの応援事業につきましては、2013 年

から179市町村を回って選手が応援していただけるということで、３年目の翌年度、私

どもの上士幌町に該当しました。
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　　大きな事業としましては、ファイターズのほうから町民観戦ツアーという形で100名

の方をご招待いただけることとなっております。私どもが行くだけではなくて、その場

で札幌ドームでＰＲできるようなシステムをつくっていただくようにお願いしておりま

す。

　　また、このぺナントレースがたくさんある中の札幌ドームでの開催日、５日間程度だ

ったと思うんですけれども、こちらで大型ビジョンで特産品のＰＲ、また選手のヒーロ

ーショー、各賞の商品提供を考えております。

　　また、もう成人式のビデオメッセージをいただいたりとか入学式の祝電などもいただ

く予定になっておりまして、この１年さまざまな事業が展開しております。

　　また、 後のシーズンオフには、こちらに選手が来ていただいて子供たちに野球を少

し教えていただいたりとかトークショーという形で町民の皆様にご披露したりというこ

とを考えております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　ちょっとお聞きをしたいのは、ファイターズ応援実行委員会

というのはどういう形でつくられたのか、あるのか。ちょっと初めてこの応援実行委員

会については目にするというふうに思うので、それでまず使用用途をお聞きをしたんで

すけれども、もう一つは、100名の招待があるというのを、どういうふうに町民に分け

るのか、その考え方も含めてお聞きをしておきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　中田主査。

○中田将雅商工観光課主査　申しわけございません。組織につきましては、これから３月

末、４月にかけまして、特産品ＰＲ、上士幌町ＰＲというところもございますので、農

協、商工会、各団体と一緒に組織化等をしていきたいと思います。また、各事業で子供

たちがかかわる事業がございますので、教育委員会、校長会、教頭会、野球少年団、野

球協会なども絡めて組織化をしたいと思っておりますが、こちらにつきましては今これ

から準備段階でございます。

　　町民観戦ツアーにつきましては、これまでも昨年でいけば鹿追町、足寄町とか実施し

ているところをお聞きしまして、各町民の皆様からお申し込みいただきまして、１組２

名様という形になるかもしれませんが受けまして、ある程度の皆様をお連れしたい。多

くなれば抽せんになるかもしれませんが、お連れするようなシステムを行っていきたい

と思っています。

○委員長（中村保嗣委員長）　６番、佐々木委員。

－66－



○６番（佐々木　守委員）　これ、質問というよりこちらの意見になるのかもしれません

けれども、こういった夢のある事業はぜひ子ども・子育て支援というのを念頭に置くん

だという町だったら、中学生や高校生を全員一度連れていってやるぐらいの腹があって

もいいのかなというふうに実は思っています。

　　なぜ、これが商工観光なのかなというのが、実はこれ質問した も 初の見かたなん

です。今お話聞いたら、こういった札幌ドームでの宣伝効果を高めるというのは高まる

ので非常にいいアイデアだというふうに評価をするところですけれども、子供たちに夢

をというのが、僕はこういうプロスポーツの一つの社会的な貢献なんだろうと思うので、

そういうことも踏まえて考えるべきではないか。応募すれば、きっとこれ予定以上の応

募者が来て、誰が当たって誰が当たらないみたいな話にきっとなるんだろうなという心

配もするので、今つくる、これからつくる実行委員会の中で行政の考え方もよく反映し

ながらやるということが必要じゃないか。

　　それから、もう一つ思うことがあります。今経済的にさほど問題がなかったり家庭的

に問題ない子供たちは、きっと札幌ドームに行っていると思います。しかし、なかなか

両親の仕事や、あるいは家庭環境で行けないという子供たちもいることも事実だという

ことをちょっと頭に置いて、それは僕の考え方です。中学校のある学年であるとか、高

校のある学年であるとか、高校の場合は町外者もいるんですけれども、それも一つの、

これからの観光振興というような意味合いの中では対応できるんじゃないかなという気

がするんですが、そういったことも含めて、今後この事業について検討いただけるかど

うか、考え方をお聞きしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　中田主査。

○中田将雅商工観光課主査　先ほどの町民観戦ツアーにつきましては、これから組織をつ

くりまして、そこで協議したいと考えております。１つ、私どもも事前に調べてはいる

んですけれども、高校生につきましては、特に野球部の方とプロの方がお話すること自

体がちょっと高野連等といろいろな絡みもありますので、そこら辺は慎重に行っていき

たいと考えております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　３時００分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。
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（午後　３時１１分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか、質疑ございませんか。

　　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　121ページの糠平温泉文化ホールの施設の件なんですけれども、

この年間利用率がどのぐらいなものなのかということをちょっと聞きたいことと、承知

のように、糠平地区においては旧ホテルの解体から環境省の中で公園整備というのが今

後入ってきます。それで、先ほど各委員の中にもあったんですけれども、糠平の振興と

いう形と活性化を結べた中では、アーチ峡だとかトロッコですとかあらゆるものが、自

然館ですとか、そういう素材はアウトドアタイプというのは整っておりますけれども、

やはり糠平温泉の文化ホールの施設の利活用が私から見るともう少し観光協会でこれを

利用して誘致をするとか、町内会を呼び寄せるとかということが必要ではないかと。公

園もできることであるから。これからのことであるけれども、やはりこの大変立派な施

設を利用しながら糠平の観光振興に役立てていかなければ、その意味がなしてこないん

じゃないかなと。

　　公園構想もあるんで、とりあえず糠平温泉の年間利用、どのような回数で利用されて

いるか。詳しくはいりません。そういうことを伺います。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉原主幹。

○杉原祐二商工観光課主幹　申しわけございません。ちょっと手元に正確な数字は持って

きていないんですけれども、おおよそ3,000人。違いました。

　　すみません、ちょっとお願いします。

○委員長（中村保嗣委員長）　暫時休憩します。

（午後　３時１２分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　３時１３分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　杉原主幹。

○杉原祐二商工観光課主幹　大変失礼いたしました。

　　平成24 年度が3,700人、 25 年度で7,600人という形で伸びている状況でございま

す。今委員ご指摘のとおり、この文化ホール、集会室を含めまして大きな人数が入るよ

うな施設になっておりまして、例えば高校さんですね、今利用の実態でいきますと、帯
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広の高校さん３校ほどが春の宿泊研修に利用されていたり、夏場であれば高校の合唱部

さんですとかブラスバンドの合宿が入っていたり、あとは冬期間になりますとスキー大

会の開会式等々の利用が大型ではあるところでございます。平成26 年度でいきますと、

先ほどもありました80 周年の記念式典ですとか、そういったものを実施してきている

ところでございます。

　　そういった意味でいきましては、そういう誘客のために、そういう学校、修学旅行等

の利活用も今後も進めていかなければいけないというふうには認識しているところでご

ざいます。

○委員長（中村保嗣委員長）　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　それは総合して25 年度は7,600人と。回数がこれ、そのとき

で 77 回ですか。月別で見ると、それほど使ってないのかなと。４月あたりは16 回と

いうことになっていますけれども。やはりそのうち今言われたことは、多分町外の団体

もしくはそういうことかなと思われます。町内にも山開センターというか文化ホールも

ありますけれども、やはり糠平の観光振興、それから糠平観光協会含めた中で、町内の

文化協会、芸術観賞だとかいろいろなものがあるわけです。確かに町民が一番行きやす

いというところは文化ホールですとか、視聴覚室ですとか、山開センターなんですけれ

ども、その辺をうまくスケジュール調整した中で、今後やっぱり公園も立派なものがで

きるということを想定したならば、そのものも含めて内部的な文化ホールの利活用を推

進していかなければならないんじゃないかと思うんですけれども、そういう話というの

は観光協会としているのかどうか。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉原主幹。

○杉原祐二商工観光課主幹　今、委員ご指摘のあったように、もちろん自然館のほうでも

特別展示とかやっているんですけれども、文化ホールのほうでも写真展等をやっており

まして、そこに入館された方々に見ていただくとかというようなことはやってきている

ところでございます。

　　今ご指摘のございましたとおり、糠平中央園地等が整備されますと、そこに隣接して

いる施設になりますので、そういったことも含めまして、一番はその整備によりまして

糠平温泉街を周遊して歩いていただくということでございますので、その中に文化ホー

ルもそういう自然館とともにそういった形で利活用していくようなことを今後検討して

まいりたいというふうに思っております。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか、ございませんか。

　　６番、佐々木委員。
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○６番（佐々木　守委員）　ちょっと教えていただきたいんですけれども、123ページの

負担金、これ日本公衆電話会というふうになって2,000円なんですけれども、これはど

ういう予算なのか、ちょっと説明をお願いしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　暫時休憩します。

（午後　３時１８分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　３時１９分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　杉原主幹。

○杉原祐二商工観光課主幹　大変申しわけございません。

　　この電話、公衆電話会、括弧で三国峠と書かれていると思うんですけれども、こちら

のほう、カード式電話になっておりまして、この会に入って使った分の度数、もう古い

あれですけれども、度数分が歳入で入ってくるというような形になってきております。

新年度の予算でいきますと5,000円ほどの歳入を見込んでいるところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに、ございますか。

　　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　新たな、これ今までもそうしたら払っているんですね、昨年

の予算書に出ていますか。ちょっと突き合わせをしたときにわからなかったということ

があったので。出ていたのなら、僕が欄の間違いか見間違いということでわかるんです

けれども。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉原主幹。

○杉原祐二商工観光課主幹　これは毎年、あそこにカード式電話がついてから、こちらの

ほうを負担金として支払っているところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに、質疑ありますか。

　　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　今の続きで。

　　ちょっと僕の記憶では初めてのような気がしたのでお聞きをした。それ、なぜ聞いた

のかというのは、こういう事情があります。ことし、御存じのように消防ではデジタル

無線に伴う十勝広域化になります。デジタル無線云々の議論の中で、まさしく三国峠か

ら糠平まで普通の携帯電話の届かないところ、通話不能な区間があります。消防の無線

は飛ぶんだけれども、事故起こした人は携帯電話が使えないから連絡ができない。近く

－70－



にある公衆電話までどうにかして移動せざるを得ない。近年のこの異常気象を考えれば、

これから何かのそういった災害が起きる可能性というのは非常に高くなる。

　　聞くところ、足寄町ではそういった地域の補助金を出して携帯電話の、これアンテナ

を立てるのかどうか、詳しくちょっと僕聞いていないんですけれども、そういったこと

までやっているということがあるので、できれば、これは民間会社ですから採算に合わ

なければつけないというようなことも含めてあるんですけれども、そういったライフラ

インに近い整備というのも糠平観光というか、そういう部分では非常に重要な部分では

ないのかというふうに考えているところです。

　　これに関して何か電話会社等に要請をしているとか要望を出しているとか、あるいは

そういった運動を進めているということがあれば、この際ご説明をお願いをしたいと思

います。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉原主幹。

○杉原祐二商工観光課主幹　ただいまのご指摘の部分ですけれども、糠平温泉街について

はホテルの屋上に共同アンテナつけて、あの周辺は通じております。清水谷から糠平ま

で、それと今ご指摘のあった糠平から上士幌町かいわいでいけば三国峠のトンネルまで

という形については今携帯が通じていない状況になっているんですけれども、現実的に

は要請活動は行ってまいっております。ただ、委員からもあったように民間会社のこと

なので、実は国立公園内でそういうつけるというような動きもあったんですけれども、

それが今でいけば大手３社の電波塔が３つ立つということは余り好ましくないというよ

うなことがございまして、それを１つにまず共同でできないかというようなことでちょ

っと頓挫してしまったというような経緯がございますので、また改めてそういった携帯

電話会社等に要請といいますか、状況について、また確認してまいりたいというふうに

思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　次にまいります。

　　ここで暫時休憩します。

（午後　３時２４分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　３時２５分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、土木費に入ります。

　　事項別明細書は131ページから143ページまで、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）　公園整備事業について質問いたします。

　　 27 年度どのような整備をするのかと、それから今後の公園の整備の関係なんですが、

ある程度壊れた遊具も撤去されましたし、ペンキ等の塗りの修理も大分進んでいますの

で、これから既存の公園そのものは修理とか程度でいいのではないかというふうに私は

考えております。今後、総合的な公園づくりを行う予定となっていますが、28 年度以

降になるんだと思うんですけれども、そのほうに力を入れたらいいのかなと思っており

ます。その進め方について、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　田中主査。

○田中義朗建設課主査　今ご質問のありました公園整備事業ということで、整備の内容に

ついてお答えしたいと思います。

　　まず、公園整備事業の需用費、施設修繕ということで計上してございますのは、交通

公園のトイレの修繕と、あと同じく交通公園に交流施設がございましてビニールのカー

テンで仕切るようになっているんですけれども、それがちょっと傷んできているという

ことで、それの修繕ということで計上しています。あと、航空公園のキャンプ場、駐車

場が暗いということの利用者からの要望がありますので、そちらに照明の設置というこ

とで計上しています。あと、工事請負費ということで遊具改修工事、こちらのほうは、

ことし26 年度に実施しました遊具の点検の際にふぐあいのあった箇所ですとか修繕が

必要な箇所、そこを修理すると、修繕するということで計上してございます。

　　続きまして、寺の沢園地改修工事、こちらは糠平の自然館の裏に寺の沢園地という園

地があるんですけれども、そちらの施設全体、ベンチですとかそういうところが老朽化

していますので、それの修繕ということで計上してございます。高台公園フェンス移設

というのは、今保育所の仮設のグラウンドで使っているフェンス、高台公園の児童園地

のほうのフェンスが大分傷んできていますので、まだ使えるということで、それを移設

するということで計上しています。

　　予算のほうについては以上でして、今後の公園整備ということなんですけれども、

27 年度につきましては関係予算は計上していないんですけれども、今後の中心市街地

の再整備ですとか、役場周辺の整備にあわせまして今後検討していきたいということで

考えております。あと、そのほかの公園につきましては、今までどおり点検して修理し

ていくということで考えております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。
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○８番（山本和子委員）　すみません、北団地の、そこまで入りますか。ページ数は141

ページなんですけれども。

○委員長（中村保嗣委員長）　大丈夫です。

○８番（山本和子委員）　はい。北団地改修事業で浴室の改修事業については多分26 年

度に引き続きやるんだろうと思うんですが、その後の改修について、空いたところの浴

室を改修するのはそれはいいんですが、現在入っている方についても、例えば計画的に

低でも玄関の戸がかなり壊れていますし、要望があった方について結構直っていると

ころもあるんですが、１階、北団地はこれから多分活用が頻繁にあると思いますので、

計画的にある程度利用できるような修理を行ったらどうかと思って、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　大塚主査。

○大塚利晃建設課主査　ただいまのご質問にお答えしたいと思います。

　　まず、北団地の浴室の改修工事につきましては、補正の部分につきまして、北団地が

ここ数年空き家状態になっている状態が続いております。その部分で補正で９戸のほう

に浴室ボイラー設置、あと９戸の配管工事のほうを進めていきたいということで予算を

計上させていただきました。

　　新年度予算の部分につきましては、先ほどドアとかその修繕につきましては、今まで

も住まれている方から修理の依頼があれば、現地を確認いたしまして随時修繕をしてい

るところでございます。

　　新年度の予算の部分につきましては、４月以降どのような形で退去するか想像という

かまだわからない状況でありますので、現状９戸の予算を計上させていただいておりま

す。今後、27 年度の部分で戸数がふえたり減ったりする部分がありますので、その際

にはまた補正等で対応するような形で進めていきたいと思っております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　尾形課長。

○尾形昌彦建設課長　ちょっと補足してご説明申し上げたいと思います。

　　ことし、今年度ですね、公営住宅の長寿命化計画というものを立てまして、当面公営

住宅の事業計画としましては西団地をまず先に建てかえると。これは古い順という、一

番質の悪い住宅をよくしていくという考えで建てかえるという考えでございます。その

後、北団地の東側半分を全面改善するような計画をもって、これで当面10 年間という

形になりまして、その後、北団地の建てかえ、残りの北団地の建てかえを行うというよ

うな考えを持ちまして計画を策定したところでございます。

　　つきましては、ほかの団地につきましては現状維持を基本としながら適正な維持管理
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をしていきたいというような考えのもとで進めてまいりたいというふうに考えてござい

ます。適正な維持管理の範囲は、例えば先ほど言われたドアの改修、今は合板のドアな

んですけれども、それを例えばもっといいものにするだとかという部分につきましては

今後ちょっと検討させていただきたいと思います。と申しますのは、やはり結露の問題

とかありまして、今のドアを例えばアルミ製にすると逆に今度結露水の吸収ができなく

て氷つきなんかの可能性もございますので、その辺はちょっと十分検討させていただい

てから対応を考えてまいりたいというふうに思っております。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかにございませんか。

　　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　141ページの定住促進賃貸住宅に関して3,450万の予算を組

んでいますけれども、この予算内訳についてどういう見積もりを持っているのか、ある

いはもうこの事業を使いたいという希望があってこういった予算を立てているのか、そ

の辺についてご説明をお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　山崎主幹。

○山崎浩司建設課主幹　予算の内訳なんですけれども、まず一戸建ての住宅、これの町内

施工業者分が４戸、あと町外施工者分が４戸、合計８戸ですね。あと、ある程度大きい

集合住宅の町内施工者分が２戸、町外施工者分が２戸で合計４戸。あと、かなり小さい

単身用の集合住宅なんですけれども、これの町内施工者分が３戸、町外施工者分が３戸

という形で予算のほうを要求してございます。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　これを見ると、今回要綱をかえて町外業者についても対応と

する、補助金自体は少し安くなるという形で組まれているものですけれども、この実行

度合い、つまり希望度合いというのはどうなのかも含めて。つまり、前例がなければと

いうか、そういった要請がなければ、なかなか要綱まではかえないというのが一般的な

考え方だというふうに思うんですけれども、その辺の状況について、もしわかる範囲、

問題のない限りで説明がいただければありがたいんですが、よろしくお願いします。

○委員長（中村保嗣委員長）　山崎主幹。

○山崎浩司建設課主幹　まず、はっきりしている分ですけれども、町内の施工で戸建てが

２戸、これがもう確実に多分４月以降申し込みがあると思います。あと、町外の分につ

いては、来年度分、問い合わせ等まだ来ていませんけれども、今までも毎年１件、２件

ぐらいは町外業者でも可能かという問い合わせは来てございます。

－74－



　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　続けて、子育て住宅に関しては、どういう見積もりでこの予

算を上げたのか、お聞きをしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　山崎主幹。

○山崎浩司建設課主幹　まず、この事業なんですけれども、26 年度から始まったわけな

んですけれども、今年度の申し込み状況なんですけれども、新築住宅の申し込みが８件、

中古住宅の申し込みが１件ありました。それで、子供の数としては全体で20 人という

形になります。今年度の要求額についてはまだ全然はっきり想像の件数しかわからない

ものですから、同規模、同件数ぐらいの申し込みということで予算要求してございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに、質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、消防費に入ります。

　　事項別明細書は143ページから145ページまで、質疑ありますか。

　　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　143ページで消防団経費1,700万計上してありますけれども、

これはことしの消防広域化に伴って町のほうから消防団の経費を直接払うという解釈で

よろしいんですかね。

○委員長（中村保嗣委員長）　高嶋課長。

○高嶋幸雄総務課長　消防費の消防団経費については従来から計上しているものでござい

ますので、ここに書いてある団員に要する報酬とか、それから消防団の車両維持管理経

費は、これまで従来も北十勝消防事務組合で支弁している経費でございますので、この

分の経費については従来どおりの経費でございます。

　　消防広域化につきましては、これまでもご説明していますとおり、平成28 年度から

運営開始というふうになりますので、平成27 年度は従来どおり、北十勝消防事務組合

で必要となる経費でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　じゃ、 28 年度以降は。

○委員長（中村保嗣委員長）　高嶋課長。

○高嶋幸雄総務課長　平成28 年度以降は消防広域化の段階でもご説明しておりますけれ

ども、現在、町村の消防団につきましては一部事務組合で条例を設置して、一部事務組

合の消防長の指揮になっております。消防広域化後は、消防団は広域化対象から外れる
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ということになります。ただ、実務上は、消防団の運営上は消防署員を町村職員に伴任

して、従来どおり消防署長の指揮のもとに活動するということになります。経費の関係

についてはまだ詳細は示されておりませんが、町村に残るということになりますのでこ

の部分は町村の予算で計上されることになろうかと思いますが、まだこれから計上の方

法は今後具体的に検討されるということになります。

○７番（角田久和委員）　はい、よろしいです。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか、ございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで暫時休憩とします。

（午後　３時４０分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　３時４１分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、教育費に入りますが、教育費は総務費、小中学校費

と社会教育費、保健体育費をページで区切って行います。

　　まず、総務費、小中学校費。

　　事項別明細書は146ページから166ページまで、質疑ありますか。

　　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　初めに、148ページのスクールカウンセラーについて質問いた

します。

　　私が見る限り、多分今年度初めてなのかなと思うんですが、どのような活用になるの

かと、それから今後の予定について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行教育委員会主査　スクールカウンセラーについてでございます。

　　本町におきましては、いじめ問題に関する重大な事態が発生した場合に備えまして、

平成 27 年、本年２月に上士幌町いじめ防止基本方針を定めさせていただいております。

重大事態が万が一発生した場合につきましては法律に基づきまして調査を進めることに

なるわけですけれども、教育委員会の附属機関といたしまして上士幌町いじめ問題等対

策委員会を必要によって設置したいと考えております。その中の構成メンバーといたし

まして、心理士等の専門的な知識や経験を有する第三者の方、もしくはスクールカウン

セラーの方等の報償費として費用弁償分も含めまして２名分の経費を計上しているとこ
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ろでございます。

　　いずれ、所管の常任委員会のほうには今回策定しました計画のご説明をさせていただ

きたいと考えております。

　　以上、ご報告いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　そうしますと、これからも多分ずっとこのスクールカウンセラ

ーの予算は組まれるんだろうと思うんですが、スクールカウンセラーは、たしか私の記

憶では芽室かどこかで派遣といいますか、芽室職員じゃないんですが、帯広のほうにい

る方を何カ所か派遣してもらって回っていることを聞いたことがあります。そのときに

上士幌町で講演会がありまして参加しました。その経過がありますので、多分このスク

ールカウンセラーの方はいろんなところを回っているんだと思うんですよ。ですから、

多分この２名の方が入られて随時対応するとしても、その事によりますけれども、もし

万が一いろんなことがあればその方で足りるのかという点では、きちんとスクールカウ

ンセラーそのものを町として常時、派遣ではないんですがそういうふうにできないもの

か。多分これからいろんな、今回いじめ問題もありますし、いろんな意味で教員も親も

子供も結構悩み事が多いので、そういう意味でスクールカウンセラー、これからぜひ連

携とりながら進めてほしいなと思って、とりあえずその出発点として今回予算組んだこ

とについては評価したいと思っています。よろしくお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　答弁求めますか。

