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（午前　９時００分）

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

します。

　　初めに、渡部信一委員長よりご挨拶を申し上げます。

○委員長（渡部信一委員長）　おはようございます。

　　このたび、平成28 年度各会計予算の審議に当たり、予算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

きたく思いますので、よろしくお願いいたします。

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

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

質疑の過程で微妙な部分もあろうかとは存じますが、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（渡部信一委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本日の委員会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（渡部信一委員長）　ご異議なしと認めます。
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　　よって、本特別委員会の会議記録署名委員は、委員長において指名することに決定い

たしました。

　　それでは、本特別委員会の会議記録署名委員を指名いたします。２番、佐々木守委員、

３番、中村保嗣委員。

　　お諮りいたします。

　　ただいま委員長において指名いたしました、２番、佐々木守委員、３番、中村保嗣委

員を本特別委員会の会議記録署名委員に指名することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本特別委員会の会議記録署名委員は、２番、佐々木守委員、３番、中村保嗣

委員に決定いたしました。

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

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

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

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

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。

　　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（渡部信一委員長）　ご異議なしと認めます。

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

は款ごとに、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28 年３月２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28 年度上士幌町一般会計予算及び５特別会計予算の６案を一括して議題と

いたします。

　　平成28 年度各会計予算の提案説明は、３月２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。
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　　それでは、議案第 24 号平成 28 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。前年度から、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いたします。

　　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、 35 ページから 36 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（渡部信一委員長）　次に、総務費に入ります。

　　事項別明細書は 36 ページから 50 ページ、会計管理費まで、質疑ありますか。

　　中村委員。

○３番（中村保嗣委員）　 37 ページ、行政区運営経費についてお聞きいたします。

　　運営費が３年全く同じなんですけれども、これの報酬等については、行政区民の数で

変化があると聞いておりますけれども、この基準について少し説明お願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木主査。

○佐々木　幹総務課主査　行政区運営経費の報酬についてですけれども、基礎額が１万

4,700円掛けることの52 行政区、それと距離等の加算額、これを30 戸以上と見てい

ますが、それが４万4,000円掛ける 20 行政区、距離等の加算が 30 戸未満のものが

2,300円掛ける356キロメートル、戸数加算、密集地といったところで1,800戸掛ける

770円、点在地350戸900円と、例年こういった積算に基づいて積算しているところで

す。特段変更がないため、例年同じような同額で積算させていただいております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　 39 ページ、人件費の関係等で関連して、それから職員の福利

厚生の関係も含めてご質問させていただきたいと思います。

　　職員の皆さんについては、既存業務の増大だとか内容、その質の充実が求められてい

るという中で、あるいは新規の地方創生などの事業が新たに加わって、そういう中で業

務をされていると。28 年度もそういう中での業務を進められていくことと思っており

ますけれども、２月には働き盛りの主幹職員が病気で亡くなられるというような残念な

結果もありました。
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　　そんな中で、各職員の健康管理というようなことについて、28 年度どのように事業

を進めていこうとされているのか、あるいは職員の採用、あるいは配置等について、ど

のような基本的な考え方を持って進めようとされているのか、お伺いします。

○委員長（渡部信一委員長）　杉本主幹。

○杉本　章総務課主幹　まず、職員の健康管理についてでございますけれども、職員につ

きましては、40 歳以上の職員につきましては毎年人間ドックの受診をしております。

それから、30 歳以上の職員につきましては隔年で人間ドック、それ以外の職員につい

ては毎年健康診断を受診しているというところでございます。

　　それから、本年度からストレスチェックというものが義務化されるということで、そ

れについても取り組んでいくということで予算を計上させていただいております。

　　職員の健康管理については以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　職員の配置についてご質問がございました。

　　当然のことでありますけれども、事務事業量に応じて職員の配置については考えてい

かなきゃならないということでございます。当然のことでありますが、事業も非常に大

きな事業が集中する場合もございますし、中にはそういう事業が終結をしていくという

ものもありますかあら、そういった増減関係を十分承知をする中で、配置を考えていき

たいと思っています。

　　都度、関係課部局のほうから理事者のほうに対して、そういった人員の問題、事業量

の問題については相談を受けるケースもございますし、あるいは、私としては毎年各課

部局長と１対１で各職場の職員の健康状態、あるいは事務事業の状態、時間外等々を含

めて、健康管理のことも含めて、実は１対１で話し合いをさせていただいておりまして、

そういったことをまとめた上で、次の人事の関係に反映をさせていくということでさせ

ていただいているところでございます。

　　現実に、これまでの職員数等の関係も、一時は行政コストの削減ということで、相当

正職員等も含めて削減をした経過がございますけれども、ここ数年にわたっては、かな

り事業もふえてきている部分もありますので、正職員の増ということも当然行ってきて

おりますし、あわせて、ご承知のとおり、地域おこし協力隊の活用ということも含めま

して、相当数全体の人数としては増加をさせてきているということでございます。

　　これからも、こういった状況については都度、そういった職場の状況、事務事業量の

増加等々を把握しながら職員の配置を考えていきたいというふうに思っております。

　　以上でございます。
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○委員長（渡部信一委員長）　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　管理職のほう、課長職の皆さんから各把握されているというこ

とですけれども、再度確認ですけれども、そういうことで各管理職の皆さん、あるいは

各職場の職員の皆さんの声を聞きながら来年度、組織体制を固めて体制をつくっていく

ということで理解してよろしいでしょうか。

○委員長（渡部信一委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　それはもう当然のことであるというふうに考えております。これま

でも、先ほどご説明したとおり、できるだけそういった職場の環境等を把握した上で、

次年度以降の対応を考えていくと。また、必要に応じては、途中での採用ということも

含めてこれまでも行ってきておりますので、そういう考え方に基づいて、これからも進

めていきたいというふうに思っております。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　地域協力隊の関係について質問いたします。

　　新たに28 年度は 15 人配置予定となっていますが、27 年度は 11 人だったんです

が、どこに新たにまた採用予定なのかと。

　　それから、27 年度におきましては11 人募集して、最終的には８人の配置にとどま

ったわけですが、３カ所配置していないところも新たに募集するのかと。

　　最終的には、きちんと必要なところは、協力隊も確かに有効な事業ではありますが、

正職員なり、きちんとした要綱職員を含めて配置すべきではないかということについて、

３点ぐらいになりますか、質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　杉本主幹。

○杉本　章総務課主幹　まず、地域おこし協力隊の配置の関係でございますけれども、平

成 27 年度が 11 名の採用予定、平成28 年度は15 名の配置予定ということで、新し

くふえているところですけれども、企画財政課にまず地域ブランドデザイン推進員とい

うことで、ふるさと納税を含めＰＲを行っていくということの推進員、それから商工観

光課に観光振興推進員、それから生涯学習課に社会教育推進員、それから子ども課に子

ども発達支援推進員と、４名が新たに配置をする予定となっております。

　　それから、これまでの配置の募集状況でございますけれども、平成27 年度までに配

置となっている職員が８名おります。それから、４月１日に採用するという方が４名内

定しております。残り３名のうち１名の方については、内定をしたんですけれども辞退

されたという方が１人、それからこれから面接を行うという方が１人ということで、

－7－



15 名のうち３名が今のところまだちょっと決まっていないという状況でございます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　正職員の配置等も含めたご質問あったかと思いますけれども、先ほ

ど申し上げましたとおり、一時期やはり行政コストの削減ということで、人件費をいか

に削減するかということも大きな１つの対策ということで行ってきたところでございま

して、ここ数年の状況を見ますと、正職員で申し上げますと、2011 年に 96 名が、こ

の十数年の間では正職員の数としては一番削減された時期でございますけれども、それ

以降徐々に今増加をしておりまして、特に 27 年度については106名ということで、

10 名ほど正職員の数としては増加をしているということで、特に技術職員の確保とい

うのは非常に重要な状況になってきておりまして、そのことも含めて、正職員数も大幅

に今増加をしてきているということであります。

　　あわせて、地域おこし協力隊の関係につきましては、何といいましても、人材確保と

いうのは今、非常に重要な課題になってございます。単に人数がいればいいということ

ではなくて、いかに優秀な人材を確保するかということが非常に大きな、これは私ども

の町だけではなくて、全国の自治体がそういったことで今、それぞれ対策を行っている

ところでありますけれども、その一つの方法としてこの協力隊があるということでござ

います。

　　本町は、地域おこし協力隊については比較的早い段階からその採用を進めてきたとこ

ろでありますけれども、非常に優秀な隊員が確保できているということでありますし、

あわせて、地域に最大３年間ということでございますけれども、途中から私ども町の職

員になった隊員もございますし、あるいは地元に残ってそれぞれまた活躍されている隊

員もいるということでありますから、そういう意味では、協力隊については非常に専門

的なスキルも含めて、本町の行政の中で非常に役割を果たしていただいているなという

ふうに思っておりますから、大きくは前段申し上げたとおり人材確保すると。

　　それも、十勝管内あるいは全道的に見てもなかなか難しい面もございまして、やはり

今はまさに全国区で、そういった人材を確保するということは非常に重要な人材確保の

方法なんだろうというふうに思っておりますので、この点についてはこれからも、どう

いった仕事をしてもらうかということも十分考えながら、必要ないい人材の確保に向け

ては、これからも協力隊の制度については活用していきたいというふうに考えていると

ころでございます。

　　以上でございます。
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○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　優秀な人材を確保する面とか、財政面での有利な国からの交

付が出ますので、それでは大変評価する点もあるんですが、持続的な仕事をする場合に、

３年間という中でいろいろ積み上げたものが次に生かせるんだろうかと。

　　それから、その人のやる気といいますか、いろんなものを、本当なら３年以降もずっ

と活躍してほしいのに、それが抜けたときに、その方のいろんな、役場職員として臨職

として残る方もいますし、正職になる方もいますが、その辺のきちんとした仕事が持続

できるんだろうかという点についてどうなのかと。

　　それから、27 年度に技術センターについて多分保留のままだったと思うんですが、

その点については確保できているのかという点も含めて質問したいと思います。

　　せっかく全国から、いろいろ個性といいますか、いろんな仕事を持ってきたのに、結

果的にはそれを生かそうと思っても生かし切れない、いろんな事情があったりして、３

年でやめる方、それから残って臨職になる方がいるんですが、きちんとした町の中でど

ういう部署が必要で、次どういうふうに仕事を発展するんだというふうに考えて位置づ

けていかないと、採用したはいいけれども、仕事が継続していかないというような点も

あるのかなということを思って質問いたしました。よろしくお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　非常に重要なことだというふうに思っております。ただ、全国的に

見ますと、この地域おこし協力隊のいわゆる期間満了後の地域定着率というのは非常に

高いということなんですね。非常にこのことがそもそも評価をしているところなんです

けれども、本町においても、先ほど若干申し上げましたけれども、最大３年間終了後、

町にまた残って何かしらのそういった事業を行ったり、業務につくという隊員が多いと

いうことも事実でございます。

　　実際にご承知のとおり、商工観光で働いていた協力隊員については、地元でのいわゆ

るレストラン開業ということにもなってまいりましたし、あるいは福祉の関係で仕事を

されていた隊員の方も今現在は、新年度からはいわゆるＮＰＯの福祉関係の法人に入っ

て仕事をされるということでありますから、全員ではございませんけれども、いろんな

何らかの形で、自分で起業する方もいらっしゃいますし、あるいは関連するそういった

仕事につかれるという方もいらっしゃいますので、全国のそういった状況と同じように、

本町においても協力隊員が地元に残って、それぞれまた活躍されるということに今のと

ころなっているのかなと。

　　実際に町を離れられた方もいらっしゃいますけれども、その方も、私も直接お話をし

－9－



ておりますが、できれば残りたいんだけれども、なかなか自分の思うような仕事がなく

て、やむなく町外に行かなきゃならないというお話もいただきました。あるいは、家族

の事情で、ちょっと親が年齢が高くて、そろそろ面倒を見なきゃならないということで、

残りたいんだけれども帰らなければならないという隊員もいらっしゃいましたけれども、

そうしてみますと、それなりの割合で地元に残っておられる隊員のほうが多いのかなと

いうふうに考えておりますので。

　　採用時点で、４年後のことまでお約束をして採用するということは当然できませんけ

れども、その３年間の中で十分ご本人のそういった能力、あるいはそういった性質等も、

性格等も考慮しながら、それ以降また残れる機会があるとすれば、本人の意向ももちろ

んございますけれども、行政としてもできるだけ地域に残れるような部分で、十分本人

とも協議をしながら進め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。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　 43 ページの上士幌版テレワーク推進事業についてお伺いをい

たします。

　　今年度からでしょうか、企業版ふるさと納税を始めるということと、このテレワーク

事業との関係を教えていただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　梶主査。

○梶　　達企画財政課主査　ご質問いただきましたテレワーク事業についてですが、こち

らの事業は今年度の補正予算の加速化交付金で申請している事業になりますので、企業

版ふるさと納税の事業とは異なる事業になります。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　先日、東京フェアに行きましたところ、数名の方がテレワーク

というか、そういう空き家があるかというような状況を聞かれましたので、多分今、人

口をふやすというのもなかなか難しいことだと思うんですけれども、都会からこの上士

幌に来て仕事をしていただくというか、パソコン１つでできるような状況もあると思い

ますので、この予算については賛成ですので、積極的に進めていただきたいなと思いま

すけれども、この事業の内容についてお聞きをいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　梶主査。

○梶　　達企画財政課主査　上士幌版テレワーク推進事業の内容についてですが、現段階

では３パターンを想定しておりまして、都会の企業が本町に本社機能の一部を持ってき

て、社員を派遣し仕事をする場合、または支社機能を本町へ移す場合、そして、これは
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会社ではなくて個人事業主でも構わないんですけれども、本町でその事務所で起業を行

って、テレワークによりＩＣＴを活用して本町で都会の事業を受託する場合、こういっ

たパターンを想定しております。

　　また、上士幌版テレワークとしまして少し特色あるところとしましては、子育て世代

を受け入れようと。今、都会のほうでは待機児童の問題などで、働きたくても働けない

お母さんがいらっしゃったりもしますので、上士幌のテレワーク事務所においてテレワ

ークする期間につきましては、認定こども園、４月より無料となりますので、そちらの

ほうでお子様を無料で受け入れて、仕事に専念してもらう、そういった取り組みを想定

しております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　ふるさと納税まちづくりサミットについて質問いたします。

　　まず初めに、この500万円というのは実行委員会への補助金になっていますけれども、

先日、総文に配られました資料の中では、主催は上士幌町と株式会社トラストバンクに

なっていますので、主催が上士幌町ということなのに実行委員会の補助金という、運営

の仕方についてまず質問したいのと。

　　あと２点目は、特色あるまちづくりを全国にアピールするための会だと思うんですが、

そのためには、まず町民の総合的な理解といいますか、町民みずからが自分がフェアに

行ったつもりで、どんな形で町がこの納税金の生かし方をしているのかということを、

まず町の町民の方にアピールするような企画を持って、町民の理解のもとにやっぱり開

いたほうがいいと私は判断いたします。その点について質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　梶主査。

○梶　　達企画財政課主査　ふるさと納税まちづくりサミットについてのご質問ですが、

まず開催方法についてですが、上士幌町とふるさと納税のポータルサイトを運営してお

ります株式会社トラストバンクの２者の主催により開催いたします。こちらの２者によ

り実行委員会を立ち上げまして、こちらの予算では500万円、実行委員会への交付金と

なっておりますが、歳入のほうで、諸収入で株式会社トラストバンク様から半額の250

万円を負担していただくということで予算を計上しております。

　　また、町民の方にもふるさと納税の取り組みについてＰＲをということですけれども、

当然、今回のサミットの参加対象者は町外の方、また、自治体の職員を中心と考えてお

りますけれども、もちろん町民の方も対象としております。

　　また、その中で、１月の東京と大阪の「もっと伝えたい、もっと知りたいフェア」の

中では、町の総合戦略を中心とした取り組みの大きなパネルを、６枚のパネルを作成し
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ております。こちらをこのサミットの際も展示してＰＲを図る。また、全国のふるさと

納税を活用した特色あるまちづくりを行っている自治体の事例をいただくわけですけれ

ども、その中で上士幌町の事例の発表というのも当然予定をしておりますので、こちら

を全国にＰＲするとともに、町民の方々にもＰＲを行ってまいりたいと考えております。

　　また、夜には参加者全員による交流会も想定をしております。この中で、できれば上

士幌のふるさと納税で人気の特産品を用いた─会費制となるかと思うんですが─

交流会というのも予定しておりますので、実際に上士幌町の町民の方でも、ふるさと納

税の人気のお肉なんかは実際に食べたことないという声も結構聞きますので、地元の特

産品を用いた交流会を開催して、町民、町外の方を含めた交流会の開催を行ってまいり

たいと考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本委員。

○１０番（山本和子委員）　そうしますと、実行委員会というのは、町とトラストバンク

２つが実行委員会ということになる、今の答弁でそうなんですが、それでは、大阪と東

京で開いたフェアのほうは別な実行委員会だと思うんです。ちょっと名前は忘れました

が、その実行委員会で事務局は町でやっている形になります。その辺の関係はどうなの

かということをまず質問いたします。

　　町が主体なら主体で出したほうが、それもいいし、本当に実行委員会を組むのであれ

ば、いろんな方の、東京のフェアの関係の方も含めた実行委員会を組めばいいのかなと

いう気がいたしました。

　　それと、町民との関係なんですが、今回も東京、大阪、それから帯広、札幌も含めて、

私は参加したりして雰囲気はわかるんですが、町民の方がやっぱり、きょうもテレビで

あったかわかりませんけれども、新聞とか報道でそれを知ると、そうすると自分からか

け離れたところでそういうことがやられているような感覚を持ちますので、ぜひ、結構

すごく立派なパネルがありますので、そういうことを含めて、納税金だけじゃなくて、

まちづくりがこれからどんなふうにいくのかと、実際にどういう会社がどういうことを

しているのかと、まず町民に理解してもらって、それで、町はこういうことを全国にア

ピールしているんだよということをやっぱりやらなければ、サミットやっても、数段ち

ょっと空間ができて、町民とちょっと感覚的にずれるところがあるのかなと私は思って

います。

　　これは、サミットまで期間ありますので、ぜひそういう機会をつくって、町民に対す

るアピールといいますか、納税金はこう使われているけれども、福祉はこうなっている

よということを全部アピールしながら、町全体でこれを取り組んでいかないといけない
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のかなと。その点について、そういう機会をぜひつくってほしいと思いますが、質問い

たします。

○委員長（渡部信一委員長）　梶主査。

○梶　　達企画財政課主査　実行委員会のことですけれども、今回の実行委員会につきま

しては株式会社トラストバンクが入っておりますので、２者による実行委員会となって

おります。フェアに関しては、交流と居住を促進する会への補助という形になっており

ますので、団体としては別な組織となっております。

　　また、パネルの件ですけれども、実は今、帯広信金さんの上士幌支店さんのほうとち

ょっと話をしておりまして、こちらのサミットでも展示をしたいと思っているんですが、

その前段で、上士幌支店のほうにパネルを掲示させてもらえないかということでお話を

しておりますので、ぜひ町民の方にも、そういったことを通してふるさと納税の寄附金

の使い道ですとか、町の取り組みというのをＰＲしてまいりたいと考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木守委員。

○２番（佐々木　守委員）　まず、今話題になっている部分から質問させていただきたい

と思いますけれども、上士幌版のテレワーク推進事業、これの全国に対する情報発信と

いうのはどういうふうにしていくのか。

　　それからもう１点は、テレワーク事業というとなかなか新しい用語でわかりにくいと

思うんですが、一般の町民から見れば、変形した企業誘致だというふうに思うんですよ。

だとしたら、そっちの対応も含めてやっていてもいいんじゃないかなという。

　　そういう、時代に合わせた区分というのがどんどんふえてきて、わかりにくくなって

きているんでないのかなと。その辺の整理はどういうふうに考えているのかも含めて、

恐らく全国への情報発信、ホームページ等の部分でも予算を組まれていますから、恐ら

くそういう中でも当然宣伝をしていくんだろうと思うんですが、そういう部分について

どういうふうに考えているのか、お聞きをしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　梶主査。

○梶　　達企画財政課主査　テレワーク事業の周知についてですけれども、この予算の中

で広告費というのを計上させていただいておりますが、これまでのふるさと納税の寄附

者とのやりとりというところで、そちらの関係性もございますし、もう一つ、日本テレ

ワーク協会という組織がございまして、これはテレワークに関心のある都会の企業が入

っている団体なんですけれども、こちらのほう、自治体であれば会費無料で入会できる

ということで、先日、入会の申し込みを行いました。こちらのネットワークなんかも活

用しながら、本町の取り組みの周知を図ってまいりたいと考えております。

－13－



　　また、企業誘致との関連ですけれども、それは委員おっしゃるとおりでして、テレワ

ークも企業誘致の一つというか、取っかかりの一つになるかと思うんです。企業誘致と

なると、本社ごと来て、また工場の誘致ですとか、もうちょっと大きな話になるかと思

うんですけれども、テレワークというのは、社員を１人派遣するとか、まず個人事業主

の方が上士幌町に来て、ＩＣＴを活用して仕事をするというイメージですが、もちろん

企業誘致の取っかかりという部分ではなってくるんではないかなと思っております。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　これ、町民からすると非常にわかりにくいんですよね。企業

誘致というのは、今、１企業が上士幌に工場を建てて雇用創出する、そんなにうまい話

は今、設備投資が大体これだけ冷え込んでいる中では非常に考えにくいと。であるなら

ば、今取り組もうとしているような事業も、うまくいけば雇用対策にもなるという側面

を持っているわけですから、１つの部署でやってもいいのではないのかなと。そういう

説明の中で、特に今年度はテレワーク事業に力を入れていくんだと、こういう形であれ

ば非常に説明はわかりやすい。

　　片方で、企業誘致って従来の科目を持って、担当課も違ってという形、これはもう少

し庁舎内での統一が必要なんだというふうに思うんですが、この部分については理事者

の関係だというふうに思いますけれども、ひとつそういう検討を、今すぐどうのこうの

と言うつもりはありませんけれども、これは機構改革の側面等も含めて、持つべきもの

だというふうに思うんですが、考え方も含めて、あればお聞きをまずしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　宮部主査。

○宮部直人企画財政課主査　ただいまのご質問ですけれども、企業誘致の部分については、

確かに科目は別なところで計上してございますが、どちらも企画財政課のほうで所管し

てございます。もちろん、先ほど梶主査からも申し上げましたが、このテレワーク事業

に関しましては、企業誘致に結びつく大きな取っかかりになるということで我々も考え

ておりまして、従来からの企業誘致、企業訪問等、我々できるような素地がなくて、な

かなか積極的に首都圏を回ったりだとかということはできていませんけれども、そうい

った意味ではこのテレワーク事業は非常に有効だなというふうに考えておりますので、

ご理解願います。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　別な部分で質問をしたいというふうに思います。

　　１つは、人件費に関する質問をさせていただきたいと思いますけれども、先ほど職員

の定数も現在は106名ということでふやしてきていると、事業量もふえているというこ
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とからふやしてきていると。全体的な財政状況、私の判断では、将来の見通しはなかな

か立ちにくい状況であるけれども、本年については、財政上は健全な財政運営ができて

いるというふうに理解をしているところです。

　　そういった中で、臨時職員にかかわる給与、これ言い方を変えれば正職員と非正職員

という形になるんだろうと思うんですけれども、非常に格差が拡大をして、国としても

大きな問題になっていますし、労働問題の最重要な課題になっています。

　　そういった中で、本町の臨時職員の待遇が妥当性のある待遇なのかどうかということ

についてお聞きをしたいというふうに思います。

　　年々、北海道における最低賃金も引き上げをされています。これは、雇用環境の中で

ということも考慮しなきゃならないわけですけれども、一般的に言えば、上士幌の町の

臨時職員は、農協を初めとするところの臨時職員より全体的に給与ベースが低い、こう

いうふうによく言われます。その辺の認識はどのように考えているのか、臨時職員の給

与基準というのはどういうことを基準に定めて決めているのかについてお伺いをしたい

と思います。

○委員長（渡部信一委員長）　杉本主幹。

○杉本　章総務課主幹　まず、臨時職員の給与の実態でございますけれども、平成15 年

度までにつきましては、日額の賃金ということで１日幾らという形で来ておりましたけ

れども、平成16 年度から月給制に移行しております。それから、その際に、休暇の夏

季休暇だとか病気休暇の新設等を行いまして、待遇の改善等も図ってきているところで

ございます。

　　それから、賃金の金額なんですけれども、16 年に月給制に移行して以降、職員につ

きましては給与構造の改革ですとか人勧のマイナス改定等ございましたけれども、臨時

職員については給与は下げることなく、この間も、平成20 年、 22 年、平成27 年と

賃金の改定を、増額の改定を行ってきているところです。

　　現在につきましては、一般事務職の高卒の賃金につきましては月額が13 万9,500円、

それからボーナスにつきましては年間で1.5カ月という状況でございます。最低賃金か

ら比べるとかなり上回っているという状況でございます。

　　それから、管内の状況につきましても、全町村のデータはちょっと持ち合わせていな

いんですけれども、日額によるところが多いというふうに認識しておりまして、管内的

に見ても上士幌町は低くないという水準にあるというふうに認識をしているところでご

ざいます。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。
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○２番（佐々木　守委員）　管内的には一定の水準を保っているんだと、こういう説明で

すけれども、従来、臨時職員、１年内の雇用契約という形になるわけですけれども、そ

ういう形であっても、連続して何年もお勤めになっている方も非常に多い。これは使用

する側というか、雇用側についても、毎年新しい人を入れて一から教えるよりは、一定

程度熟練をされていく、仕事内容を理解をしてスキルアップになっている、そういうこ

とで一定の、本町でも給与の際にそういった経験年数を算入をして額を上げていますけ

れども、もう一つの考え方として、全国レベルで、正職員の給与に対して非正規職員と

いうのは何割ぐらいの年収を持っているか。これは大体、男女で多少の違いがあるんで

すけれども、ほぼ70 ％ぐらいだと思います。そういう言い方をすれば、正職員の平均

値と臨時職員の平均値、10 対７なのかどうか。そのぐらいなければ、もう一つは生活

に非常に厳しいという内容になるのではないか。

　　もう一つは、十勝管内で200万円以下の年収の人も非常に多いというふうに言われて

います。最低250万円ぐらい、まともに生活を営むためにはそのぐらい必要ではないか

という解説も幾つかあります。

　　そういった中で、町がそういったものをやっぱり町民にも示していく。ただ、財政状

況がかつての夕張のように非常に厳しい状況にあるときには、職員も一定の我慢が必要

だ。それから、行政にかかわるそういった人員についても、そういったことが要求され

るのかというふうに思いますけれども、先ほど言ったように、本町の場合はそこまで厳

しい状況にはないというふうに思うんですが、そういった正規と非正規職員との格差と

いうことについてはどのように、賃金基準の決定をするに当たって考慮しているのか、

お聞きをしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　給与面での格差という表現をされておりますけれども、やはり基本

的には、臨時職員というのは補助的な業務をしていただくということが前提になろうか

なというふうに考えているところでありますけれども、前段、さきにもご答弁させてい

ただいた中にもございましたけれども、やはり地方自治体の財政が非常に厳しい時代を

迎えた時期がございます。平成の大合併の時期もそうでございますが、交付税が大幅に

削減をされるという中で、一方では合併を進めなさいという国の動きもございました。

　　そういう中で、本町としては、近隣町との合併ということも協議会等を設置しながら

検討した時期もございますが、最終的には自立をするという決心をして、その背景とし

て、何といっても財政問題というのは非常に大きかったわけでありますから、自立のた

めのシミュレーションを作成をして、これは全町民にもお配りをさせていただきました。
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まさに、いかに厳しくなる財政運営の中で生き残っていくかと。そのためには、やはり

行政コストの削減というのが大命題でございましたので、あらゆる角度からそういった

行政コストの削減をするわけでありますが、とりわけ人件費の削減というのが大きな、

ある意味重要な目的でもあったわけでございます。

　　そういう中で、例えば2000 年、今から16 年ほど前でありますが、2000 年の時代

には正職員数が140名いたわけでございます。先ほど言いましたように、一時はもう

100名を切ったときもありますけれども、正職員を削減する段階にあって、やはり機構

改革、そして課の統廃合を行いながら、いかに人件費を減らすかということの中では何

をしてきたかといいますと、正職員数を削減する中で、一方では補助職員として臨時職

員を採用して、人件費の削減を行ってきたというのが実態でございます。

　　そういう経過がございまして、今、確かに委員おっしゃるように、一時のときから比

べますと財政的な問題というのは確かに比較的よくなってきたかというふうには思いま

すけれども、これはまさにこれから先、自治体、町はこれから何十年にわたってまた経

営をしていくわけでありますけれども、いつ、何どき、また一時のような交付税の削減

等々も起きる可能性もないとは言えないわけでありますから、やはり長期展望に立たな

きゃならないということになってまいりますので、そういう意味では、一気にまた以前

のように正職員数をふやすということは、なかなかこれは困難であるというふうに考え

ております。

　　ただ、一方で、臨時職員の待遇の問題というのは非常に重要な課題でございますので、

先ほど主幹のほうからもご説明させていただきましたけれども、一時期、全国的なそう

いった自治体の職員の給与の関係については削減を余儀なくされてきた時代がございま

す。実際に相当正職員については、一時から見ますと給与面については削減傾向にあっ

たわけでありますが、その段階にあっても、通常ですと正職員の給与に合わせて臨時職

員の給与も引き下げるということも当然考えることはできるわけでありますが、あえて

そういったことを行わずに、むしろ若干でありますけれども、引き上げてきたという経

過がございます。

　　また、とりわけ技術職、保育士等については当然、人材の確保という大きな課題がご

ざいますので、またこれは別枠で毎年定期的な賃金の引き上げも行ってきているという

ことでありますので、総じて考えますと、先ほど主幹が答弁したとおり、十勝管内的に

見て、本町の臨時職員の給与については、あるいはその他手当等も含めてですけれども、

決して低くはない。むしろ、中より上にあるというふうに認識をしているところでござ

いますので、本来であれば正職員をどんどんふやすということも１つの手法としては考
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えられますけれども、なかなかそういったことは今できる段階にはないのかなと、そう

いうふうに考えているところでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　私は、正職員をどんどんふやせというようなことを言うつも

りはないんです。これから少子高齢化という中で、自治体もいずれは一定程度のコンパ

クト化というのは考えていかなきゃならない。そういうものを人事配置上は計画的に採

用していかなきゃいけないというのも事実ですから、そのことにどうこう言う部分では

ないんです。むしろ、残念ながら正職員という形で生涯雇用するというのではなくて、

その時々の行政の容量に合わせて必要な業務容量というものを踏まえて、臨時職員の採

用というのはしていかなきゃならないし、そういうことが合理性のある、現況ではやむ

を得ない内容であるだろうと。ただ、その給与体系がどうなのかというか、収入がどう

なのか、低過ぎないのか。

　　１つ僕が最近よく耳にするのは、農協等のほうが高いということ。詳しく実は農協に

問い合わせをしたら、その内容については農協内の人事にかかわること、あるいは給与

等にかかわることなので、ちょっと詳しい説明はできませんということでしたので調べ

ることができませんでしたが、感覚的に、臨時職員という職員の人たちに個別にお聞き

をすると、確かにそういうことが言える。採用の内容等も含めて詳しい調査はしていま

せんが、全体的には低いのではないか。

　　今の答弁でお聞きをすれば、例えば最低賃金の引き上げ、これ昨年も10 月にあった

んですが、そういうのに比例して上げるとすれば、ことし上がるという形ですよね。こ

としは上がっているのかどうか。去年は上がったというふうに理解をしていますけれど

も、ことしは引き上げがあったのかどうか、まずこれをお聞きをしておきたい。

○委員長（渡部信一委員長）　杉本主幹。

○杉本　章総務課主幹　平成27 年度につきましては、人事院勧告のプラス改定というこ

とで引き上げをしております。

　　それから、28 年につきましては、実は職員のほうは給与の総合的見直しということ

で、給料表水準は下がっていますので、人勧でプラス改定しているんですけれども、現

実的には職員のほうは下がっているということもありますので、臨時職員についても据

え置きという形にしております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　臨時職員も人勧に準拠するということになれば、先ほど言っ
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たように、非正規職員と正規職員、この格差はどのぐらいにしておくのか。業務能力等

の問題もあり、業務容量等の問題もあるということもあります。

　　もう一つあるのは、町内の私企業等では、基本給は安いけれども、日常的に時間外が

一定程度ついて、支払い賃金そのものは一定の額を超えていく。だから、町内の勤労者

の雇用条件ということを、さきの議会で町長がお話をしていますけれども、300万を超

えるぐらい、こういう話。その中身は、企業企業で実はいろいろあるんですけれども、

総支給額はそこら辺にいっている。しかし、先ほど話があったように、13 万幾らであ

れば200万にも到達をしない。

　　そういう中で、１年間の時限雇用ですけれども、連続をしているという人は大変多い

わけです。そのことは町にとってマイナスにはなっていない、給与等にもそういった評

価をしているわけですから。だとしたら、やっぱり賃金ベースを最低限７割に近づける

ような仕組みが必要ではないか。というのは、正職員の給与基準というのはどこに持っ

ていくかという、ちょっと問題があるんですが、そういったことも十分配慮して、なお

かつ最低賃金が上がったということは、雇用条件が非常によくなってきたということも

含めて、全体的に引き上げが起きている。上げてもいいという状況で判断をしたら、そ

れに類似して、ある程度は見ていくというのが基本ではないのかと。

　　私は、べらぼうに上げなさいということを言っているわけじゃないんです。そういっ

た基準の見直しをするような今時期にあるのではないかと、雇用環境上として。という

のは、うちの町に住むという皆さんについても、全体的な給与ベースが低いから、子育

てなどで政策的な保全をしようというのが今までの流れだったというふうに理解をする

わけです。

　　そういった一番厳しい収入状況にある町の臨時職員の皆さんにも、そういった目を向

けるべきではないかなというふうに思うんですが、１つは、昨年から引き上げをしなか

ったという理由は何なのか。つまり、引き上げのときに、人勧に準拠しているから上が

らないというんだったら、人勧ベースになるわけですよね、臨時職員も。そうではなく

て、対外的な労働環境を踏まえて、一定程度の水準をつくって見直しを図っていくとい

うふうに考えるべきだと私は思うんですが、その辺についてお伺いをしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　高嶋課長。

○高嶋幸雄総務課長　確かに、臨時職員の賃金ベースは高いという状況にはございません

が、この間、毎年のように最低賃金等、特に最近はかなり２％から３％以内ぐらいで引

き上げがされております。ただ、臨時職員の賃金については、必ずしも最低賃金と毎年

連動して引き上げているというものではなくて、過去も最低賃金が余り上がっていない
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ときに賃金のほうは上げているときもありますし、そのときの状況に応じて対応してき

ているというところでございます。

　　賃金ベースをどこまで、何割までということが妥当なのかどうか、ちょっとよくわか

りませんが、その辺については、全体の財政状況のこともありますし、先ほど委員さん

おっしゃったように、一般事務職等も４段階ぐらいに、経験年数に応じて賃金ベースを

持っているということもございますので、そういったことで対応してきているというこ

とでございます。

　　今後につきましても、他町村の状況とか町内状況、それから職員の給与の水準も踏ま

えて、賃金ベースについては改善等を検討していきたいというふうに考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　臨時職員の関係については、一般事務職もございますし、現場の技

術者の臨時職員もいらっしゃいます。特に、ここ数年のことを申し上げますと、例えば

保育士ですね。今は認定こども園になっていますけれども、先ほど申し上げたとおり、

人件費の削減ということを大きな目標に掲げて、実は現場の中でも正職員数を減らし、

一方では臨時の保育士を採用してきたという経過がございました。

　　その点については、ここ数年の間では、やはり人材確保ということも大きなもちろん

課題としてあるわけでありますが、正職員の増、あるいは臨時職員ではなくて、準職員

というものがありますけれども、その準職員の新たなものを設置をいたしまして、処遇

改善をするというようなことで、徐々にではございますけれども、そういった対策も講

じながら待遇改善を図ってきているということであります。

　　なかなか一気にはいかない部分もございますけれども、そういった今委員おっしゃる

ように、それぞれの生活等もございますけれども、我々としては、非常に特に人材の確

保というのを含めて、そういった処遇改善をしながら人材確保をしていかなきゃならな

いということもございますので、そういったこともこの間進めてきているということも、

あわせて申し上げておきたいと思います。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　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００分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時１１分）

－20－



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

○委員長（渡部信一委員長）　ただいま総務費の36 ページから50 ページまでをやって

いるわけですけれども、ほかにありませんか。

　　山本委員。

○１０番（山本和子委員）　山開センターの改修について質問いたします。

　　今回の予算につきましては、非常口のドア等の修理なんですが、全体的な山開センタ

ーについての改修といいますか、いろんな見直しと、点検しているのかどうかという点

と。今回、特に質問したいのは、部分的ではありますが、和室の問題について、あそこ

の畳が結構すり切れている問題と、それから障子の上に枠があるので、そこから光が入

ってきてとっても使用しづらいという問題と、あと茶室があるんですが、茶室は全く使

われていないと、そういうことも含めて、山開センターの見直しといいますか点検、ど

のようにして改修していくのか、質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木主査。

○佐々木　幹総務課主査　改修の予定はあります。そして、点検も常に点検しているとこ

ろではありますが、まず改修している部分につきましては、優先されるものから今、実

際改修しているところです。今回も予算計上させていただいていますけれども、非常口

ですとか非常用の案内板、そういった優先度の高いものから改修させていただいている

ところです。

　　和室等、ほか音響等もそうなんですが、あと漏水があった場合は別ですけれども、総

体的なものの検討としましては、役場庁舎等の耐震改修、これに合わせて実施する予定

ですので、現時点ではいつできる、いつやれるといったことはちょっと明確にお答えで

きない状態です。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本委員。

○１０番（山本和子委員）　そうしますと、改修の予定はあるけれども、箇所についてど

こどこというところまでは点検していないと。一時、ホールの裏が水漏れがすごくて、

雨漏りがすごくて、置かれている備品が結構ぬれたりしたこと、それは多分直したと思

うんですが、優先的に緊急にするものは年度内でもやるべきと、それから総合的に、椅

子もそうなんですが、いろいろ含めれば使い勝手が悪いことが多々あると思うんですよ。

それについて、できれば、予算もあると思うんですが、年次といいますか、多分まだま

だ山村開発センターは利用すると思いますので、大枠な計画をつくるべきかと。

　　それから、和室につきましては、余り利用がありませんけれども、かつては結婚式場
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の和室とかは控室に使っていたと思うんですが、畳はかなり古くて、座ったらもう逆に

ついちゃうと、そういうことがありますので緊急なのかなと思うんですが、それも含め

てぜひ検討よろしくお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　要望でよろしいでしょうか。

　　佐々木主査。

○佐々木　幹総務課主査　和室の状況がひどいのは承知しているところなんですが、総体

的に見直しをする予定ではありますので、ちょっと今検討するという段階であります。

　　総体的にというのは、本当に山村開発センター、全体的に全て総体的に検討すると、

これは役場庁舎も同じように検討することとなっておりますので、ご理解いただきたい

と思います。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　中島委員。

○６番（中島卓蔵委員）　ちょっとさっき質問漏れしたんですが、38 ページの庁舎一般

電話料、郵便料金の予算計上なんですが、前年度対比でいくとかなり減額なっているん

ですが、その減額の要因というのをちょっとお聞きしたいのと。

　　それからもう１点、確認なんですが、51 ページの再生可能エネルギーの積み立て基

金なんですが、これは一定の金額増減ないのか、増減があるのか、その点ちょっと確認

したいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　 50 ページはまだ入っていない、その前段の質問について

です。

　　暫時休憩いたします。

（午前１０時１６分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、再開いたします。

（午前１０時１７分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　新井主査。

○新井英次郎企画財政課主査　こちらのほうは、前年度の予算を参考にしまして計上いた

しておりますので、それの増減の差ということでご理解いただけたらと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　中島委員。

○６番（中島卓蔵委員）　前年度の予算計上は960万ですよね、 27 年度の。今年度は

710万で、250万の減になっているので、その辺の差の内容というのはどうなんでしょ
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うか。

○委員長（渡部信一委員長）　新井主査。

○新井英次郎企画財政課主査　共用分につきましては、22 万7,000円の減額となってお

ります。こちらのほうは、あくまでも前年度で予算をちょっと多く見積もっていたんで

すけれども、実績に合わせて減額したということになっております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　 46 ページの財産管理費の中の公共施設等総合管理計画、さ

らにはその下の新地方公会計整備業務、予算が組まれていますけれども、まず最初の部

分の公共施設、これはどのレベルまで公共施設として計画をして今後の管理計画を立て

る予定なのか。

　　さらに、下の公会計整備、これは国の事業を統一的に見られるようにというのはどう

いう内容なのか、わかる範囲で簡単にご説明をお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　新井主査。

○新井英次郎企画財政課主査　まず、公共施設等総合管理計画の策定のほうにつきまして

は、まず対象になるものにつきましては、町が所有する全ての公共施設、それから道路、

橋梁、上下水道の全ての部分になります。こちらのほうは、将来のコストを概算で算出

しまして、適正に財政運営を行うための計画をつくるものとなっておりまして、逆にこ

ちらのほうは、国のほうから28 年度中までにつくるようにという指示が来ておりまし

て、つくらないメリットとしましては、過疎債とか交付金等の配分のほうに影響が出る

ということで進めるものであります。

　　次に、新地方公会計の整備のほうにつきましても、28 年度会計分を全ての自治体の

ほうで、国の示します統一的な基準で財政書類を整備しなさいよということになってお

ります。

　　簡単に言いますと、こちらのほうは企業会計に準じた会計を行いなさいということに

なっておりますので、そちらのほうに合わせるためにシステムの改修とか固定資産台帳

の整備を 28 年度に進めるものとなっております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　次に、総務費、事項別明細書は50 ページ企画費から64 ページまで、質疑あります