　　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　このいじめの基本方針は何か制定されたというのを見たんです

が、ちょっと私もこれから常任委員会に相談されるというので、その中でもいろいろ議

論していきたいと思っていますので、この件については結構です。

　　次に、150ページの認定こども園劇団謝礼の件なんですが、ずっと予算委員会で質問

してきまして、ようやく例年より10 万円ふえまして22 万ほどですか、20 数万にな

りました。ただ、これだけでは私はまだまだ足りないというふうに把握しておりますが、

今後の課題等について、それからこの企画の内容について、もう既に決まっているんだ

ろうと思うんですが、その点について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　渡辺主査。

○渡辺純一郎保育課主査　山本委員のご質問にお答えします。

　　委員、おっしゃるとおり、これまで１回分の予算を見ておりました。次年度は２回分

の予算ということで計上をしております。ただ、内容につきましては、まだ具体的な内
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容は定まっておりません。ただ、子供たちにいろんなものに触れていただいて、すばら

しいものを見せてあげたいと思っております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　予算が倍になったのはいいんですが、２回分で倍になっても１

回分の公演そのものが10 万ちょっとということで、企画の選び方がかなり厳しいんで

はないかと。10 万だったら、公演料だけでも普通二、三十万はしますので、２人で来

ても十五、六万しますので、どんなに町村が組んでも１回10 万円の公演といったらか

なり厳しいんじゃないかと私は把握しますが、その辺についていかが思いますか。

○委員長（中村保嗣委員長）　西保主査。

○西保洋子保育課主査　山本委員の質問にお答えいたします。

　　毎年10 万円前後で180名程度の子供たちを見てくれるという、そういう案内の劇団

からのチラシがいっぱい来るんですよね、その中から選ばさせていただいて今まで行っ

ていました。昨年度２回ぐらいやりたいということで上げたんですけれども、１回きり

だったんですよね。それがことしは２回分ついたということで、少し進歩はしていると

思うんですよね。まだまだ子供たちにとって必要な文化に触れるとか、いろんなことに

とって必要なものだと思いますので、これからもう少しどんな劇団があってどんな催し

物をしてくれるのかとか、人形劇だけではなくていろんなものに触れたいというのが、

ちょっと認定こども園になってから考えていきたいなということもありまして、その中

から少しずつふやしていくということで考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　今回の件についてはわかりました。多分保育所のほうにもいろ

んな団体からパンフレット行っていると思うんですよ。そのときに多分、保育士はこれ

ぐらいの予算だろうということで多分その方々が行くんだと思うんです。例えば学校の

ほうにも、もちろんそういうふうにパンフレット来ます。学校のほうは北海道から来ま

すので、大体予算これぐらいだろうというのを見込んで行くと思うんですが、一般的に

は学校と保育所関係というのは少な目に予算とる、少な目というのは少ないだろうとい

う前提で、結構劇団の方も割安で提供することが多いと思うんですよ。ですから、いろ

んなふうに目配りしながら、もちろん自分のところに来ている団体も含めて、もうちょ

っと広げたらいいと思うんですよ。教育委員会のほうに来る予算のほうは、結構幅広い

ですね。道の補助金つきますので50 万、中には100万もあれば、もうちょっと広げれ

ば、去年の札響もそうなんですがウン百万単位のものもありますし、そういうふうに幅
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広く選ぶ対象を見てもらって、まずいいと思ったものは予算要求してほしいというふう

に思っています。これは、答弁はいいですので。

　　次に、153ページの異文化交流推進なんですが、153ページ。これは、27 年度から

新たに採用される英語の関係の講師の方だろうと思うんですが、どのような活用になる

のか。実際保育所の先生でありませんので教えるわけではありませんし、どのような活

用になるのか、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　渡辺主査。

○渡辺純一郎保育課主査　委員の質問にお答えします。

　　異文化交流推進費ということで、英語の話せる方をこども園に常駐するということで

ありますけれども、メニューとしてはレッスン形式のものも、形も設けますけれども、

基本的には園の中での生活や遊びを通して自然に英語に触れていただく、その中で英語

を好きになっていただいて今後の英語の教育に生かしていただきたい、まずは触れてい

ただいて好きになっていただきたいということがメーンであります。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　多分人件費分だろうと思うんです。かなり結構金額的には高い

と私は把握していますが、基本的に保育所の子供たち、保育所の先生方はまず遊び中心

にいくと思うんですけれども、その方がそこに常時いてずっと授業するわけでもない、

遊ぶ、触れ合う機会は大事なんですが、私は触れ合うとしたらカリキュラムの中でどう

いうふうにするんだというのがなかなか見えてこないんですが、私は基本的には保育所

の子供というのは、今多分１歳児からですか、入って５、６歳までいるときに、それぞ

れの発達がありますので、基本的には遊びだと思うんですよ。基本的に天気よければ外

に行って遊ぶという中で、逆にこの先生がいることによって園の中での触れ合うことを

中心にいっちゃうと、基本的な子供の遊びがちょっと脇道にそれるんじゃないかと逆に

心配を私はします。

　　ですから、もともと基本的な園外で遊ぶとか基本的な従来どおりの保育の中でその先

生が触れ合うならいいんですが、その先生をかなりの金額で雇った場合に、その先生中

心に何か保育が流れるんではないかと、そのことが逆に子供たちにとってどうなんだろ

うかという、逆に私は心配していますが、その点についてどのような保育に、保育の内

容までは私介入はしませんけれども、そういう全体的な流れがどうなるのか心配してい

ますが、その点について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　高橋課長。

○高橋　智保育課長　中身につきましては、基本的には今までの保育の中に一緒にいてい
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ただいて、一緒に遊びながら一緒に学んでいただくということを基本で考えおります。

だから、その先生を中心に動くというふうにはこちらとしては考えてはおりません。

　　あと、人件費につきましては、これは住宅料から光熱水費まで全て含んだ委託料とい

うことになっておりますので、ちょっと高額に感じるかもしれませんけれども、そうい

う部分も全て含んでいるということでご理解をいただきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　そうすると、この委託というのはどこか、教育委員会のほうも

そうですが、委託をしてきてもらっていますので、そういうふうにどこかにお願いをし

て、どこかの例えば会がありますね、そこから委託して来てもらうのか、その辺も含め

て質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　高橋課長。

○高橋　智保育課長　現在教育委員会のほうに来ています方と同じ会社のほうから委託を

して、そちらの会社のほうに委託をするということでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　従来どおりの保育を大事にしながら、英語の先生の触れ合いを

ぜひしてほしいなと思って質問させてもらいました。

　　次に、154ページの水泳プールの問題について質問いたします。

　　 26 年度につきましては夏休みの午前中の開放を２週間ほど、前年に比べて延ばして

いますし、かなり利用がふえているんではないかと思いますが、その状況についてと、

それから午前開放についてと、それからもう少し広げるのかというのと、こども認定園

ができましたので、子供たちの遊びといいますかプールも水遊びですので、それ含めて

どんなふうにこのこども園のプールといいますか水泳をどんなふうにプール活用できる

のか、ぜひ検討してほしいと思っていますが、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行教育委員会主査　上小の水泳プールにつきましては、平成26 年度の開館期間

につきましては６月２日から９月12 日までで103日間でございました。延べ利用人数

につきましては、5,766人でございます。１日平均にいたしますと57 人でございます。

前年度と比較いたしますと、１日の利用人数につきましては3.64 名ほど増加しており

ます。夏休み期間の午前中の開放につきましては、本年度につきましては２週間に延長

いたしましたけれども、124名の利用がございまして、１日平均にいたしますと８名ほ

どでございますけれども、午前開放が浸透してきておりますので、新年度につきまして

は夏休み期間のうちお盆の期間３日間を除いて夏休み全ての期間で開館したいというこ
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とで今計画しているところでございます。

　　私のほうからの説明は、以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　高橋課長。

○高橋　智保育課長　現在保育所のほうでの水遊びにつきましては、たらいに水鉄砲程度

という状況で遊んでおります。また、このプールになりますと、プール遊びは今のとこ

ろ検討した経過がありませんけれども、プールとなりますとやっぱり安全上、かなり人

がついていないと危険というのがありますので、そういう体制が組めるかどうかも含め

て検討はしていきたいなというふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　今までは保育所と教育委員会がありまして、いろんな意味でお

互いに話し合いしなければいけないということだったんですが、今回教育委員会に両方

入りましてこども課なので、いろいろ連携とれると思うんです。

　　私は、もともと子供は羊水の中、お腹の中にいますので、子供が本当に産まれたとき

から水遊び、水は大事だと思っています。だから、Ｏ‐157になる前は保育所の前ので

っかいプール、水、本当に消毒もない普通のプールに水を入れて、午前中ずっと入れて、

先生もいらっしゃるので、そういうふうにやってきました。すごく喜んで遊んでいまし

たけれども、Ｏ‐157になってから一切なくなっちゃって、幼児期の子供たちが水に触

れる機会が全くというかほとんどなくなりました。それで、その後、土日若干行くこと

もあるんで、土日なくなっちゃって、触れる機会がなくなったと。

　　そういう意味では本当にせっかく温水プールになっていますので、子供たちに絶対プ

ール、水遊びさせてほしいなと。こっちの狭いほうのプールだったら危なくないと思う

んです。こっち側は確かに危ないと思うんですが、見ながらいけば。あと、小さい子の

ほうも、確かに子供が入っちゃうとあっぷあっぷしますけれども、それは先生方もきち

んと水着を着て入る、それが前提ですので、そういうふうにすれば全然危ないというか、

危険だと考えたら全て危険ですので、何が大事かと考えたら、せっかくあるプールを利

用すると、活用すると、それがどんなに大事かということを考えながらしてほしい。同

じ課に移りましたので連携しやすいし、多分スクールバスで移動しなければいけなくな

ると思うんですが、その点も含めて、ぜひ検討すべきだと思いますが、よろしくお願い

いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　高橋課長。

○高橋　智保育課長　この件につきましては、持ち帰って検討もしてみたいと思いますけ

れども、また、ことしもいろんな自然体験学習等もふやしておりまして、行事等も結構
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ふやしてきている状況もありますので、そういう中で調整をしながら検討していきたい

というふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　３時５９分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　４時０８分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　158ページの学校推進協議会について質問いたします。

　　若干ですが増額されておりますが、その内容。特に演劇鑑賞の金額についてどれほど、

多分ふえていると思うんですが、その点について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行教育委員会主査　学推協の補助金についてでございますけれども、増額の中身

につきましてはほぼ芸術鑑賞に係る経費でございまして、これまで小中学校合わせまし

て 40 万円の予算であったものを60 万円に増額させていただいたものでございます。

平成 27 年度以降につきましては、小学生向けての鑑賞会、中学生向けの鑑賞会、それ

ぞれに分けまして開催する計画があるとお伺いしていますけれども、そのために十分な

予算を確保していただきたいということで学校の先生方から要望が強かったものでござ

います。

　　以上、ご説明といたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　ようやく何年かがかりで増額させてもらって、これからも要望

があれば作品自体いろんなのが来ていますので、その中で見せたいものがあれば、多分

ここが30 万、 30 万かわかりませんが、ぜひ要望に応えるようにしてほしいなと、こ

れは要望です。

　　次に、就学援助の関係で159ページなんですが、これについて質問いたします。

　　今まで生活保護費の引き下げによる影響はないというふうにされてきたんですが、

27 年度も影響がないのか。それから、どうしても支給決定が６月末から７月になるん

だろうと思うんですが、それを早められないか。多分、住民税、税金の確定が５月ぐら

いになるから難しいという話も聞いているんですが、本当に支給決定が多分されるだろ
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うけれどもできるんだろうかと、特に高校に入った場合には案内も来ていないので就学

援助制度があるのも初めて行けば知らない方もいますので、早めることができないだろ

うということで質問させてもらいます。

○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行教育委員会主査　就学援助についてでございます。

　　平成27 年度の就学援助の考え方につきましては平成26 年度と同様に考えておりま

して、水準につきましては同様に考えております。

　　平成26 年度小学校費においては継続者が41 名、それと合わせまして平成27 年度

から新規に18 名ほど見込みまして、今回438万3,000円ほど小学校費で計上している

ところでございますけれども、あわせまして中学校においては継続者が22 名とあと新

規に６名程度見込みまして、353万円程度計上しております。

　　既に、新年度分の申請を受け付けておりまして、申請者に対しましては６月中旬の課

税台帳が整備後に所得が確定した段階で認定、非認定のほうを示させていただきますと

いうことで、結果通知もその時期にお送りさせていただくというご説明をさせていただ

いておりまして、支給決定を早めてはどうかというご意見なんですけれども所得額の、

先ほどおっしゃられたように判断する時期を現状の取り扱いよりも早めるとすると１年

古い所得を参考にさせていただくか、もしくは見込みの所得額で認定のほうを進めると

いうことになるかと思いますけれども、慎重にこれらの取り扱いについては考えたいと

今思っております。早目に支給している自治体の事例もございますので、それらも参考

にさせていただいて、申請者からのニーズも窓口で確認させていただきながら慎重に進

めさせていただきたいと考えております。

　　以上、ご説明といたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　若干なりとも早まるだろうということで、正式にいったらやっ

ぱり確定してからというと本当に遅くなりまして、それから一般的には学校に入ってか

ら４月か５月に申請書もらってからになると、すごく親の不安もありますので、やっぱ

り年度内に、来年度は３月に送ると、それから先ほど言いましたように、私もいろいろ

新聞とかネットでも調べたんですが、３月に中学校の１年については支給できるように

準備するとか、いろんな方法がありますので、ぜひ他市町村の例も見ながら柔軟に、ず

っと全部が、新規の方がなかなかそれはそう簡単に、難しいかもしれませんが、継続す

る方についてはわかっている範囲ですので、できるだけ早目に支給してほしいなと思っ

て質問させてもらいました。若干少し前進がありますので、これで質問終わります。
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　　それから次に、補助教材費の関係で159ページですが、26 年度から増額されました、

2,000円に増額されました。今回の夢基金の中では修学旅行の補助も半分にしてほしい

というような声もあったりしていますが、あちこちで修学旅行の補助を町として公費で

負担しているところも出てきておりますので、それも含めて今後の増額の考え、しばら

く2,000円でいくのか、ちょっと様子見ながら若干上げるのか、無料化にするのか、そ

の辺含めて考えがあればお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行教育委員会主査　修学旅行費の援助につきましては、今回、萩ケ岡小学校のほ

うから夢基金事業としてご提案がありました。このご提案を受けて教育委員会の内部で

議論させていただきまして、上高振興会の取り組みといたしまして修学旅行費の援助、

修学旅行費経費の２分の１程度を助成しているところでありましたので、そういった事

例を参考にして予算要求のほうは進めさせていただいたんですが、夢基金事業として提

案した結果、限定的な負担軽減策でありますよと、独創性が認められないというような

検討結果から、基金事業としては適当ではないということで計上できなかったところで

ございます。

　　補助教材の保護者負担額につきましては、平成 26 年度で大体お一人3,000円から

5,000円の間、金額は一定ではありませんけれどもその範囲でございます。今後につき

ましても、学校で利用される補助教材の増加、推移ですとか単価の値上がり等の推移を

見ながら負担の軽減策につきましては考えていきたいと考えております。

　　以上、ご説明といたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　補助教材につきましては、先ほど3,000円から5,000円といい

ますが、学年によって本当にばらつきがありまして、高学年になると、前に調べたこと

があるんですが１万円近いとか、あと小学校は結構いろいろ買わなければいけないので、

ちょっと忘れましたが、そういうふうに差があるんですけれども、それも含めて今

2,000円で、多分これはほんの３分の１から半分ぐらいですか、だと思うんですけれど

も、これぜひそのときにこれからもぜひ検討してほしいなと思っています。

　　次に、160ページ、今回教育委員会に全部の課が、いろんな課が来ましたので、ちょ

っと私も質問する項目ちょっとふえたんですが、160ページの幼小中高一貫教育モデル

事業について質問いたします。

　　これ人件費分だと思うんですが、具体的な活動はどのようにあるのか、質問いたしま

す。
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○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行教育委員会主査　幼小中高一貫モデル事業についてでございます。

　　この予算につきましては、上士幌小学校へ教育委員会の職員が出向きまして教職員と

の話し合いの中から主に少人数学級の確立ですね、それからあわせまして、小１プロブ

レム対策といたしまして町費によりまして教員の加配を進めることを内容として小学校

からのそういった要望も受けまして、夢基金事業として提案したものでございます。学

級編制基準によりましては、１年生は児童数が35 人を超えなければ１クラス編制とな

ってしまいますけれども、今回町費によって教員採用を進めることで、１年生を２クラ

ス編制にしたいと考えております。こういったことで、一人一人に目が行き届くような

授業が進められることが期待されておりまして、教育効果を上げることを求めているも

のでございます。

　　また、開園予定であります認定こども園の幼稚園教育からの円滑な接続も期待したい

と考えているところでありまして、幼稚園と小学校の連携を今後進めていくために今後

も継続して配置を希望したいと考えているところでございます。

　　以上で、ご説明といたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　今回の予算につきましては、モデル一貫事業というのは30 人

学級以下を目指して加配をするということで、多分これは来年度以降も続くんだろと思

うんですが、それによって町独自のモデル事業、要するに少人数による教育の効果を把

握していくんだろうと。これだけで事業終わるわけでじゃありませので、上士幌として

幼小中一貫のモデルとしての教育の効果を見ながら、多分町独自の加配をして効果を見

るんだろうと思うんで、配置して終わりじゃないと思うんです。これはずっと続くのか

どうか、まず、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行教育委員会主査　当面、継続させていただきたいと考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　わかりました。その様子を見ながら、また町独自の私の提案な

り質問がこれからも多分あるかと思いますが、今回はこれで終わります。

　　その次に、ページ数ちょっと、コミュニティスクール事業ですね、ページ数は170ペ

ージですね、これについて質問したいと思うんですが、 26 年度は多分予算……

○委員長（中村保嗣委員長）　まだ、そこ。

○８番（山本和子委員）　そこまでいっていないですね、すみません、どうも。
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○委員長（中村保嗣委員長）　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　私にも質問させてほしいなと思います。

　　これ審議方法をちょっと考えないと。うちの議会はインターネット配信をしています。

できれば認定こども園と大きなところで大きな部分ですけれども、恐らく多くの皆さん

が質問あるんではないかなと。これはちょっと後の議運の中で今後の審議のあり方をち

ょっと検討しなければならないなというふうに思います。

　　まず、認定こども園についてお伺いをしたいと思います。

　　大変制度をかえて、認定こども園ということで幼稚園要素を入れた保育施設という形

になっているわけですけれども、まず職員の定数についてはきちっと募集どおり確定を

しているのかどうか。さっきの教育委員会等の課の設置、条例等の関係のときにもちょ

っと関連の質問させていただいたんですけれども、その確認からまず入りたいというふ

うに思います。よろしくお願いします。

○委員長（中村保嗣委員長）　高橋課長。

○高橋　智保育課長　予定採用人数ということで、現在、子供の数に応じて保育教諭の人

数は法的に５歳児であれば30 人に１人とか、そういうふうに決まっていますので、そ

の部分でいけば、それをちゃんとしっかりクリアする人数は確保されているということ

でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　今の時点で認定こども園の総体の人数は何人なのか、お聞き

をしておきたいというふうに思いますし、それから管理体制がどうなっているのか。実

は、課の設置条例のときに園長の立場と、それから副園長は課長を当てるというふうに

答弁いただいたというふうに記憶をしています。その辺の責任の所在というのはどうい

う形になっているのか。さらに、その上に今回教育委員会の中に新設されるこども課の

課長も恐らくおられるんだろうなというふうに思うんですけれども、その辺の責任分野

というものがどういうふうになっているのかご説明を、人数とともに説明をいただきた

いと思います。それから、その人数の中に地域おこし協力隊の予定もしていたというふ

うに考えているんですけれども、その辺についてはどういう考え方で、今現状どうなっ

ているのか、お聞きをしておきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　全体の体制については課長のほうからちょっとご説明させていただ

きたいと思うんですが、園長、副園長のお話がございました。副園長については、今、

委員課長職というふうにお話ししましたけれども、管理職ということで私はご答弁をさ
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せていただいていると思いますけれども。そういうことで、現場の責任、運営の責任者

としては園長を配置をし、また副園長については管理職、これは課長職ということじゃ

なくて、ご承知のとおり主幹職も管理職に入りますけれども主幹を配置する予定でござ

います。

　　ただ、責任体制の問題につきましては、あくまでもこのこども園についてはこども課

の中の部局、部局といいましょうか職場になりますので、 終的な責任というのはこど

も課の課長が管轄するという形になりますので、いわゆる現場での運営の責任の関係と、

それと全体を掌握する責任のあり方としてはこども課の課長がその責任を持つと。もち

ろん教育委員会のことでありますから 終的には教育長がおられますけれども、基本的

にはこども課長が責任者として対応するということになってまいります。

○委員長（中村保嗣委員長）　高橋課長。

○高橋　智保育課長　次年度の職員体制につきましては、園長１名、副園長１名、それと

保育教諭が16 名、それから給食関係で４名、それから子育て支援センターで３名とい

うことで、ちょっと今具体的に手元にちょっと資料がちょっとなかったものですから記

憶の中でちょっとしゃべっているのでちょっと誤差があるかもしれませんけれども、こ

れを合計して25 名ということで、このほかにパート職員さんもいるということでござ

います。

○委員長（中村保嗣委員長）　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　新たな試みということで心配される部分ゼロではないという

ふうにお互い思わなければいけないというふうに思います。

　　そういう中で１つは、まちの子供たちは認定こども園、それも今度は幼児教育をカリ

キュラムを持って受けられる。ところが、市街地外、各地域私設保育所を今やっていま

す。その私設保育所については、保護者との話が十分、保護者の話を理解した上で、で

きれば将来的には町の施設へ、しかし私の気持ちとして言えば、より確かな幼児教育と

いうものを全町民の対象の子供たち、お子さんたちに受けさせたいなというのが本音で

あります。なぜそうならなかったのかということをどういうふうにまず理解をして、保

育所の改築時期ということについては十分理解ができるんですけれども、そういう中で

の保護者説明、あるいは子供教育というか幼児教育に対する考え方というのはどこまで

きちんと行きわたっているのか。なかなか私設保育所がなくならない、地域に残したい

という理由は何なのかということをきちっと押さえた上でこの事業を進めていかなけれ

ばならないというふうに思います。

　　さらに、今回のその中では上士幌の教育のあり方が大きく変わる時期だというふうに
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思います。幼児から高校までという一貫教育をやるんだと。そうしたら、農村地域の子

供たちは、それから、幼児教育だけ外れてもやむを得ないんだというんだろうか。その

ことをどれだけ重要なことだと思っているのかということが、実は問題だと思います。

ハードの部分や制度だけに流されていくというのはちょっと危険ではないかと思うので、

その辺の考え方、今の現状をどういうふうに認識しているのか、きちっとお答えを願い

たいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　高橋課長。

○高橋　智保育課長　私立の保育所の保護者の皆さんに対しましては、この子供・子育て

関係の条例が制定された時点でそれぞれお集まりいただいて、この子育て支援制度、そ

れから認定こども園での保育、教育の内容、そういうものを含めて説明はさせていただ

いています。

　　また、次年度からは遠距離の通園の補助ということも該当者がいれば、距離が２キロ

以上離れている場合はそういう補助もしていこうということで、その説明もさせていた

だいております。

　　その中で、きのうも若干答弁させていただいたんですけれども、一部私立の本来私立

の範囲にいる方ですけれども、こども園のほうに来られる方も実際には出てきてはおり

ますけれども、 終的には北居辺保育所とか北門保育所のほうでは協議も何かされてい

るようですけれども、 終的には結論は出ていなくて、次年度はまだ継続されるという

ことでは聞いております。

○委員長（中村保嗣委員長）　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　なぜそうなったかということを聞きたかったんですよ。それ、

押さえているかということなんですよ。今までの説明を統合すると、山の子供たちと幼

児教育に差が出ますよと、そういうことになるんですよ。そんなこと、これ、議員の皆

さん、みんな認めるんですか。園を運営する人たちも認めるんですか。いや、やむを得

ない事情があるということでしょう、そこには。そのことの理由が何なのかをちゃんと

調べるということが、まさしく住民の意思を生かすということだと僕は思うから聞くん

ですよ。その辺はどういうふうに理解していますか。

○委員長（中村保嗣委員長）　高橋課長。

○高橋　智保育課長　協議はされたということはお聞きしたんですけれども、その結果ど

ういう理由でというところまでは、率直な話、そこまではお聞きしては、こちらで把握

してはおりませんでした。そこについては、直に謝っていきたいと思いますけれども。

これからもまた私立の方々とその辺につきましては細かく打ち合わせをしながら、認定
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こども園のほうのそういう教育、保育の内容もまた説明しながらいきたいなというふう

に思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　条例の改正で今度は教育委員会の所管です。教育を司ろうと

思って、教育の公平性というのは実は重要なことなんですよ。それはもう僕が言わなく

ても十分わかっていることだと思うんですよ。そういう差が出る可能性が高い、地域で

話し合ってもらったら、そういう差が結果として出そうだ。

　　もう一つは、地域性があるから、本当は行ってみたいんだけれども、うちの子が私立

保育所に行かなかったまたその運営内容が変わるから、隣の子供たちに迷惑がかかると

考えるところもきっと出てきているんではないかな。だから、その辺がどういう保育を

するかという保育方針で、まだ行かなくてもいいというんだったら、僕は十分いいと思

うんですよ。町になったら従来安い保育料じゃなくて高くなるから経済的にどうしても

行けないんだったら、これはもう少し考える余地が出てくるんではないかという心配を

するんです。

　　だから、理由がどうなのかをきっちり押さえた上でこの事業をやって、私は認定こど

も園に全く反対するものじゃありません、そういう時代背景も含めてやらなければいけ

ない。つまり、そういう思いやりがどこにあるかということなんです、僕が言いたいの

は。つまり、十分通える人たちの親は、ある意味好き勝手と言ったら語弊ありますけれ

ども、自分たちの子供の教育に贅沢になって構わない。ただ、取り残されている人がい

ないかということをちゃんと見るのが行政の仕事なんだと僕は思うからです。いい施設

で、人員についても十分きちっと配置をして行おうとしているところに私設保育所がま

だ存在するということに、幼児教育に差が出るということをどれほど考えたのか。

　　私は決してこの事業、大変大きな事業ですから、保育課長は相当心労も含めて精力的

にこの事業を進めたんだと思いますから、そのことは十分わかります。 も重要なのは、

今回教育委員会が課の設置で合同になったとしたら、やっぱりどの部分を教育委員会が

考えるか。今までは理事者側がどの部分を考えるかということだと思うんですよ。だか

ら、その部分、どういうふうに、理由がわからないとしたら、もう少し丁寧な説明、時

期的に難しい部分があるのかもしれませんけれども、行う必要があるんではないのかと

私は思うんですが、答弁をお願いしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　渡辺主査。

○渡辺純一郎保育課主査　先ほど課長からもありましたとおり、地域で説明会を行ってま

いりましたけれども、そのときの保育課のスタンスとしては地域性を尊重するというス
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タンスでありました。佐々木委員もおっしゃったとおり、町のほうに通いたい人がいる、

また地域で少人数であるけれども残したいという人がいると。そこの中で町として強引

に町の保育所のほうに来てくださいということを言うと地域のトラブルにもつながるん

ではないかという考えが一つありました。ということで、説明としては、まずは地域性

に任せますと。その中でいろんな説明をしまして、こちらを選択することもできますと

いうことの中で地域で十分議論して結論を出してくださいということで説明してまいり

ました。

　　 終的には、北居辺も次年度はそのままでいきたいと。ただ、まだその次の年に向け

てまだ検討をしていきたいということでしたので、その辺の地域の考え方も今後聞きな

がら慎重に町の子育て推進はどういうことが一番よいのかということの視点で進めてま

いりたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　地域は地域の考え方があるということについては理解をしま

す。

　　これは、小学校の統廃合とある意味同じ意味を持っています。地域性を尊重したいと

いうことですが、昨年、北居辺小学校も少人数では学校教育の協調性であるとか、その

共同性であるとか、こういったものがなかなか培われないという教育的な観点から、

終的には少人数10 人を切ればやっぱり統廃合もやむなしというふうに進めてきたとい

うふうに僕は北居辺の皆さんに話を伺っています。もう一つは、頑張ってもこれ以上ふ

えないという先の見通しも当然あってのことなんですが。

　　北門については僕は詳しくはわかりませんけれども、結論としては統廃合する形にな

りました。これ教育的な問題もいろいろ出てきますけれども、それはスクールバスが対

応できるから、こういうことだったというふうに思います。そのときに、財政上の問題

だとか何だとかといっても、やっぱり子供たちが教育をしっかり受けられるというのが

前提だという話が、やっぱり 後になってきたと思うんです。

　　そういう先例があって、だから今回の提案説明の中に私立保育所の子供たちを、例え

ば月に２回程度、認定こども園に来てもらってなじんでもらう、そういうことも含めて

やりますよとかということが当然考えられて僕は当たり前だと思っているんですよ。皆

さんが進める、私たちは、教育実態としては、幼稚園教育も受けさせられるなら受けさ

せるべきだと、こういうふうに考えるのが本当ではないのかなと。これはもうぜひとも、

そういうことが保育所、幼児であるということから小学校のようにはうまくなかなかい

かない部分もあるのかもしれませんけれども、そういった形で地域に、１つは、この認
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定こども園というのが通常の保育とは違う側面を持ったよさがあるんですよということ

をやっぱり知らしめていくという必要性があるんではないかなと。

　　それと、もう一つは、経済的な教育単価といいますか、保育料が違います。そういう

ものも何に起因しているのかということも含めて、もう少し深く考えるべきではないの

か。そういうことまで気遣って、初めて子育て支援のまちでないのかなと。僕は産経委

員会というか特別委員会ではありませんから、委員会の中でなかなかこういった発言が

できなかったんですが、それがまずこの事業を進めてスタートさせる前提ではないのか

というふうに思います。

　　残念なのは、山本議員からもそういう意見が出てほしいなと思ってずっと聞いていた

んですが残念ながらなかったことなので、長々と発言されてなかったことで残念だった

んです、僕は。

　　つまり、思いやりみたいなことを単純に聞くんじゃなくて、やっぱり僕たちは全町民

の公平性というものをやっぱり基軸に置くということをいつも頭に置いていないとまず

いんではないのかなというふうに思うんですが、先ほどの提案も含めて、その考え方に

ついて答弁を願いたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　高橋課長。

○高橋　智保育課長　先日も私立の先生が保育所のほうに見えたときにも、ことし、こう

いう施設がよくなったので、今も５歳児を中心にそういう年何回か交流というのは行っ

ているわけですけれども、これからについてはそういう機会をふやしていきたいという

お言葉も先生からはいただいております。

　　また、子供だけじゃなく保護者も一緒にこっちに来て、実際のこっちの保育、教育を

見ていただくような機会も設けながら、認定こども園に対する理解を深めていただける

ようにしていきたいというふうに考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　後、譲りますから。

　　そのときにぜひ、通所している園児と同じように旅費を出してください、少額でも。

そういう思いを持ってほしいということを 後に発言をしておきたいと思います。考え

方があれば、お聞きをしておきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　高橋課長。

○高橋　智保育課長　そういう交流の機会にときには一般的にスクールバスを利用して来

ていただきますので、一緒に乗ってきていただくような方法を考えていきたいというふ

うに考えています。
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○委員長（中村保嗣委員長）　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　私も、これ関連じゃなくて、私は私の意見です。佐々木委員か

ら言われましたけれども、このことは赤ペンで発言しようと思っておりました。

　　私どもの地域の学校も明年度の２月20 日をもって閉校するわけです。地域の私立保

育所、北門保育所についても、相当父兄の方は悩んでおりました。説明も町から受けた

ということも聞いておりますし、私もそういう相談も受けております。

　　やはり地域の保育所の保護者から考えてみると、学校があるうちは、兄ちゃん、姉ち

ゃんは学校へ行っとったから、これはすごく頼りになって安心する。今度、保育所だけ

残る格好になるわけですよ。新年度からは継続だということも聞いておりますし、やは

り今説明されましたけれども、確かに町からの認定こども園の説明はされたという話は

聞いていますが、渡辺さん言われたように、その地域、地域に任せたいはいいんですけ

れども、町の方向性がはっきりしていないと。

　　なんでかというと、やはり僻地の保護者については、私どもの地域には、特に佐々木

委員もそうですけれども、農業系の保護者がほとんどです、酪農、畑作がほとんどです

よね。確かに通学というんですか、送るのには助成するとは町から聞いていましたけれ

ども、その私方、北門なんかにしてみれば、10 分ぐらいで送って、何ぼ遅くても30

分以内に送り迎えができるという状況があるわけです。ところが、北門地区のちょっと

山奥へ行くと、30 分どころか40 分、 50 分かかってしまうおそれもあると、時間的

な問題が１つと。それから、所得割というのが自営業者が出てくるわけですよ、たしか

この認定こども園は国の助成、町の助成によって安くはなりましたけれども、今の私立

から見ると、私方、北門は月5,000円の保育料で維持されているわけ。町から400数十

万来ていると思うんですけれども、合わせてですね。

　　だから、そういう経済的な問題、時間的な問題。もう一つ、３点目では、農家の仕事

中、５月から９月、10 月とあるんですけれども、町の奥様方にそのような格好で来な

いでくれと、汚いと、こういうことが言われたことははっきりしております。やはり農

業の自営業者の姿、形ですから、泥だらけで行くということにはならないと思うんです

けれども、車の中も例えば芋掘りであったり牛舎の中に入ったら、はきかえては行くけ

れども多少のにおいだとかそういうことは、これ職業柄仕方のないことなんですよね。

　　そういうこともきちっと教育委員会なり保育課がわかっておってこのことをやっても

らわないと、そういうことはこれ東居辺、北居辺の中、北門の中もわかっています、そ

ういうことが、伝わっています。だから、なかなか着がえて一々行くとしたら、ただで

さえ往復が30 分以上かかるという状況の中で、それに着がえだとか靴だとかときれい
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な格好して行くというのは、職業が成り立たないという問題が出るんですよ。そのこと

を、だから町の中に住んでいる奥様方の子供たちは何ら変わらない、新しいところでい

いところへ入って保育が受けられる。

　　しかしながら、学校にしても保育所にしても、この僻地の人たちはそれだけのリスク

を背負うということだけは事実なんです、時間的なリスクだとか、あらゆるものがね。

今まで私立でやっておったから自由に自分らできたということがあるんですけれども。

　　その辺のことを保育課あたりは十分検討してやったことなのか、これからやろうとし

ているんだけれども、なかなか北居辺にしても北門にしても萩ヶ岡にしてもできないと

いうのは、私が聞いてみたらそういう問題があると。私がわかっておって何で保育課が

わからんのかなと。もうちょっとやっぱり丁寧に説明をして、その結果をきちっとあな

た方が聞いて、その対応策を立てていかないと、任せ、任せでは物事は進まないと思う

んですが、いかがですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　渡辺主査。

○渡辺純一郎保育課主査　送迎の時間の問題等ありまして、説明会のときもバスを運行で

きないかというような話もありましたけれども、認定こども園ということでゼロ歳児、

上士幌は８カ月からですけれども、そういったお子さんも受け入れるということで、そ

うなりますとバスに保育士をつけなければならないとか、クリアしなければならない問

題がまだまだたくさんありますので、バスの運行ということには至らず、送迎の交通費

の補助をしたいというような説明をさせていただきました。その服装云々という問題も

あって、時間を含めて送迎するのは簡単な問題じゃないよということもお聞きしました

ので、その辺、先ほどの佐々木委員の質問も関連しますけれども、そこの裏にあるいろ

いろな事情なり意見を細かく聞き取って、今後のやり方に生かしていきたいなと思って

おります。

○委員長（中村保嗣委員長）　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　その事情はやっぱりある程度わかっていたということを私は認

識するわけですよね。

　　それで、こういう話がありました、保護者のほうから。例えば、１軒それぞれが送る

のが大変だと。例えば私ども誰でもいいんですよね、まとめて送っていきたいんだけれ

ども、乗せていって万が一事故でも起きたら人の子供ですよ、運転者の責任、そういう

リスクが入るわけですよね。それは交通費だけの問題ではなくて、万が一のことがあっ

た場合、それぞれのいろんな法律的な難しい問題が発生してくると。だから、自分の子

供は自分で行かなければならないという問題の悩みがあるわけですよ。だから、例えば

－93－



回り順番で乗せていく、暇な人が専門に送り迎えということも不可能ではないわけです、

地域としては。ところが、人の子供を乗せていくだとか何かのいろんな問題が起こった

ときの責任というのがなかなか難しいということで、それもやっぱり個々だよなという

話になっちゃうわけですね。だから、多分バスで何とかならんかというのは、そういう

ことだと思うんですよ。

　　ところが、町側としては、やはりそれは保育士をつけなければならないとかと、お互

い様でやっぱり責任問題さまざまありますから、お金だけの問題ではなくてね、時間的

な問題。そういう未満児から含めた中で小さい子供ですから、やっぱり冬の送迎含めた

中で、なかなか小学生でも難しいなと私も思っています。

　　だから、このことについては、やはりせっかくの立派な認定こども園できたんですけ

れども、その辺の課題というのも、今度保育課ができた中で教育委員会の中で十分やっ

ぱりただ話をするんじゃなくて、町のほうでそっちの僻地保育の側になってもある程度

考えた中の対策を持っていかないと、いつまでたってもこれは多分行く人、行かぬ人、

行く人、行けない人と、小学校と同じで地域に任せますよとお任せスタイルではこれだ

めなんです、はっきり言って。やっぱりその対策を町で、行政で立てて、そういう問題

点を洗い直して、できること、自分でできること、行政でできることをしっかりとやっ

ぱり次年度に向けて、それをやっていただきたい。その辺の考え方を伺います。

○委員長（中村保嗣委員長）　高橋課長。

○高橋　智保育課長　対応につきましては、なるべく早い時期に私立の保護者の方とそう

いう話をする場を設けて、さまざまそういう意見を聞いていきたいというふうに考えて

おります。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかにございませんか。

　　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　これから認定こども園の給食費とあるわけですけれども、この

新しい認定こども園になって給食施設ができ上がって、小さな園児から幼稚園のはてま

で、このこども園の中で給食を提供すると、こういうことだと思うんですけれども、こ

れ今国のほうでは地産地消というんですか、地方自治体、それからそういう業者含めて、

こういうものに助成するという方向性が出てくると思います。そういうものを使って今

も多分、これはこども園のこれからの話ですから学校のほうで言おうかなと思ったんで

すけれども同じようなことですから、地産地消の例えば上士幌の食材、地場産、これ栄

養価値も高く十勝管内でもトップクラスでありますから、より一層、この地場産の地産

地消、それから国の事業があったとしたらそれを含めて進めていただきたいと思います
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けれども、その辺の考え方はいかがですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　高橋課長。

○高橋　智保育課長　給食の地産地消の関係ですけれども、来年度のこども園の予算の中

でこの給食の賄い材料費のほう、今までにプラスして地産地消推進ということで54 万

円ほど増額して要求させていただいておりますので、地産地消についてはできるだけそ

ういう地元の食材を使うように努力していきたいというふうに考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほかございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、社会教育費、保健体育費。

　　事項別明細書は166ページから185ページまで、質疑ありますか。

　　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　コミュニティスクール事業について質問いたします。

　　平成26 年度は予算化していましたが多分減額したと思うんですが、27 年度の視察

と研修内容について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐藤主査。

○佐藤泰将教育委員会主査　コミュニティスクール事業ですが、本町においては平成28

年度の導入に向けて現在動いております。視察研修につきましては、実は本年度予算を

持っておりまして、先般、先週ですか、福島県の大玉村というところで、そこは小中一

貫教育をやっているところですが、そこに視察に行かせていただいております。

　　平成27 年度も同様に視察をということで考えておりますが、今想定しておりますの

は、３月23 日に予定しております子育て少子化対策フォーラムｉｎ北海道、本町で開

催ですが、そこで秋田県の東成瀬村の教育長さんが見えますが、学力をテーマに秋田県

をということで、その辺周辺を視察したいということで考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　たまたまきょうの道新の中に全国的なこの導入事業について報

道がありまして、私は前に一般質問でも取り上げさせてもらったんですが、もともと学

校教育というのは学校の中で自主的に行われるものなので、余り地域の方々から教育内

容までは深入りをしないほうがいいんじゃないかという考えでおります。ただ、今回、

学力の関係では秋田県の事例を視察、それはもちろん構わないんですが、自主的な学校

の運営を尊重しながら地域がどれだけ協力できるかと、そういう方向でこの事業を進め

てほしいなと思っております。

　　とかく、多分この事業が全国的に進まない理由というのは、その辺のかみ合わせが学
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校側とうまく連携がとれないで進んでいないんだろうと。さもすると、学校運営に地域

が介入し過ぎちゃって、先ほどの教育長、前の町長の関係もあるように、行政側が学校

に、教育委員会に介入するんではないかと、そういうおそれがあるので多分進まないん

ではないかと私は判断いたします。その辺十分気をつけるようにということで質問させ

てもらいました。答弁があれば、お願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐藤主査。

○佐藤泰将教育委員会主査　まず、担当として今認識しておりますのは、とにかく教育を

学校だけに任せるのではなくて地域もそれなりの責任、役割を持ってやっていくべきと

いう考えのもと、今課題としては、やはり幼児、小学校、中学校、道立高でございます

が地元の高校がございますので、そこをどう接続していくかということをテーマにやっ

ていきたいというふうに考えておりますが、今、山本委員おっしゃるとおり、学校現場

の立場もございますので、そちらと地域が十分しっかり手を携えながらということが一

番だと思いますので、その辺を十分認識しながら進めていきたいというふうに思ってお

ります。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　次に、170ページの十勝圏イオル再生事業について質問したい

と思います。

　　これは以前委員会で資料ももらって、26 年度までの経過、25 でしたっけ、経過が

ありまして、その中に地元の方の、例えば協議会の中にウタリ協会の方とか文化保存課

の方も入って進めているというふうに説明があったんですが、27 年度さらに事業が進

むんだろうと思うんですが、そういう方々と協力しながらいくのかどうか。町独自の事

業ではありませんので、広域的に取り組むんだろうと思うんです。その辺について、地

元の方の声がどのように反映されていくのか、質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　石王次長。

○石王良郎教育委員会次長　この十勝圏イオル再生事業につきましては平成27 年度から

始まる事業でありまして、もともとは十勝圏の誘致期成会というのがありまして、その

ときに当時平成20 年に上士幌を拠点としたそういう基本計画がありまして、それがベ

ースとなって今回の計画ということになっております。そういう意味では、この基本計

画樹立の段階から今日まで長年わたる懸案事項ということで、期成会が中心となってア

イヌ振興財団と連携をしまして十勝それぞれの各アイヌ協会、アイヌ伝承保存会、関係

自治体等の論議を経て積み上げて、今日に至っているということであります。

　　当然その経過の中で地元上士幌のアイヌ協会やイオル伝承保存会の意見もいただきな
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がら進めているところでありますが、現在明らかになってきた具体的な事業内容という

のは、実は平成26 年に入ってから明らかになってきたということがありまして、そう

いう状況の中で具体的にそれぞれがどういうふうにその事業に対してかかわっていくの

かというのがまだはっきり整理をしてきていないという、そういうような状況があった

わけです。先月２月にも財団のほうが中心となって説明会の開催をした際に帯広市も加

わって、上士幌からは保存会の方２名が出席されたということを聞いておりますが、そ

ういう事業の具体的な説明の場があったということで聞いています。

　　いずれにしても、この事業につきましては十勝圏のアイヌの人がやっぱり一つにまと

まって主体的に進めていかなければならない事業ということで認識をしておりますので、

そういう部分ではそういう方が母体となってどういう推進体制を確立できるかというの

が大きなポイントとなっておりますし、保存会の方との協力体制もどうするか、実はこ

れから具体的に進んでいくということになりますので、連携をとりながら今後調整を図

りながら有効な事業展開を図れるように努めていきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　次に、175ページの学童保育について質問したいと思います。

　　教育委員会の担当になるわけですが、多分その中には所長さんなり何なり、またトッ

プの方が決まるんだろうと思うんですが、その体制について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　学童保育の関係については、新年度から教育委員会の管轄というこ

とでございますけれども、担当としてはこの学童保育所については放課後児童対策の一

環というふうにとらえておりまして、新たにできました生涯学習課のほうでの担当とい

うことにさせていただきたいと思っております。

　　ご承知のとおり、学童保育も以前はまさに指導員、先生お一人いて子供たちを見守っ

てきたということも、そういった時期もありましたけれども、現状はだんだん学童保育

所にお預けになる保護者の方がふえてまいりまして、その都度、人数の増加に合わせて

指導員もふやしてまいりましたし、あるいはある障害をお持ちのお子さんの受け入れも

して、その対応のための指導員の配置も行ってきているということで、現状４名の指導

員の方が配置をされて運営をされているという状況でございます。

　　新年度からは、さらにその４名の指導員のほかに所長さんを配置をさせていただきま

して、そういう単にお預かりをするということだけでなくて教育的な視点も含めて、さ

らに学童保育の充実を図っていきたいというふうに考えておりますので、ご理解お願い

したいと思います。
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　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　これをもって、本日の会議は終了いたしたいと思いますが、

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本日の会議はこれにて終了いたします。

　　次回の委員会は、明日３月６日金曜日、午前 10 時でありますので、ご承知願います。

　　本日はこれにて終了といたします。

（午後　５時０１分）
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（午前１０時００分）

○委員長（中村保嗣委員長）　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、本日の本委員会へ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（中村保嗣委員長）　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、議事に入ります。