か。
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　　中島委員。

○６番（中島卓蔵委員）　 51 ページの再生可能エネルギー等の積立金の金額なんですが、

これ毎年増減あるものなのか、一定金額なのか、その点ちょっと確認したいんですが。

○委員長（渡部信一委員長）　宮部主査。

○宮部直人企画財政課主査　お答えいたします。

　　この積立金に関しましては、技術センター付近に太陽光発電の設備が数年前に町の施

設に建設されていますけれども、そこの土地の使用料、こちらを積み立てているものが

大部分でございます。使用料に関しましては、余り大きく変動しておりませんので、今

年度の予算も146万程度見ておりますけれども、ここ数年、同額で見させていただいて

おります。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　山本委員。

○１０番（山本和子委員）　 60 ページの集会施設の備品購入なんですが、カーペット

60 万円予算化されていますが、この内容について、どの施設に置くのか、質問いたし

ます。

○委員長（渡部信一委員長）　田中主査。

○田中義朗建設課主査　カーペットの内訳につきましては、東地区集会所、西地区集会所、

南地区集会所の３集会所に設置する予定でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本委員。

○１０番（山本和子委員）　それで理解しました。

　　私、北地区集会所は既に27 年度敷いてもらいました。物すごく暖かくて好評ですの

で、ぜひ、西だけじゃなくて全部置いてほしいなと思って質問させてもらいました。

　　答弁よろしいです。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかに。

　　山本委員。

○１０番（山本和子委員）　 62 ページの社会保障番号システムについての質問なんです。

通称マイナンバー制度になるわけですが、この委託の内容をまず質問したいのと。

　　それから通知カードはどれだけ、昨年の12 月時点で、たしか八十数件は連絡もなし

に届いていないというふうに把握しているんですが。

　　それともう１点は、個人カードの作成が進んでいるのかどうか。申請があり、どれぐ

らい機構から来たものを届けられたのか、その問題と。

　　きょうの道新、きのうの道新もそうなんです、勝毎もそうなんですが、結構トラブル

－24－



があって、機構から来たけれども、いろいろやっているうちに渡すのが物すごく遅くな

ったと、そういうトラブルがあって、本当にこの制度は大丈夫なんだろうかという報道

がありましたが、その点について質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　杉本主幹。

○杉本　章総務課主幹　私のほうから、委託料についての答弁をいたします。

　　委託料の内容でございますけれども、４つのシステムの改修に係る委託料ということ

で、確定申告システム、健康管理システム、障害者福祉システム、介護保険システムの

４つのシステムの改修費となっております。このうち健康管理システム、障害者福祉シ

ステム、介護保険システムにつきましては、国の補助金を活用して改修するというもの

でございます。

　　委託料につきましては以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　綿貫課長。

○綿貫光義町民課長　それでは、私のほうから、通知カードの件について答弁したいと思

います。

　　通知カードについては、戻ってきた件数については、前回報告したより若干ふえまし

て180件、これが戻ってきた件数となっております。それから、転出等を差し引きます

件数が19 件、残り161件、これを交付してきておりますけれども、この161件のうち

129件、既に交付済みでございます。ですから、現在32 件が保留と、預かっていると

いうことになってございます。

　　それから、個人番号カード─マイナンバーカードのことですけれども、これにつ

きましては、機構のほうに本人が希望し、申請をしているところでございますけれども、

今現在、３月ですけれども、町のほうに機構から届いている個人番号カードにつきまし

ては 80 件、 80 名分でございます。このうち交付済みが54 件となっております。既

に 80 名分についてはこの差ですけれども、町に届いているということで通知を出して

おりますので、随時窓口に来て手続をすることになってございます。

　　新聞等に機構のシステムのふぐあいということで掲載されてございますけれども、本

町につきましても、１月中旬からこのシステムに接続できないという事態が数件ござい

ます。対策としては、機構から届いた個人番号カードにつきましては、一度に通知する

んじゃなくて、１週間に何名という形で、一度に集中しないように、皆さんに迷惑をか

けないようにということで対応して進めてきているところでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本委員。

○１０番（山本和子委員）　委託の内容につきましてはわかりました。
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　　そうすると、通知カードにつきましては32 件ほどということですので、前回の報告

に比べれば多少前進はあったのかなと思います。

　　それで、個人カードの問題で、機構のほうといいますか、指導があって、集中しない

ように随時配りなさいといっても、国のほうの目標からいったら、そんなことしていた

ら何十年かかるかというようなこともありますので、この通知カードが実際に機能する

のはたしか２年後ぐらいだと思うんですけれども、いろいろ利用するのは。それまでに

皆さんが申請をして全部受ければいいというもんじゃないんですが、国が思ったほどの

利用ができるのかということがあります。これは町の責任ではありませんので、ぜひそ

の辺も含めて、トラブルが起きないようなシステムをきちんと構築してもらうように要

望するべきだと私は思っています。

　　それと、広報の関係で、随時広報でお知らせをするということで、２月の広報にもた

またまタイミングよくといいますか、個人カードの申請についてと、これが載って、私

も関心よく読ませてもらいました。その次、今後のマイナンバーのスケジュールとして、

29 年から、それから30 年以降までずらっと書いてありますが、今後についての広報

の仕方について、どういうふうにするのか。多分その都度検討されて、わかるように、

関心を持ってもらうように、広報すごい十分検討しているんだと思うんですが、今後に

ついて質問いたします。

　　２点です。個人カードの作成についての、集中しないようにということについてきち

んと対応すべきだという問題と、広報についての今後の仕方について質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　綿貫課長。

○綿貫光義町民課長　個人番号カードの交付についての機構のシステムのトラブルの関係

でございますけれども、これはうちだけの問題でなくて、全国的にそういう形になって

おります。機構のほうもそれなりに改善を図っているということで聞いておりますけれ

ども、交付される町民の方に迷惑かけないようにということで、各市町村は対応を図っ

ているということで理解しております。

　　それから、広報の問題ですけれども、ことしに入って、２月号ですけれども、これに

ついては個人番号カードが交付される時期ということで、２月にこういった記事を載せ

てございます。

　　今後につきましては、一通り個人番号制度についてお知らせをしましたので、今後に

ついては必要に応じて、何かあれば広報等で周知したいと思いますし、広報よりも直接

窓口に来庁していただく町民の方、それから電話で問い合わせてくれる町民の方に、親

切丁寧に説明をさせていただきたいというふうに考えてございます。
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○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　 53 ページなんですけれども、地域おこし協力隊の推進経費

として、昨年300万強でしたけれども、ことし1,000万円になっている、その変更は、

４名ほどたしか協力隊員がふえるというふうに思いますけれども、それにしては高額に

予算がふえている、この理由は何なのか、ちょっとご説明願います。

○委員長（渡部信一委員長）　宮部主査。

○宮部直人企画財政課主査　地域おこし協力隊の経費に関してでありますけれども、人数

がふえたことによって当然経費がふえてきているということで、大きなものとしまして

は使用料、賃借料の科目がございますけれども、住宅の使用料、隊員の家賃に関しまし

ては町のほうでお支払いをするということになっておりまして、これはご承知のように、

国の特別交付税の措置対象額になっておりますので、そういった形で町のほうで見てい

るわけですけれども、町で抱えている住宅は多いわけではありませんので、住宅として

は確保できていませんので、民間の賃貸住宅等にお住まいいただくということがありま

して、若干家賃等も高目になっているということから、この部分が大きく隊員の増によ

ってふえてきているというところが１点でございます。

　　それから、定住支援補助という形で新たに200万円を計上させていただいております。

これは、先ほど言いましたように、国の特別交付税措置対象の経費の一つに隊員の起業、

会社を起こしたり仕事を始めたりする起業に要する経費もその措置対象経費となりまし

た。それを受けて、町のほうといたしましては、隊員が町内で起業して、定住をしてい

ただきたいといったことの支援をしていくということで、４月１日からその支援要綱を

制定いたしまして、隊員に対して支援をしていきたいといった経費がふえてきているも

のが主なものでございます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　 62 ページのふるさと納税・子育て少子化対策夢基金の積立金

の件なんですけれども、２億5,000万何がしとありますけれども、これは総額14 億何

千万の見込みを、そのうち本年度の予算の中で、教育委員会含めて認定こども園の園庭

ですとか、直接的にこの支援する事業は出ておりますけれども、この基金の中身なんで

すけれども、指定と、それから一般寄附があるわけですけれども、この２億5,000万の

中で、一般寄附も当然幾らか入っているのかなと。

　　それと、指定寄附の中で、例えば福祉だとか農業だとか産業だとかとありますけれど
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も、それも含めて２億5,000万円なのか。その中身というのはどういうぐあいに今年度

の予算に反映されているのか、ちょっと教えていただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　梶主査。

○梶　　達企画財政課主査　こちらの積立金は、来年度の寄附から積み立てる分になりま

す。今年度の、今14 億5,000万を超えておりますけれども、この寄附に応じた積立金

というのは27 年度の予算で計上しております。最終的に、３月補正で４億6,000万円

という積立金を計上しております。

　　ですので、こちらの積み立てに関しては、28 年度の当初予算では寄附金の収入を９

億円と見込んでおります。ただ、その内訳に関しては、一般寄附として、寄附というの

はもちろんトータルで９億円と見込んでおりまして、指定と一般の割合というのはまだ

来年になってみないとわからないという状況でございますが、これまでの大体傾向から

して、約８割が一般寄附になるかということで、その一般寄附から経費等を差し引きま

して計上している分がこの子育て夢基金への積立金になりますので、その額が２億

5,000万円ということでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　ちょっと私勘違いで、28 年度の予算が２億5,000万というこ

とで、その積み立てのあり方なんですけれども、今、説明によると、80 ％が一般寄附

だと、こういうことですね。本年度も、新年度もそうなってくるかはちょっと微妙なと

ころなんですけれども、やはり一般寄附をほとんどこっちのほうに回していくというと

いうよりも、それ以外の使い方というのは本年度、28 年度は27 年度と同じような指

定寄附はどこかの費用の中に反映されているのかどうか。これ27 年度と同じようなこ

とだと思うんですけれども、28 年度のふるさと納税の指定寄附あたりはどこかに反映

されていっているのか、今年度もどのようにするつもりでいるのか、その辺を聞かせて

いただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　新井主査。

○新井英次郎企画財政課主査　指定寄附の部分につきましては、財政調整基金積立金とい

うことで、58 ページのところに入ってくるものでありますけれども、実際、28 年度

につきましては、利子0.2％分だけの404万円を計上するものでありまして、指定寄附

につきましては、実際寄附が入ってこないとわからないということで、今のところ

1,000円、科目というか、1,000円だけの計上となっておりまして、今後、補正で対応

していくつもりであります。

　　以上です。
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○委員長（渡部信一委員長）　それでは、次に進みます。

　　総務費、事項別明細書は 65 ページから 70 ページまで。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　 65 ページの十勝市町村税滞納整理機構への負担金について、

65 万円について質問いたします。

　　何人分を機構に委託する予定なのか、まず質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　綿貫課長。

○綿貫光義町民課長　十勝の滞納整理機構への引き継ぎですけれども、28 年度分につい

ては 12 件を予定してございます。今まではずっと10 件ということで来ておりますけ

れども、機構のほうの引き受けの枠、若干多くいただきましたので、28 年度は 12 件

ということでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　 27 年度はまだ出ていませんので、26 年度については機構

に移したけれども、結果的には処分、滞納、不可能者が３名出たということを報告を受

けています。この12 件の中で、そういうことがなければ、最終的には悪質というふう

に見て移すわけですので、そういうことがなければいいと思うんですが、本当に生活が

大変で、かつては生保に移った方もいますので、そういうことを十分見きわめながら移

すようにしないと、大変なる払えない事情がいろいろあると思うので、その辺十分検討

されてこの事業をやってほしいと思っています。その点について質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　綿貫課長。

○綿貫光義町民課長　この機構のほうへ引き継ぐ要件ということで、以前から説明はして

きておりますけれども、一応引き継ぎの要件としては、担当者の税の相談に応じない方、

約束をしても履行されない方ということで考えておりますし、それから、町内ではなく

て音更、帯広に転出した方についても機構に引き継ぐという考え方で進めてきておりま

す。

　　それで、27 年度も、中には体調を崩してそのままというか、生活保護になってしま

ったという方もいらっしゃいます。そういった方については、機構から取り下げるとい

うことで進めてきておりますので、生活の状況等を踏まえながら、引き継ぎの案件を決

定していきたいというふうに考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　２つ、相談をかけても応じないと、それから約束を履行して

もらえないと、そういうことがあって移していると。でも、実際には27 年度にも大変

－29－



な方がいたということがわかった。これらは多分、28 年度に向けて委員会説明あると

思うんですが、きちんとその辺を把握をして、先ほど言ったのは２つの要件でしか聞い

ていないんですが、それは町民課だけじゃなくて、例えばいろんな保健福祉課なり、学

校関係もあるかもしれませんが、そこをきちんと連絡とっていかないと、その方々はい

わゆる貧困といいますか、生活が大変な方で、そこをきちんと把握して連携をとりなが

ら、何か救う方法があるんだろうと、最終的に立ち直らせると、そういうふうに持って

いかないと、機械的に税金払っていない、だからといって移したと。もしか体調を崩し

て、生保になっても命があったからいいんですが、そういうことも含めて、きちんと連

携をとりながら進めていかないといけないなと。これずっと、12 件で２件プラスにな

っちゃったの、ちょっとマイナスというか、政策的にはちょっと私マイナスに動いたか

なという判断していますが、その点について再度質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　綿貫課長。

○綿貫光義町民課長　たまたま28 年度引き継ぎは12 件でございますけれども、一応滞

納者に対しては何件か、二、三十件あるんですけれども、機構に引き継ぐよという通知

はしてございます。それを持って窓口に相談に来る方、それに応じる、分割払い等の約

束をいただいたということで、残っている方というのはそれにも応じないという方でご

ざいますので、生活の状況といいながら、町民税、国保税含めてでございますので、そ

の辺は総体的に課内で協議をしながら、人選というか、引き継ぐ人について決定してい

きたいというふうに考えてございます。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　ここで暫時休憩いたします。

（午前１０時４２分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、会議を再開いたします。

（午前１０時４４分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　次に、民生費に入ります。

　　事項別明細書は 71 ページから 88 ページまで、質疑ありますか。

　　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　高齢者の巡回バスについてお伺いいたします。

　　昨年度より300万ほど多くなっていますが、どのような事業をなされるのか、お聞き

をいたします。
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○委員長（渡部信一委員長）　深瀬主査。

○深瀬一輝保健福祉課主査　高齢者福祉バスにつきまして、まず大きく変わったことにつ

きましてお話しさせていただきます。

　　今、各農村から市街地に、便数として３便、上音更、萩ヶ岡、あと居辺線という部分、

また、市街地の巡回バスということで走らせていただいております。

　　市街地につきましては、現在は４便、農村便につきましては往復の２便という形にな

っておるんですが、新年度につきましては、お昼に各便に１便増便を行いたいと思って

おります。こちらにつきましての意図としましては、午前中で用事を足したい、もしく

は病院に通いたい、午前中のサークル等に参加したい、また、午後からの買い物やその

他用事を足したいという要望がありましたので、お昼便に１便を増便したいというふう

に考えております。それに伴いまして、朝１便を30 分ほど繰り上げて、早目にバス運

行をしたいと考えております。

　　それに伴いまして、十勝バス、拓殖バスへの接続が市街地等で行えるように考えまし

たので、そちらのほうに接続できるというところが非常に多いというふうに思っており

ます。

　　また、細かな点としましては、要望等によりまして、ルートのほうを一部変更させて

いただいておりまして、それに伴って距離が延びておりますので、その分の増額という

ふうに考えていただきたいと思います。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　この委託内容についてなんですけれども、多分私、プロの運転

手さんがされるので、そんなに細かく厳しくしなくてもいいのでないかという気はする

んですけれども、やはりもうちょっとで自宅があるというとき、大きな荷物を持っても

そこではおろしてもらえないで、停留所でおろされるというような状況も多々出てきて

おりますので、そこを余り厳しくすると利用者が少なくなるのかなと。

　　それと、停留所まで行かなくても手を挙げれば乗せていただけるような、そういう形

はとれないものかどうか。何か話によると、バックはできないような状況、前へ前へ進

むような方向で運行しているような状況もお聞きしますので、プロの運転手さんがバッ

クできないということにはならないんでないかと思いますけれども、その点まず１点と。

　　それとあと、停留所です。特に、ルピナの前というか、さかた旅館の前なんですけれ

ども、あそこにベンチがないんですよね。買い物をして結構重い荷物を持って、それで

立っている高齢者の方たちが見受けられますので、あそこにというか、あそこ以外にも
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あるかもしれません。ベンチの設置をお願いできないでしょうか。

○委員長（渡部信一委員長）　深瀬主査。

○深瀬一輝保健福祉課主査　まず、バスのバックの件なんですが、路線バスの形態をとっ

ていまして、中にバスガイド等の補助員がついていませんので、それで法律上バックで

きないんです。ということで、前のほうに進んでいるという形になります。

　　あと、ベンチの件なんですが、今後検討させていただきたいと思います。本年度当初

予算には記載ないんですが、あらゆる方法をちょっと考えたいと思いますので、ご了承

願いたいなと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　途中下車や途中拾うということもその委託契約の中に入れるこ

とをね。せっかくこれ走らせていただけるんだから、利用者の便宜がいいようにできれ

ば一番いいと思うんですけれども、その点について利用者の皆さんからお話を聞いてい

るかどうか、お願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　深瀬主査。

○深瀬一輝保健福祉課主査　本年度の予算を計上するに当たりまして、各地区のサロンの

ほうに赴き、意見交換をさせてもらいました。また、バスを利用されている方のバスの

待合の場面があるんですが、待合のところで意見を聞いた上で、一番今できることとい

うことで、増額の部分で予算を計上させていただいたところでございます。

　　途中下車につきましても、法律上でバス停を設けるという話がありますので、そちら

を見ながら今後検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　十勝管内の中では、途中で拾ってあげたり、途中でおろしてあ

げたりとする町村も出てきていますので、そこら辺も参考にしながら、利用者が使いや

すいような制度に変えていただきたいと思います。これは要望です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　 74 ページの緊急通報システムの関係について質問いたしま

す。

　　現在、27 年度予定も含めて何戸設置できているのかと、それから、たしか目標的に

は 80 ぐらいだったと思うんですが、その点と。

　　それから、設置したらいいのになと思うのに、あくまで電話がなければ設置できない

と思うんですよ。電話利用料金は本人負担になると思うんですが、その電話が、例えば

いろんな事情でとめられているとか電話を使っていないとか、そういうことについての
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対応はどうなるのか、質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　塩澤主査。

○塩澤尚弘保健福祉課主査　まず、緊急通報システムの実績です。現在の状況ですけれど

も、現在、設置世帯は71 世帯になっております。入院等、施設入所で長期不在の方も

含んでの71 世帯となっております。従来の旧型のシステムと新しい人感センサーつき

のシステムが合わさって整備されている状況にあります。

　　それと、電話を利用できない方という点ですけれども、このシステムは固定電話の回

線を使用してのボタン通報と、あと各種センサーからの通報となりますので、まず回線

を保有していただくというのが必要になります。電話機本体が故障しているとか、もう

電話機が古くて使えないとかという状況であれば、電話機本体の貸し出しも対応してい

るところなんですが、回線自体がないという方については、新規に回線を引く手続のご

案内ですとか、ＮＴＴとの仲介に入って電話のやりとりとかもした経過はあるんですが、

今では加入権にかかわる費用がかからなくなっているということもありますので、月々

の負担のみで新規設置も可能となっているという状況の説明等もしながら対応している

ところです。

　　ただ、電話基本料金の支払いが困難な状況で、その基本料金も払えないというような

状況であれば、緊急通報システムとは別な方法で、町内の町内会、近隣者ですとか民生

委員などと連携体制を図って、違った見守り体制をつくっていかなきゃならないかなと

いうふうに考えております。

　　以上であります。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　私、全部把握したわけでありませんが、私が知っている限り、

ちょっと２人ほどやっぱり気になる方がいらっしゃって、電話がとめられているとか、

あとちょっと、要するにもちろん回線はありますので、電話すれば届くと思うんですが、

なかなかそれができなくて。ただ、気になって、何かあった場合に大変だよねという話

しずっとして、時々見に行ったりしているんですが、多分そういう方はいろんな面で、

電話料金だけじゃなくていろんな点で大変なこともありますので、総合的な判断でやっ

ぱり新たな政策を持っていかないといけないのかなというふうに思っています。これか

ら検討してもらえばなと思っています。答弁あればお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　野中課長。

○野中美尾保健福祉課長　今、実は電話も携帯電話という形で、固定電話がだんだん減っ

てきている状況ということと、それから山本委員さんおっしゃるように、電話自体がつ
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けられないとか、とめられるということはあるんですけれども、いずれにしても、これ

から独居世帯もふえていくというような状況の中で、やはり日ごろからの見守り体制と

いうのはこれからもどんどん重要になってくることは承知をしているところでございま

す。

　　これは行政だけではなくて、地域のお力、隣近所のお力、それから事業者のお力、い

ろんな地域全体のお力があって、見守り体制が安心・安全でということにつながってい

きますので、そういったところの構築を、以前も少しずつしてきてはおりますけれども、

そういった地域の中の連携の中で、今もその見守り体制の構築という仕組みづくりとい

うことを、28 年度においても関係機関が集まって協議を進めているところでございま

すので、あと民生委員さん、関係団体、そういったところからもいろんな情報だとかも

お聞きをいただきます。

　　それから、要援護者台帳の登録ということで、ひとり暮らしが不安な方、高齢夫婦の

方、障害を抱えている世帯の方も、不安な方に関してはそういう登録台帳していただい

て、日常的な見守りをぜひしてほしい、困ったときにはここに、情報の伝達はどういう

ふうにしたらいいかという、そういった登録台帳の利用促進もあわせて行いながら、地

域全体で見守りしていくような構築、そのほかにいろんなさまざまな手法がたくさんま

だあろうかと思いますので、そういったところを皆さんの知恵を出し合いながら検討し

ていきたいというふうに思います。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　 74 ページの敬老及び敬老精神高揚事業ですか、私も毎年のよ

うに敬老会に議員として出席するわけですけれども、年々、敬老会の慰労の中で、牛乳

とジュースぐらい、だんだん減ってきたような気がするんですよね。昔はミカンか、も

うちょっと何か和気あいあい言いながら食べるような、あったような記憶しているんで

すけれども、この中で敬老祝金、扶助費になって120万円ということがあるから、そう

いうぐあいに町としてしていっているのか。年に一度のことであるから、先人たちをや

っぱり敬うというのは、ポテトチップや、もう少しぐらい食べ物があっていかがなもの

かと思うので、その辺の考え方はどうですか。

○委員長（渡部信一委員長）　野中課長。

○野中美尾保健福祉課長　過去には、敬老会というのは非常にそういったお昼、ごちそう

というかお昼ご飯も出して、そしてお祝いという形で大々的に実施をしていた時代があ

りました。それから高齢化の波が押し寄せ、財政が厳しくなってきたというそういう状
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況下の中で、敬老会自体が、敬老祝金も含めてですが、見直しをした時期がありました。

今、敬老の対象者も、当時は70 歳以上全ての高齢者の方を対象としていたところに、

節目節目ということで、そういった逐次見直しをさせていただきながら、節目のときに

お祝いを町でみんなでしましょうということになりました。

　　ここ数年、敬老会の出席者の方たちの人数が減少してきているのではないかというこ

となんですが、今お元気な方が相当いらっしゃいまして、70 歳以上の方でも、そうい

ったことで働いていらっしゃる方も多いということで、なかなか敬老会に参加をしてい

ただくタイミングが悪いというか、出席できないという状況も聞いています。また、そ

ういったことで、減少の要因としてはそういうこともあろうかなというふうに思ってお

ります。

　　それから、記念品にしても、一応財政厳しい中で、本当のお気持ち程度という形で記

念品をさせていただきましたけれども、本来ですと、どこの町村もそうなんですが、敬

老会のあり方自体、やはり本当だったら、町全体と言いながらも、地域地域で皆さんで

長寿をお祝いするという、そういう方式もいいのではないかというご提案もあったとき

もあるんですが、地域の中でできるところとできないところというところなので、そこ

もなかなか、交付金を差し上げて、そこで地域の独自の敬老のお祝いをというところも

あったんですが、そこではいろんなごちそうしたりとかというところは、独自で出して

いただくところもあるんですが、そういうご検討も中にはあったんですが、やっぱり地

域によって格差があるということで、これもなかなか困難性があるということで、今は

何とかその形態を維持しながら、今はもう100歳、 90 歳の方は非常に多いですので、

ご長寿の方がふえてきたということもあって、継続はしていますけれども、管内的にも

この敬老会のあり方というところは見直されてきていると。それは縮小ということでは

なくて、やはり本当のお祝いという形はどうあるべきかということも含めてということ

なので、本町としても、そこら辺も含めて検討させていただきたいというふうに思いま

す。

　　ただ、本当でしたら、やはり地域の中でみんなでお祝いできるようなスタイルがとれ

たらいいのかなというふうに私、原課のほうでもちょっと考えているところなんです。

やっぱり、身近な場所で、身近なところでみんな地域の方がお祝いすると、そういうス

タイルの構築ができる仕組みを、そこも含めて検討させていただきたいというふうに思

っているところでございます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　ここで 15 分間休憩といたします。
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　　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００分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午前１１時１０分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　ほかに。

　　中村保嗣委員。

○３番（中村保嗣委員）　 72 ページの福祉団体等活動推進経費の件でお聞きいたします。

　　１つは、活動内容をお聞きしたいと思います。

　　それと、借り上げ車両はどのような車両で、概略、どのように使用されているのか、

説明を願います。

○委員長（渡部信一委員長）　深瀬主査。

○深瀬一輝保健福祉課主査　まず、福祉団体の経費につきまして、まず補助金としまして、

上士幌のアイヌ協会のほうに補助を、低額ではございますが、５万円を出しています。

　　また、福祉のバスの借り上げにしましては、老人クラブまたは民生委員児童委員協議

会、あとはＮＰＯサポートセンター、また福寿協会等の福祉団体に対しまして、町外に

研修等利用する際に、その費用についてうちのほうで支出しています。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　次に、衛生費は、事項別明細書は 88 ページから100ページまで、質疑ありますか。

　　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　 90 ページの老朽施設解体撤去促進事業、27 年度も1,000万

でしたけれども、28 年度も1,000万ということで予算組まれていますけれども、27

年度のこの補助金の支出の状況といいますか、その辺ちょっとご説明いただきたいと思

います。

○委員長（渡部信一委員長）　吉永主幹。

○吉永雅一町民課主幹　ご質問のありました老朽施設解体撤去促進事業の平成27 年度の

現時点、本日現在の実績をご報告させていただきます。

　　申請が24 件、補助金の総額として925万円でございます。このうち、24 件のうち

22 件が利用を完了していると、848万円の補助金を交付しているというところでござ

いまして、残り２件につきましては現在、実績報告ですか、これは提出は受けていない
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んですけれども、２件のうち１件は昨日、現場を確認して、更地になっていると。もう

１件も、現地確認はしていないんですけれども、完了しつつあるということを聞いてい

るところでございます。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　どのようなケースといいますか、住宅だったところだとか、農

村部のこういうところが利用が多かったとか、そういう傾向について教えていただきた

い。

○委員長（渡部信一委員長）　吉永主幹。

○吉永雅一町民課主幹　事業の傾向について詳細をご説明します。

　　牛舎等の営農施設、これにつきましては５件、それから一般住宅、旅館等につきまし

ては残りの19 件と。この19 件の内訳につきましては、市街地区で11 件、農村地域

で７件、それから糠平で１件ということで、合計で 24 件ということでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　この件についてはわかりました。

　　もう１点お聞きしたいんですけれども、101ページに無料職業紹介所の事業費が載っ

ていますけれども、ことしから、１月からスタートしていると……

○委員長（渡部信一委員長）　100ページまでです。

　　山本委員。

○１０番（山本和子委員）　 90 ページの予防接種についての質問をいたします。

　　予算が前年に比べてふえておりますが、その内容についてと。

　　あと、新聞報道で、日本脳炎の定期予防接種が北海道が義務化したという報道があり

ますが、その対応について質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　岸主査。

○岸　美香保健福祉課主査　 28 年４月１日から日本脳炎が定期予防接種になりますので、

この分の予算が増額されております。

　　日本脳炎が北海道に持ち込まれるのは初めてのことですので、疾病のこと、ワクチン

のこと、対象者にわかりやすくホームページ、広報、また個別案内などで情報提供して

いくような対応を考えております。

　　日本脳炎自体は３歳、４歳、９歳で４回接種するものなんですが、今回、特例措置と

して 20 歳未満の方に接種がされるということで、年齢に応じまして、その接種の方法

がまた異なることが起きていますので、年齢に応じた接種方法をわかりやすく情報提供
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していくというようなことで今、準備を進めております。

　　また、病院のほうも受け入れが初めてになりますので、十分委託先とも協議を進めて

対応してまいりたいと考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　私も自分の子供の母子手帳をずっと眺めたけれども、載って

いなくて、日本脳炎は定期接種はずっと前からなっていたと思うんですけれども、要す

るに、二十歳未満になる方は今回受けられるんですが、それ以上の方というのは受ける

としたら個人になるのか。日本脳炎、今の蚊が媒体となっていろんな病気があるので、

その辺についての、例えば受けたほうが効果があるのかと。その辺までは、義務化じゃ

ありませんので、それは多分個人負担になると思うので、その辺についてわかればお願

いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　岸主査。

○岸　美香保健福祉課主査　今までは、その媒体となる蚊が北海道にいなかったというこ

とで区域から外れていましたが、今、北海道では発生はしていないんですが、今後、交

流が深まるだろうということで指定内になりました。

　　ただ、どこかでやはり区切りをつけるということでは、20 歳以上は自己負担になり

ます。20 歳未満の特例措置というのは、実はこのワクチンが接種の差し控えの期間が

あったことによる特例措置ですので、それはワクチンを改良して違うものにしたという

ことで、この期間の打っていない子たちに接種を保障するということでの特例措置にな

ります。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　日本脳炎についてはわかりました。私も少し勉強しまして、

もし聞かれたらわかる範囲で、これ広めていかなきゃいけませんので、保健福祉課のほ

うによろしくお願いいたします。

　　次に、健康診査の関係で質問したいと思います。

　　 40 歳以下の健診については、随時拡大しながら二十歳以上まで広めていると思うん

ですが、その成果と今後の取り組みについて質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　岸主査。

○岸　美香保健福祉課主査　今年度から、これまで30 歳代以上が３割、20 歳代は健診

が 10 割の自己負担で実施していたものを、40 歳以上と同じような値段にしまして受

けやすくしたところ、健診受診者はことし 30 人以上になっております。

　　その30 人の方の健診の返し方に力を入れたいなというふうに考えておりまして、一
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人一人面談をして、10 年、 20 年後の生活習慣病予防の視点を持ちながら、丁寧に検

査値の説明などをしております。今すぐの効果とはなりませんが、今後、生活習慣病予

防の早期の予防として効果を上げていくものというふうに思われます。

　　ただ、30 人でこれでいいのかということにはなりませんので、女性がんなどは20

歳から受診がされていますので、ほかの事業とあわせて、もっと勧奨を強めて、さらに

受診者をふやしていきたいなというふうに考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　続いて、女性がん検診の成果と今後の取り組みについて質問

いたします。

　　ことしから、27 年からかなりキャンペーン含めて取り組んでいると思うんですが、

かなり受診率も高まったと思います。その点について、あと、これからの対応について

質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　岸主査。

○岸　美香保健福祉課主査　今年度、女性がんのキャンペーンのテーマを看板で設置した

り、講演会を実施するという普及啓発に力を入れることと、もう一方は、好発年齢に対

する検診料の無料化ということで、その二本立てで進めていった結果、子宮がん、乳が

んとも去年より２倍以上の今受診数となっておりますので、女性がんの早期予防として

は効果を上げているものというふうに考えております。

　　次年度におきましても、普及啓発はピンクリボンウオークなどを考えておりまして、

十分に普及啓発がまた行き渡るように力を入れてまいりたいと考えております。

　　好発年齢の検診の無料化も継続するんですが、中でも乳がんでは、超早期発見で乳が

んのＰＥＴ検診というのを取り入れたいと考えております。この費用も一部助成してい

きたいというふうに思っておりますので、さらにまた検診の受診数が高まればというふ

うに努めてまいりたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　そうしますと、ＰＥＴ検診というのは28 年からになるのか。

私も乳がんだけじゃなくて、いろんながんが見つかったら、もう即だめだったというこ

とも結構何カ所かあるので、せめて乳がんだけでもＰＥＴ検診でもあれば、なかなかい

ろんな形しても見つからないことがありますので、ＰＥＴ検診すごくいいなと思って、

これは 28 年から実施するのか、質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　岸主査。

○岸　美香保健福祉課主査　全身のＰＥＴのがん検診は、もう既に受け付けをしておりま

－39－



す。乳がんに特化したＰＥＴ検診というのは、28 年度から実施したいというふうに考

えております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　老朽施設解体撤去促進事業1,000万円とありますが、非常にこ

れ、また画期的に、国の事業もあると思うんですけれども、農村部を含めて、そのもの

が多分利用されると、ちょっと昨年度どのぐらいあって、今年度どのぐらいの見込みを

しているのか。

　　それから、記憶違いだったら指摘していただきたいけれども、70 万円以上の半額と

いうことじゃなかったかなと思うんですよね。その２分の１じゃなかったかなと思うん

ですけれども、その金額の最低下限というんですか、その辺をちょっともう一度確認し

たいと思いますけれども、よろしくお願いします。

○委員長（渡部信一委員長）　吉永主幹。

○吉永雅一町民課主幹　ご質問にお答えします。

　　まず、事業の内容、流れでございますけれども、補助金の額につきましては、おっし

ゃるとおり２分の１でございますけれども、上限額が 50 万円でございます。

　　それから、27 年度の実績につきましては、先ほど申し上げましたが、24 件でござ

いまして、補助金の額が見込みでございますけれども、925万円というものでございま

す。

　　本年度につきましては、10 月の台風等、被害のあったお宅といいますか、空き家と

いいますか老朽施設もございまして、その分追い風になったということもあって、この

24 件ということになったのかなというふうに推測はしているところでございますけれ

ども、来年度、平成28 年度の申請というものがどれだけあるかということは今のとこ

ろ予想はできていない状況でございますけれども、27 年度の実績並みにあるのではな

かろうかということで、予算につきましては1,000万ということで計上させていただい

ているところでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　今の規定からいうと、最高額というんですか、最低100万円イ

コールその２分の１ですから50 万円の補助で、100万以下だったらこれの対象外とい

う認識でいいのかどうか。

○委員長（渡部信一委員長）　吉永主幹。

○吉永雅一町民課主幹　今のご質問にお答えします。

　　基本的に、解体費用が30 万円以上のものに対してこの事業の適用対象となるという
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ことでございます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　 93 ページの健康増進センターの管理費、これについて、この

金額についてはいいんですけれども、この中に今、老人が100円払えば月８回まで入浴

できるような状況になっていますけれども、この８回過ぎちゃって380円払って入って

いる方たちはどのぐらいいるか、把握していますでしょうか。

○委員長（渡部信一委員長）　弦巻主幹。

○弦巻佳光保健福祉課主幹　今の質問にありましたように、70 歳以上の町民の方を対象

に、100円という形で月８回までという形で現在入浴できるようになってございます。

８回を超えた場合については、一人一人のケースなものですから、それについては把握

はしておりません。先ほどの100円という人数だけはカウントはされるんですが、それ

を超えた部分については現在把握はされておりません。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　私も多くのお年寄りの方に聞いたんですけれども、この100円

で入れるの８回を、回数をふやしてほしいというのが大方の要望だったんですけれども、

その内容としては、やはり町長が子育てに随分力を入れていますし、老人のほうにはさ

っぱりメリットがないと。そういうことで、お風呂は、要するにいつでもお湯が流れて

いるような状況なので、もう少し回数をふやしてもらえることはできないのか。これ予

算には多分関係ない、かえって収入が上がるのか、その380円で入っている方が大勢い

るのか─多分余りいないと思うんです。100円だから８回までは入るというような

ことを多くの方に聞かれましたので、これどうにかふやしていただくことはできないか

どうか、検討していただけませんか。

○委員長（渡部信一委員長）　弦巻主幹。

○弦巻佳光保健福祉課主幹　おっしゃるとおり、８回以上入られる方もいるのではないか

というふうに予想はしております。ただ、原則としまして、現在までに町民の方の420

名程度がその回数券で現在入られております。特に、８回を超えられる方というのは、

恐らく健康な方というか、自分の家にも逆に一軒家でお風呂があるんだけれども、こち

らのほうがいいと、いわゆる大きな浴槽に入りたいという方が希望されるのではないの

かなというふうに思ってございます。

　　それから、町内の巡回バスを利用されてお風呂に来られる方というのが結構いると思
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うんですけれども、その方が週２回、火曜日と金曜日というのが一番多くて、市街地の

方が来られるんですけれども、それを現在基準というふうにちょっと考えておりますの

で、月に８回で今はやっております。特に、強い要望というような形は現在のところ聞

いておりませんが、回数の上限をふやすというようなことも今後検討していきたいなと

いうふうには考えております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　多分、担当課にはそんなに要望しに行かないと思いますけれど

も、私たち議員は結構町内を歩いていますので、そういう声が多く聞かれますので、や

はり高齢者の方も、ふるさと納税で頑張って、俺たちにもそういう恩恵があるんだなと

いう気持ちにさせていただきたいなと、これは町長にお願いしておきますので、よろし

くお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　要望でよろしいですね。

○１番（伊東久子委員）　はい。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木守委員。

○２番（佐々木　守委員）　同じ健康増進センターの関係ですけれども、昨年より予算が

ほぼ1,000万減額になっていると。これは、恐らく中心は燃料の値下げというのが大き

な要因になっているんだろうというふうに理解をするのでありますけれども、この委託

料にも一定の違いがあると。この分はどういうことなのか、この辺も含めて、この積算

根拠についてご説明をお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　弦巻主幹。

○弦巻佳光保健福祉課主幹　健康増進センターの管理経費につきましては、昨年度と対比

しますと、大きく違うのはいわゆる光熱水費、電気料、それから燃料費─これはＡ

重油なんですが、その単価が大きな要因かなと思います。それから修繕料、27 年度で

は大きな浴場の改修等がありましたので、その部分の差というふうに考えております。

　　それから、委託料の今回の管理の部分があるんですけれども、それにつきましては今

年度、秋に帯広保健所の立入調査がありまして、北海道内、ほかの管内なんですけれど

も、レジオネラ菌というような菌が実は出たという形で、浴場がそのとき営業中止とい

うようなことがありました。そういったこともありまして、保健所からの強い指示とい

う形で、ふれあいプラザの浴場につきましてもレジオネラ菌、それからほかの菌に対す

る水質調査をもっと徹底的にやれという形、それから古い施設、平成９年に建った施設

なんですが、その系統ごと、温泉を循環させるだとか、ジェットバス等の循環させると
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か、いろいろ細かい規定がありまして、それについてはもっと、循環ではなくていわゆ

るかけ流しというか、そういったことも必要であるというような施設的なこともありま

すので、人的な経費という形で手間がかなりふえるという形で今考えてございます。

　　今までも、十分そういった水質に関しては注意を払っているところなんですが、その

指摘のあった点を改善するだけでも新年度、かなり人件費が増というような形で考えて

ございます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　 96 ページの特定不妊治療の助成費についてお伺いいたします。

　　北海道は、１年目は年３回で、１回につき15 万円、２年以降は年２回で、５年間通

算 10 回までなんですけれども、町のこの30 万については、これは要するに道の補助

だけなのか、町も補助を出しているのか。それと、これは夫婦でかかっても１回、例え

ば不妊治療って女性ばっかりでないと思うんですよね。男性にも原因があるのもあると

思うんですけれども、これはご夫婦でかかった場合には一人一人で計算するのか、そこ

ら辺を教えてください。

○委員長（渡部信一委員長）　岸主査。

○岸　美香保健福祉課主査　不妊治療は、道で助成した方に対して、道の助成額を除いた

分を上限額をもって町でも助成するというような、二本立ての助成になっております。

　　平成27 年度の補正予算で、国のほうが男性不妊治療の治療費も助成していこうとい

うような方針を出しましたので、先日、本当に北海道のほうでもこれを助成するという

こと、拡大するということで通知が来ております。

　　本町のほうでは、男性不妊治療の助成が拡大されれば、その方たちも対象にまた道の

助成外の分を助成することができますので、同様な対象者で二本立てでというような考

えでおります。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、ここで暫時休憩します。

（午前１１時３４分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　会議を再開いたします。

（午前１１時３５分）

　──────────────────────────────────────
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○委員長（渡部信一委員長）　次に、労働費は、事項別明細書は100ページから102ペー

ジまで。

　　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　先ほどは失礼いたしました。

　　101ページの無料職業紹介事業についてご質問したいと思うんですけれども、どうし

ても各求人をされている事業所の、こういうところがありますよというこういうパンフ

レットをつくられたということで、これには詳細は、給与の条件だとか雇用条件等は記

載をされていませんけれども、それで、無料職業紹介所の設置要綱だとか業務運営規定

によって運営されているというふうに承知していますけれども、具体的な事務作業ので

すね、事業所からどういうふうに求人を出してもらって、働きたいというふうに思って

いらっしゃる方とどうつないでいらっしゃるのか、具体的な事務作業の流れを教えてい

ただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　吉永主幹。

○吉永雅一町民課主幹　ご質問にお答えします。

　　まず、ご質問にお答えする前に、無料職業紹介所が設置された流れを簡単にご説明さ

せていただきます。

　　昨年、北海道労働局に12 月９日に届け出を出しておりまして、それが受理されたの

が 12 月 25 日でございます。この届け出上の開始日が28 年１月１日、実際開設され

たのが１月６日ということで、１月６日から業務を進めているところでございます。

　　ご質問の業務の流れでございます。まず、求人される企業の方の受け付けの流れ、そ

れから、その後に求職者の受け付けの流れを説明させていただきたいと思います。

　　求人企業につきましては、現在、早坂委員のお手元にあるそのパンフレットには29

社の企業が載っておりまして、実際、町民課のほうの帳簿にも、求人管理簿のほうにそ

の 29 社が登録されているところでございます。その29 社につきましては、昨年、総

合戦略の中でアンケート調査をした企業に対してこちらのほうからアクションを起こし

まして、取材をさせてくださいということで、快く受け入れてくれた企業さん、さらに

はそのパンフレットに掲載してくださいということで了解をいただいた企業さんに対し

て登録をさせていただいたというところでございまして、その後、無料職業紹介所で取

り扱っていただきたいという企業さんが４社ありまして、そのうち１社につきましては

ウエブサイトのほうで掲載させていただくと同時に、求人管理簿のほうに登録させてい

ただいていると。残り３社につきましては現在、登録するかどうか検討中というところ

の会社でございます。
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　　求人管理簿等に登録させていただいた後に、それぞれの企業さんに求職申し込みがあ