　　本特別委員会に平成 27 年３月３日に付託されております議案第 24 号から議案第

29 号までの平成27 年度一般会計予算及び５特別会計予算の６案を一括して議題とい

たします。

　　昨日の委員会に引き続き、質疑を行います。

　　166ページから185ページまでの質疑から始めます。

　　質疑ありますか。

　　185ページ。

　　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　きのうの学童保育に対する答弁いただきましたが、それについ

て質問いたします。

　　新たに所長をおいて、指導員４名とパートさん含めての体制になるというふうにお聞

きいたしましたが、指導内容等について、今まででしたら先生方、パートさん含めて月

に何回か合同で会議をもって進めていると思うんですが、所長さんが入ることによって

所長さんの指導といいますか、そういう含めた形での体制になると思うんですが、この

教育内容といいますか、保育内容までいろいろ所長さんの権限が及ぶのかどうか。従来

どおり指導員さんのいろいろな活動を保障してほしいと思っているんですが、その点に

ついて質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　きのうもご答弁申し上げましたけれども、新たに所長を配置してい

くということで決定しておりますけれども、いずれにしましても所長が所長の思いで現

場を全て仕切って動かすということではなくて、十分これまでの今の現状の学童保育の

運営のあり方も当然ありますから、その辺は所長がしっかりとその状況を踏まえながら、
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その上でさらに子供たちにとってどういった方法があるのか、その辺を十分現場と所長

との間で協議をしながら、より今以上に効果の高い学童保育の運営をしていこうという

ことを考えておりますので、そういうことで新たな所長のほうにもそういう意味では所

長からもいろいろと指示をするという状況でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　そうしますと、学童保育の時間は、ちょっと条例改正まだ見て

いないので。従来10 時半ぐらいから先生方は来て、今度時間が６時までになりました

ので、６時過ぎまでいると思うんですが、所長さんも常時そこの学童保育の会館に、今

は青少年会館にずっとそこにいるのか。そうすると、言えば指導員という役割も含めな

がら一緒に遊ぶ体制ならいいんですが、所長はどこかにぽんといて、所長のかかわり方

がどうなってくるのかという点に質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　いわゆる学童保育所の現場のほうに常駐するという形は考えており

ません。教育委員会の事務局にデスクはおいて、学童保育のほうの所長としての仕事も

当然していただきますけれども、生涯学習課のほうでの部分でも場合によってはお仕事

をしていただくということで、いわゆる現場に張りついてという形では当面考えており

ません。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　所長についての待遇、それから活用についてはわかりました。

　　次、学校給食について質問いたします。

　　 27 年度から栄養教諭として今の栄養士さんが張りつく形になるというふうに予算で

はなっていますが、栄養教諭と今の給食センターの栄養士さんが多分兼ねるんだろうと

思うんですが、その待遇についてとどういうふうな勤務パターンになるのか質問いたし

ます。

○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行教育委員会主査　栄養教諭についてでございます。

　　平成27 年度から給食センターに現在配置されております栄養士の任用替えによりま

して、上士幌中学校に栄養教諭を配置いたしまして、各小中学校での食育授業の推進と

給食指導の充実を図ることとしております。ただし、給食センターの衛生管理等に支障

が出ないように栄養教諭は給食センターを兼務することとしておりまして、給食センタ

ーの業務が主になりますけれども、中学校生徒への栄養食育指導について給食時間です
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とか、家庭科の授業、それから総合的な学習の時間等を活用いたしまして、随時実施す

ることとしておりまして、あわせて各小学校への食育指導も充実していこうとするもの

でございます。

　　十勝管内におきましては、栄養教諭の未配置であるところにつきましては、これまで

本町もあわせて４町でありましたけれども、平成29 年度までには任用替え等によりま

して、全てで配置の見込みでございまして、勤務体制についてなんですけれども、給食

センターが主になるということになりまして、当面、朝の職員会議等には出席していた

だくことになりますけれども、あと昼の給食時間には、いていただくことになるかと思

いますけれども、それ以外の時間につきましては、基本的には給食センターにいるとい

うことになると思います。

　　以上、ご説明といたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　これ以前に教育委員会からもらった平成18 年の資料なんです

が、勤務パターンが５パターン載っていまして、兼務するというのはものすごく大変な

ことですので、従来どおりに４パターンの自宅から、いわゆる給食センターに張りつい

て、そこから各中学校、小学校、町内の学校に行くんであれば結構従来どおりでいいと

思うんですが、１回学校に行って、調理に出ると、職員会議に出ていくパターン、いろ

いろなパターンがあります。そうなると結構朝の８時前から調理場に職員の方々入って

調理始めるときに栄養士さんは確かに調理はしませんけれども、指導する立場にあると

きに、やはりパターン的には従来どおりのパターンでいくのが一番いいのでのではない

かと私は思っていますが。そうしないと、栄養教諭置くことについては賛成なんですが、

過度な負担にならないように、できれば音更は自校方式ですので、音更は栄養教諭がい

て、そこで指導しながらいくと。たまたまけさ見たテレビでも、秋田県の学校では自校

方式でそこの学校に栄養教諭がいて、給食をつくって授業をすると、そういうパターン

が一番理想だと思うんです。ですからできれば、小学校にも１人、中学校も１人、セン

ターもそう。それで理想なんですが、そうしないと兼務であれもこれもとなると過度な

負担になって本来の栄養指導ができないだろうと。当面給食センターに張りついてもら

って、従来どおりの活動でいくのがいいんではないかと私は思いますが、その点につい

て質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　石王次長。

○石王良郎教育委員会次長　基本的には、勤務時間は現状の給食センターの勤務時間で進

めていくことにしておりまして、それで朝はやはり給食センターに一度顔を出していた
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だいて対応しますが、ただ中学校との連携というのをやはりこれまで以上に密にしてい

くということになりますので、朝の職員会議等はやはり中学校に行って顔を出していた

だくと。そういうような状況の中で連携とりながら、主としては給食センターのほうに

席を置きながら給食センターの栄養士としての業務に支障がないような形でプラス小学

校、中学校の部分の業務についても担ってもらうと、そういうことで考えておりますん

で、今お話あったように過度の業務負担がかからないような部分に配慮しつつ、そうい

うような取り組みで27 年度からは切りかえていきたいと、そういうことで考えており

ます。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　この問題、改めていつかの機会に取り上げて質問したいと思っ

ているんですが、地産地消の関係といろいろな意味で栄養教諭、いわゆる給食センター

の栄養士さん、それから栄養教諭はものすごく重要な役割を果たすと思うんです。その

ときに例えばけさのテレビでは本当に町ぐるみでネギをつくる、キャベツをつくる、い

ろいろなものをつくりながら、そこの中心になるのが栄養教諭、栄養士さんだと思うん

です。その点についてあちこち任務を与えられて、本来の仕事ができなくならないよう

にと私は思って質問させてもらいました。これは改めて私自身もすごく反省点もあるん

ですが、食の大事さ、地産地消の大事さ、食事の大事さを含めて改めて質問したいと思

っていますので、答弁があればお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　石王次長。

○石王良郎教育委員会次長　今現在、町のほうでは食育の計画を充実している段階があり

まして、そういう部分ではいろいろ論議はされておりますが、給食センターのみならず、

保健福祉課のほうにも栄養士いらっしゃいますし、給食センターのほうにも栄養士いら

っしゃいますし、そういう部分ではそれぞれの担当が連携とりながら、町全体の食育と

いう取り組みについては進めていきたいということで考えておりますので、そういうこ

とでご理解をいただきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　あと給食センターのことで、回転いため機を撤去するとありま

すが、その撤去の理由とそれにかわる機器を今度整備するのかどうか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　岩間主幹。

○岩間敏広教育委員会主幹　回転いため機につきましては、今の給食センターが14 年前

に建設稼働された当時、焼きそば、チャーハン等のいため物を中心につくるという構想

の中で約400万円の金を投じて設置した機械でありますが、これガスを使って回転しな
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がらいためる機械なんですが、操業当初から焦げつきがひどいとか、当時730食ほど給

食を提供していたわけですが、給食の配送時間までにその機械では調理ができないとい

う実態がありまして、メーカーの担当者等も呼びながら大分調理指導等を受けたようで

すが、結局出したものが学校から二度とこういう給食は出さないでほしいという苦情も

あって、それ以降 13 年間一度も使っていないという実態にあります。

　　古い話ですので、それは私が前任者から引き継いだ話ですので、そこの詳細につきま

しては、ちょっとそれ以降のことは私はわかりませんけれども、ただ 近高校の生徒等

がふえてきて、常時650食、試食等が入ると約700食近く、建設当時の食数までかなり

給食の数が戻ってきていますので、パンを焼いた際だとかの、いわゆるパンを冷やす場

合のパンラックですとか、揚げ物をする場合の給食を保管する場所だとかが手狭になっ

てきていることも含めて、不要なものについては撤去をして、作業スペースを広げたい

というふうに考えて提案をさせていただいております。

　　あとその後の活用については、考えはないわけではありませんが、一応査定の段階で

撤去費のみということでの指示がありましたので、撤去費のみ計上させていただいてお

ります。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　従来から購入はしましたが使用はされてこなかったという実情

だと思うんですが、焼きそばとかチャーハンとかつくらないのかわかりませんが、もし

メニューで必要であれば、四、五百万円かわかりませんが、今もっと高いか安いかわか

りませんが、きちんと整備すべきだと思うんですが、どうでしょうか。

○委員長（中村保嗣委員長）　岩間主幹。

○岩間敏広教育委員会主幹　今蒸気で煮炊きをするライスボイラーという、こういうボー

ル型のものが２つありまして、それでみそ汁ですとか、スープですとか、いため物等つ

くっていますので、十分現状は作業についてはそれで足りています。

　　先ほどちょっと申し上げなかったんですが、一応私の考えとしてはそこに撤去した後

にライスボイラーをもう一つ増設をしたいという希望があるんですが、そこら辺はまだ

これから検討になるのか、どうなのかということはそこまではちょっと私のほうは指示

を受けていませんので、あくまでも撤去費のみということの指示でしたので、それが計

上しておりません。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　３番、山本弘一委員。
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○３番（山本弘一委員）　171ページの一流プロジェクト実行委員会というものがありま

すけれども、これはどういう事業をやるのか、どういうメンバーでやるのか、説明くだ

さい。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐藤主査。

○佐藤泰将教育委員会主査　ただいまの一流プロジェクト実行委員会でございますが、事

業の中身といたしましては、スポーツや文化関係におきまして、一流の講師をお呼びし

まして、子供たちの指導、あるいは講演会ということで、子供たちに夢を育んでもらえ

るよう、そういった事業を取り組んでいくということでの内容を考えておりますが、実

行委員会を組織しまして、そこでどういったものを企画していくかということを練って

いただきたいということで考えておりまして、体制につきましては、スポーツ関係団体

あるいは文化関係の団体、あと学校現場の人等々で今後その組織を立ち上げていきたい

ということで考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　ということは、新年度からこういうことをやりたいと、今年度

から。わかりました。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかにございませんか。

　　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　153ページ。よろしいですかね。

○委員長（中村保嗣委員長）　ちょっと前の段階ですね。166ページからです。

○７番（角田久和委員）　いいですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　許します。

○７番（角田久和委員）　153ページ。認定こども園の設計業務委託料235万円、多分追

加設計だと思うんですけれども、これの内容を質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　高橋課長。

○高橋　智保育課長　認定こども園の委託料の関係でございますけれども、この委託料に

つきましては、認定こども園の建物の北側、現在の保育所が建っているところの西側が

駐車場になって東側が現状空き地になるということで、その土地を活用しまして、仮称

ですけれども、希望の森ということで、子供たちが体験型の保育のスペースということ

で構想がありまして、内容的には木を植えたり、その中でツリーハウスをつくったり、

デッキですとか、ログハウスですとか、土砂の盛り上げた砂場ですとか、そういうよう

な体験的なスペースにしていきたいということで、基本的には保育士のほうで構想をつ

くって、 終的に委託のほうは図面と設計書のほうをつくっていただくということで計
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上しております。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　これは建物を設計した設計業者に特命で仕事を委託するという

ことですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　高橋課長。

○高橋　智保育課長　建物の設計とは関係なく、新たに多分この関係ですと土木関係の設

計業者になるかというふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほかございませんか。

　　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　一流プロジェクト実行委員会の件でありますけれども、実行

委員会をつくるということについてはわかるんですけれども、実情は例えば文化サーク

ル、スポーツサークルというかスポーツ少年団等あると思うんです。これは例えば野球

少年はプロ野球の一流の選手呼んでほしいというふうに言うだろうし、サッカー少年団

の子供たちは一流のサッカー選手だということになると思うんです。つまりやっている

スポーツや文化の中身について、ダンスはダンスだろうし、あるいは吹奏楽は吹奏楽と

いう形でなかなかその辺が難しいと思うんです。これは意向を聞くという形にしてでき

れば３年に一度どの団体も希望が高い、その希望が確かなものであればやっていけるよ

うな仕組みをつくらないと、これ数の多い団体が優先して毎年一流のものという形にな

りかねないという心配があると思うんですが、その辺の配慮や考え方についてあればお

聞きをしておきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐藤主査。

○佐藤泰将教育委員会主査　確かに、ご指摘のような懸念される部分はあるということで、

行政指導よりはあえて民の参画というところで、こういう実行委員会をつくって補助金

によって、そこで検討いただくということで、中身につきましては、やはり年次計画的

なものは当然必要かなと思いますし、公平性、公正性、その辺十分重要な部分でござい

ますので、留意しながら進めていきたいということで考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　ございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、公債費及び予備費は。

　　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　161ページ。よろしいですか、中学校費。

　　これの中学校管理経費で光熱水費、これ平成27 年度で908万円計上されています。
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平成 26 年度で予算が665万円ですから1.4倍、光熱水費が上がっています。多分この

光熱水費の中には電気代と水道代が入っているということですね。その908万円の電気

代と光熱水費の内訳を教えてください。

○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行教育委員会主査　908万円の内訳につきましては、まず電気料といたしまして

880万円でございます。平成26 年度の支出見込額が現在まだ途中でありますけれども、

780万6,205円と見込んでおりまして、おおむね780万円ということで想定しておりま

して、今般の値上げ影響額といたしまして100万円ほどを追加させていただいておりま

す。

　　水道料につきましては、３カ年の実績の平均といたしまして、28 万円ということで

ございまして、合計で908万円ということで計上させていただいているところでありま

す。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　私はここで質問したのは、中学校の場合、暖房等がほとんど電

気で賄われていると。これは中学校を建設するときに私を含めてかなり論議したことで

す。それで一つの電気という単種のエネルギーに依存することにリスク負担がないのか

どうかということを私そのときかなりうるさく言ったんです。結果的にこの780万円、

この中には消費税の部分とかも入っているのかな。それとあと電気料分の値上げがある

と思うんです。だから、その辺を総括してどうなんだったんだと。それが今の時点で、

そのときの設計事務所の考えるようなこだわりがあったんですよね。こだわりに僕はな

んか押されたという、そういう思いが今もあるんです。もう少し主体的にこの町で将来

のエネルギーの危険負担を考えるべきじゃないかという思いがあったんですけれども、

現況こういうふうになっています。それで今の原発の稼働状況等からすれば、この電気

代に狭まれた光熱費が相当上がっていく、そういう危険負担はあるんじゃないかと。そ

の辺で今現在のそれを選択した事業者としてどのように分析しているのか質問いたしま

す。

○委員長（中村保嗣委員長）　暫時休憩します。

（午前１０時２８分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時３０分）

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

－108－



○委員長（中村保嗣委員長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　上士幌中学校の校舎の現在電気を主に電力というか光熱の

熱源を採用しておりますけれども、今後の電気の原子力発電所の関係もありますので、

いろいろなものを分析をしまして、今後の考え方についてはまた検討していきたいとい

うふうに思いますので、ご理解のほうをよろしくお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　きのう、自然館の話で私質問したんです。当初の目的に沿った

機能を発していましたかと。自然館の場合はおおむね当初の空調計画に沿った結果が出

ていますよと、そういう回答だったんです。予算委員会、年に１回あるわけですけれど

も、決算委員会でもいいんだけれども、その都度、我々議会側としては当初の目的に沿

ったような施設の稼働をしているのかと。それをどういう質問の形でやるかは別で、そ

ういう検証はやっていく必要があるんじゃないかと、そういうふうに思っています。そ

れは一般質問等で今度機会があればやってもいいと思うんですけれども、例えば今回み

たいに、生涯学習センターはＡ重油で熱源をやろうと、その方向ですよね、基本設計で

は。その間の町としては電気使ってみたり、それで重油使ってみたり、将来的にはバイ

オマスも使いたいとか、そういうエネルギー選択はあるんだけれども、そのときそのと

きのいろいろな社会事情ありますけれども、それの何というかこの町としてのどういう

エネルギーでそういう施設運営をやっていくのか。その辺はひとつ、そのとき、そのと

きの置かれた社会状況だけじゃなくて、コスト比較にその都度出てくるんですよね、電

気がいいとか重油がいいとか。それは決して将来的にも保証されるもんじゃないから、

そういうのはその都度、やはり議会側としては検証を要求するというのは私は必要なこ

とではないかというふうに考えております。

　　次に、173ページです。

　　生涯学習センター改築事業、これ83 万円計上していますけれども、先般基本設計が

委員会のほうに提出されました。そのときにも燃料費のコスト比較はあって、今回はＡ

重油にしようと、そういうことになっていますけれども、そのときにやはり基本設計の

時点ではＬＣＣ、ライフサイクルコストですね。建物が寿命を迎えるまでにいくらかか

るのかと。それは今の公共施設を使っていく上で、 初の建設費は補助が出るけれども、

維持管理費はそこの自治体の負担になっていくわけですから、それは非常に大きな問題

なんです。それを考えることによって、設計自体も相当工夫する余地があるとか、ある

いは当初のイニシャルコストは高いけれども、後の補修費は安いからこっちのほうを選

ぼうとか、そういう選択肢があるんですけれども、そのＬＣＣ、ライフサイクルコスト
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が今後基本設計をつくる段階でそれと並行して実施設計を進めるというような手法をと

っていただきたいということです。回答があればお願いします。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐藤主査。

○佐藤泰将教育委員会主査　生涯学習センターの改築に関しまして、先般の両委員会にお

きまして熱源を選定する上でのライフサイクルコストはお示ししております。それはあ

くまでも熱源に限ってということでございますが、今委員ご指摘のとおり建物総体にか

かるライフサイクルコスト、将来コストを見込むことは大変重要と考えますので、今お

っしゃられたとおり実施設計の中でその辺、建築資材あるいは電気設備、機械設備、総

体なものが具体的になってきますので、それらを踏まえたライフサイクルコストを検討

し、今後の委員会等で協議をお願いしたいというふうに考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほかございませんか。

　　次に、公債費及び予備費は事項別明細書185ページから186ページまで、質疑ありま

すか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、給与費明細書は事項別明細書187ページから194ペ

ージまでを一括して行います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、債務負担行為調書は事項別明細書195ページから

197ページまでを一括して行います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、地方債の現在高調書は事項別明細書198ページにつ

いて質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、事項別明細書の歳入は11 ページから33 ページま

で質疑ありますか。

　　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　すみません。15 ページになると思うんですが、地方交付税の

関係で質問したいと思っているんですがよろしいでしょうか。いいですね、ちょっと今

資料を眺めていたもんで。

　　地方交付税について質問したいと思います。
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　　 15 年度からの加算方針として地域の元気創造事業費というのが25 年から交付され

ているんですが、それをなんか10 年間継続してさらに2015 年は上積みをするという

私の資料があるんですが、その2015 年、要するに27 年度について上積みするという

のはいろいろな活動をしたら上積みすると。評価によっては元気が出るような、自治体

の例えばいろいろな職員の問題、行政改革の問題含めてやったら上積みするという資料

があるんですが、そういう情報というのは担当の方に来ているのかどうかと。それと私

が言いたいのは国から交付されるのはふえるのはいいんですが、結果的には行政改革を

進めるだとか、なんかいろいろなことで逆の町民の負担がふえるのでかえってふやされ

ても困るので、それは慎重にやってほしいと思うんです。その点について情報があれば

お願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　冨川主査。

○冨川裕士企画財政課主査　 27 年度の地方交付税の関係ですけれども、27 年度に新た

に上積みされるものということでありますけれども、新たな費目といたしまして、人口

減少等特別対策事業費というのを設けられることになっております。これは国のまち・

ひと・しごと創生事業に対応する費目でありまして、人口減少等にかかわる対策の必要

度、そして取り組みの成果、この２つの指標をもとに算定することになっております。

　　今言われた上積みされるものですけれども、取り組みの成果の部分かと思います。具

体的な内容ですけれども、人口の増減率、転入者率、転出者率、あと年少者の人口比率、

これらの数値を改善させた団体に対しては多く割り増しされるような内容となっており

ます。

　　具体的には、これはまち・ひと・しごと創生というのが27 年度から始まる事業であ

りまして、平成27 年度においては取り組みの成果よりも対策の必要性というほうを重

視されるということになっておりまして、割合としては５対１、対策の必要度について

は１の割合で算定されるということで聞いております。

　　全市町村総体で670億円程度の交付が見込まれておりますけれども、現時点では件数

等は精査中ということで本町の分の試算というのはできておりません。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　多分それは実績に応じて交付される金額なので、７月以降のそ

の中で多分積算されてくるんだろうと思うんですが、私さっき言いましたように、私が

見ている資料の中に例えば行政改革をしたら評価するとか、例えばいろいろなことがあ

るときに町民負担とか、町民がいろいろなものを負担したからふえるとかそういうんじ
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ゃなくて、結果的に総務省なり内閣府が算定するものですから、どういう評価されるか

わかりませんが、従来どおり町民の福祉を削るんじゃなくて、むしろ福祉対策を重視し

ながらやってほしいと。このお金が交付されるからというふうにして評価されるのはい

いんですが、私から見れば行革進めたからとかいうのもちょっと一部資料があるもんで

すから、そのことを含めて十分政策を練ってほしいなと思って質問させてもらいました。

　　これから予算ですのでちょっとそういう情報があるだけで、私も具体的にどういうふ

うに評価されるのかわかりませんが、そのことをわきまえて政策に生かしてほしいなと

思って質問させてもらいました。

○委員長（中村保嗣委員長）　答弁いりますか。

　　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　これはちょっと建築係がいたほうがいいのかな。25 ページの

建築確認申請審査業務委託の６万1,000円の金額を質問したいんですけれども。

○委員長（中村保嗣委員長）　暫時休憩します。

（午前１０時４１分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時４２分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　尾形課長。