った場合には、紹介状を町のほうから、無料職業紹介所のほうから企業さんのほうに出

させていただいています。企業さんはその紹介状を受けて、その求職者に対して面接の

日程を通知していただくと。実際、面接につきましては企業さんと求職者の方が面接を

するということで、その面接後、採否通知を企業さんから無料職業紹介所のほうに連絡

をいただくと。それから、面接を受けた求職者の方については、その採否結果について

連絡を無料職業紹介所のほうにしていただくと。最後に、企業さんのほうにつきまして

は、もしその求職者の方を採用した場合には、これ以降求人はしません、それから継続

して求人をしますというような連絡をあわせていただいているというところでございま

す。

　　それから、一方の求職者のほうでございますけれども、求職者のほうにつきましては、

まず就職・転職相談を受けまして、上士幌の企業さんに就職したいというご意向を確認

したときに、求職申込書というものを提出していただいております。これを受理して、

無料職業紹介所のほうに登録をしまして、その登録した上で、紹介状を希望する企業さ

んに提出させていただきますという確認をとった上で、企業さんに紹介状を送っている

と。その後は、面接を受けて、最終結果についてこちらのほうに連絡をいただいて、も

し採用になった場合につきましては、町外者の場合については移住相談ということにな

りますし、町内の方については、それ以降企業さんと連絡を取り合って、直接当事者間

でやっていただいて、採用はいつになるのかというところを決定していただくという流

れでございます。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　今の部分ですけれども、私もちょっと興味がありますので質

問させていただきたいと思いますが、求職管理簿というのはどういう内容のものが書い

てあるのか。

　　何が聞きたいのかといえば、町が求職案内することは必要だと思いますし、まちづく

りのためにも有効に働くものだというふうには理解はするんですけれども、問題は求職

条件、つまり一般的なハローワークで求職願を僕らが出すとすれば、企業に対しての一

定の就職に関する法的責務というようなことを含めてやりとりがあるというか、ハロー

ワークの場合は一定の指導があります。逆に、求職された方についても、そういった条

件をきちっと踏まえますかという確認をした上で求人の具体的な作業に入る。つまり、

－45－



雇用契約があるのか、それから各種保険についてはどういう、一般の企業であれば当然、

労災を初め雇用保険であるとか、５人以上の法人であれば、厚生年金等まできちっと条

件化してやってくださいというのがハローワークの言い方です。

　　ただし、時間給であるとかアルバイトだとかということについては、幾分法的にもそ

ういう内容の違いというのが出てくるんですけれども、それはどのように町の場合は対

応しているのか、お伺いをしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　吉永主幹。

○吉永雅一町民課主幹　ご質問にお答えします。

　　まず、求職管理簿、それから求人管理簿、いわゆる求人管理簿というのが企業様のほ

うの情報を管理しているものでございます。求職管理簿というものが就職したいという

方の情報を管理している帳簿でございます。

　　まず、求人管理簿でございますけれども、おっしゃるとおり、雇用条件、それから勤

務時間も含めた、あと給料、休暇等を含めた条件、これは整備されておりますとともに、

ハローワークとちょっと違うのが、どんな方に来ていただきたいという希望も一応取材

をして聞き取っておりまして、その辺の情報も管理していると。例えば、元気で明るい

方ですとか、あと動物が好きな方ですとか、あるいは資格なくてもいいですよですとか、

そういった情報も管理しているというところでございます。

　　それから、求職管理簿のほうでございますけれども、求職管理簿につきましては、ま

ず求職申込書の内容を管理しているということでございまして、この求職申込書につき

ましては、写真のついていない履歴書というふうにご承知いただければと思います。そ

の情報を管理しているというところでございます。

　　それと、ご質問にありました社会保険等に加入されているか否かというところの情報

提供でございますけれども、このカラーの冊子につきましては、基本的に会社、それか

らこういう仕事が上士幌にあるんだよということの紹介のページでございまして、現在、

この冊子につきましては29 社の企業さんが掲載されておりますけれども、これと一緒

に別刷りの、この白黒の求人票というものもカラーの冊子に折り込んで相談者には送っ

ているというところでございまして、この白黒の求人票には、雇用保険の加入ですとか、

福利厚生がどうですとかという、もちろん賃金、それから勤務時間帯、あと雇用形態で

すか、正社員ですとか、パートさんを募集していますですとか、あと採用人数ですね。

その辺の情報を盛り込んだものも一緒に、これは求職者─希望する方に送付して、

これを確認していただいて、相談の上、紹介状を出すというような業務の流れでござい

ます。
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　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　内容についてはある程度わかりました。

　　ただ、町がこういった職業紹介をするという部分では、どちらにもきちっと対応して

いかなきゃいけない。つまり、求人を求める企業に関しても、あるいは求人をする人た

ちについても遜色のないような形で進めるとすれば、一般的に行われている、例えば正

職員については雇用契約をきっちり結ぶだとか、あるいは５人以上については厚生年金

であるとか、そういった要件をきちっとやっぱり指導するという立場も含めて、つまり

上士幌における雇用条件というのは一定の水準を維持しているという必要性が僕はある

と思うんですよ。そうでなきゃ将来的に長続きはしない。

　　そういうことを労働法を基本にしてきちっと指導する側面も、この職業紹介の中でし

ていくということが必要だと思うんですが、その辺については十分今できているという

理解なのか、あるいは今後そういったことも含めてきちっと指導していくという考え方

があるのかどうか、お聞きをしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　吉永主幹。

○吉永雅一町民課主幹　お答えします。

　　現状、企業さんに対してそういうことの指導ということではできていない状況でござ

います。ただ、平成28 年度の予算に、企業様対象の勉強会をやるというのがございま

す。その勉強会において、講師の方は社会保険労務士さんですとか、それから面接のノ

ウハウを持った方を講師にしたりですとか、そういったところで勉強会を開催する予定

で、この予算につきましては26 万円ほど見ているわけでございますけれども、この中

で、保険の加入によって、あるいは紹介状を受けたことによって、国の助成制度が受け

られますよということで、保険加入を促進するような勉強会、これを開催していきたい

というふうに考えているところでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　同じく無料職業紹介所の件なんですけれども、今説明を聞いて

おりますと、この対象が29 社の法人というんですか、そういうことを対象として今年

度進めてまいりたいということでありますけれども、この件につきましては多分、定

住・移住と連動した中で、人口減ということの職業紹介所もある程度絡んでいると私は

認識しております。

　　それで、例えば旦那さんがどこどこの企業へこれを使って職業を求めて成立したとな

った場合、問題は今、29 社の企業という法人ですか、上士幌町内には個人経営、法人
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でないものも結構ありますから、そこの奥様がちょっとパートで時間的に働きたいとか、

そういうことも出てくると思うんですよ、家計を助けるためには。その辺というのは今

後どのように考えていくのか、法人だけで限定していくのか、その辺をちょっと説明し

てください。

○委員長（渡部信一委員長）　吉永主幹。

○吉永雅一町民課主幹　冊子に載っているのは29 社でございますが、その後、畜産農家

さん１戸が掲載してくれということで、今現在30 社を登録しているところでございま

して、その30 社の中、法人ちょっと数えていないんですけれども、申しわけないんで

すけれども。法人の方以外にも、個人経営の方も掲載させていただいているというとこ

ろでございまして、今後、ハローワーク等への求人ということも、それぞれの企業さん、

それから個人経営の方、やっていられるところなんですけれども、どんどんこの無料職

業紹介所のほうをご利用いただくように、これは法人以外でも、個人経営の方でもどん

どん掲載してくださいというようなご相談に乗っていきたいというふうに考えていると

ころでございます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　それでは次に、農林水産業費に入ります。

　　事項別明細書は102ページから121ページまで、質疑。

　　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　112ページなんです。農業後継者奨学資金等支援事業というの

がありますね、150万。これ、こういう奨学資金ですから当然高校、大学、ここで勉学

に励んで、それぞれまた地元もしくは町内、そういうような職業高校だと思うんですよ。

　　それで、町内の上士幌高校においては、支援対策というのはかなりしておりますけれ

ども、これは町単独ではなくて、道の事業も絡んでいるのではないかなと思いましたけ

れども、これについてですね。農業高校生というのは大体地元に帰ってきて、将来上士

幌を担う後継者が非常に多いわけです。農業高校だけにかかわらず、工業、商業も同じ

だと思うんですけれども、こういう奨学資金のあり方について、平等性をもうちょっと、

農業高校といったら、上士幌にはありませんから、帯広もしくは士幌ということになる

わけですけれども、その辺のやっぱり奨学資金の平等性のあり方、もしくは支援のあり

方というのを考えるべきではないかと思うわけですけれども、いかがですか。

○委員長（渡部信一委員長）　暫時休憩します。

（午前１１時５３分）
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　──────────────────────────────────────

○委員長（渡部信一委員長）　再開いたします。

（午前１１時５３分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　ここで、休憩といたします。

　　再開は午後１時といたします。

（午前１１時５３分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、午前中に引き続きまして会議を再開いたします。

（午後　１時００分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　佐藤農林課長。

○佐藤桂二農林課長　それでは、午前中の農業後継者奨学資金等支給事業につきまして、

山本委員のご質問にお答えをいたします。

　　このものにつきましては、事業的には、農業に従事しようとする農業後継者に対しま

して奨学資金のほうを、高校あるいは大学に行く際に申請をいただいて、そちらのほう

を委員会等で決定をした上で支給をさせていただいております。

　　委員のほうからのご質問にありました金額等について、いささか若干の増額等はない

のかというところもございますけれども、ことしの予算の前までにそういった要望等も

正直なかったということもございますけれども、来年度以降、そういった要望も含めて

ございました場合には、十分検討してまいりたいというふうに考えておりますので、そ

の際にはまた委員会を含めて皆様のほうにお諮りをしたいと思いますので、よろしくお

願いをいたします。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。

　　中村委員。

○３番（中村保嗣委員）　119ページの町有林整備事業についてお聞きしたいと思います。

　　例年に比較しまして2,000万ほど大幅増となっておりますが、この整備工事とはどん

なものなのか、内容を説明をお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　平田主査。

○平田佳伸農林課主査　町有林整備事業についてですけれども、前年に比べて2,000万ほ

ど、委員ご指摘のとおりふえております。
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　　現在、町有林につきましては、伐期を迎えた町有林がかなり多く占めておりまして、

皆伐事業等々の大幅な増加に含めまして、切った後、その後植栽、あと３年程度下刈り

等々をしていきますので、その分で合計2,000万程度ふえております。

　　中身につきましては、平成28 年につきましては、町有林の植栽を37.37ヘクタール、

下刈りにつきましても約69 ヘクタール、あと保育間伐として15.5 ヘクタールぐらい

です。あと、間伐につきましても21.5 ヘクタール、あと皆伐が40 ヘクタール弱とい

うような中身になっておりまして、合計して、前年度に比較しまして2,000万円程度増

加しています。あわせて、それに伴って入ってくる収入のほうも若干ふえてくるという

予定になってございます。

　　以上であります。

○委員長（渡部信一委員長）　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　110ページになりますけれども、畜産管理経費の中の需用費の

ところの施設等修繕料ということで、前年は120万ぐらいの予算だったと思うんですが、

628万という金額になっています。どのような施設をどのような修繕をされるのか、１

つ伺いたいことと。

　　もう１点なんですが、次のページの111ページの十勝ナイタイ和牛肥育拡大推進助成

事業ですけれども、これも前年は1,000万ちょっと予算が当初で見られたかと思うんで

すけれども、今年は537万5,000円ということになっていますけれども、その辺の内容

についてご説明をいただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　林主査。

○林　峰之農林課主査　畜産管理経費のうち、施設等修繕料を大幅に増額してございます。

こちらにつきましては、昨年10 月の強風による農業環境管理施設が被災を受けまして、

本来であれば本年度修繕する予定ではございましたが、屋根の破損が激しく、積雪等に

よりまして修理のほうが危ないということで、１年ずらしましてこちらの修繕をすると

いう部分で、大幅に増額となってございます。

○委員長（渡部信一委員長）　谷尻主幹。

○谷尻常盤農林課主幹　十勝ナイタイ和牛肥育拡大推進事業ですけれども、こちらのほう

は、昨年度は繁殖雌牛の預託事業及び肥育もと牛の導入事業がありまして、その部分が

単年度ということでなっておりまして、その部分がなくなりまして、本年度はナイタイ

高原牧場で肥育している牛に対しての預託費の半額補助の部分だけの事業となりました

ので、減額しております。

　　以上です。
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○委員長（渡部信一委員長）　佐藤委員。

○４番（佐藤　曻委員）　私のほうからも、十勝ナイタイ和牛の関係についてちょっとお

聞きしたいと思います。

　　ふるさと納税で、ナイタイ和牛のロット数がその確保に苦慮しているという話はよく

耳にするわけでありますが、そこで、ここでいろいろナイタイ和牛の推進事業に取り組

んでいるわけでありますけれども、そのロット数確保に当たっては、恐らくこれだけの

事業では到底賄い切れないのではないかなというふうには認識しておりますけれども。

そこで、ナイタイ和牛のロット確保のために、行政だけ先行してもこれはできないと思

いますので、行政と関係機関とでいろいろ知恵を出し合って、そういうような協議会を

立ち上げた中での推進を図るような考えがあるかないかを確認したいのと。

　　あわせまして、ふるさと納税に関して、やっぱりその納税者に対しての要望がきちっ

と反映できるような形のものに持っていかなければ、離れていっちゃうんでないかなと

思いますので、そこら辺の展望についてもあわせてお聞きしたいなと思いますので、よ

ろしくお願いします。

○委員長（渡部信一委員長）　佐藤農林課長。

○佐藤桂二農林課長　ふるさと納税に関連してのご質問になるかというふうに思いますけ

れども、こちらのほう、ことしの予算書にも載せてございますけれども、まさにそれに

対応するための事業を、これまで昨年も含めて対応のほうしておりまして、ただ、ロッ

ト数の確保という部分では、どこがロット数の確保に適応するかというところが、正直、

農協のほうのナイタイの和牛をつくるための施設のキャパも含めて、今後はナイタイ高

原牧場の有効活用も含めて、その分のロットの確保をしていこうというような形での話

はされておりますし、そのために今回の拡大事業ですとかというものを取り組む中で、

さらにそういったふるさと納税等への要望に応えていこうということでの予算化をされ

ておりますので、そのようにご承知おきをいただきたいというふうに思います。

　　ただ、これだけ大規模なふるさと納税の要望の中で、全てが要望できているのかどう

かというのはちょっと企画のほうに聞いてみないとわかりませんけれども、基本的には、

できる限りそういった要望に対しては応えてまいりたいということで、生産者も含めて

農協とは十分話し合いながら進めてまいりたいというふうに考えておりますので、その

ようにご理解のほうをいただければというふうに思います。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　農業委員会経費についてお伺いをします。
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　　さきの定例議会で、私は士幌境の農地について、非常に実勢価格と農業委員会のあっ

せん価格に差があって、将来大きな問題が起きるというふうに指摘をさせていただいて、

そのときに、まずもって受益者の意向調査というのをきちっとすべきだという話をした

経緯があるんですけれども、予算上それがあるのかないのか、わかりませんので、その

辺の取り扱いについてどういうふうに考えているのか、お聞きをしたいというふうに思

います。

○委員長（渡部信一委員長）　高橋局長。

○高橋　智農業委員会事務局長　一般質問のときの士幌境の意向調査の関係ですけれども、

その後、農業委員会の中でも話もしておりますし、また、農協、農林課とも話をしてい

るんですけれども、まず農業委員会の中で議論した中では、まず３者、農協と町農林課

と農業委員会で、何らかのやっぱり対策協議会みたいなものを早急につくっていこうじ

ゃないかという話にはなっております。

　　その中で、この意向調査につきましては、単純にアンケート等で集約するような簡単

な話ではないので、やはりそういう協議会等をつくって、その協議会の中で個別にそう

いう意向調査をしたほうがいいんじゃないかということで、今そういう方向で進んでお

ります。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかありませんか。

　　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　農業技術センターの部分についてお伺いしますけれども、平

成 28 年度はどういった技術を持っている技術者を配置してこれを運営をしていくのか、

この内容について。予算内容は大きな変化は全く見られませんけれども、ここはやっぱ

り技術指導のあり方が大きな問題になる部門だというふうに思うので、この際お聞きを

しておきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　佐藤農林課長。

○佐藤桂二農林課長　農林技術センターの関係でございます。

　　こちらのほうにつきましては現在、昨年の３月末で職員がやめられた以降、協力隊の

募集も含めて、一時期は採用直前までいったんですけれども、まだちょっと採用に至っ

ていないという状況もありまして、今も面接も含めて募集を続けているという状況でご

ざいます。

　　技術につきましては、当然必要な方、食品加工を主にできる方という形で、今の町民

のさまざまな事業に対応できる方を求めて、人材のほうは確保してまいりたいというふ

うにも考えておりますし、予算のほうについては大きなというところでは言われていま
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したけれども、実はことし管理経費の中でも、ちょっと雨漏りとか壁とか修繕しなけれ

ばならないという部分がございまして、そちらのほうの修繕費として1,000万円ほどの

外壁等改修工事ということで予定をいたしております。

　　当然そういった形で、今後も技術センターにつきましては、利活用も含めて継続して

有効活用を図ってまいりたいというふうに考えておりますので、そのようにご理解のほ

うをいただければと思います。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　先ほど指摘したように、一定の農産物加工に関する技術を持

っていなければ、この施設というのはなかなか十分に機能しないと。それが１年たって

もまだその辺の先行きが見えない、それも人材育成で。そういう部分で、協力隊の関係

で募集をしているけれども、それがだめだったら別な方法も含めて考えないと、行政活

動にある種の支障が来すということだと思うんですよ、どう言ったって。

　　その辺について、やっぱり１年もなかなか決まりそうで決まらなかったという、いろ

んな個々の経過があるのかもしれませんけれども、結果としてそうなったのであれば、

やはり早急に技術者を招聘をして、対応すべきものは対応するというのが本来の筋では

ないかなという気がするんですが、利用者に対して問題が起きるということはないのか

どうか。

　　ちらっと、正式な話じゃありませんけれども、町内のそういうかかわる人の話では、

今のところどうにもならないわみたいな話をちょっと聞いた経緯もあるのでね。予算も

乗っけて、従来どおり予算を執行しようとしたら、やっぱりそれを執行する人材という

のは当然必要な話ですので、その辺について考え方も含めてですね。まだ決まっていな

いということでありますけれども、早急にどういう対応をするのかも含めて、この際お

聞きをしておきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　職員の確保の関係でありますけれども、今、課長のほうからも若干

申し上げましたが、最初、協力隊ということで募集いたしまして、一時内定までいった

んですけれども、ご本人の都合で結果的には採用に至らなかったという経過がございま

すけれども、ただ、委員おっしゃるように、非常に喫緊の課題、非常に重要な課題でご

ざいますので、その後の対応として今、正職員という形で募集をさせていただきまして、

実際に申し込みをいただいておりまして、今、２次審査の段階で面接を実施をしている

と。
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　　当然、近場の方は本町においでいただいての面接ということもあるんですけれども、

遠くの方についてはこちらから出向いてというような今面接もしておりまして、そうい

った段階に来ているということで、何とか、いわゆる技術センターの分については、い

わゆる町民の方々のご利用もございますし、一方では、また新たな特産品の開発という

ことも非常に重要な課題でございますので、そういったことに対応できるような人材確

保に向けて、今現在、作業を進めているという状況でございます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　１つ気になるのは、何でも協力隊という、協力隊というのは

決して万能ではないし、こういった施設は当面というか、５年、10 年維持をきちっと

するとするならば、技術だって３年教えればいいというような方向のものでは、なかな

か新たな例えば農産品づくり、そういったものが、片方ではふるさと納税というものが

非常に伸びて、これは新たな展開も含めて、少し新しいものにしなきゃないとすれば、

ここにやっぱり十分力を入れていく、そういうことをぜひ手がけたいという農家につい

てはどんどんやっていただくということからすれば、非常にその辺が甘かったのではな

いかなと。

　　今、副町長の答弁のように正職員でと。つまり、労働条件というのは、相当こういっ

たことには問題を起こすと。だから、これからはこういったことがないように、ひとつ

十分部署部署において、これは各部署でいろいろ言えることなんですけれども、協力隊

員も含めて考えるときに、将来展望どうなのかということも含めて考えていかないと今

回のような問題になるのではないかなという気がするんですが、その辺の考え方も含め

て、この部分についてお答えを願いたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　ご指摘の部分、十分私どもとしてはお受けをしたいなというふうに

思いますけれども、いずれにしても、午前中の答弁の中でも何回か申し上げましたけれ

ども、この人材の確保というのは非常に、技術的なことだけではなくて、とりわけ技術

センターのことで申し上げれば、いわゆる一般町民との指導しながら、単に技術力があ

ればいいということじゃなくて、コミュニケーション能力、そして例えば商品開発でい

けば、前向きにどんどん生産者のほうに入っていって、一緒になって努力するという、

そういうことが非常に重要になってまいりますので、その辺の人材確保については十分

慎重にやらなきゃならないだろうというのがこれまでの実は考え方でございます。

　　協力隊も、確かに協力隊としては最大３年間という任はございますけれども、よりす
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ぐれたそういった人材確保ができるということであれば、そのことも十分その後のこと

も考えられるというふうな判断をしておりましたので、結果として、先ほど申し上げま

したとおり、内定者が最終的にはご辞退されたということでございますけれども、今回

また改めて正職員という形で募集をさせていただいたところ、複数名の方が応募いただ

いておりますので、その辺のまた２次審査も慎重にやりながら人材の確保を図っていき

たいなというふうに思っております。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　ほか、農林水産業費ありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、ここで暫時休憩します。

（午後　１時１９分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、再開いたします。

（午後　１時１９分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　次に、商工費に入ります。

　　事項別明細書は122ページから136ページまで。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　131ページの滞在・体験型観光プログラムについて質問いた

します。

　　これは 27 年からの引き続きの事業ですが、どの程度まで進捗しているのかどうか。

28 年度でかなり進むんだろうと思うんですが、その後についての具体的な商品化にな

るのかちょっとわかりませんが、その辺について質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　中田主査。

○中田将雅商工観光課主査　体験型観光プログラムの事業でございますが、本年度につき

ましては、札幌国際大学の観光学部のビジネス学科の生徒さんと先生と一緒に、まず上

士幌町の観光資源調査、特産品調査を行った次第でございます。また、夏休み等に、本

町の観光のお客様に対してアンケート調査を実施したところでございます。

　　また、次年度につきましては、体験型観光といっても身近なもの、本町の身近な素材

を生かしながら体験メニューをさらにふやしていこうというところと、あわせてそれを

教えていただくような方という人材も発掘していこうという形で次年度、調査したいと

思います。
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　　また、次年度につきましては、夏と冬に体験型観光フェスティバルという形で、そう

いう体験型観光メニューを集めて、上士幌町の全体を活用して、まるごと博物館ではあ

りませんが、エコミュージアム構想も踏まえた形で体験型観光の充実を図りたいと考え

ております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本委員。

○１０番（山本和子委員）　具体的なこのプログラムとか、例えば農家の方を活用した、

そういうことまでいくのかなと思って期待したんですが、そこまではなかなか28 年度

中は無理だと─私が勝手に決めて申しわけない。そういう、もしかそっちまで行っ

て、滞在型のいろんな経験しながらやるようなこと結構ありますけれども、そこまでい

くのかなという、それを含めて質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　中田主査。

○中田将雅商工観光課主査　今年度の話し合った１つとしまして、札幌圏、東京から来た

お客様にとっては、上士幌町にある、例えば白樺の木の皮を剥いで、今回の東京・大阪

の上士幌フェアでも行ったんですが、そういう身近な素材でも、何かそれでしおりをつ

くったりできることで物すごく感動していただきましたので、そういうメニューをもっ

とたくさんつくれるよねというお話と。あと、一番心配なのは、そういう人材がまだ不

足しているという形で、町内の皆様にお声がけさせていただきまして、その講師をと考

えております。

　　山本委員のおっしゃるとおり、牧場体験ではございませんが、そういうことも視野に

入れつつ、ことし、各牧場等も視察しておりますので、そこら辺もメニューの検討にし

たいと考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　130ページになるんですけれども、北海道バルーンフェスティ

バル開催事業の中で、人材育成ということで250万、パイロットなり気球の大会にかか

わるような人を養成をしていこうというようなことで予算を見られているんです。この

人材育成の考え方というのは単年度ということなんでしょうか、それとも翌年度以降も

引き続き、予算の金額は別にしても、継続的にやっていこうということの考えなんでし

ょうか、その辺お願いします。

○委員長（渡部信一委員長）　松下主査。

○松下慎治商工観光課主査　人材育成事業につきまして、広報２月号において、２月29

日までを期限として熱気球活動に携わりたい町民の方々を募集させていただきました。
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この中で、今回11 名の方が申し出をいただきまして、この後、そのお申し出いただい

た方のご希望としては、パイロットになりたい方、競技運営に携わりたい方、また、パ

イロットにはなりたくなくてもクルーとして気球活動にかかわっていきたいというよう

な、それぞれご希望がございますので、これらについてはこの予算を活用させていただ

いて、 28 年度に人材育成事業に取り組んでまいりたいと思っております。

　　人材育成事業というのは単年度で解決できるものであるというふうには思っておりま

せんで、ある程度長期的に少しずつ段階をアップした形で、また、かかわる方もこの後

またふやしていきたいということも考えておりますので、まずは北海道バルーンフェス

ティバル、また競技運営委員会、そういった気球関係者の方々と事業の内容についてし

っかり検討させていただいた上で、実効性のある事業を継続的に展開してまいりたいと

いうふうに考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　早坂委員、よろしいですか。

　　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　123ページにあります十勝かみしほろん市場の運営業務につ

いての委託費用なんですけれども、これ、中身はインターネット販売をしているという

内容だというふうに思うんですが、このある程度の実績が上がれば自立できるというか、

委託費を払わなくても十分内容的にやっていけるのではないか。取引額はきっとふえて

いるというふうに、効果は十分上がっているというふうに思うんですが、例年こういう

同じ形で予算を組むというには何らかの理由があるのかなというふうに思うんですが、

その辺の説明をちょっとお願いをしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　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委託業務ですけれども、まず委員の

おっしゃるインターネットショップの部分の委託をしております。昨年度のネットショ

ップの部分につきましては、311万円がネットショップを通しての売り上げとなってお

ります。

　　今年度は、１月途中となっておりますけれども228万円ということで、ふるさと納税

が伸びている部分で、人気は博していますけれども、ネットショップはそれほどそんな

に伸びていないというような状況が見てとれると思います。

　　この状況を勘案しまして、委託料の部分についても据え置きのほうをさせていただき

まして、今後、インターネットショップのふるさと納税と絡めながら、どういうふうに

盛り上げていくのかというのも含めながらやっていくということで、検討等をさせてい

ただきたいと思います。
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　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　133ページですけれども、産経委員会の中でも議論させていた

だいていますので、簡潔にお聞きしたいと思いますけれども、ナイタイ高原牧場のレス

トハウスが強風で壊れたというようなことで、仮店舗で28 年度対応しますということ

で、その仮店舗の広さをめぐっていろいろちょっと議論させていただいた経過があるん

ですけれども、今回の当初予算は当初予算として理解をするんですけれども、ただ、現

実の問題として、何らかの対応しなきゃならない場合には、臨機応変に対応していくと

いうことで理解をしてよろしいですか。

○委員長（渡部信一委員長）　松下主査。

○松下慎治商工観光課主査　ナイタイ高原牧場の仮設店舗の関係につきましては、２月

24 日の産業経済建設常任委員会において、町の考え方及び予算についてご説明いたし

ました。その中でご審議いただく中で、委員の皆様からさまざまなご意見をいただきま

したが、現在、その意見を踏まえて、お客様の受け入れ環境をしっかりもう少し強化す

ることということと、運営者の商売環境をもう少し強化することということを踏まえて、

今、仮設店舗の規模等について具体的に検討、また関係機関との調整にも入っておりま

す。

　　具体的には、次回の産業経済建設常任委員会においてご説明をさせていただきたいと

思いますが、いただいたご意見を踏まえて、今、規模を大きくする方向で調整をさせて

いただいておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　熱気球の総体的にかかわることなんですけれども、先ほどのバ

ルーンフェスティバルの育成推進事業というんですか、今後の組織委員会なりの役員の

あり方についてのパイロット及びその醸成をしていきたいということでありますけれど

も、実際的に上士幌というのは気球の町として知られておりますけれども、その組織委

員会、町観光課の中で、過去の中にバルーンニストと言われるパイロットがたくさんい

るわけですよ。その方々の力をかりたとか、意見を聞いたことというのは聞いたことが

ないんですけれども、常に新しいほうへ向かっていくのは結構ですけれども、なぜそう

いうことができなかったのか。やる気がなかったのか、それとも組織委員会の中に入っ

ている人方で物事を、観光課を含めてやっていくのか。実際的にたくさんいるわけなん

ですよ。ただ、年齢はとってきたいることも事実だし、携われるかどうかは別問題の話

で。
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　　やはり、気球の町上士幌というぐらいであれば、大会運営のみならず、来た人たちだ

とか、ふるさと納税及び友達でも誰でもいいんですよ。そういうもので、速やかに、気

球でも資格を持ったり何かしているものであれば貸し出すとか、そういう規定というの

は今まで余り聞いたこともないんだけれども、その辺はいかがですかね。

○委員長（渡部信一委員長）　柚原商工観光課長。

○柚原幸二商工観光課長　今のご質問でございますが、過去にちょっと、僕が前に観光に

いたときですから、十数年前には一度、町内のパイロットさんにお声がけをさせていた

だいて、全員100％集まって意見を聞いたかって、それはなかったんですけれども、い

ろんな方にいろいろ意見を聞いた経過はございますけれども、それによって組織がどう

なったかという部分については、現状、今のままの組織にはなっているんですけれども、

意見という部分については、たしか平成十五、六年ごろだと思うんですけれども、その

ときには一応町内のパイロットさんにはいろんなご意見を聞いたという経過はあるんで

すけれども、なかなかそれが即今の大会運営だとか人材育成を含め、効果的だったかと

いったら、委員おっしゃるとおり、なかなかそこら辺が思うようにいっていなかったの

が現状であります。

　　今後とも、いろんな意見をお持ちのパイロット経験者もいらっしゃいますので、そう

いった部分は何らかの形で意見を聴取する場所は必要なんだろうなと、そういうような

考えは持っております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　まさしく今、課長が答弁したことに尽きると思うんですけれど

も、やはり過去は、そういう中で大会そのものを運営した皆さん経験者なんですよ。と

ころが、基数がふえたことによっての、そのことによって行政に委託してから、そうい

うものが行政主導型になってしまったと。言ってみれば、組織委員会というのができた

から、そちらのほうである程度やらざるを得なくなったという経過もあります。

　　ですから、やっぱり今後いろんな部門で、そういう話し合いの場をある程度、年に１

回や２回設けるということも、参考意見を聞くのは必要じゃないのかなと。悩んでばっ

かりいないで、そういうことも視野に入れた中でこの育成事業だとか、あらゆるものを

やっていかないと、しょせん行政の中のパイロットの委嘱だとか、そういうところだけ

では無理があるんじゃないのかなと。

　　私も、パイロットにならんかって誘われたという話もありましたけれども、やはりそ

のものが、町の行政が全てを経費を見積もってパイロット育成をしちゃうのか、そうい

うことであればそのようにきちっとしなきゃいかんし、あれはあくまでも個人の資格な
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んですよね。国ではありませんけれども、日本気球連盟の。

　　ですから、その辺はある程度、やっぱり公平さを保つためには負担は幾らかはしても

らいつつも、今後、大会運営だとか気球のためにやっていくという名目をきちっとして

おかないと、その辺の分け隔たりをきちっとやっぱりつくって、この事業の推進に当た

っていただきたい、これは要望です。意見あればどうぞ。

○委員長（渡部信一委員長）　要望でいいんですね。

（「要望でいいですか。じゃ、受けました」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　127ページの工事請負費ですけれども、糠平温泉文化ホール

のバリアフリー向上改修工事、ことしはどういう形にこの工事なるのか、工事内容につ

いて。昨年もたしか、同じ内容の工事をやって直した部分あると思うんですけれども、

説明をお願いしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　杉原主幹。

○杉原祐二商工観光課主幹　今、委員からありました糠平温泉文化ホールのバリアフリー

工事の改修でございますけれども、平成27 年度におきましては、糠平中央園地の公園

整備がおくれるというような形で、補正予算で減額させていただいておりまして、本年

度、昨年800万近くだったんですけれども、200万程度多く金額的には計上させていた

だいております。

　　主なものといたしましては、文化ホールの中央園地側から自動ドアで入れるようにす

ること、それとトイレのブースを男女とも洋式化していくこと、そして子供の便器を設

置することというような形の内容になっております。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　132ページにあります小さな拠点づくり基本計画、道の駅で

すね、計画策定を予算化していますけれども、このタイムスケジュールはどういうふう

に考えているのか、説明を願いたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　杉原主幹。

○杉原祐二商工観光課主幹　道の駅の関係でございますけれども、平成28 年度におきま

しては基本計画を策定してまいるということでございます。本年度は調査事業を行って

きて、委員会等でご報告させていただいておりますけれども、基本計画におきましては、

町民の方に入っていただきながら、そういう委員会を設置いたしまして、ナイタイ高原

牧場レストハウスの基本計画もあわせて、この策定をしていこうというようなことで考

えているところでございます。
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　　この策定スケジュールでございますけれども、本年５月には委員会を設置いたしまし

て、協議をし、委員会の中で検討、視察等を行いながら、年明け29 年１月には素案、

２月には計画策定というふうな今スケジュールで考えております。

　　こちらのほうにつきましても、また検討状況によって延びる可能性もございますけれ

ども、そういうことでご承知おきいただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　中島委員。

○６番（中島卓蔵委員）　133ページの防犯灯等の件なんですが、この中に今年度もＬＥ

Ｄ化事業も入っているのか、それとも27 年度の事業で全部終了しているか、その点に

ついてお尋ねしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　吉永主幹。

○吉永雅一町民課主幹　ご質問にお答えします。

　　４番の街路灯管理経費の中にＬＥＤ化事業の経費は入っておりません。

　　もう一つご質問の、今年度平成27 年度ＬＥＤ化事業は147基、電柱取りつけ型の街

路灯をＬＥＤ化しております。完了しております。

　　ＬＥＤ化事業につきましては、町内糠平が平成22 年度完了しておりまして、市街地、

農村地区で平成24 年から 30 年にかけてＬＥＤ化を進めているという計画であったん

ですけれども、平成27 年度今年度、電柱取りつけ型の街路灯、防犯灯について、全て

ＬＥＤ化が完了すると。28 年度以降は、支柱が立って灯がついているというタイプの

自立型の街路灯をＬＥＤ化していくという予定でございますけれども、電柱取りつけ型

の街路灯が全てＬＥＤ化完了したということを機に、もう一度再調査しようと。今後、

自立型の街路灯をＬＥＤ化していくわけですけれども、実際、その自立型街路灯の支柱

がどれだけ腐食をしているのかですとか、それからその腐食をした自立型街路灯の横に

電柱があれば、そちらのほうに電柱取りつけ型に切りかえたほうがいいのかどうかとか、

そういったことを平成28 年度に調査をすると。実施については29 年度以降という形

で考えておりまして、28 年度の予算の中にはＬＥＤ化の事業に関しての予算は計上し

ていないというところでございます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　この小さな拠点づくりの中で委員謝礼とありますけれども、こ

の委員というのは、町内外、もしくは組織、団体だとかって多分いろいろあると思うん

ですけれども、その委員の中身の、まだ決まっているのか、決まっていないのか、決ま

ったら大体、組織であればこういうぐらいの人を考えたいとか、個人なのか。
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　　それと、この謝礼というのは、町内の人にもこういうことは出すのか、その辺の説明

をお願いしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　杉原主幹。

○杉原祐二商工観光課主幹　まず、基本計画策定の委員でございますけれども、主要な関

連する商工会さんですとか、農協さんですとか、観光協会さんのほうからそれぞれご推

薦をいただく中で今、組織していきたいというふうに考えているところでございます。

　　２点目の委員謝礼でございますけれども、こちらのほうにつきましては出席謝礼とい

うことではなくて、視察研修に向かうための旅費という、交通費というご理解で、費目

上、謝礼という報償費になるもんですから、そういう計上させていただいております。

○委員長（渡部信一委員長）　ほか、商工費ありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、暫時休憩します。

（午後　１時４１分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、再開いたします。

（午後　１時４２分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　次に、土木費に入ります。

　　事項別明細書は136ページから148ページまで。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　147ページの定住促進賃貸住宅の建設助成について質問いた

します。

　　 28 年度の8,010万円の根拠といいますか、既にもう予定がある程度立たれているの

か、まず質問したいのと。

　　この要綱は３年ごとに見直しをしていますので、28 年度で一旦要綱が切れる形にな

るのではないかと思うんですが、その点について、次年度以降どのように検討するのか、

質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　山崎主幹。

○山崎浩司建設課主幹　まず、賃貸住宅の建設助成事業なんですけれども、来年の予算額

8,010万円の内訳ですけれども、今現在建設中で、28 年度に完成し、補助金を交付す

る賃貸住宅が10 戸、そのほかに、今まで施工実績のある建設業者に聞き取りを行い、

来年度に建設予定がある賃貸住宅が14 戸、また聞き取りを行った業者以外の分として
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16 戸、合計 40 戸分の助成額となっております。

　　また、要綱ですけれども、28 年度までとなっておりますけれども、要望があれば延

長したいと担当レベルでは考えております。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　 28 年度につきましては、これを限度額として助成する形を

とるというふうに聞いているんですが、それでいいのかどうかと。今、既に40 戸分は

もう予定があるので、これから申請あるかわかりませんが、それはもう受け付けしない

んだろうと思うんですが、その点についてと。

　　結構これも足しますと戸数的には─ちょっと足し算できないんですが、かなり住

宅は多いのではないかということを含めて、来年度以降、また要綱見直しして３年延長

していいものかというのは、ちょっと私まだ全体的な住宅の需要があるかわからないの

で、その辺についてどのように把握しているのか、質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　山崎主幹。

○山崎浩司建設課主幹　まず、要綱なんですけれども、４月以降、予算の範囲内でという

ことは文言を入れたんですけれども、基本的に原則という形で捉えております。

　　あと、賃貸住宅なんですけれども、 20 年度から 27 年度まで合計ですけれども、

114棟211戸の建設されております。また、一般入居については、大体いいところいっ

ているのかなと思いますけれども、ことしあたりも従業員の住宅25 戸建設されており

ますので、そういった部分はまだ需要があるのかなと考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　そうしますと、114棟211戸が 27 年までの建設で、それに

40 戸足しますと結構な、棟と戸数がまた違うので、かなりふえると思うんですが、先

ほど言いました原則という言葉、要請があったら再度補正をすることもあり得るという

ふうに捉えるのか。27 年度につきましてはかなり補正補正で、一番最初のこの事業は

3,000万から始まって、その年には6,000万補正して、その次かなり約１年につき１億、

かなり補正補正で来て、27 年度は過去に比べれば最高の補正していると思うんですよ。

最初3,450万から、補正後は１億1,420万円まで補正になったわけですが、そうすると、

28 年度もその可能性もあるというふうに捉えていいのかどうか。もう大分20 年から

始まった事業で、かなり年数たっていますので、その点について再度質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　今申し上げた内容での要綱の改正ということで、予算の範囲内とい
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う解釈をですね、建設課のほうでは基本的に当初予算を原則としたいということで考え

てございます。

　　そして、原則以外の部分の想定範囲といたしましては、例えば企業誘致があって、従

業員住宅が必要であるだとか、そのような町内全体にとって経済的等、それから人口増

にとって非常に大きなメリットがあるような場合を想定した場合については、相談の上、

補正の検討をさせていただきたいなというふうに考えてございます。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　 27 年度から、この賃貸住宅については町外の方も申し込める

ようになって、結構な業者さんが入っていると思うんですけれども、建ててはいるんで

すけれども、入居していない住宅が相当数あると思うんですけれども、その入居してい

ない戸数を把握しているかどうか、お聞きをいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　リアルタイムに今何戸あいているというのは、ちょっと今調査はし

ていないんですけれども、年に一度、大体冬近くなって、その年度の住宅の建設状況が

落ちついた、完成に近づいた時点で、各住居にどのぐらいの方が住まわれているかとい

うことで調査をさせていただいておりまして、昨年度の状況は把握しているという状況

でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　今回の予算については理解はしますが、町長のほうから、前回

の質問の中で、28 年度に高齢者の24 時間体制見守り住宅も建設するような話を聞い

ておりますが、その予算もこの中に一緒に入っているのかどうか、お聞きをいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　この予算には入っておりません。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　次に、除雪に関しての質問をしたいと思いますが、除雪の苦情

は相当数担当課に行っていると思うんですけれども、先日、新聞に、皆さん読まれた方

もいると思うんですけれども、これをちょっと読ませていただきますが、「我が町はふ

るさと納税で全国的に有名です。町の税収を上回るお金が集まり、子育て支援や少子化

対策に充てるなどしていますが、お金があっても変わらないのは除雪の悪さです。ひと

り住まいの高齢者が多い町で、とにかくただ除雪作業をしまくって、かたい雪山を家庭

の出口に残して作業は終わり。その山に、今度は歩道をあけるための排雪車両でさらに

雪を飛ばしてかたくなります。わずか15 センチのさらさら雪でも、サンパイの山にな
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って残されています。それを70 代、 80 代の高齢者がひいひい言いながらよけます。

ミニショベルは除雪車の後について交差点の残りの雪をよけるだけで、各家庭の前の雪

を押すこともしません。アトカイのように、家が軒並み続けてあるのではないのですか

ら、車を出すスペースぐらいあけてくれないものでしょうか。住んでみたらわかる我が

町の一番悪いところです」。

　　これは１月25 日の勝毎報道で、多分読まれた方たくさんいると思うんですけれども、

私もずっと除雪の後を見て回りますが、やはりさらさら雪と違って、除雪車でよけた雪

というのは物すごく量が多いし、かたくなって、本当に高齢者にとっては無理だと思う

んですが、このときだけパート職員か人夫さんを出して、要介護につきましては多分除

雪のサービスありますからそれはいいとしても、余りひどいところはそういう手当てが

できないものかどうかお伺いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　名波主幹。

○名波　透建設課主幹　委員おっしゃられましたように、勝毎の新聞を見て、先日も産経

の委員会で報告をさせていただいておりますが、現状お話をいたしますと、町内18 ブ

ロックに分けて23 台の機械で行っております。先日、２月29 日から３月１日にかけ

ての雪については、今シーズンについては一番降雪量が多かったということで、27 セ

ンチほど降りまして、その19 ブロック一番最後、スタートから終わるまで一番長いブ

ロックでいきますと、休憩含めて13 時間ほどかかってございます。昼過ぎから始めま

して、夜中の３時、４時に終わったという現状がございまして、担当としても、このブ

ロックを何とかふやせないものかということで、ＪＶ、町内７社の企業体を組んでいた

だきまして、そこに委託をしているわけでございますけれども、今回の除雪計画を立ち

上げる前に、昨年の秋口にですね。夏の終わりぐらいにＪＶの代表の方に、何とかこの

ブロックをふやして、もう少し時間を早めたり、サービスを向上させたいという話を相

談させていただきました。ただ、現状については、建設業界の方が持っている機械、そ

れから人材、オペレーターの方ですね、非常に厳しいと。今のままでいくと、リースで

機械を借りたとしても、そのリース料もかなり負担になるし、人材も帯広からも確保し

ている状況で、これ以上はちょっと難しいというお話でございました。

　　間口を処理してほしいと、かなり同じような苦情が来ておりますが、基本的にリアル

タイムで排雪ということは物理的に無理ですし、やっぱりどうしても除雪ということで

横によけて、インフラを確保するということが一番でございますので、それを確保する

のに現在13 時間ほどかかっているという状況でございまして、そこの改善といたしま

して、予算にも計上させてもらっていますけれども、町の貸与車両ということで、ショ
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ベルを１台増車ということで予算計上させていただいています。劇的にこれがサービス