（「ちょっと質問まだあるんだけれども」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　角田委員。

○７番（角田久和委員）　それで、これかなり以前と比べたら金額が減ってきているんで

す。以前たしかもっと、これは道からなんですよね。こっちへ入ってくるお金ですよね。

それで予想するに 近行政だけじゃなくて民間でもこの検査の受託ができるようになっ

ているんで、上士幌町内でも建築されるそういう建築物件がそっちのほうに流れている

のかなと少し想像するんですけれども、これが上士幌で26 年の、近々でも直近でもい

いんですけれども、新築あるいは増築された建築物のうち何割ぐらいですか。それが何

個あって、それで何割ぐらい町外のそういう検査機関にいっているのか、その辺の割合

を質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　暫時休憩します。

（午前１０時４３分）

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

－112－



○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時４３分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　尾形課長。

○尾形昌彦建設課長　この６万1,000円につきましては、角田委員ご指摘のとおり道から

委託を受けまして、建築確認申請が受け付けの業務の事務手数料とあと現地の確認の事

務手数料という形で道のほうから委託を受けた分の委託金でございます。

　　今お話にございました外部の確認申請の機関として民間の業者が今できるようになっ

たという形で上士幌の全体の中でもかなり多くの割合を占めつつあるんですけれども、

ちょっと今手元に件数の何％という数字がございませんので、後ほど回答させていいた

だきたいと思いますので、ご了解ください。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　それはそれであとでお願いします。

　　それでこのことが我が町の建築係が建物の状況であるとか、全体の把握をしづらいと

か、そういう町を経由せずに確認がおりるわけで、それで町のほうに民間検査機関が確

認をおろしたものの情報が割と正確なものが入ってきて、いろいろな面でどういう形態

の新築あるいは増築ができているのか、それの把握しづらいとかいうような状況はおき

ていないんですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　尾形課長。

○尾形昌彦建設課長　確認、この民間の検査機関で行う場合も、敷地の調査については町

のほうにどういう状況下であるかということで、民間機関のほうから問い合わせがござ

います。それで敷地だとか建物の規模については、おおよそはわかるという内容になっ

てございます。

　　また、確認申請と別に工事届けという登記上の届け出がございまして、こちらのほう

にも敷地の大きさだとかというのがわかるものがございますので、それでおおよその概

要はわかるという形になってございます。

　　それから、確認申請が受理されて交付されたという届け出の情報だとか、あと完了届

けの情報につきましても、町のほうに届くようになってございますので、大枠はわかっ

ているという状況になってございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、事項別明細書の総括表は９ページから10 ページま
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で質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、一般会計予算書の１ページから７ページまで質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで暫時休憩します。

（午前１０時４７分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時４８分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、議案第25 号平成 27 年度上士幌町国民健康保険特

別会計予算は199ページから235ページを一括して質疑を行います。

　　質疑ありますか。

　　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　国民健康保険会計は平成27 年度から１円以上のレセプトが国

保連合会のほうで処理できるというようになるんだろうと思うんですが、その関係で保

険財政安定化基金交付金等が結構ふえたりしていると思うんですが、その辺の関係につ

いてとそのことが町民への、町のメリットがあるのかどうか。あるときもあればないと

きもあると、いろいろあると思うんですが、その点について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志保健福祉課主査　保険財政共同安定化事業につきましては、一般の保険者のレ

セプト１件当たり30 万円から80 万円の医療費に対し、前期高齢者調整額を控除した

100分の 59 が交付金として交付されます。これが平成24 年国民健康保険法の一部改

正により平成27 年度よりレセプト１件当たり１円以上80 万円までの医療費、つまり

80 万円までの全ての医療費が対象となるため本事業の扱う医療費の額の規模がおよそ

2.5倍になると言われております。この対象となる医療費の事業規模の拡大に伴い、歳

入である交付金、また歳出である拠出金がともに試算したところ予算額が大幅に増加し

ているところでございます。

　　町民の方々にメリットがあるかどうかということなんですけれども、この共同安定化

事業につきましては、高額な医療費の発生に伴う保険料の急激な医療負担増という不安

要素の分散を図るために創設されております。
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　　また、保険者間の保険料の平準化も目的にも行われているものでございまして、その

ために創設されているので、メリットがある年と、確かにデメリットがある年があるか

と思うんですけれども、そのために目的のある制度なので、国のほうでそういう方針で

やっておりますので、進めていきたいと思っています。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　 27 年度予算書を見ますと、道からの交付金のほうが多いと。

それは多分25 年、 26 年の給付状況に見て計算しているので、27 年度だけは予算だ

けで見れば町のほうが連合会のほうから来るお金が多いと。それはこれからわかりませ

んので、過去には逆のパターンがずっと続いたので、町が私損したと言ったらちょっと

言い方がまずかったんですが、拠出金がのほうが多くて、給付されるお金が少ないと。

町に何もメリットがないではないかと質問させてもらいました。27 年度の予算書で見

れば、メリットがあるように見えますが、これは何とも言えないことで、それからあと

は、言えるのは予防、予防でずっと予防事業をやっているんですが、これ予防事業する

ことによって病院にかからなくなれば多分、町の給付下がりますよね。そのときにそれ

が財政に生かされてくるんだろうかと。国民健康保険税を抑えるほうにいくんだろうか

という、いろいろな予防をやっても結果的に全道全体で１円以上レセプト同じにして、

計算によって払う、もらうの決めちゃうといろいろな予防事業を行っても実際には保険

税には影響は出なくなるんじゃないかと、そういう心配もされますが、その点について

質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志保健福祉課主査　確かに委員おっしゃるとおり、予防をして医療費が下がると

いうことで拠出金が超過になることがあります。拠出金が超過された場合につきまして

は、交付金の３％を超える額について北海道の特別調整交付金によって補填される部分

もあります。確かに、デメリットになる部分もあるかと思うんですけれども、今回平成

25 年度、26 年度は医療費が多くかかったということで、交付金が多くあたる場合も

ありますので、それは保険制度ですので全体で支えるということの理解のもとでやって

いかなければいけないと考えております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　それは当面というか平成28 年から今度は全体で会計そのもの

を一つにするのではないかと。そうするとだんだん結果的には今回の国のほうで３日で

そういう閣議決定をされたと聞いていますが、そんなふうにいくんではないかと、その
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点について情報があればお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志保健福祉課主査　さきの新聞報道でもございましたけれども、医療制度改革法

案が閣議決定したということで、国民健康保険の財政運営等が2018 年度、平成30 年

度より市町村から都道府県へ移管するという内容が盛り込まれていますが、今後ちょっ

と国保会計も国民健康保険全体がどのようになっていくか、まだ正式には示されていな

いので、現在のところ具体的にはちょっとお答えはできません。

　　しかしながら、今後国や北海道などから移管にかかる方針が示されていくと思います

ので、ある程度詳細が明らかになった段階で町民の皆さんへの周知ですとか、議会の委

員会での報告など必要に応じて対応していきたいと考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　その問題ここで議論しても。そういう情報があるということで、

質問させてもらいました。

　　そこで、実際に町の国民健康保険税の財政状況はどうなのかと。ずっと厳しい、厳し

いと指摘して、そうだという答弁もらいながら、やはりこれ以上上げないために、一般

会計も繰り入れも必要じゃないかというふうな決断もし始めていると思うんで、その辺

について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志保健福祉課主査　国保の財政運営はどうなのかといいますと、確かに委員おっ

しゃるとおり決して余裕がある状況ではございません。特に国保の運営基金につきまし

ては、今回３月の補正予算について基金を全て取り崩すことで予算計上させていただい

ております。

　　しかし、今後１月、２月の医療費の請求ですとか、国の調整交付金などの状況により、

歳入がどれだけ不足して、その部分から幾ら基金を取り崩すか、変わってきますので、

基金については今流動的な状況でございます。昨年度の決算も結局全て予算計上しまし

たけれども、結果的には予算が足りたということで、基金取り崩さないで済んだという

状況もございます。

　　また、先ほど話しましたが、平成27 年度の保険財政共同安定化事業の部分について

も、対象医療費が拡大した初年度でございますので、この交付金についても医療費の実

績に応じた交付額でありますので、大きく変動することもございます。

　　また、医療費がふえてきますと国の交付金等でなく、保険税収入などで補填していく

ような状況になります。それでも足りないような状況になりましたら、先ほど言った基
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金ですけれども、基金は今言ったように流動的な状況でございますので、ちょっと難し

い状況でもございます。

　　一般会計からの繰り入れに対しては、事務方として今まで理事者に相談しながら財政

運営をしてきておりますが、財源不足に陥るような状況になったときは、理事者の判断

を仰ぎながら適切に対応していきたいと考えております。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　当面27 年度の状況についてわかりました。選挙後の５月でま

たいろいろ情報があればまた質問させてもらいます。

　　それと次に、特定健診の関係なんですが、224ページなんですけれども、26 年度の

目標は48 ％ですが、まだまだそれまで至っていないと思うんですけれども、およその

達成率と今後の課題について質問させてもらいます。

○委員長（中村保嗣委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志保健福祉課主査　平成26 年度の特定健診の実施率については法定報告がまだ

先でございます。

　　また、対象者数については平成26 年度の１年を通して国保の資格を有していた番号

の数が算定基礎になるので、数値としてはちょっとまだはっきりとした数字は言えませ

んけれども、およそ給付実績に近い40 ％台の数値ではないかとは想定されます。なの

で、目標値に確かにいっているかどうかというのはなかなかお話するのは難しいんです

けれども、実施率の向上はやはり課題であるとは認識してございます。

　　また、なかなか毎年継続して受診していただけない状況もございます。理由としては

忙しいですとか、自分は健康であるですとか、病院に通院しているので受診ちょっとで

きないよというようなお話もアンケートの結果のほうで出てきております。保健師にも

努力をしていただいておりますが、実施率を上げるのはなかなかどの町村でもちょっと

苦労しているというお話がございます。

　　しかしながら、先ほど財政問題もありますけれども、予防を重視しなければ医療費の

抑制にはつながっていかないと考えておりますので、特定健診は治療と検査とは別のも

のであるという認識を持っていただき、引き続き受診勧奨などの働きかけに力を入れて

いきたいと考えております。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに質疑ありますか。

（「なし」の声）
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○委員長（中村保嗣委員長）　以上で、議案第25 号平成27 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 15 分間休憩といたします。再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１０時５９分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時１１分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　先ほど建設課からの回答を保留しておりましたので、回答

をしていただきたいと思います。

　　尾形課長。

○尾形昌彦建設課長　申しわけございません。

　　先ほどの25 ページの建築確認申請の手数料に関しましての平成26 年の今現在の受

け付け件数と並びに民間検査機関での実施件数なんですけれども、まず全体でいいます

と 26 年度につきましては24 件ございまして、このうち７件、29 ％が民間検査機関

の確認申請の処理でございました。ちなみに25 年度につきましては、全体24 のうち

民間検査機関が16 件の 67 ％、 24 年度につきましては、全体37 件のうちの民間機

関が 10 件、 27 ％という状況でございました。

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、議案第26 号平成 27 年度上士幌町後期高齢者医療

特別会計予算は237ページから253ページを一括して質疑を行います。

　　質疑はありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　以上で、議案第26 号平成27 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 27 号平成 27 年度上士幌町介護保険特別会計予算は255ページから

281ページを一括して質疑を行います。

　　質疑はありますか。

　　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　271ページの地域介護予防ボランティア養成講座委託の内容と

ポイント換金の内容について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　塩澤主査。

○塩澤尚弘保健福祉課主査　ご質問にお答えします。
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　　予算書にあります地域介護予防ボランティア養成業務とボランティアポイント換金で

すけれども、こちら別々の事業になっておりますが、まずご質問にありました地域介護

予防ボランティア養成講座の委託の内容ですけれども、この委託事業の内容としまして

実施しておりますのは認知症サポーター養成講座になります。この養成講座は平成17

年度から国が進めている認知症サポーターキャラバン、そちらの事業がありまして、本

町でも 18 年度から毎年度実施している事業となっております。

　　講座の内容の目的としましては、地域の方に対して認知症の正しい理解をしていただ

くということが、まず第一の目的となっております。受講の対象者は企業など事業所で

すとか、あと学校などの団体となっておりまして、本町もこれまでの延べ受講者数は

800人ぐらいになっているという事業になっております。

　　それと続きまして、ポイント換金につきましては、今年度新たな取り組みとなります

ボランティアポイント事業ということですけれども、高齢者のボランティア活動により

まして地域貢献等、何より高齢者自身の介護予防を図るというものとなっております。

施設入居者へのリネン交換ですとか、シーツ交換など、あとお話相手、あと各種実施さ

れているサロン活動のサポートなどにかかわったときに１時間１ポイントのポイントを

付与しまして年間活動のポイントの累積によりましてそのポイントを換金するという仕

組みになっております。ただ、換金といいましても現金を換金するのではなくて、商工

会の商品券にかえるような仕組みを考えております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　平成27 年度から介護保険が大幅にかわりまして本当に国の制

度の中で町が努力するといったらボランティアの方を含めていかに地域で支える事業を

行うかという点だと思うんですが、先ほどボランティア養成講座というのは従来からや

っている事業の予算しか多分ないんだと思うんですが、新たにいろいろな、ホームヘル

パーにしろ、本来ならきちんとした資格を持った方がやるのは当然なんですが、そのほ

かにもいろいろなできる仕事、できるボランティアを養成するようなことにこれから取

り組んでいかなければいけないのかなと思って質問させてもらったんですが、それとポ

イント換金につきまして、これは本当にこの間池田町の取り組みを見させてもらって、

いろいろな方とお話し合いをしたり、何かすると本当に子供から年配の方までいろいろ

な活動に参加して、そのことが自分の生きがいにもなり、あえて言えば還元されると、

ポイントついて。それはすごくいいなと思って見させてもらいました。多分いろいろな

ところの取り組みがあるんだと思うんですけれども、それを参考にしながら町独自でも
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いろいろな取り組みをされてほしいなと思っています。その点について、先ほどのボラ

ンティア養成講座についてほかに何かないのかと。還元金についてはこれは答弁いりま

せんので、よろしくお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　塩澤主査。

○塩澤尚弘保健福祉課主査　ボランティア養成講座の件ですけれども、このボランティア

のポイントの事業に関連しても 初に登録をするわけなんですけれども、登録をする際

にボランティアの意義ですとか、高齢者に対応する姿勢ですとか、そういったことの研

修といいますか、そういうのは予定しております。

　　先日池田町のポイントの研修を受けたということなんですけれども、１日の活動によ

る取得ポイントの上限ですとか、累積ポイントなど各自治体によってあるんですけれど

も、現在のところちょっと見込みで確定はしておりませんけれども、ほかの自治体での

取り組みの内容ですとか、本来のボランティア活動としての意義ということも勘案しな

がら、実施に関しては社会福祉協議会と協力をして行っていくことになるんですけれど

も、関係機関と調整を図りながら進めていきたいと思っております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに質疑ありますか。

　　以上で、議案第27 号平成27 年度上士幌町介護保険特別会計予算の質疑を終わりま

す。

　　ここで暫時休憩します。

（午前１１時１８分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時１９分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、議案第28 号平成 27 年度上士幌町水道事業特別会

計予算は283ページから300ページを一括して質疑を行います。

　　質疑ありますか。

　　９番、山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　毎年のように予算の、あるいは決算の予定をお尋ねしておるわ

けでございますが、昨年度から見るとこの維持管理費のほうと設備改良のほうと数値が

ちょっと若干変わっているかと思いますが、本町の市街地のほうから流れてきている本

管の毎年お尋ねしておりますけれども、石綿管の改良、埋設工事、どのぐらいの進捗状
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況と。あとどのぐらいのスパンでこれがおさまっていくのか。それとプロペタンといい

ますか、そちらのほうの水源地の状況とあわせてこの本町の市街地へ流れてきている勢

多のほうの水道設備の現状と、これからの平成27 年の予算にかかわる事業についてお

尋ねしておきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉森主査。

○杉森誠志建設課主査　まず、維持管理費と改良費、若干昨年度と違うというご質問に対

してですが、維持管理のほうについてですが、水道経営費のほうで1,400万円弱増額と

なってございますが、これについては水道メーター器がありますけれども、これの更新

件数が昨年よりも335器ほど更新対象数が多くなってございます。それによりまして増

額の予算計上ということです。

　　それから、石綿管の状況についてなんですが、毎年いわれていますけれども、現在ま

での更新状況としましては、主要となる管路から 優先に毎年計上して、それを実行し

ている状況なんですけれども、今年度については1,775メーターほど整備を完了してお

ります。27 年度の予定としましては、配水管が1,200メーターほどを予定として計上

してございます。今現在の石綿管の残存距離としましては、19.15キロということで、

本町の管路の全体の割合からしますと10.32％と、まだ10 ％を切るに至らない現状で

ございます。

　　今後の計画としてはこの石綿管の更新工事、これを 優先に予算計上してまいりたい

というところですが、施設全体が昭和30 年代後半から50 年代の前半にかけて一斉に

整備されたものを今現在も使っているという現状もございますので、大変全体的に老朽

化した施設を抱えている状況にあります。こちらの施設の更新もあわせまして一緒に

善なる更新を計画として努めてまいりたいというところでございます。

　　ほか農村部の現状でいきますと、まずプロペタン、東部給水区域の施設については今

現在も河川からの取水というものがメーンでございます。何年も前に、過去に災害等ご

ざいまして、それによって地下水、井戸ポンプ場を設置しています。平成21 年ぐらい

だったと思うんですけれども、ちょっと正確な年度は今は押さえていないですが、そこ

でまず１機と。その後さらにまだ水量としては不足でしたから、第２ポンプ場というも

のを整備しております。今運営していますのが、川と井戸水を併用して水量不足になら

ないようにということで今のところは安定した運転状況かなと把握しております。

　　次に、農村地区でいきますと北門エリア一帯に給水されています居辺給水施設、こち

らについては芽登川、足寄町の水源になります。ここの浄水場につきましても、河川が

メーンとなっていまして、そこの河川から取水していると。水量については給水不足は
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ないんですが、夏場の雨量が多い時期になりますと河川がどうしても濁ってしまうとい

うことがございますので、昨年井戸ポンプ場を設置してございます。河川の濁りがひど

い時期については、その井戸ポンプに水源を切りかえてやって安定した給水という状況

でございます。

　　あと 後に、西部地区、上音更、勢多の一部の区域に給水されています平成22 年か

ら供用開始になっていますけれども、こちらについては施設自体は大変新しい施設です

ので、これといった問題は特にはないんですけれども、設置から５年を迎えるというこ

とですので、消耗するものがございますので、その辺も毎日巡視の中で逐一チェックし

ながら異常がないかというところで整備をしてまいりたいというところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　この水道の改良事業の件なんですけれども、東部、北門地区に

おきましても、これが随時改良されてきているということは認識しております。問題は

先ほど説明された過去の35 年ごろのやつというのは畑の中の10 メーターぐらい、町

有地から本管あたりが入っている場所が見受けられます。そうしますと、居辺というの

は湿地帯が多いわけで、今度は農林課で道営事業やるときになるとそこからさらに５メ

ーターという区間があって、水道の埋設から５メーターを外した中で暗渠を入れなけれ

ばならないということになっちゃうわけです。それぞれの地主、土地の持ち主にしてみ

ればその辺がやはり本当は町有地との境から５メーターということは道営あたりも国営

でも決まっていますから、その辺が水道管あるためにそこが入らないと非常に改良がで

きないということがありますので、その辺も踏まえた中で今後、当然今の改良事業の本

管、幹線についても町道もしくはそれのドリョウ地内に埋設しているのかなと思います

けれども、その辺を考えたら早急にやってもらいたいと思いますけれども、その辺の考

え方お願いします。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉森主査。

○杉森誠志建設課主査　建設当初は国の事業によりまして、整備をされております。その

当時は水というものがなかった時代でしたので皆さんありがたいということで、民地の

ほうは、その当時低コストということで一番 短距離で整備されたものが今現在になっ

てそれが障害になっているという状況はうちのほうでも把握してございます。今現在の

整備の考え方としては、必ず民地ではなくて、まず公共地、こちらに設置をしていくと

いうことで、今事業も進めておりますし、かんがい事業とかそういった計画がありまし

たら、当然すぐ実施ではないものですから、前年、その前々年度から計画が測量設計な

り、設計会社さんが役場のほうに来たりとか、国の事業ですから国の担当者が役場のほ

－122－



うに調整に見えられると思いますので、その際にはうちのほうも対象の分を公共地のほ

うに移設をするということで、予算を計上し、協議していくということで今後進めてま

いりたいと思いますので、その辺ご協力をお願いしたいというところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに。

　　５番、渡部信一委員。

○５番（渡部信一委員）　老朽化に伴うところの更新などあるわけで、そういったことに

なるとどうしても利用料金というか、そういったものが話題になってくると思うんです

けれども、かつて町のほうで水道料金の十勝の平準化というようなことで委員会等に提

案されて、それに対して、一番過疎地のそういうところにあって、水ぐらいおいしい水

があって、上士幌の一番のキャッチフレーズでそういったことで広く全町民に安いとい

うか、そういう形の中でやったほうでいいんじゃないかということでそういった提案を

引っ込めた経過があると思うんですけれども、私は今下げれというのではなく、できる

だけおいしい水、そしてあわせて今の値上げとかそういったものを抑えながらこの水道

事業を一般会計の繰り入れもあるんですけれども、そういった形の中で対応していただ

きたいなと思うわけですけれども。安いというか、住民にとっては安い水が、今現在管

内のそれぞれの他町村の水道料金のそういったものも調べているかと思うんですけれど

も、そういった中でどういう位置になっているのか。あわせてそういった水の水道料金

のそういったものを抑えてやっている政策というものをもっと町長とのこういった政策

にももっと全面に出してキャッチフレーズにしたらいいんじゃないかというふうに私も

思っているところなんですけれども、そこら辺のことについてお尋ねしておきたいと思

います。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉森主査。

○杉森誠志建設課主査　まず、本町の料金について管内の順位ですが、一番下になります。

一般的に計算しますと、一般家庭で20 立方メーターを使用した場合の１カ月の使用料

を管内で比較するとということになるんですが、そのほかに業務用なり、営農用なりい

ろいろございますんで、そこを加味しますとちょっとまたほかの町村においても料金の

分け方がまた違いますので、何とも一概には言えないところがございます。

　　今の現在の料金収入でどこまで水道事業として賄いきれているかという現状のお話を

しますと、今年間で１億3,000万円弱ほど料金収入がございます。その中で維持管理費

まで十分に賄いきれている現状にございます。その分さらに数千万円ほど、2,000万円

弱ぐらいですが、余剰金が出ておりまして、その分、じゃ何に使っているかと申します

と先ほど質問もありました改良費です。石綿管の更新工事なり、ほかの施設の更新費、
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こちらのほうに補填ができている状況にございます。足りない分については先ほど渡部