が向上するかと言われますと、かなり難しい面はありますけれども、そういった時間等

を短縮できるのかなというふうに考えてございます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　ご夫婦で生活している人だとか健康な人は多分できると思うん

ですけれども、ひとり暮らしの高齢者で、福祉でやっている除雪を使わないでという人

たちが結構多くいるので、その人たちですから、そんなに全部の家庭をしろというわけ

ではないので、把握しながらぜひ進めていただきたいなと思います。

　　それと、歩道を除雪する小さな除雪車ですか、うちら３区の２のところには、歩道の

中に電柱が立っているんですけれども、そこだけすぽっと残していくというのは、そこ

は通れないわけですから、そこはやっぱりスコップでよけるとか、そこをしていただか

ないと、そこの部分だけ、要するに車道に出て歩くということになりますので、そこら

辺も十分、そして弱い人たちの立場になって考えていただきたいなと思いますので、要

望いたします。何か答弁があればお願いします。

○委員長（渡部信一委員長）　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　上士幌町の除雪につきましては、従来ずっと、今、名波のほうで説

明させていただいたように、やはりインフラの整備ということで、救急車両だとか消防

活動等を優先的にやらせていただいているという実態でございます。

　　今、伊東委員言われた、高齢者で自力で厳しくなってきた方々の戸数は少ないので、

何とかできないかというご指摘だと思うんですけれども、ちょっと今の建設課の体制の

中で、プラスアルファでやるというのは非常に厳しいかなというふうに担当課としては

今考えているところでございまして、何か全庁的といいますか、役場内でも福祉も含め

た中で、何か方向性を見出して検討していくことが必要ではないかなというふうに感じ

てございます。

　　また、歩道の除雪で電柱等の支障物がある部分については、今後ちょっと検討課題と

させていただきまして、これは建設課のほうの内部で検討させていただきたいと思いま

す。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　昨年も話ししましたけれども、農家の人たちの除雪機を持って

いる方たち大勢いらっしゃるので、冬期間、畑作だったら多分暇な時期もあるので、そ

ういうのを活用できないかと昨年は言ったら、保険だとかいろんな関係でできないとい
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うことでしたが、もう一度検討して、なるべく町民が住みやすいような体制をとってい

ただきたいなと思いますけれども。

○委員長（渡部信一委員長）　名波主幹。

○名波　透建設課主幹　昨年もお話を受けまして、建設課内でも再検討させていただきま

して、やっぱり先ほども資格の話があったんですが、除雪車両、作業をして、もし何か

あったときということで考えますと、保険に入るということが前提になっていまして、

その保険に入るために大型とか大型特殊だとか、それから車両系建設機械運転技術の講

習会を受けていなければならないという条件がございます。

　　大型特殊だとかというのは農家の方がかなり持っていらっしゃるというふうに認識し

ておりますけれども、車両系建設機械というのはかなり、今はふえているというお話が

ございますけれども、持っている方は少ないと。取得するに当たっても、講習に１週間

ですか、２週間ですとか、そういうかなりの日数がかかるということと費用もかかると

いうこと。

　　それから、町から委託していただくということになりますと、車両の稼働時間ですと

か把握する必要がありまして、それにまた経費がかかるということもございまして、な

かなかやっていただく方を見つけるのは苦労しているというところでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　同じことなんですけれども、現実的に私も同じようなことを言

われたことがありまして、調べてみると、中には行政以外で、個人的に頼んで、個人的

に動いている、小さなショベルを持った農家に頼んだり、個人的にやっておるところ結

構あるんです。

　　問題は、今、名波主幹が言ったように、行政がかかわっちゃうとさまざまな問題も出

るし、当然農家であれば大型特殊だとか、そういうものはほとんど持っていますね。保

険ですとかそういう条件が整えば、さっきの無料相談所でないけれども、紹介してあげ

ましょうかという方法もとれないのかなと。今、現実的に個人的に見たら、結構ショベ

ル、町の中の人も持っておるし、農家の人も来てやっている、見受けられるので、一度

それを調べてみた中で、それが可能かどうかもね。

　　全部が全部行政で、建設課で持つのは大変な話であって、やっぱりライフライン、経

済的な、基本的な除雪道路を集中してやってもらって、その細かいところだとか要望に

ついては、やはりただということには多分ならないで、幾らかのお金も、老人であれば

その辺の負担というのは行政で考えるのか、個人負担が幾らか出るのかということをし

ながら、１年間かかって検討したらいいと思いますけれども、どうでしょうか。
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○委員長（渡部信一委員長）　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　新たな取り組みとして、そのような方法も検討してみたいと思いま

す。

　　ことし、去年におきましても、企業体の中で、農家さんで資格を持っている方とか、

新たにオペレーターとして対応できる方いないのかということで一応探してはもらった

んですけれども、なかなか結びついていないという状況はございます。

　　それで、今言われたように、そのほかに個人的な、頼むという非常に微妙な部分ござ

いますけれども、そういういろんな方法について、役場の内部でも一度検討してまいり

たいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにあるようでしたら、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（渡部信一委員長）　それでは、休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。

（午後　２時１０分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　中島委員。

○６番（中島卓蔵委員）　142ページの町道維持管理業務の中で、委託料が27 年度の予

算から見ると500万円ほど増額計上になっていますが、その内容についてお尋ねしたい

と思います。

○委員長（渡部信一委員長）　名波主幹。

○名波　透建設課主幹　町道等維持管理事業として委託料、委員言われたように500万ほ

どふえております。

　　中身については、人件費、これは国交省の基本的な人件費を採用しておりますし、機

械等の経費についても国交省、それから北海道の経費を参考につくっております。それ

が200万に近い数字で上がってございまして、そのほかについては、ことし本町北２丁

目通り線、道道停車場線と町道北２丁目の交差点、山本お茶屋さんのところの向かい側

を補修として全面、あそこの車道の幅９メートルあるんですけれども、パッチングとい

って、部分的な舗装ではなくて、９メートルで延長34 メートルほど全面舗装、パッチ

ングということで補修をしております。それは試験的ということでやらせていただいた

んですけれども、まだ冬のシーズンを越しておりませんが、現状をちょっと見ますと、
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いわゆるピットホールといって、細かいクラックだとか穴があいて、そこから水が浸透

して、冬の間また壊れるというのが大分軽減されていて、かなり有効ではないかという

ことで、来年についてももう少し延長を伸ばしたいということで、幅の９メートルで

50 メートルほど、また、歩道の舗装の広いところ、幅員を全面にして補修をかけたい

ということで、これは150万ほどかかります。

　　それからあと、上士幌39 号の交差点、国道241号線と273号線、ホクレンスタンド

のところ、39 号って町道も６差路として交差するんですが、ホクレンの集乳車が信号

でとまりますと、町道側の39 号のところにかなりわだち掘れができておりまして、大

型車両が毎回あそこにとまるということでかなりへこんでおります。通常のパッチング

等で補修はできるんですが、またすぐだめになってしまうということで、これについて

は 30 メートルほど路肩の補強ということで、モルタル系の補強材を入れて、さらにま

た舗装を補修したいということで、これが 60 万円ほどかかると見ております。

　　それからもう一つ、町道の市街地周辺の歩道の上がかなり土砂がたまりまして、それ

からクラックがひどくなりまして、雑草が伸びております。草刈りはするんですけれど

も、根本的に土砂を除去したり、それから草を根っこから除草しなければならないとい

うことで、町内全域ではないんですが、これについて160万ほど予算を追加させていた

だきまして、ふえた要因としましては、こういうことでふえております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　147ページ、北団地の浴槽改修事業ですけれども、昨年もほ

ぼ同額の予算をとって改修をしているわけですけれども、１つは進捗状況、これ入居が

えがないとなかなか難しいということもありますので、進捗状況と、ことしの予測はど

ういうふうに持っているのか、お聞きをしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　大塚主査。

○大塚利晃建設課主査　北団地の浴室改修工事の状況なんですけれども、26 年度の３月

に補正をさせていただきまして、その時点では９戸事業のほうを実施してございます。

27 年度につきましては、現状、２月時点で２戸、３月に１戸やる予定でございまして、

３戸の実施という形になります。

　　来年度以降なんですけれども、これにつきましては、佐々木委員さんのほうからもお

話があったとおり、住宅のほうが退去に合わせて実施ということですので、何戸という

ことにはならないんですが、通常の９戸を予定をして見込んで、予算のほうを計上させ

ていただいているところです。

－69－



　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　ほか、建設費ありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ここで暫時休憩いたします。

（午後　２時１６分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、会議を再開いたします。

（午後　２時１７分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　次に、消防費に入ります。

　　事項別明細書は148ページから152ページまで、質疑ありませんか。

　　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　１件お伺いをしたいと思います。

　　民間住宅の耐震化促進事業、ことしも３万円の予算になっているわけですけれども、

上士幌における災害と言われる部分、水害だとかいろいろあるわけですけれども、地震

災害ということを考えたら、この耐震化というのは非常に重要ではないか。１つには、

廃屋の処理なんかも一定程度公金を使って今対応してきているわけですが、そういうこ

とを含めて、この事業の進捗をより進めなきゃいけないというふうに考えるところです

けれども、消防のほうとしては、その考えや取り組みの考え方についてお聞きをしたい

と思います。

○委員長（渡部信一委員長）　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　申しわけありません。152ページの民間木造住宅の耐震化ですね。

これは建設課の事業でございます。

　　木造住宅の耐震化に対する耐震診断を行った際に助成をするという内容でございます。

これは国土交通省の補助事業で実施をしてございまして、手元にちょっと資料今ござい

ませんが、相当前から実施をしたんですけれども、残念ながら実績がゼロという状況が

今まで続いております。

　　内容的には、昭和56 年以前の建築基準法改正前のいわゆる十勝沖地震、震度５程度

に耐えられない住宅の耐震診断が対象になりますので、実態としてはかなり古い住宅が

対象になるということで、皆さんやはり建てかえ等との比較をしたときに、なかなか改

修までに踏み切れないのではないかなというふうに認識してございます。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいでしょうか。
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　　ほかに、消防費ありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、ここで暫時休憩いたします。

（午後　２時２０分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、会議を再開いたします。

（午後　２時２１分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　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153ページから173ページまで。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　154ページの子ども・子育て会議の中身について質問いたし

ます。

　　どの程度会議予定しているのかと、これは策定は済みましたので、どんな課題を持っ

てこの会議をこれから開いていくのか、質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　石王課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　子ども・子育て推進会議の開催のまず内容でございま

すが、昨年、平成27 年３月に策定をされております子ども・子育て事業支援計画、こ

れは 27 年度から５年間の計画として策定をされておりますが、この計画に記載をされ

ております各事業の進捗状況や課題などを確認し合って、今後の方策についてご協議を

いただく場として、年に１回開催するということで考えております。ただ、必要に応じ

て年２回の開催もできるように、予算上は２回分の経費を計上しております。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　そうしますと、27 年から５年間ということで、５年間ずう

っとこの会議自体は続くというふうに判断していいのか。委員さんは２年ごとにかわり

ますので、この会議自体は多分26 年か 25 年ぐらいからあったと思うんですが、委員

さんがかわるとこの会議の趣旨がどんどん伝わっていかなくて、なかなか、同じ方がず

うっといるならいいんですが、２年でかわったり１年でかわったりすると、会議の中身

自体がだんだん薄れていくと。
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　　私先ほど言いましたように、支援計画に対する見直しなり、新たな課題があれば議論

するのはいいんですが、その辺きちんと位置づけて取り組んでいかないと、会はあるけ

れども何するんだろうみたいになっちゃうので、ぜひ、５年間続くのであればそのよう

に位置づけてほしいなと思っておりますが、その点について質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　石王課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　この会議は昨年、実は12 月に一度任期が切れまして、

改めて17 名の方に２年間ということで委嘱をさせていただいたところでありますが、

この計画自体年次ごとに、事業ごとどのぐらいの量があって、どのぐらいの確保、実施

ができるかということを計画をしているものでありますので、その進捗とあわせまして、

また、その計画の中には課題として、例えばでありますが、病児病後児の対応をどうす

るかとか、あと延長保育、夜間の保育をどうするかとか、そこら辺も５年間の中で必要

に応じて検討する課題としては記載をされておりますので、そこら辺の状況を進めてい

くということであれば、その都度、会議の中で提案し、ご協議をいただくということで、

当然年に１回ということであれば、委員もかわれば中身もまず理解していただかなけれ

ばならないということでありますので、冒頭、そこら辺の基本的な考え方をお伝えして

いく中で、随時、上士幌の子ども・子育ての支援の中身をどうしていくか、そういうの

を率直にご協議いただく場にしていきたいと考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　子育て会議についてはわかりました。

　　次に、スクールカウンセラーについて質問いたします。

　　 27 年度につきましては、２人配置して、週１回４時間から８時間派遣するという説

明を受けているんですが、この活用状況と、それから28 年度も同じような活用するの

か、質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　有賀主査。

○有賀孝行子ども課主査　スクールカウンセラーについてでございます。

　　現在予算計上している部分につきましては、本町においては、いじめ問題に関する重

大な事態が発生した場合に備えるものでございますけれども、昨年度策定いたしました

上士幌町いじめ防止基本方針におきまして、附属機関といたしまして、教育委員会に上

士幌町いじめ問題等対策委員会を設置することとしております。そこにカウンセラー等

専門的な知識を有する人をお越しいただいて、専門的なご意見をいただくために、２名

分の１万8,000円を計上しているところでございます。

　　以上でございます。
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○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　いろんな方、いじめ等は多分起こっていないと思うんですが、

昨今、テレビ等でもいろんな課題があって、必要に応じては２名、28 年度も２名を配

置するんだろうと思いますが、十分活用してほしいなと思って質問させてもらいました。

　　次に、157ページの認定こども園の劇団謝礼なんですが、ここ数年謝礼がふえてきて

いるのでいいなと思っているんですが、28 年度につきましてはどういう予定なのか、

質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　横澤主幹。

○横澤仁子子ども課主幹　認定こども園の劇団の謝礼についてお答えいたします。

　　１回の公演料が値上がりしておりまして、希望した公演をなかなか呼ぶことができな

いという現状があります。また、27 年度は初めて、２回の劇団公演のうち１回をクニ

河内さんによるコンサート公演というのをやってみましたところ、とても好評でしたし、

子供たちにとてもよい影響があるということで、28 年度も１回は人形劇等を利用し、

もう一回は子供向けのコンサートができるように予定しておりますので、よろしくお願

いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　山本委員。

○１０番（山本和子委員）　わかりました。２回でも３回でも必要な分はぜひ予算つけて

ほしいなと思っていますので、ありがとうございます。

　　次に、161ページの私立保育所運営経費に関して質問いたします。よろしいでしょう

か。

　　これは委員会のときにもお話ししたんですが、私立運営は町が補助金を出して、人件

費分、運営経費は補助しているんですが、各保育所におきまして保育料を集めていると

いう情報、担当課のほうからそういう説明があったんですが、それに関して、いろいろ

かかる経費であれば町がきちんと補助金を出したらどうかということを質問いたします。

この点についてどういうふうに検討されたのか、質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　石王課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　来年度予算計上に当たりましては、４つの私立保育所

のうち、幼児が来年いなくなる糠平保育所を除く３つの保育所に、平成28 年度の支出

予定額をどのように考えているかということで計画を出していただき、その内容を参考

に、人件費と運営費、維持管理費、それぞれ基準額を設けているところでありますが、

それを見直しまして、認定こども園の保育料無料化の内容に相当する補助金額を積算を

して、予算計上をしております。
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　　その結果、幼児数によって補助金の基準額は保育所ごとに違いますけれども、３保育

所の平均ということで考えれば、１カ所当たり18 ％、金額にして約94 万円、平均で

ありますが、そういうことで増額をしております。前年度と比較して、予算額だけを見

れば余り金額は変わっていないんですが、補助する支出の内容が、 27 年度は４カ所、

28 年度は３カ所の私立保育所の補助金ということで計上しておりますので、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（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　そうしますと、この補助要綱自体は変えたのかどうか。変え

なくてもできるのであればそれで別にいいんですが、要綱の中では維持管理費として１

カ所─いろいろ計算ありますので、それが要綱変わらなくてもできるのならそれで

構いませんが、ぜひ検討されて、１カ所の補助金当たり額18 ％増額したということで

いいんですが、要綱自体は変えなくていいのかどうか、質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　石王課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　要綱の中で、幼児の人数によって維持管理費とか運営

費とか、金額を基準を設けておりますので、当然28 年度に向けては、今回積算した内

容に基づいて、補助要綱も改正をして進めていくということで考えております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　要綱が変わった時点で、私もぜひ知りたい資料ですので、そ

の後についてよろしくお願いいたします。

　　その次、161ページの学校プールの問題について質問いたします。

　　温水器のボイラーの更新には、今回予算は入っていないんですが、今後どのようにす

るのか。あと、もう耐用年数からいけば、昨年あたり切れているのではないかなと思い

ますが、二、三年使うものか、とりあえず当面、28 年度使うものか、その点について

の検討した結果についてよろしくお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　有賀主査。

○有賀孝行子ども課主査　上士幌のプールのボイラーについてでございます。

　　ボイラーにつきましては設置から16 年が経過しておりまして、保守管理の委託業者

のほうから更新の提案もございまして、教育委員会のほうからは、平成28 年度当初予

算のほうに予算要求させていただいた経過はございますけれども、金額的には648万円

かかるということで見積もりもいただいておりましたが、ほかにも修繕の必要な箇所、

プールいろいろとございまして、プールのろ過機から現在水漏れの状況がありましたの

で、そちらのほうをちょっと優先して交換のほうを進めさせていただくということで、
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そちらの経費を計上させていただいているところでございます。

　　今後につきましても、専門的な保守点検業者からの協力も得ながら、適切なボイラー

の管理に努めてまいりますけれども、希望といたしましては、次の年ですね、平成29

年度にもぜひ要求させていただいて、計画的に更新のほうを進めたいと考えているとこ

ろでございます。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　教育委員会の予算はこれだけという枠が決まっているわけで

はありませんので、要求したものをきちんとやっぱりつけるのは多分、総務課財政のほ

うの担当だと思うんですが、結果的には、ろ過機も前から課題として取りかえなきゃい

けないというのは私聞いていたと思うんですよ。であれば、ろ過機はろ過機で必要なも

のだからやると、予算とって。その上にプールの温水器ボイラーを更新するというふう

にしないと、こっちが予算が足りないからこっちに回すじゃなくて、プール自体は温水

器が壊れたら多分、一夏棒に振ると思うんですよ。取りかえるのにすぐかわるわけじゃ

ありませんので。そうすると、子供たちにとって１年１年って物すごい大事な年ですの

で、ぜひ補正でも組めると、まだ夏までありますので、ぜひその点については、町長で

すか、ぜひ答弁をお願いしたいと思うんですけれども。

　　担当課が出されて、出されたものが必要だったら、やっぱり買う予算をつけなきゃい

けないと思うんです。それをこの範囲でやれと言って、こっちを削ってこっちというこ

とにならないと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。

○委員長（渡部信一委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　予算要求が上がってくるわけですから、当然基本的に必要な経費と

いうことで、原課は予算要求してくるということでありますけれども、ご承知のとおり、

この予算要求を全て予算化するとなると大変なボリュームになるわけでありまして、当

然そこには予算査定という作業を行わなければならないということでございます。

　　今、担当のほうからもご説明したとおり、最終的にはやっぱり優先度というのを考え

なきゃならないということでありますから、とりわけろ過機については、もう既に水漏

れが発生しているということがございまして、緊急度が高いということで、28 年度に

ついてはろ過機の予算づけをさせていただいたということであります。

　　ボイラーについても、業者からの指摘もあるように、確かに耐久年数は過ぎているん

ですが、今のところ特に何か問題を起こしているわけじゃないということでありまして、

そういった状況を聞きながら、あと１年程度は大丈夫だろうという判断をさせていただ
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いたところでございます。

　　特にボイラー関係、これは庁舎等のボイラーの設置に関しては、業者のほうから指摘

を受けた時期もあるんですけれども、その後、相当年数結果的には使えたというような

こともありまして、いわゆる機械というのは、その機械によって非常に短期間で故障す

る場合もありますし、長期にわたって使えるものはあるわけでありますけれども、なか

なか中までは見えませんけれども、点検等については、業者に依頼をして毎年点検をさ

せていただいておりますので、そういう状況を鑑みながら予算づけを行っていきたいと

いうふうに思います。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　かつて、公営住宅のふれあいプラザの住宅のときには、ボイ