委員からご指摘ありました一般会計、こちらのほうから補填させてもらって、今水道事

業が運営できているという現状にあります。

　　あと、料金の改定とかそういったものについては、また今後国のほうで消費税も改定

されるということがありますので、その時期になりましたら、また審議していきたいと

考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　５番、渡部信一委員。

○５番（渡部信一委員）　改定しろというわけじゃないんですけれども、これ以上は少な

くとも安くするというのは無理な話かと思うんですけれども、消費税等のそういった改

定というのはやむなしかと思うわけですけれども、この一番山麓にあって、一番源流の

上士幌はおいしい水が十勝管内でも一番安く使えるというのは一つの、それこそ移住定

住だとか、いろいろな部分での一つの町の売りにもなるわけですから、できる限り現行

水準の中でやっていただきたいということを要請しながら質問したわけです。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　回答いりませんね。

○５番（渡部信一委員）　はい。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに。

　　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　もう一つ聞き忘れたんですけれども、水道の径というんですか、

例えば蛇口が13 ミリだとか19 ミリだの、25 とたしかあると思うんですけれども、

それによって価格が違うはずなんですよね。これは一般家庭であろうと営農用であろう

と同じかなと思うんですけれども、これは国のことなのか町独自でやっているのか、そ

の辺をちょっと知りたいんですけれども。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉森主査。

○杉森誠志建設課主査　今現在の料金の体系なんですけれども、昭和59 年から今現在に

至るということでして、当初としてはいろいろ、過去の経過を見ますと引き込みの関係

の大きさにより金額を設定していた場合もございますし、それ以外の考え方もあります

ので、町独自の設定の仕方と考えてもらって結構かと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　そうであれば、町の給水池から本管を通って主線というか幹線

へ入ってここに入ってくるわけですけれども、特にこの営農用というか酪農、私方も畑

作なんですけれども、径によって立方数というのか、価格が違うわけですよね。できれ
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ば、例えば農場に水使うときもメーターがついているから径が大きくてもいいんじゃな

いかなと思うんですけれども、やはり細い径だと時間がかかっちゃうんです、かなり。

だから水が今の大型のスプレーは5,000リッターだとかそういうことになると、時間か

かって待っていなくてはならないと。だから、私は19 ミリぐらい入れて、25 になる

とえらい高くなるという話を聞いたんで、本当は25 ぐらい、瞬時に出してもらってや

ればいいんですけれども、それは本管だとか給水池のいろいろな問題があるのかなと私

は思っていますけれども、将来、やはり営農、営業用ということになったと考えたとき

に、この水道会計そのものというのは酪農だと大型で水を使うところでかなり使うから

安定しているのなかと。家庭よりはそっちのほうがはるかに多いんではないかと想定さ

れますけれども、やはり今後はその営農用というのをもうちょっと多く使っても価格が

同じだとしたらそういうことはできないのかどうか、ちょっとその辺質問します。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉森主査。

○杉森誠志建設課主査　今現在、一般家庭でいきますと１トン当たり170円と。そこに対

して営農用ですと110円と。一応大型農家さん、大量に使いますからその分安くしまし

ょうということで減免措置をとっていると考えていますが、料金設定の考え方、これか

ら水道事業の運営の状況によりまして、また再度その辺も含めて検討していかなければ

ならないと把握しております。

○委員長（中村保嗣委員長）　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　価格よりも水がもうちょっと早く出てほしいということを言っ

ておるわけで、その辺も含めて考えてください。

　　以上です。返答はいりません。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに質疑ありますか。

　　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　順次、管の更新が進んでいるということですけれども、現在の

本町の、特に市街地ですけれども、漏水率がどれぐらいなのかというのは把握できてい

るものなんですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉森主査。

○杉森誠志建設課主査　正直な話、把握することは難しいかと思われます。漏水を調査す

る機械というものが民間業者からも発売されていますが、それをうちの町ではまだ持っ

ていません。漏水の調査も実際かけてございませんので、その辺は検討事項かなと思っ

ております。

○委員長（中村保嗣委員長）　尾形課長。
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○尾形昌彦建設課長　今の話はいわゆる軽微な漏水の考えの部分でございまして、例えば

事故による漏水とかということになりますと、今は全部浄水場のほうのため水の水位と

いうのを常時監視しておりまして、変化があればインターネット経由で職員のほうにも

届くというシステムになってございますので、そういう部分では安全な水の供給の確保

という部分の努力は行っているという感じでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　じゃ、今の回答を受けますと、古い管からの漏水とか継ぎ目と

か、それが水道会計全体に大きな影響を与えるようなものではないと、そんな感じなん

ですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉森主査。

○杉森誠志建設課主査　今浄水場からつくられている水は100％としますと実際に給水ま

でに届く水の量としては割合にしておおよそなんですが、80 ％いくかいかないかと。

あとの２割というのが不明水といわれるもので運営していまして、実際水道事業からし

ますと先ほど私のほうから説明させていただきましたが、料金収入で改良費の一部まで

補填できている状況にありますので、その分は誤差の範囲であるというふうに思ってお

ります。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　以上で、議案第28 号平成27 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29 号平成 27 年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算は301ページ

から324ページを一括して質疑を行います。

　　質疑ありますか。

　　９番、山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　これも毎年のようにお尋ねしておりますが、下水道の普及推進

経費、これ昨年と同じなんですが、いわゆる第１処理から第３処理区までの対象世帯、

下水の設備を可能とされる世帯について、現状について何％なのか。あと、戸別排水事

業もこの予算に載ってございますけれども、この件についても同様に進捗率といいます

か、これから普及経費を使ってなおさら文化的といいますか、そういう生活部分で向上

されるべく普及されるかと思っておりますけれども、この件の現状と今後の方向性につ

いてお尋ねしておきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　山崎主幹。
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○山崎浩司建設課主幹　まず下水道の普及率なんですけれども、下水道普及率というのが

ございます。これは町全体の人口に対して下水道を使うことができる人の人口の割合な

んですけれども、25 年３月末現在ですけれども、町全体の人口が4,975人、下水道区

域に住んでいる方が3,626人となりますので、率としては72.6 ％。あと水洗化率とい

うのがあるんですけれども、公共下水道の区域内に住んでいる人のうち、既に下水道接

続している方ですけれども、その割合なんですけれども、その区域内の方が3,626人に

対して、既に下水道接続している方が3,246人いますので、率としては87.6 ％となっ

ております。

　　あと、浄化槽の関係なんですけれども、平成18 年まで町のほうで浄化槽を設置して

いました。これが143機ありまして、人口としては593人、あと19 年以降は個人で設

置した方に対して町が補助しています。この浄化槽について使用人数としては73 人、

合計666人です。なので、下水道区域外の方の人口が1,349人になりますので、それに

対して666人ということになりますので、約 50 ％ということになります。

　　普及率等については以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　以上で、議案第29 号平成27 年度上士幌町公共下水道事

業特別会計予算の質疑を終わります。

　　これをもって本日の会議は終了いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　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３月９日月曜日午前 10 時でありますので、ご承知願います。

　　本日はこれにて終了といたします。

（午前１１時４５分）
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（午前１０時００分）

○委員長（中村保嗣委員長）　それでは、ただいまより第３回予算審査特別委員会を開会

いたします。

　　初めに、本日の本委員会へ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、本日の委員会への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（中村保嗣委員長）　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。

　　これより議事に入ります。

　　本特別委員会に平成 27 年３月３日に付託されております議案第 24 号から議案第

29 号までの平成27 年度一般会計予算及び５特別会計予算の６案を一括して議題とい

たします。

　　６日の委員会に引き続き質疑を行います。

　　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）　総括的に大きく２点、質問いたします。

　　それと、予算質問で質疑ちょっとし忘れた件について１件、質問します。

　　総括的な質疑として２点、質問いたします。

　　１点目はまちづくりと財政問題についてですが、夢基金の関係で納税金がふえまして、

かなり夢基金がふえ、それから少子化対策の事業が行われていますが、全体として27

年度末の基金残高が前年に比べて約３億ふえて61 億円と、これは26 年度の決算等を

含めればますますふえるんだろうと私は思っています。

　　夢対策について、基金については従来どおり子育てに使うというので、それはいいん

ですが、それに充当することにより一般的な財政調整基金、公共整備基金等がかなり財

政的には緩いといいますか、結構ゆとりがあるんではないかと、そのこと含めて全体的

な予算の中で、子供だけじゃなくて高齢者、それから働く人、農商を含めて報われると

いいますか、実感のできる予算の組み方ができなかったのかと。いろいろ見ましてもそ
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れほどないように私は把握いたしましたが、その点について、まず１点質問いたします。

　　それから、２点目は平和の問題で、ここ最近本当に基地移転の問題から与那国島への

自衛隊の配備等を含めてかなり危険な状態になっていると思います。それから、国の政

府の予算も過去最高の４兆9,800億円と最高の予算を組んでいます。その中で自衛隊に

対する補助金、ずっと反対してきましたが、それについてどのような対応をするのか、

どのような態度で自衛隊を把握しているのか質問いたします。

　　それから、予算で質疑し忘れた介護保険の問題ですが、介護保険の引き上げの分が今

回の 27 年度の予算の中に含まれているかどうか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　基金が積み上がっているんだということで、それらをまちづくりの中に

収支ゼロベースになるように使ったらどうだろうかということだろうと思います。

　　町全体の将来設計というのを描いて、それに合わせて財政の運用もしていくというこ

ろだろうと思っております。

　　特に、26 年度につきましては、ハードの関係で随分整備されてきたということで、

いわゆる就学前の保育教育、そしてまた医療の整備、さらには福祉の整備ということで

あります。

　　いよいよ今年度からそれらを活用しながら直接的に住民サービスがなされていくとい

うことになるだろうというふうに思います。そのために今、特に高齢者を含めた社会福

祉、医療の関係でいいますと地域包括ケアというのが、この１年、２年前から各関係団

体、関係機関が集まって具体的に制度の濃い、密度の濃い、安心してこの町で暮らせる

ようなハードからソフトの面を含めて整備していこうと、そういう動きが出てきており

ます。

　　そういった中で、新年度も随分とサービスの向上が図られるだろうというふうに考え

ております。なおかつ、それらが動く中で、多分もっと必要なものも出てくるだろうと

思いますから、それらについては今後さらに住民の方々が安心して暮らせるような、そ

ういう福祉、医療関係を含めて総合的な施策を講じていくということであります。

　　そういった意味での多分これから、また財政的な負担というのは当然出てくるだろう

というふうに考えておりますので、きのう、きょうだけの話ではなくて、後々この町で

安心して暮らせるような、そういった環境にするために基金というのを十分活用しなが

らまちづくりに生かしていきたいということでございます。

　　もう一つは、平和の問題になりますけれども、これらについては、今までも答弁させ

ていただいておりますけれども、この町だけでなく、町にとっては特に身近なのは防災
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関係での対応等々でいろいろとご支援をいただくということがありますし、国において

も国を守るという最も大義から、さらには地域の防災含めて自衛隊の役割は極めて大き

いものがあるということでありますから、そういった意味で自衛隊に対する必要な協力

支援というのは当然自治体としてもしていくべきだろうというふうに考えております。

　　それから、介護保険の関係についてでありますけれども、これは、それらを想定して

今回値上げさせていただきますけれども、サービスがかなり幅広く、そしてまた一般町

民の方々に利用してもらえるだろうという想定でありますので、そういった意味での介

護保険料のほうは第６期に向けてかなり需要がふえるという前提での見直しをさせてい

ただいております。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ご質問の中で増額予算でうまくいくかというご質問だったと思いま

すが、財政運用上うまくいくということでご理解願います。

○委員長（中村保嗣委員長）　８番、山本和子委員。

○８番（山本和子委員）　まず、財政問題についてですが、27 年度の基金の取り崩し金

は、夢基金が5,150万円、これはもともと政策的な予算ですので、それから財政調整基

金が5,058万円と、当初ではこの基金を崩していますが、今後について、総合的な地域

包括ケアを含めて今後施策に生かすと。それから、今後財政負担が出てくることもあり

得て、基金は従来どおり積みながら生かしていくという答弁がありましたが、ここ昨年、

ことし含めて夢基金がかなりふえまして、今年度、27 年度もかなり積ませるんではな

いかと予想されますか。27 年、 28 年、その早い時期に総合的にやっぱり基金のあり

方も含めて、私は基金に積むことに反対ではないというふうにお話をしておりましたが、

全体的な中で、全体的な福祉、それから農商工含めて今大変なときにありますので、基

金をどう生かすかと考えながらいかないといけないのではないかと私は思って質問させ

てもらいました。

　　従来でしたら財政調整基金、公共整備基金がどんどんふえまして、どんどん積んでい

きます。それをまず崩して政策に使いなさいとお話ししたんですが、夢基金につきまし

ては結構金額大きいですので、長期的な見通しで基金を積みながら使いなさいと、こう

分けながら私は政策的に訴えてきました。その点についてどんなふうに基金を生かしな

がら総合的なまちづくり、少子化だけじゃなくて、高齢者だけじゃなくて、もちろん現

役世代の働いている方も大変だという声も聞いています。その点についてどういうふう

に生かしていくのか質問いたします。

　　それから、平和の問題では、防災関係についてかなり役割を果たしているということ
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で、それはそれとして認めますが、全体的な流れの中で、特に昨今本当にまあ私も自衛

隊協力会の方からいろいろ言われるんですが、それはそれとして、国の流れの中であり

方がどうかと考えていかないといけないので、交付金が、補助金がどうのこうの、そん

なに金額が大きいわけではありませんので、そのことをもっていいか悪いかを論じるの

ではなくて、全体的な流れの中でどうされているか質問いたします。

　　再度、聞き漏らしたら困りますので、介護保険料については、保険が予算に含まれて

いるということで確認させてもらいます。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　改めて基金でありますけれども、通常のこの年間の入りと出の関係でゼ

ロベースであれば、あと政策的な意味合いで基金を取り崩していくという使い方も一つ

あるだろうというふうに思いますし、一方で、地方交付税がこの後の見通しとしても決

してふえるというふうになかなか読み切れないと。むしろ減額されていくだろうという

ふうに想定しなければならないということがありますから、そういった意味では、安定

的な町政運営をするためには一定の基金というのはこれは確保しなければ、何かあった

ときに対応できなくなるということでありますので、今ある基金が多いか少ないか、多

いという前提で何かに使うということではなってはならないだろうと。必要なところに

必要な基金を取り崩していくということであるというふうに思っておりますので、その

辺については、政策課題とあわせて必要性が生まれてきたときには、基金の取り崩しは

財調以下ほかも含めてそれらを使わせていただくということだろうと思います。

　　それと、夢基金の関係ですけれども、あくまでも寄附金ということでありますから、

これについては当面、国の政策としてはまだこれを活用するという流れにあるだろうと

いうふうに思っております。新年度からいわゆる確定申告が免除されるだとか、あるい

は寄附の控除額が最大有利なところが20 ％するだとか、そういった施策が出てくると

いうことでありますから、総体としてはふえるだろうというふうに思いますけれども、

あくまでも寄附金という性格でありますので、それらについては非常に慎重に図ってい

かなければならないということと、あわせて一方では、今回中長期にわたってそれらの

財政負担、特に子育ての関係でいうと、保育料の減免等については単年度でやめる、あ

るいは二、三年でやめると、そういう性格のものではありませんから、そういったとこ

ろの財源のフォローをしっかり担保するという意味では、長期的な視点でその運用を図

っていくと。山本委員もおっしゃられましたけれども、そういった視点で住民が安心し

て子育てできるような環境、あるいはふるさと納税を使った基金の生かし方をこれから

考えていくということだろうというふうに思っています。
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　　平和の問題については、何回もその辺のやりとりについては山本委員のおっしゃられ

る見解のことと、それから町としてはその必要性について認識しているという前提での

食い違いがあるところでありますので、協力隊等についての支援と、それから戦前の少

なくてもそういった状況になってはならないという前提の平和というのは、これからも

しっかり議論をしていく必要があるという、それは国レベルでありますし、それから国

民全体の問題として、それらについては二度と悲惨な戦渦になるような、そういったこ

の自衛隊を目指すところであってはならないという前提での考え方を伝えさせていただ

きたいというふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　私も総括質疑をさせていただきたいというふうに思います。

　　まず、１点目、認定こども園について、保護者説明において現在私設保育所に入所を

されている、入所または運営をされている農村部の保護者に対して、十分な説明、いわ

ば対応ができていたのかどうか。つまり、どういうことを言いたいかというと、通園補

助だけで通園することが一番可能なのかどうか。どうも話を聞くと、例えばお母さんた

ちの中には、ほかの人ににおいが、作業着で子供を連れてくればにおいがするとか、あ

るいはその時間が一番忙しい時間だとか、こういう話も実は聞いていたところです。

　　そういうことを考えるのならば、私は今回できる認定こども園の幼児教育部門という

のは大変期待をしているというか、さらに本町の場合、幼児教育から高校教育までとい

う一貫教育ということになれば、農村部の私設保育所の皆さんは取り残される形になっ

てしまうのではないか。

　　いろいろ事情があるし、考え方もある。中には、そういった教育を別にしなくても親

元に置いておけば十分なんだというお母さんもいますから、そのことを強制するという

意味ではなくて、本当に経済的な問題なのか、行くために農村部の労働時間とかみ合わ

ないのか、あるいは、そういった気持ち的な問題があって通わないというのかというの

をもう少しやっぱり掘り下げて、なるべくいい施設ができて、そこで教育効果を期待で

きるというふうに私も期待をしていますし考えていますから、そういう機会をなるべく

公平にというか、どうも町でできることは通園補助だけだというような形で考えたので

はないかという心配をするんです。

　　それから、もう一つ、これだけの大きな改革を保育課を初めとして担当課がしたわけ

ですから、そういう部分では作業等に荷重がかかり過ぎていて、そこまで十分な配慮が

できなかったんではないかと、こんな心配もちょっとするところであります。
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　　そういうことを含めて、今回の予算に私は反対をするつもりではありませんし、進め

るべきものはきちっと進めていきたいというふうに思っていますから、ただ今後におい

て、そういうことも十分踏まえて、もう一度その辺の話を十分していくという考え方が

ないのかどうかをまずお聞きをしておきたいというふうに思います。

　　それから、本町の農業について二、三お聞きをしておきたいと思います。

　　予算書にはしてありませんが、本年度中に妥結に向けたＴＰＰの動きが報道されてい

ます。このＴＰＰについては、私自身はどんなことがあっても最低限主要５科目につい

ては関税を外してはならないと考えますし、今の関税を維持していかなければならない

というふうに考えているところであります。

　　そういう中で、さらには農協の改革、これはこの近日いろいろ報道されましたけれど

も、一定の方向性で妥結したというふうに報道をされていますが、これについても上士

幌農協にも大きな影響が出る問題だと思いますし、さらには今後、農業委員会の改革と

称して改悪が迫ってきています。そういうふうに農業事情が大きく変化をしてきている

というふうに思うところです。

　　本年度の予算について私の感想を言えば、畑作、酪農とも個別の要望に応えた形での

対応がとられているので一定の評価をするところですが、今後の上士幌の農業というこ

とを考えれば、今やっぱり町民を挙げてこのＴＰＰには反対をするという姿勢を行政が

率先してでもとるべきではないのか、その辺について町長のお考えをお伺いをしたいと

いうふうに思います。

　　次に、移住定住対策について一定の評価はするところでありますが、雇用対策は移住

定住にも重要な要素だというふうに思うところであります。近年、農業労働者について

は大変な不足だというふうに聞いて、営農に支障を来すということで話をされている方

もおられるというふうに認識をしているところであります。これに対する関連予算とい

うのは残念ながら予算書の中からは読み取れませんでした。

　　これについては、対応を考えているのかどうか。対応を考えているのであれば、一つ

は一定のスピードを持ってやらなければならない、そういうところにまで来ているとい

うふうに考えるところでありますけれども、この対応や考え方について町長のお考えを

お伺いしたいというふうに思います。

　　最後に、これは教育委員会にも町長にもお伺いをしたいというふうに思います。

　　ことしは御存じのように戦後70 年の年で、国は戦後70 年に対する談話を首相談話

として出すというようなことを盛んに報道しています。

　　それは別として、70 周年という一つの節目に対して、この町は非核平和宣言をして
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いる町として一定の取り組みがあっていいのではないか。どなたも恐らく過去の戦争を

反省し、平和を希求するということについては反対をなさらないというふうに思います。

そういう姿勢については政治的中立についても何ら問題がないと考えるところでありま

すけれども、そういった意味合いで、過去には平和展的な、例えば図書館でのイベント

等があったというふうに記憶しておりますけれども、そういったことを含めて対応する

考えがないのかどうか、この際お聞きをしたいと思います。

　　以上、よろしくお願いします。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　１つには、認定こども園、新たな就学前の保育教育が新年度から始まる

ということで、そのことについて説明を十分なされたのかどうかということだと思いま

すが、どこまで何回とか、そういうレベルの問題ではないだろうというふうに思います

けれども、ただ結構以前から認定こども園の動きなんかについての情報については広報

だとか、あるいは議会の中でも皆様方とご論議をいただきながら進めてきたということ

と、あわせて関係する親御さんだとか、あるいは保育所なんかについても話をし、ある

いは広報活動なんかでも伝えてきているというふうに思ってきております。

　　いずれにしても、初めてのことなので、どんなふうになっていくのかというところま

で、保護者の方々も読み切れないというところも確かにそれはあるだろうと思います。

それには少し時間がかかるのかもわかりません。

　　そしてまた、オープンが迫ってくればなるほど、その段階で、初めてこんなことはど

うなんだろうと新たな疑問が出てくるということも、またこれもあるだろうというふう

に思います。その辺についての説明なんかについては、やっぱりきめ細かくやっていく

必要があるだろうと思いますけれども、例えば地域の保育所のほうからは、多分保育所

だけではなくて、私のほうにもかなり以前にもどういう状況になっていくんだろうと、

保育料はどうなるんだろうかなとか、そんなことを保育所の保護者の皆さん方が来て、

意見交換をする場所もありました。

　　早い段階では具体的に料金設定だとか、そんなことも決まっておりませんから、その

段階で話せること、最初のころは新たに幼稚園が設置するよということになると、これ

は幼稚園という教育活動をするところでありますから、保育所のゼロ歳児、１歳児、２

歳児と、また違って３歳児、４歳児、５歳児についてはいろいろと教育的には計画的に

教育効果をしっかり考えた上での日常的な活動をなされるよと。そんな話だとか、ある

いは負担軽減についてもそれは必要なことだと、具体的な話というのは最後の段階にな

ってきますけれども、そんな話をして、いろいろな意味でヒントなり、それらについて
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は与えて、そしてまた理解してもらってきているだとか、そんなふうに思っております

し、最終段階のほうでは、無料化のところまである程度お話もできているというふうに

思っております。

　　今、今回、詳しい情報だとか、あるいは受け入れ先の対応の問題もありましたけれど

も、以前から上音更地区は一般的に保育所早くからこちらのほうに一本化されたという

ことで、そこの方々も畑作の農家やら、あるいは酪農農家もあるわけですよね。決して

そういった中では服装のことだとか、あるいはにおいがどうだとか、こんな話というの

は私の耳のところには一切入ってきたことはありません。もし、あったとすれば、これ

は極めて問題のあることでありますから、しっかりと注意をしなければならないという

ことだろうと思います。

　　いずれにしても両親が誇りを持って仕事をした。そのスタイルを何らかの形でそうい

う見方をするというのは極めて残念なことでありますから、少なくともこれからもそん

なことはないだろうとそんなふうに思っております。

　　もう一つは、送迎のかかる燃料費だけでというようなこともお話にありましたけれど

も、これも既に遠方から来ている方々については、自分たちで来ていただいているとい

うことがあります。行政が子供たちのそういった送迎も含めてどこまでやるべきなのか、

あるいは、親子の関係のこういったことも、一方で考える必要あるだろうというふうに

思うんです。

　　上音更の例なんていうのは、結構おじいちゃん、おばあちゃんが送迎にかかわってき

ているというふうに思います。送迎にかかわって子供とそれから親御さん、あるいはお

孫さんとおじいちゃん、おばあちゃんの関係で、小学生になればこれはスクールバスで

もう移動するということになりますから、実際手は離れるだろうと思いますけれども、

そういった幼児期に単に行政が楽をするということではなくて、親子の関係だとか、じ

いちゃんとばあちゃんと孫の関係というのは、こういった短い関係の間にできればきず

なを深めてもらうのも、これも極めて大事なことだろうなとこんなふうに思っているん

です。

　　それから、ゼロ歳児、１歳児の送迎について、これは行政でやることについての難し

さというのは、１人に多分１人つかなければならないことだと思います。黙って座って

いるような状況でありません。

　　幼稚園の中ではスクールバスを運営しているところもありますけれども、これについ

ては保育士がつけばいいということになりますけれども、認定こども園ということにな

りますとゼロ歳児から就学前までになってくるということと。それから、できれば短い
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時間であっても親子の会話、あるいはお孫さんとのそういったことが非常に大切な一時

間でないだろうかなとこんなふうに思ったりしているんですね。

　　そういうことも含めて、今回の認定こども園に通うかどうか最終的には本人方の判断

だというふうに思います。地域の中にあって近くてコミュニティーという側面も地域の

中にある保育所の中にはありますから、こういったことの大切さもありますし、一方で

は、新たな施設ができて、そこで新たな教育活動も生まれるということになれば、そう

いったことに対して子供たちもそこのほうで保育をする、あるいは教育をするというの

も、またこれも大事なことだというふうに思います。

　　いずれにしても、年度始まっていつでもそれはどのようにも受け入れる体制だとか、

あるいは、もし説明が必要だとすればそういった体制もしっかりとっていきたいという

ことと、それから、いずれにしても小学生になったときには大体みんな一緒になってい

くということになりますので、幼児期から今、小学校に入る子供たち同士の交流なんか

についても、これは今回の予算委員会の中でも説明ありましたけれども、そういったこ

とについても十分配慮していくということはしていかなければならないと。もし、今の

ままであっても、心配のないようなそういった体制をつくっていかなければならないだ

ろうとそんなふうに思います。

　　それから、農協の改革のことであります。

　　農協も経済団体として自立しているところでありますから、その詳細までについてそ

の是非、町長としての細かいところまでなかなか判断が難しいところはありますけれど

も、いずれにしても農協そのものが農業協同組合という性格を持っているということで

あります。協同組合、いわゆる農家の人方にとって人が必要である農協でなければだめ

だということでありますから、その改革によって農家がマイナスになるということにな

ったとすれば、それは適切な改革でないだろうと。そんなふうに判断をしなければなら

ないということでありますので、十分農協のほうとも今回もいろいろな意味で議会等の

ほうにも意見書の関係なんか出てきておりますけれども、十分農協のほうの当事者、そ

れから私どもとしても日常的にいろいろと接点、お互いに大事なパートナーだと、地域

を振興する上での大事なパートナーとそんなふうに思っておりますので、その辺につい

ては十分意見交換をしながら、必要な共同歩調をとっていくということは、これは必要

なことだろうなとそんなふうに思っております。

　　それから、３点目の70 周年を迎えた、そういった中での取り組みでありますけれど

も、具体的な内容については教育委員会なりと連携をとっていく必要があるだろうと、

そんなふうに思いますし、それから遺族会、戦場に行って亡くなりになられた方々の慰
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霊も続けておりますし、そういった意味での関係するところ等々の意見も含みながら、

どんなことができるのか、これから関係者のところと情報交換をしていきたいなと、そ

んなふうに思います。

　　最後に、雇用の問題と移住定住の問題であります。

　　何回も去年の雇用の関係での長大的なデータによりますと、雇用、求人はあってもな

かなか応募がないという実態だということであります。これは、農業に限らず運送業者、

あるいは建築土木、サービス業、介護、あるいは医療含めて総体的に人手不足だという

状況があるというふうに思っております。

　　これについては、移住定住という切り口だけで済む、そう簡単に行くものではありま

せんけれども、そういったニーズに対してどう情報を発信をしていくのかということは

非常に大事だと。ハローワークにだけその窓口をお願いしていくということでは、それ

はなかなか求めに対してマッチングがうまくいかないというふうに思っております。

　　したがって、新年度については独自の無料で職業をあっせんする、そういった案内所

をつくりたいというふうに思っております。それが、行政で直営でやるのがいいのか、

あるいは団体等にその仕事をお願いするのがいいのか、そういったこともありますけれ

ども、それらだとかいろいろなことを組み合わせる中で受け入れ態勢をしていかなけれ

ばならないし、受け入れるとすれば、そのための環境整備もいろいろしていかなければ

ならないということもあります。住宅事業もいろいろ厳しいという実態もありますから、

その辺のことについてもかなり緊急性を持った対応が必要になってくるだろうというふ

うに思います。

　　もし、そのようなことが必要だとすれば、年度の途中の中でもとるべき施策はとって

いきたいと、そのように考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　認定こども園について何を言いたいのかといえば、今回通園

補助という形で対応を町のほうから示しているんですけれども、本当のところ何なのか

というのは、やっぱりもう一つ深く農村部の保護者の皆さんの気持ちを聞いていただき

たかったかなと。それを踏まえてどうすべきかという政策を打つというのが、これはお

互いに考え方も見方もありますから難しい部分があるのかもしれませんけれども、そう

いうところが少し希薄でなかったのかという心配も含めて質問しました。

　　今の答弁で、今後の中で恐らく認定こども園とは何ぞやということも含めて、実態も

生まれますし、そういった見学であるとか、話し合いとかというものを今後も続けてい

ただけるものだというふうに今の答弁から理解をしたところです。
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　　農業についてはＴＰＰに関してはどうなのかという部分をちょっとお話ししたんで、

それはこの質問終わった後で一つ加えていただきたい。

　　それから、もう一つは、先ほどもう少し言えば、今回の予算の年度内予算としては一

定の僕は評価をすると言ったように、要望にもきちっと応えているというふうに思いま

す。

　　しかし、今、農業が置かれている現状というのは先ほど言ったように、一つはＴＰＰ

という、それだけではなくて、ＴＰＰがだめであればアメリカとのＦＴＡが結ばれるん

ではないかというような情報も裏情報としてあります。さらには、その前段が農協改革

で、その後段が農業委員会改革だと。農業委員会の改革は、何を狙っているかというと

農地法の改正ですよね。企業が入ってくる、現実には企業50 ％以内であれば農業法人

に参加は可能ですし、入ってきていないわけでなくて十勝管内にも結構多くの食品関係

産業が入ってきているというのは事実であります。

　　そういう中で、本町農業は法人中心に大変生産高は伸びてきています。ただし、生産

量が従来のとおり伸びているのかといえばそうではなくて、伸びは鈍化しつつあり、伸

び代はなくなってきているというふうに私は見ています。

　　そういう中で、これも予算の中にはなくて、恐らく経常経費の中で今後も検討される

んだと思うんですけれども、畜産クラスターなどについては相当やっぱり力を入れて進

めなければ、本町農業発展の方向性で進めることは難しいのではないかというふうに思

いますが、この畜産クラスター等についての取り組みについて、理事者としての考え方

があれば、この際それについてももう一度お伺いしておきたいというふうに思います。

　　それから、農業労働者に関しては必要なところ、これは労働条件等もあってなかなか

難しいわけですけれども、現実に困っているという状況がありますので、これは行政が

やる場合には、誰かのためにやるということにはなりませんし、公平性の問題もありま

すから、すぐにというふうにはなかなか難しい部分があるのかもしれませんけれども、

課題の大きな一つでありますし、これがうまく成功すれば移住定住という側面にもプラ

スになるということで必要であります。

　　逆に言えば、移住定住の最も重要な部分は雇用する場があるかというのは大きな問題

になるんだというふうに思いますので、その辺も含めて、一つは労働環境の整備、つま

り働き手がいないから来てくれ、来てくれだけではなくて、どういう条件で今後どうい

うふうに安定的に雇用ができるかということも含めて一定の方向性を持っていかなけれ

ばならないというふうに思うので、その辺も含めてもう一度突っ込んだ考えがあればお

聞きをしたいというふうに思います。
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　　それから、戦後70 周年、今平和の問題というのは憲法の改正問題まで出て、動きも

活発化している、しかし行政は両方の意見があることをきちっと尊重しなければならな

いというのも行政の立場だというふうに思います。公平平等、政治的中立というのはそ

ういうところにあるだろうと思います。しかし、70 年前の戦争の現実を知り、それを

反省をして平和を求めるということは何ら問題のないことだというふうに思います。

　　逆に言うと、その辺は行政が一定程度提供をしたり、あるいは平和講演会というよう

な形で戦争体験者、もう数は非常に少なくなっておりますけれども、そういう人たちの

お話を聞くような場というのを公的にも設けてはいかがなのかなというふうに考えると

ころですけれども、これについては教育委員会のほうの意見も含めて、理事者の意見も

あればお聞きをしたいと思います。よろしくお願いします。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　ＴＰＰ、今まだ交渉のさなかでありますけれども、関税撤廃、守るべき

重要５品目の関係、これについては農振委員会の中でも決議をしているということであ

りますから、これは全て関係するところの守るべき規範がそこにあるだろうというふう

に思っております。そのために各種団体含めて要望、陳情をしているということです。

つい先般も町村会独自として十勝振興局のほうにＴＰＰを断固阻止するようにと、守る

べきことはしっかり守るべきだというような要望書を出させていただきました。

　　時間とともにその辺の対応について、それぞれの団体によって多少温度差の感じると

ころも出てきているということであります。

　　本町においては農民同盟、それから農協、町としてそういう大きな政策的な課題につ

いての組織をつくっておりますから、それが最も力を発揮する母体になっていますので、

その中でやっぱりどういう運動に取り組んでいくのかというのを決めていくということ

になるだろうと思います。

　　表に目立つのはそういった大きな集会だとか、こういったことについてもマスメディ

ア等々で訴える力もあるだろうというふうに思いますし、それから個別にいろいろな手

紙だとか、はがきだとかさまざまな細かい運動もこれまで進めてきているところでもご

ざいます。

　　ただ、やっぱりこの是非の問題というのはそう遠くないというふうにも思わなければ

だめだという意味では、改めてこの３団体合わせてどうするのかと。やっぱり力の発揮

できるようなそういう取り組みをしていくべきだろうとそんなふうに思います。

　　そういった意味では、やっぱり組織挙げて、みんな挙げてやるというのが一番だろう

というふうに思います。もう２年前になりますかね、３年前、いわゆる十勝の3,000人
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大集会があったような、ああいったことというのは相当インパクトあることであります

けれども、今そういった態勢ができているのかどうかというのは、私どももなかなか把

握できないところもありますけれども、そういった問題というのは私どもの立場でいう

と町村会の中で意見を反映させていくだとか、そのような広がりを持って運動の再構築

をしていくということだろうというふうに思います。

　　畜産クラスターの関係は、これは多分これから本町にとってもそれを具体的にそうい

った制度なりを使いながら動いていくということだろうというふう思います。

　　特に、今喫緊の課題としているのはふん尿処理の問題ですね。これについてはこうい

った制度の中でしっかり積み上げていって、農業振興の側面、あるいは環境という側面

だとかいろいろな意味で畜産クラスターを使いながら、耕畜連携だとかそれらも含めて

やっていく必要があるだろうというふうに思います。

　　特に心配されるのは企業の参入ということで、いわゆる企業論理の経済性だけで農業

を語って、あるいはそのことによって地域が本当に持続的に発展するのかという懸念は

おっしゃるとおりあるというふうに思います。

　　そんな中で、本町では多様な農業形態が今構築されてきているということ、家族経営

でしながらやっているところ、そしてまた手間暇かけて付加価値の高いそういった生産

をしているところ、あるいは大型化、法人化によってコストを削減する中でのそのよう

な経営、そういう多様なそういった農業形態の中で幸いなことに一時期大変心配されて

いました耕作放棄地の問題だとか、今のところは少なくともそういった問題も起きてい

ないということでありますから、できればこの後も地元の農業に携わる方々が安心して

農業をしていけるというための力強い基盤なり、あるいは経営をしっかりすることがよ

そからのそういった新たな企業の参入だとか、それらについては防ぐことができるので

はないだろうかなというふうに思います。

　　やっぱり、この町の農業が弱ければ、多分いろいろな徹底したコストの削減をしなが

らもうかる農業だけ、あるいはもしだめであれば撤退するというそういう企業には自由

性があるわけでありますから、そのような危険のないように基盤をしっかりつくるとい

うことが、この農業振興の一番大事なことだろうというふうに思いますし、行政として

まずすべきことは、そのような基盤の整備がまずは何としても大事だという意味では、

これまでも草地や、あるいは畑作等々を含めて整備に対して全てニーズに対応できるよ

うなそういう取り組みをしてきているということであります。

　　そのほかのことについても後継者の問題等々があるわけでありますけれども、上士幌

の強い農業をどうつくり出していくかを、これは内部でお互いに検討をしながら、それ
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ぞれそのときの施策を講じていくということであるというふうに思います。

　　それから、雇用の問題でありますけれども、今回も委員も知っているとおり本町に農

業、酪農をしたいという方からの照会があって、上士幌町に住んで経営にかかわってい

くと。その前提としては、子育てが非常に充実しているというのがもう一つ入ってくる

動機だったというふうに聞いております。

　　上士幌に来たら安心して子育てできる、そういった環境が今つくられてきているとい

うのをテレビで知って、そんなところであれば上士幌で仕事をしていきたいなという照

会から、うまくマッチングできたということであります。

　　ですから、求人があるから来てくださいだけではそう簡単なことではないだろうとい

うふうに思います。本町の、例えば農業であれば農業の作業形態から見れば青天井で賃

金を払えるかといえば、多分そうはいかないだろうというふうに思います。そういう側

面を足りないところを補うのが、やっぱり行政の施策だというふうに思っております。

　　今お話しさせていただいたように子育てが安心してできるということになれば、子育

てはどこに行ってもやらなければならないことであります。上士幌でやっても、あるい

は都市であってもしなければならないことでありますから、そこに教育費なり、保育に

係る、育児に係るお金はかかりますから、それを間接的に補完をすることができればそ

れはそれとして、多少給料が都会より低くてもやりがいのある仕事を見つけることがで

きるのではないだろうかと。あるいは、見つけてほしいなとそんなふうに思いますし、

この町に住むことが自分の生きがい、生き方にとってもマッチングしているというよう

な、それは総合的なまちづくりの政策をつくっていくということが大事だろうというふ

うに思います。

　　お互いに、これは仕事の求人があるということだけでは回答にならないだろうという

ふうに思います。今、おっしゃっているとおり、そのことが結果的に総合的な施策を講

じることによって移住定住にもつながり、地域の活性化にもつながっていくということ

だろうというふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　戦後70 年が過ぎて、この悲惨な戦争の体験者が少なくな

っているというのは本当に事実でありますし、本町におられた沖縄戦の体験者も亡くな

られて本当に貴重な経験がなかなか聞かれないというような状況になっております。

　　この平和教育については、70 周年ということではなくて、常日ごろから当然行わな

ければならない大きな課題だと思っております。また、子供たち若者含めて二度と戦場

に送らないとそういった気構えを当然持たなければならないというふうに思っています。
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　　ことしは70 周年ということですので一つの節目でもあるということで、この70 周

年に当たって教育委員会としてやるべきこと、どういったことができるのかしっかりと

検討して、何らかの取り組みはしていきたいというふうに考えております。その辺は町

のほうの担当部局もありますので、そちらの担当課のほうと十分連携調整しながら進め

ていきたいというふうに考えていますので、よろしくお願いします。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　 10 番、中島委員。

○１０番（中島卓蔵委員）　 27 年度の予算については理解いたしますが、一つこれ要望

なんですが、ふるさと納税で最近全国的に知名度が上がりましたけれども、町民の中で

はほとんど知らない人が多いんですね、このふるさと納税の仕組みとか内容とか。そう

いうことも含めて、またこの間東京へ行った感謝祭もそうなんですが、最近そういうお

金をかけてなぜやるんだというような、そういう異論も唱える町民の方もいらっしゃい

ますし、そういうことも含めて町民の人に理解されるような事業であるためにも、もう

少し詳しく仕組みとか内容とかそういうことを町民に周知をしていただきたいというの

が私の要望です。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　上士幌町ということだけはなくて、ふるさと納税そのものの取り上げ方

というのは、相当マスコミなんかでも日常的に今、出てきております。情報の提供ある

いはふるさと納税の仕組みだとか、これらについてはその都度広報等を通じて周知を図

っていくというのは、今お話しされましたけれどもそれについてはそうさせていただき

たいというふうに思います。

　　多分、いろいろな意味でそういう情報はさまざまなイベント等もこれからも打ってい

く必要があるというふうに思っておりますので、少し時間とともに理解は深まっていく

だろうとそんなふうに考えております。そのことが本町にとっては最終的には地域を起

こし、地域の活性化にとって非常に必要なんだということも理解していただけるという

ふうに思います。

　　いつもお話しさせていただきますけれども、ふるさと納税の額の話がどうしても全面

的に出ますけれども、それ以上に全国の方々から５万人の方々が上士幌町に何らかの関

心を持っていただいていると、このことの意味の大きさといいますか、これからやはり

人口減少時代にあって、国を挙げて人口問題をどうするかといったときに、この応援団

の方々と向き合うことができる本町にとっては非常に大きな可能性を持っているという

ことでありますから、理解を得るために時間がかかるかもわかりませんけれども、必要
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に応じて情報提供をしていきたいなとそう思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　平成27 年度の町政執行方針を読んでみますと、正確な町民の

意向とか希望とかは入っていなくて、町長の耳に耳ざわりのいいことが情報として入っ

て、本当に正確な情報が入っていないんじゃないか。どこかで遮断されているか、ある

いは入ってこないと、そういう懸念をしました。

　　それともう一点、私が心配するのは理事者と職員の皆さんの一体感がどうなのか。理

事者はどんどんやるけれども、職員はそのギャップについていけない、あるいは日常、

今回でも２月に東京でイベントをして、そして次、気球の大会があって職員の皆さんも

非常に疲弊している。その辺を心配しております。

　　それが前段なんですけれども、質問したかったのは特典として提供した商品、これは

担当課にもこの前聞いたんですけれども、例えばそれに対してクレームが出た、瑕疵が

出た、今の昨今の情勢からいったらそういうものに対する世間の目が非常に厳しい。そ

ういう場合にどうするんだというときに、担当課のほうではまだその辺の調整が十分で

きていないような気がしたんですよね。

　　これだけの大きな話題の町になれば、それなりの注目も集まってきますし、何かあれ

ばそれはそれで相当なイメージダウンになることも予想されるわけです。そういうこと

に対して町長としてそういうものに対してどう考えて、どう対処するつもりなのか質問

いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　職員との一体感という話もありました。まちづくり、平均的にといいま

すか、前年度を踏襲して物事が進められていくというそういった状況と、それからとき

には大きく変化をしていかなければならないというそういったときに置かれた状況。ま

ちづくりも生き物だと、そんなふうに思います。

　　ですから、今回ふるさと納税というのは、それは町にとっては一つ大きな出来事であ

ります。少なくとも数万人、そしてまた10 億からの納税があるという。これのふるさ

と納税の持つ意味だとか、あるいはそういったこと含めて、それを生かしてどうまちづ

くりを展開していくかという非常に急展開に物事を進めていかなければならないという、

そういうときが多分ここ１年大きなうねりとして出てきているんだろうとそういうふう

に思います。

　　もう一つは、あわせてやっぱり人口減少問題というのが、たまたま衝撃的に増田、い
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わゆる日本創成会議の人口問題研究所の座長が提起しましたけれども、あの問題という

のは今始まったことではないわけです、人口減少の問題あるいは少子高齢化の問題含め

てですけれども。しかし、あのレポートによって大きく今、国もそうでありますし、国

民も将来に対してどうしていったらいいんだろうという大きな変化の中にあるだろうと

いうふうに思っております。

　　そういった中で、改めて本町も将来に向けて持続的にこの町が存続するためにどうす

べきかというのは、これまでも考えてきたことでありますけれども、今、より以上にそ

ういったことに直面をして具体的な政策展開が求められるということでありますから、

そういった意味で、新たなことに取り組むときに、みんながいつも同じ土俵で同じよう

にというのはそれぞれ職員間の中であっても、あるいは担当部署によっても、随分それ

ぞれ温度差はあるんだろうというふうに思いますが、しかし最終的にこの町が生き延び

るという大きな旗のもとに具体的な今動きがあるとすれば、それらについても理解して

もらえるものとそんなふうに思っております。必ずこの距離感は埋まっていくものだろ

うとそう思っております。

　　それは前段の話でありました。

　　今お話しあったリスク管理の問題だというふうに思います。多分、何万件という数で

ありますから、これは確率的にいっても何らかの大小はともかくとしていろいろ出てく

るというのはもう想定をしなければならない話だというふうに思っております。ですか

ら、今段階でマニュアルがないということでありますけれども、少なくても今はない段

階で、いわゆる寄附者と向き合っているのは、あるいはそうしてほしいと思っているの

は、とにかく速やかな対応と真摯な受け答え、おごることなく、中にはよその町の話を

聞いたことありますけれども、寄附しているんだからというそんな話を聞いたことがあ

りますけれども、そうではなくて非常に貴重な上士幌町に対して思いを持って寄附して

いただくという、その気持ちを忘れることなく、いろいろな問題あっても、まずはそう

いう姿勢で対応してもらうということと。

　　もう一つは、やっぱり大事なのはマニュアルをどうするかということだろうと思いま

す。今、これにかかわっているのは生産者、そしてまたその受注をしているＮＰＯ、さ

らには町等々のかかわりがありますけれども、みんなそれぞれそういうリスクがあった

ときには町全体の問題としてダメージを受けることにもなりますし、適切な対応するこ

とによって、町が改めてまた評価されるということにもつがなってくるというふうに思

っておりますので、今、お話しされたようなことを最善のリスク管理をどうするかとい

うのはこの後にしっかりとっていきたいというふうに思います。
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○委員長（中村保嗣委員長）　７番、角田委員。

○７番（角田久和委員）　ふるさと納税には今いろいろな考え出ています。

　　先般６日の衆議院の予算委員会で高市総務大臣がふるさと納税に関しては異常な高額、

あるいは返礼品には厳しい目を向けることが、今後は返礼品競争の鎮静化に乗り出す考

えを示したと、そういう国会の場でのやりとりにも発展してきております。

　　上士幌の場合は納税が入るほうですけれども、都市の自治体とか、都市周辺の自治体

は逆に住民税が吸い上げられていると、非常に困っている自治体もあるわけですよね。

　　私、60 年今まで生きてきて、東京とか大阪とか福岡とか都会暮らしを40 年やって

いるんですけれども、都市住人が必ずしも環境的に恵まれているということはないんで

すよね。例えば、図書館であるとか、あるいは体育館使うとか、かえって都市住民のほ

うがそういう公共施設の使い方とかいろいろな面で割を食っているという面もたくさん

ある。そういう都市に対しても我々は地方からそういう目を向ける必要があるんではな

いかと私は思っています。

　　本年度からの女性がん検診普及啓発キャンペーン事業、これにふるさと納税のお金が

使われたり、ちょっとほかにも何かあるんですけれども、これらはやっぱり上士幌だけ

の問題じゃなくて、都会でもやはりそういう財源確保に苦労していると思うんですよね。

うちでも財源確保に苦しんでいるのに我々の税金がそういう形で上士幌に使われている

ということになれば、やはり向こうにとっておもしろくない、向こうの自治体である住

民にとってもおもしろくはないです。理解してもらえないんじゃないか、しづらいんじ

ゃないかなと私は思っています。

　　だから、今回の町政の執行方針の中でも都市と地方の心が一つになり、お互いに共感、

共鳴しと今、竹中町長は表現されているんですけれども、それだったら要望とその使用

使途、使い道を我々の町だけで完結するんじゃなくて、このお金をこういうふうに使っ

たときにちゃんとそれと寄附された方、あるいは都市との連携を目指すんだったらしっ

かりと検証するんじゃないかと、検証する必要あるんじゃないか。我々の価値観だけじ

ゃなくてそういう必要があるんじゃないかと思っています。

　　だから、例えば最近は特に都市の低所得者層の６分の１の子供の生活が安定するよう

に、また来たときにあえいでいるとか、子ども医療で。だから、そういう子供たちにそ

ういうふるさと納税の一部を使って、夏に上士幌にサマーキャンプに招待するとか、あ

るいは上士幌の空き地あります、例えば黒石平なんかも。あの土地なんかも電源開発は

何にも使っていないですよね。だから、そういう空き地に広葉樹を植える、緑化をする。

そして、それが地球環境の保全に貢献して、また都市の温暖化防止の一部になるかも、
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ＣＯ２の排出抑制になるかもしれない。やはりそういう事業が上士幌という町に納税し

てくれた人たちの真意を酌むというか、そうじゃないかなと思っています。

　　先般の「クローズアップ現代」でも上士幌トップに出ましたけれども、最後は埼玉県

の町の林づくりが終わりのほうに来て、方向としてはこういう方向でないかというのが

「クローズアップ現代」のまとめ方だったんですよね。だから、その辺十分、今後、幾

ら納税がされるかわかりません。今後、多分この辺相当な自治体間競争で今までみたい

な上り調子で行くかわからないんですけれども、使用使途については我々の価値観だけ

じゃなくて、都会というものを見つめながら、相手を見ながらそういう使用使途を考え

る必要があるんじゃないかと思うんですけれども、竹中町長の見解を説明願います。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　都会のほうが場合によってはサービスが足りないよというお話ありまし

た。ただ、残念なことに都会には人は集まりますけれども、地方にはなかなか人が来な

いという現実ですね。多分、そこにはそういったものもありますけれども、全体的に見

て都会に魅力を感じているんだろうなとそう思います。利便性だとか、あるいはファッ

ション性だとかそういったことを含めて、仕事場もそうだろうというふうに思いますけ

れども、そういうことなんだろうなと。そういうふうに今の日本の全体の構図としては

都市のほうに魅力があって、残念ながら地方のほうに魅力がない。そのような縮図が地

方の過疎とそれから都会の過密ということだろうというふうに思います。そういったこ

とでは、今はやっぱり日本全体としてはいびつな状況ではないだろうかな。

　　せっかく、もし上士幌町に図書館があってすばらしいということであれば、できれば

こちらのほうに少し関心持ってもらってもいいのではないだろうかと。全部が全部多分

そうではないだろうと思いますけれども、そういう人方がいるはずだろうというふうに

思っておりますので、そういった意味でも本町としては、例えばここから帯広までの距

離が 40 キロあるということに対してのハンディキャップがあるとすれば、そしてまた、

本屋さんもここにないというそれらも含めると、そういったサービスが特別上士幌町だ

けがすごいということではなくて、当たり前の公共的な環境整備だというふうに思って

おります。

　　むしろ、そういったことを徹底することによって、いわゆるこれからの高齢化に向け

たお年寄りが本当に都会に住んでいるのがいいのか、こういったところで近隣の人方と

コミュニケーションを図りながら健康で長生きをするという役割なんかについても、僕

はこういった地方にあるだろうというふうに思っております。そういった状況が来なけ

れば、多分今懸念されている日本の地方の消滅が現実的な問題になっていくということ
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でありますから、改めてさまざまなそういった特に公共的な意味合いでもしっかり役割

を果たしていくということです。

　　乳がん検診の話もありました。この女性の検診、これは全国的な課題なわけですね、

おっしゃるとおり課題であります。ところが、いわゆる検診についてはなかなか普及し

ていっていないという現実がございます。特に女性特有のがん、乳がんでつい最近もマ

スコミといいますか、そういったネットなんかでも著名な人が若くして亡くなったとか

いうのはありますけれども、このいわゆる予防が普及することによって多くの人命を失

うことなく、なおかつ生き生きと豊かに過ごすことができるだろうと。これをこの町か

ら発信していってもいいのではないだろうかなとこういう思いがあります。

　　このことによって医療費が削減されるだとかいうことになれば、やっぱり先駆的にそ

ういった取り組みの意味というのはあるだろうというふうに思いますし、そこに全国か

らの皆さん方から応援していただいたお金を使わせていただくことについては理解を得

られるのではないだろうかと。この町の女性だけが特別そういったことで利益を得ると

いうことではなくて、そのことによって全国の女性、そしてまた各自治体にそういった

ことが広がっていくとすれば、それはそれとして、私どもとしての役割があるのではな

いのかと、そんなふうに思っております。

　　個別にそれはいろいろあるだろうというふうに思いますけれどもそういうことと、今、

もう一つは、サマーキャンプなんかで向こうの子供たちを受け入れる、これもまた大事

な提案だとそんなふうに思っております。この後のふるさと納税の生かし方としては、

その辺の交流をどう図っていくかということも十分視野に入れていきたいなとそんなふ

うに思いますが、大きい視点でいうと5,000人切りましたけれども、これが人口問題研

究所が予測するように2040 年に3,200人にならないように、もうそのようになったと

すれば、日本全体が極めていびつな状況になるわけでありますので、そういった意味で

も私どもとしては先駆的にモデル的に都市との交流を軸にしながら、この住まい、生き

方をもう一回問い直してみるという提起は、こちらの町からしていくべきではないだろ

うかなとそんなふうに思います。

　　そういった意味では、東京にあるいは都市にはもの、金が集まっておりますけれども、

それだけでない価値が地方にはあるというメッセージを私どものところから発信できる

とすれば、それは非常に大きな意味を持つというふうに考えております。いずれにして

も、いわゆる最終的にはふるさと納税を寄附していただいた方々に応えるためにも、こ

の町がどんなふうにしてそれらの現象をもとにしながら、元気になっていったかという

のが私どもに問われる最高の責務だとそのようなことを認識しながら、この後の運用に
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当たってもしていきたいと、そのように考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで15 分間休憩といたします。再開は５分前の予鈴を

もってお知らせいたします。

（午前１１時１１分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時２１分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに質疑ございませんか。

　　９番、山本裕吾委員。

○９番（山本裕吾委員）　先ほど戦後70 年という話が出ておりましたけれども、我が町

も昭和の黎明期から今日まで農業、林業、さまざまな産業下で町民の皆様が営んで今日

に至ってきているわけであります。

　　町長の政策の中でこの移住定住、あるいはふるさと納税ということで、この町の新し

い姿を希求して進めてまいっているところでございますが、この町民の生活を振り返っ

てみますと、やはり今のこの景気の低迷も含めて、かなり皆さんはいろいろと工夫をさ

れながら生活をされているんではないかと、これが実態でないかと私はそう認識してお

ります。

　　今般、この今回の予算書の中ではてん菜等だとか、あるいは小麦の向上対策事業、農

業関係ですね。林業関係では認証取得事業をして付加価値を高めていくこと、そして従

前から強く政策を進められています商店街の活性化事業、そして何よりもこの観光の面

においては糠平の再開発ということで大きな景観整備事業に予算措置をされているわけ

でございます。

　　そういった中で、これはまさに温故知新ということで、上士幌は昔からのこの上士幌

の流れと、それからこれから求められる流れと、こういうものをきちっと踏まえて住民

のニーズと、そして行政サービスをしていくのが行政のあるべき姿と、こう考えており

ます。

　　そういった中で、先ほども少し出ておりましたけれども町民との対話、以前といいま

すか今もやっておられるでしょうが、対話の日とかということもありましたけれども、

積極的にこの事業を推進、行政サービスをしていかれる中で、町民のいろいろな方々、

いろいろな立場の方々との対話を少しでもふやして、そして的確なニーズを捉えて行政

を運営をされていくべきかとこんなふうに思っておりますけれども、この件について今
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回、平成 27 年度の予算案に対しての総括的な考え方をお尋ねしておきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　人口規模が小さいということの大変さと、もう一つは、プラス面として

は町民や各種団体の方々と直接近いところでの関係を保つことができるということであ

ります。したがって、団体からもいろいろな機会にご案内いただいて意見交換をさせて

いただくような、そのような機会というのはかなりあるということとあわせて町長みず

からそういう機会には出席するようにしながら、今どんな課題を持っているのかという

のを把握をすると。もちろん、100人からの職員そのものが、住民サービスの先頭とし

てそれぞれ住民と接しているということでありますから、そんなところからのいろいろ

なニーズの把握だとか、これはこれからもしていかなければならないということだろう

というふうに思います。

　　なかなか行政、役場というところは敷居が高いように感じられている節もあるかもわ

かりませんけれども、少なくても私どもとしてはそういった敷居の高さというのはない

ように日常的にもそういう姿勢で臨ませていただいているというふうに思っております。

　　これからも、住民からの声などもいろいろと率直に聞く機会はたくさんあるだろうと

思いますから、今のような姿勢をしっかり持ち続けて行政運営をしていきたいとそう思

います。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございますか。

　　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　私はたしか２年ぐらい前まで、町長のこの予算書等の全てを拝

見しますと、子育て支援から老人施設、それから老人対策までという非常に、老人とい

うのは高齢者対策というんですか、その言葉のほうが妥当かなと思うわけでありますけ

れども、やはり２年前ぐらいにたしか我が町の中でシルバーセンターという老人の方々

が集まった中で、農家に対しての仕事の派遣とかそういうものが実際的にやったことを

私も知っておりますが、いずれにしても、その方々がやはり中心となる事務局を含めた

中で、配送ですとかあらゆるものが非常に困難をきわめるということで、結果的にはそ

れがなくなってしまったと。

　　町長が進める、私ども含めて60 歳以上の第一線を退いた高齢者の方々、施設へ入る

までの非常にまあ、私もそうなりますけれど毎朝夫婦で歩いてみたり、国道のふちを運

動している人がたくさん町内では見受けられます。そういう元気な高齢者の方々に、改

めてその年代に相応したような何らかの仕事をやはり与えてやるのも一つの方法かなと。

それがまた、遠方であるのか、グループであるのかと、そういうことによっての健康管
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理を含めた中でできるんではないかと私は思っておりますし、それが回り回って農業で

すとか、そのほかの例えば町の中の花壇の整備ですとか、やってはいると思いますけれ

ども、そういう余剰労働力というんですか健康な方々の力をかりた中で、多少やはり言

ってみればそれなりの報酬を払ってでも健康と将来の高齢化に対するそういう問題を今

後検討していく時期に入ってきたんではないかなと、私はそう思うわけです。

　　あわせて定住移住ということになってくると、やはり若い人方も来ますけれども、高

齢化というんですか、ある程度第一線を退いた人も住みたいという考え方もたくさんお

られますので、それも含めた中でやはり広い広大な上士幌町の中で自然に触れたそうい

うことで余生を送れる、もしくは人生を謳歌できるというような形の中で、何らかの考

え方を持って進めるべきだと私は思うんですけれども、その辺の考え方はいかがでしょ

うか。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　シルバーセンターの考え方で高齢者の方々の労働力、あるいはまちづく

りへの参加をどんな形で具体化するかという意味での、そういった意味も含めてシルバ

ーセンターの設立については何回となくご議論をしてきたといいますか、検討してきた

経過がございます。

　　特に、社会福祉協議会の中においては、日常的な生活支援というそういう側面も含め

て検討してきた経過がありますが、なかなか実行までに至っていないということであり

ます。

　　今、お話しあったように、これからの高齢者がどう生きるかと、こういう意味では生

き方、リタイアしてその段階で年金生活だけで老後を過ごすというのは、それだけでは

かなり難しいことになっていくのかということとあわせて生きがいということも含めた

ときに、多額の報酬ということではなくて年何十万かだとか、本当に小遣い銭だとか、

それが自分の生きがいだとか、あるいは経済的な年金の少し補填をするという意味合い

だとか、そういう意味で非常に大事な要素といいますか、政策的に考えるべき視点の一

つだとそのようには思っております。

　　もし、高齢の方がよそから来たにしても、年金だけで暮らせて趣味だけやれる人はそ

れはそれで結構ですけれども、やっぱり何らかの形で自分の役割が地域に生かされるだ

とか、それがまた生きがいにつながって健康寿命を延ばすということになれば、非常に

大切なことでありますから、シルバー人材をどう活用するかという意味では、いろいろ

な面でこれからもますます考えなければならないテーマの一つだなとそんなふうに思っ

ております。
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○委員長（中村保嗣委員長）　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　やはり、例えば高齢者になればなるほど意外に都会では孤独死

ですとか、隣近所の仲間たちとの話し合いだとかそういうものが欠けてくるわけです。

なおかつ、私どもの町というのは車社会、車がなければ、市街であれば大きな問題はな

いのかなと思われますけれども、農村部ですとかそういうところではなかなか移動手段

もままならない状況であって、福祉バスとかそういうものがありますけれども、やはり

こういう高齢者になればなるほど人との触れ合いですとか、それから自然の触れ合いイ

コール農作物とか、家畜ですとかそういうものを求める者が多いと私は考えております。

　　そういう形の中で、町長は福祉だとかそういうことは得意の分野だと思いますので、

今後担当の関係機関、それから担当課を含めて、そういうことを含めた中で定住移住も

町内含めて検討を願いたいなと思いますけれどもどうですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　定年退職になった方々が次の日から何もやることがないと。これ本当に

体にも決していい話ではないし、もったいないなというので、長年その会社で培ってき

たそういったキャリアといいますか、能力をこの地域の中でも、いわゆる肉体的な労働

だけではなくて、いわゆる知的な労働というそういう側面でも今うちの町の中に生かし

てもらう方法というのはあるんだろうなというふうに思います。

　　非常に大事な提起だとそんなふうに思っております。そんなことを踏まえて今後十分

いろいろな形の中で利活用する方法がないのか考えていきたいなとそう思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに質疑がございませんので、町理事者に対する総括質

疑を終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。

　　以上で、議案第24 号から議案第29 号までの平成27 年度各会計に対する質疑を終

結いたします。

　　これより、各議案、会計ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第 24 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。
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　　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27 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。

　　平成26 年４月の消費税引き上げで全国的に経済は落ち込み、またことしになり物価

の値上げが相次いでおります。年金は下がる一方で町民の暮らしはますます厳しくなっ

ています。このような中、町民の生活を守る立場に立ち切れていないと判断し、反対い

たします。

　　大きく３点にわたり問題点を指摘いたします。

　　１点目、まちづくりと財政の問題です。

　　平成26 年度は、国からの交付税等約３億円が減らされ、夢基金を除く基金はそんな

にふえておりません。こういう中、上士幌町はふるさと納税基金で全国的にも注目を浴

び、財政を潤してくれておりますが、町民への還元についてはまだまだ実感のない方も

多いのではないかと判断いたします。

　　 27 年度は、保育料の無料化、引き下げ、子ども医療費の高校卒業までの拡大など少

子化対策が進みました。これは夢基金を活用していますので、その分、一般財源を福祉

だけでなく、多方面で活用できると思います。その新たな政策がほとんどないと判断い

たしました。

　　２点目、社会保障・税番号制システムの整備について。

　　このシステムについては町民へのメリットはほとんどなく、むしろ個人情報が漏れる

んではないかと心配されております。行く行くは社会保障の削減につながるシステムと

判断しております。この予算が入っているため反対いたします。

　　３点目、平和の問題です。

　　安倍政権は秘密保護法や集団的自衛権の強行に始まり、ますます軍備増強に走ってお

ります。平成27 年度の国の予算で見ますと軍事費は過去最高の４兆9,800億円、また

国連の決議がなくても自衛隊を派遣できる後方支援恒久法を制定しようとしております。

さらに、９条の改正を含め憲法改正案等を国会に提案することも意向として示しており

ます。

　　このような中、災害救助だけではなく、戦争に向かう自衛隊、その協力をすることに

なる自衛隊協力会への補助金を含むため反対いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、本案に対する賛成の討論を行います。

　　ございますか。
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　　６番、佐々木委員。

○６番（佐々木　守委員）　私は、平成27 年度一般会計予算に対する賛成の討論をさせ

ていただきます。

　　平成27 年度一般会計は、地方交付税が減額傾向にある厳しい中、予想を超えるふる

さと納税の寄附金などを含め第５期総合計画に従って提案され、61 億2,610万円の平

成 27 年度一般会計予算は少子高齢化への対応施策として子育て、教育、医療、介護、

福祉、さらに住環境整備に向けた施策など必要な施策が予算化されており、適正である

と評価をするところであります。

　　また、農林商工関連の予算も、農業の生産基盤の予算などを初め、畜産、畑作なども

要望に応える施策が含まれ、予算化されており評価をするところであります。

　　さらに、的確な予算説明がなされなかったＴＰＰ反対に向けた取り組みや雇用対策へ

の対応、さらには戦後70 年の節目に対応した平和への取り組みなど前向きな議論の中

で答弁をいただいたことを踏まえて賛成をしたいと思います。

　　なお、予算はどのように執行するかが行政の最も大事なところだと考えています。予

算執行に当たっては、町民の目線に立って十分な住民理解を得、声なき声もあることを

踏まえ、内部的には過剰業務にならないように十分留意をして、町民のための予算執行

をお願いをします。

　　以上、申し上げ平成 27 年度一般会計予算に対する賛成討論とさせていただきます。

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、本案に対する反対の討論を行います。

　　ございますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、本案に対する賛成の討論を行います。

　　ございますか。

　　３番、山本弘一委員。

○３番（山本弘一委員）　私は、平成27 年度一般会計予算及び５特別会計予算案につい

て賛成の立場で討論いたします。

　　 27 年度は認定こども園、上士幌クリニック、介護老人保健施設の開園、さらには糠

平温泉郷の旧ホテル解体、公園整備等、町民に対しての子育てから高齢者福祉まで、今

後の町民の生活安定に向けての中の予算配分だと思います。

　　ただ、その中でも定住移住については、それぞれの人に対応できるニーズに合った住

宅、仕事を検討するべきだと思います。そのためには夢基金のあり方については、子育

て福祉も大切でありますが、企業誘致、基幹産業、農業、商工業含めて活性化に向けて
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若い人たちが町内に定着するように職業の確保のあり方に向けて検討すべきだと思いま

す。

　　総じて、今提案された27 年度一般会計予算案につきましては大きな問題点は見当た

らないと思いますので賛成いたします。

　　訂正いたします。

　　一般会計ということで５会計入っていないということで、一般会計について賛成をい

たします。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、本案に対する反対の討論を行います。

　　ございますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、本案に対する賛成の討論を行います。

　　ございますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに討論ありませんので、これをもって議案第24 号に

対する討論を終結いたします。

　　これより議案第 24 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行いますが、起立しない委員は反対とみなします。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○委員長（中村保嗣委員長）　起立多数であります。

　　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 号上士幌町国民健康保険特別会計予算に対する討論を行います。

　　討論ございますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　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（中村保嗣委員長）　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。
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　　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（中村保嗣委員長）　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（中村保嗣委員長）　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。

　　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 27 年度上士幌町介護保険特別会計の反対討論を行います。

　　今議会におきまして条例改正しました保険料引き上げ分を含むため反対いたします。

　　反対理由につきましては条例改正のときに行っておりますので、この場では省略いた

します。

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、本案に対する賛成の討論を行います。

　　討論ございますか。

　　１番、伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　平成27 年度上士幌町介護保険特別会計予算について賛成の立

場で討論をいたします。

　　 27 年度の介護保険予算総額は６億597万7,000円の予算となっており、町民の安

心・安全に配慮した予算となっています。

　　上士幌町の高齢化率は34 ％を超えました。第６期介護保険料の939円の値上げは特

別会計を維持するためにはやむを得ないと思います。なぜならサービスが充実されるか

らです。

　　現在、介護保険利用者は2.7％の介護報酬の引き下げになります。利用料は下がりま

す。そのことも町民に説明することが大切だと思います。

　　以上、賛成討論といたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、本案に対する反対の討論を行います。
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　　ございますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、本案に対する賛成の討論を行います。

　　討論ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに討論がありませんので、これをもって議案第27 号

に対する討論を終結いたします。

　　これより議案第 27 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行いますが、起立しない委員は反対とみなします。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○委員長（中村保嗣委員長）　起立多数であります。

　　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。

　　暫時休憩といたします。

（午前１１時５０分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時５１分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、議案第28 号上士幌町水道事業特別会計予算に対す

る討論を行います。

　　討論ございますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　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（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 28 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

　　次に、議案第 29 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。

－158－



（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　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 29 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（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 29 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議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20 日の本会議において報

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（中村保嗣委員長）　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厚く御礼申し上げます。

　　以上で、本特別委員会を閉会いたします。

（午前１１時５４分）
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上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　予算審査特別委員会

　　　　　　委　員　長

　　　　　　署名委員

　　　　　　署名委員
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