ラーを年次計画で壊れる前に交換しているんです。たしか１基20 万円ぐらいするとい

うので、耐用年数15 年を過ぎたので、計画的に更新しました。そのときにかなり計画、

お金かかりましたが、使うときに、ボイラーは使わないと壊れないです。うちも15 年

過ぎたので夏に取りかえました。ですから、この町の温水器のボイラーも使わないと壊

れない、壊れた時点では部品がないから交換すると、それをすると多分どれぐらいかか

る、あらかじめ用意しておくものじゃありませんので、そうなると、ぜひそういういろ

んな公共施設の関係からいえば、ボイラーをこの時期に交換するというのは全然無駄な

ことでもないし、当然な問題であると。そこに住んでいる住宅の住人も大事ですけれど

も、実際に学校に来ているプールの子供たちも大事ですので、同列に考えれば、壊れる

前に、耐用年数もはるかにというか、一、二年も過ぎていますので、ぜひ検討してほし

いと。答弁があればお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　無駄だということを申し上げているわけではなくて、必要だという

ことは理解をしておりますので、先ほど申し上げたとおり、専門業者のそういった点検

等も踏まえながら、できるだけ早い段階でそういった対応するということは十分私ども

のほうとしても承知をしておりますので、先ほど主査のほうから答弁したとおり、29

年度以降に対して対応してまいるということでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　先ほど説明ありました私立保育所の運営補助にかかわる件なん

ですけれども、糠平以外は３私立保育所が本年度、28 年度もそれぞれ活動するという

話であります。
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　　ご承知のように、27 年度は認定こども園が開園しましたので、多分私どもの北門私

立保育所も、相当運営委員としても悩んでいるということを聞いております。その辺の

運営委員とこの保育課担当課としては、話し合いをまずきちっと持って、どのように将

来進めていくかということを話し合っているのかというのが１つと。

　　それから、これはちょっと話し変わりますけれども、保育料ですね、それも10 年間

という限定つきで無料ですよということに今年度からなるみたいですけれども、私とし

ては、無料になるのは今現在、これから10 年間大変ありがたいと思うわけですけれど

も、人口だとか子供の減少によって歳入が減ったときに、それをゼロベースから幾らか

引き上げてくれ、もしくは負担願いますといったときに、非常に混乱が出るんじゃない

かという心配な予想が出ます。その辺を考えた上でこういう方策をとっていったのか、

この２点お願いします。

○委員長（渡部信一委員長）　石王課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　まず、私立保育所の関係でありますが、３保育所あり

まして、それぞれ代表の方とは直接調整をしてきておりますし、時期はちょっと資料が

ないんですが、北門の私立保育所については一度お伺いをして、保護者の方と、来年の

認定こども園の考え方等、あと今後の部分については意見交換もしてきているところで

ありますし、その中で出た要望も検討してきているところであります。北居辺保育所に

ついては、今月、改めて地域の人に集まっていただいて説明をするということで考えて

おります。

　　それぞれの私立保育所の中で、今後、28 年度は実施するということでお伺いをして

おりますが、29 年度以降どうするかについては27 年度の中で論議をいただいて、一

定程度整理、閉所できるところについてはそういうことでお願いしたいということで、

町のほうとしては、基本的にはやっぱり認定こども園のほうに来ていただいて、よい保

育・教育を受けていただきたいと、そういう考え方を伝えていく中で、それぞれの地域

が最終的に判断することでありますので、その判断に一定程度委ねていきたいなという

ふうに考えております。

　　あと、２点目は、保育料の無料化で10 年間ということで、10 年後のことを多分言

われているのかなというふうには思っています。これは、10 年後は10 年後の論議と

いうことで言ってしまえば終わりですが、一定程度、国のほうも今、子育て、少子化の

部分でいろいろ人口減少問題を含めて、やっぱり国としてもきちんと力を入れてやって

いくという方針に基づいて、子ども・子育て支援策を今充実というか、国のほうでもい

ろんな部分で進めていくという流れの状況の中で、やっぱり国のほうもいろんな事業を
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また新たに、少子化に対応するような対策はいろんな部分でとっていくのかなと思って

おります。

　　そういう部分で、一定程度やっぱり国のほうでもきちんとそういう意識を持ってやっ

ていかなければならないというふうには、当然町のほうとしても言っていくべき中身だ

と思いますし、それに伴って、やっぱり上士幌も先駆的にそういうことを進めていく中

で、そういう地方の中での流れというのをつくっていければいいのかなというふうに思

っていますので、10 年後の論議はちょっとこの場で確約できるものではありませんけ

れども、極力、今後、将来的にもやはり保護者の負担軽減というのは町の大きな課題の

一つにもなっておりますので、その部分はまた改めて、いずれかの時期できちんとした

論議が必要なのかなと思っております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　１つ目の質問の、話し合いは今後やっていきたいと。問題は、

私が言いたいことは、本来であれば認定こども園に入ったほうが、私も通ったほうがい

いと思うんですけれども、その理由ですね。何でこんな時間的な問題なり距離的な問題

とかと、必ず何かがそこにあるわけなんですよね。認定こども園と私立保育所の経済的

なギャップなのか、時間的なものなのか、いろんな問題をやはりきちっと把握した中で

進めていかないと、一方的にその話が、こっちが立派だからとそれだけの問題では一切

ないと思うわけですよ。だから、その辺は十分に地域の運営委員会とも話し合いしなが

ら、そのギャップがあったとしたら極力埋めていく方法で検討すべきだと私は考えてお

ります。

　　それから、10 年後はわからない、そのとおりだと思うんですけれども、ただ、10

年と限定したところに私はちょっとひっかかったわけですよね。今、その10 年間の間

というのはすごく恵まれるし、10 年後はどうなるかわからないと、そのとおりなんで

すよ。だからこそ、財政が厳しくなったときにそこまでの大盤振る舞いが、国のほう、

町のほうができるかどうかというのもまた想定できないわけですね。

　　だから、ある程度の金額を取っておけば、諸材料、諸費が上がったということであっ

ても、ゼロからそれを取っていくとなると混乱が起きるのではないかと。それは、その

ときの教育委員会なり首長あたりが考えるという考えであれば、それは構わないんです

けれども、今こういう 10 年後の提案ということで、じゃあ、どうなるんだろうと。

10 年後の人たちについては、それはまた多分無料じゃないかという見方をしておると

思うんですよね、今のところ何も言われていないから。
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　　だから、その辺の考え方を持って、将来をもって10 年間だけだなんていう形という

のはちょっと無責任だなと、はっきり言って。きちんとやっぱり先読みした中でやらな

いと、限定つきのものというのは、極端な言葉を出すべきじゃないんでないかと私は思

うんですよね。今の10 年間だけはいいんですけれども、それ以外の前後の人はそうじ

ゃないわけですから、整合性もその面は町の都合によってとれていないと、こういうこ

とになるわけです。

　　だから、その辺も十分に考えて今後の保育所の運営に当たっていただきたい。そうい

う声が聞こえたときには、今答弁したようなことを言うのかどうなのか、私わかりませ

んけれども、私として質問した限りはそのとおり町民に伝えきゃいかん、そういうこと

なんですよ。だから、そこで町の考え方を、しっかりした基本構想を持っていないと、

その後はわかりませんなんていうことになったら、町も私も無責任なことになりますし、

やっぱり方向性を持ってやっていただきたいなと、そう思いますけれども、ご意見があ

ればどうぞ。

○委員長（渡部信一委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　委員のおっしゃるのは十分わかります。ただ、10 年という年限に

ついては、やはりこういった思い切った政策を打つ上で、財源というのは非常に重要な

ことでありますから、今回もふるさと納税の子育て・少子化夢対策基金の中で、少なく

ともこの10 年間の必要な財源を確保したと、確保した上で政策として打っているとい

うことであります。

　　問題は、今おっしゃられる、じゃあ11 年後どうなるんだというようなことでのご質

問かと思うんですけれども、今、石王課長のほうからもございましたように、今、私ど

もの町というのはある意味、少子化対策等については国・道に先行して実は実施をして

いると、これは全国にもほかにも町ございます。医療費のこともそうでありますけれど

も、国・道が打つ前に自治体が先にそういった施策を打って、少子化対策、あるいは人

口減少対策にどう対応するかということで、先進的に今行っている自治体というのは全

国にもたくさんございますけれども、その辺は今後、今、国も大きな柱にしております

ので、政策の。多分これまでの流れからいくと、医療費等々を見てもそうでありますけ

れども、道内あるいは国レベルも政策的に、予算づけも含めてこれから対応していくこ

とになってくるのかなと思うんですね。

　　そういったものもこれから見えてくると思うんですが、ここで確定したことはもちろ

ん申し上げられませんので、当面10 年間については予算確保、財源の確保を含めて、

政策として町民の皆様にお知らせをさせていただいて今、対応させていただいておりま
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すけれども、ただ、10 年たって、10 年後に考えるわと、そういうことではなくて、

そういったいろんな国・道の施策等を見ながら、できるだけ早い段階でそういう財源の

確保ができれば、そういったことも含めた議論を展開できるかなと思っています。

　　特に、ふるさと納税による財源の確保というのが今もちろんメーンになっております

ので、このふるさと納税がこれからどうなっていくのか、永久的に続くものなのかどう

かということも含めて、我々も正直言って10 年先はわからないというようなところも

ありますけれども、大事なことは、やっぱり財源の確保ということが背景になければ政

策を打っていけませんので、それについては今申し上げたとおり、10 年後に考えると

いうことじゃなくて、早い段階でそういった情勢を見きわめながら、また議会等にも協

議をしていくということになっていくのかなと思います。

　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　今、副町長から答弁いただきましたけれども、ふるさと納税の

財源、これを基本に置いているという考え方だと思うんですけれども、ただ、その10

年という限定ですね。これが10 年でなくても、15 年でもいいんですけれども、当然

一気にふるさと納税がなくなるということは考えられないんですよ。だから、10 年間

はとりあえず大丈夫だと。その後はまた基金を積みながら、また時が流れて、経済的に

来年はＴＰＰ関係も今年度から入ってきます。非常に財源的にも、そういう経済方面に

も力を入れなきゃならないと私は考えておるわけですけれども、だから、そういうとき

に、町の財源の中がやはりもうちょっと、10 年に区切ることなく、薄くすれば15 年、

だけれども、お金を取らなきゃならないという問題は起こりますけれども、また、今、

副町長が言ったように、道なり国の方向性を見きわめながら進めてまいりたいというか

ら、私としてはその動向を見きわめていただきたいと思います。よろしいです。

○委員長（渡部信一委員長）　答弁よろしいですね。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　165、166にかかわる質問をしたいと思うんですが、学校推

進経費が27 年に比べて約半額に減っている理由と。それから、従来でしたら学校教育

推進協議会への委託費があって、その中で芸術鑑賞会のお金が含まれていたはずなんで

すが、その項目が、協議会への交付金がなかなか見つからなかったもんですから、どの

項目になるのかと。それから、芸術鑑賞会の金額、どれぐらいその中に含んでいるのか、

質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　有賀主査。
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○有賀孝行子ども課主査　学校教育推進経費についてでございます。

　　平成27 年度までにつきましては、学校教育推進経費の中で補助している団体として、

小中高連携教育推進会議、それから学校教育推進協議会、この２つの団体があったわけ

なんですが、現在、教育関係団体の再編を協議して進めているところでございまして、

平成 28 年度予算の計上に当たりましては、それを見越して１団体に集約するというこ

とで、上士幌学園構想推進本部というところ、仮称でありますけれども、そちらに補助

金を一本化するということで、社会教育費のほうで今、予算計上させているところであ

りまして、そちらに内包されているということで考えていただきたいと思います。

　　このほかには、平成28 年度末、今年度末に北門小学校が閉校することに伴いまして、

関係する経費が減っている部分がございます。

　　芸術鑑賞経費につきましては、学園構想推進本部に設置される予定の部会の中で行っ

ていくことになると思いますけれども、経費的には今年度見直しさせていただきました

とおり、小学校30 万円、中学校30 万円、合わせて60 万円ということで、同額で予

定させていただいているところでございます。

　　私のほうからは以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　わかりました。

　　今、173ページまでですよね。178ページ質問したいんですが、ちょっと過ぎますよ

ね。じゃ、わかりました。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木守委員。

○２番（佐々木　守委員）　これ小学校だけでなくて、中学校もあるわけですけれども、

パソコン整備事業、この内容についてご説明をお願いをしたいと思います。

　　単にタブレットを買うというのではなくて、主要事業の説明を見ると、ＯＳをかえる

のか、その辺どういう内容か、ちょっと説明をお願いをしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　有賀主査。

○有賀孝行子ども課主査　小学校と中学校におけるパソコンの整備事業についてでござい

ます。

　　既に所管の常任委員会のほうではご説明させていただきました。ちょっと重複いたし

ますけれども、小学校、中学校全て、今使用しておりますパソコンの基本ソフトがＷｉ

ｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａでございまして、2017 年４月 11 日をもちましてサポート期

間が終了してしまうということで、一斉に更新の必要に迫られているところでございま

す。
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　　小学校につきましては、まず子供たちが使う教育用のパソコンと、それから先生方が

職員室で使用する公務用ということで、それぞれ分けて予算を計上させていただいてお

りますけれども、教育用、子供たちが使うパソコンにつきましては、タブレットを導入

したいと考えております。現在、上士幌のＰＣ室がわかりやすいかと思いますが、ノー

ト型のパソコンを使用しておりまして、ＰＣ室内のみで利用しているところですけれど

も、今後はタブレットを導入して、別の場所でも、教室内でも利用できるようにという

ことで考えているところでございます。

　　パソコンにつきましては、１台当たりの単価につきましては、14 万5,700円の８掛

けということで、最終的な査定で単価的にはそのようにさせていただいておりまして、

導入するパソコンの台数につきましては、小学校全体で60 台、これを掛けますと、経

費的にはパソコンのみで755万4,000円程度、それ以外の小学校費で計上しております

部分につきましては、先生方のパソコン、それから周辺機器、関連するソフトウエア、

それはＯｆｆｉｃｅのソフトもありますし、それ以外にも教育用のソフトということで、

それを導入する台数分入れなきゃならないということで結構高額になってくるんですが、

また、タブレットを導入するということで、小学校についてはアクセスポイントの増設

ということで、それも学校のほうから要望ありますので、それらの工事費等も含めまし

て、工事費等につきましては1,749万2,000円ということで計上をさせていただいてお

ります。公務用につきましては903万1,000円ということで、合計いたしますと3,407

万7,000円というような中身になっています。

　　中学校につきましては、学校のほうからの要望につきましては、パソコン検定の対応

等があるということで、タブレットではなくて従来のノート型を導入してほしいという

ことで、台数につきましても今の現台数と同数ということで、40 台導入することとし

ております。こちらにつきましても、関連する周辺機器、ソフトウエア、工事費等もか

かるわけなんですけれども、 40 台分を更新したいと考えております。

　　それから、同じく教職員用のパソコンにつきましても、今回25 台更新する予定でご

ざいまして、これらを合計いたしますと、中学校の教育用パソコンにつきましては、パ

ソコンのみで427万2,000円、残りの経費については766万5,000円工事等にかかると

いうことでございまして、それが生徒用でございます。公務用につきましては、先生方

の分につきましてはパソコンのみで267万円、その他ソフトウエア等で245万7,000円

で、中学校につきましては1,706万4,000円ということで計上させていただいておりま

して、今回の財源につきましては、先生方が使用するパソコンを除いて、児童・生徒用

につきましては夢基金の対応とさせていただいているところでございます。
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　　以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木守委員。

○２番（佐々木　守委員）　事業内容はわかりました。

　　１つお聞きをしたいのは、パソコン、例えばタブレットにすれば野外に持ち出しがで

きて、自由に使えるとかということも含めて、用途も幾分変わってくる。もう一つは、

使用する教育ソフトがどういったものがあるかで、また従来とは違う新しい内容になる

だろうと。アプリケーションも含めて違うものになってくるんだろうなというふうに思

うんです。

　　これは、指導する先生方が、こういう形で導入をするということを決めたときに、ど

れほどかかわってこの導入を決めたか、こういう形での導入を決めたかということを聞

きたいんです。学校からの要望に従ってというから、当然学校で十分な議論をした上で

この予算要望をして、結構教育費としては高額な費用ですから、子育て夢基金を使うと

いうそういう流れの中で対応できるということであれば、それで全然問題はないんです

けれども、要はハードが問題ではなくて、どう授業の中で、学校生活の中で使ってもら

えるのか。そのときに先生が熟知していなかったら、結局は棚の上に置いて終わりにな

ると。

　　今まで、そういう教材や機材がなかったのかといえば、そういうことではない。教室

にみんなが、はい、出してと言ったとき、ぱっと机の下から出せるような状況で出すこ

とができて、なおかつ、それについて先生が十分な理解を持っている、指導能力を持っ

ているということがないとだめなんだと思うんです。そのためには、フィードバックし

て、この購入を決めるときに、学校でどういう議論をしこの政策決定がされたのかとい

うのが重要だと思うので、その辺は教育委員会としてはどのように押さえているのか、

お聞きをしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　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（渡部信一委員長）　休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午後　３時０９分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　有賀主査。

○有賀孝行子ども課主査　先ほどの佐々木委員のご質問についてでございますけれども、
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小学校でタブレット、それから、中学校でノート型という学校からの要望は伺っており

ますけれども、教育用ソフトにつきましては、まず現状入っているジャストスマイルク

ラスという教育用ソフトがあるんですけれども、それが今、直近のタイプで、一応予算

の見積もりを作成する上で必要でありましたので、ある程度そこで選定させていただい

て、金額を出させていただいておりますけれども、具体的には、新年度に入りましてか

ら、上士幌町の教育研修所という教育団体の一つの研究組織が、学校の先生方で全ての

小・中学校の先生が所員として加入している組織がありまして、そこでは日常的には定

期的に会議しておりますけれども、ＣＲＴの検査の分析ですとか、それからふるさと学

習というか、社会科で使う上士幌町の副読本の作成などを行っている団体でありまして、

そこに選出される所員さんについては、基本的には学校の中でもたまたまパソコンの関

係の担当の方も多くいるということで伺っていまして、４月以降、新たに選出されるこ

とになりますけれども、そういった所員の方々に、実際に導入するメーカーなりも含め

て機種の選定、それから利用する教育用ソフトの選定も含めて、ちょっと時間をかけさ

せていただいて、夏過ぎぐらいまでには協議を進めて、ある程度メーカー等からのデモ

ンストレーションも多数受けさせていただいて、管内的には既にタブレットを導入して

いる学校も進んできていますので、そちらも見させていただくなりしていただいて、実

際に使いやすいものを導入したいと考えております。

　　また、教育用ソフトにつきましては、基本的には、授業の中でその教育用ソフトをメ

ーンで使うのはちょっと危険があるということで考えておりますので、あくまでもツー

ルというか、それは先生方が上手に必要なところで使っていただくというような考えで

ありまして、具体的には導入後、実際に手にとって見てみないと先生方も実感できない

と思うんですけれども、なれていただくことで考えております。

　　見積もりにつきましては、この計上させていただいている予算の中にはそういったソ

フトウエアの講習経費等も含んでいるところでございます。

　　私のほうからは以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木守委員。

○２番（佐々木　守委員）　本来は、１年前にそういうことがあって、こういうほうがい

いって、具体的に、平成28 年度から例えば予算化したとすれば、それを使って、さら

にこういう使い方がある、教育上こういう方法があるということが展開できるような仕

組みというか、設定をしなきゃいけない。買い与えたというふうにならないようにする

べきだと思うんです、僕が一番言いたいのは。教職員がやっぱりそういったものを十分

使っていこうという機運の中で、初めて生かされるのではないかなというふうに思うん
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です。

　　こういうものは、電子黒板等々、相互のやりとりもできるというような側面もいろい

ろ含めて、使い方を十分熟知していれば十分効果の上がるものだというふうに思うんで

すが、逆に、これから勉強させます、買い与えて勉強させる、そういう仕組みではだめ

ではないのかというか、発展性が非常に乏しいと言わざるを得ない。ただ、これからそ

ういうことを少しずつ反省をしていただいて、十分な活用を僕は願いたいなというふう

に思うんですけれども。

　　せっかく子育て夢基金というものを使って、一定の財源があって、これを教育の中で

どう生かそうかというときに、押しつけの教育で決していい結果が生まれないのではな

いかと。これは教師だけではなくて、保護者も、それをつかさどる行政も、十分先を見

据えて動いていく。具体的に動くときには、十分一定程度の度量を持ってその事業が進

められると、あるいはそういうものの活用ができるということが必要ではないのかとい

うのが今回質問の趣旨なんです。ですから、今の時点での答弁では、十分それができて

いないというふうに言わざるを得ない。

　　今後は、やっぱりそういうことを念頭にして政策づくり、特に教育に関しては積み上

げをしていくという政策なので、政策づくりをお願いをしたいなと思いますが、この辺

については理事者から最後の、この私の考えに対する答弁をいただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　学校のＩＣＴ化の推進につきましては、これは全国的な大

きな課題になっております。本町はまだ大きな何というか、進歩というか、そういうふ

うにはなっていませんけれども、平成21 年度には大型の電子黒板ですとかいろんな、

パソコンもそのときに更新をしていますので、かなりＩＣＴ化は進んできましたけれど

も、電子黒板も本来の電子黒板としての活用がなかなかされてこなかったということで、

ただ、最近になって、それぞれの学校の先生方もいろいろ技術というか、技能を持った

先生がおられますので、徐々に活用されてきています。

　　また、実物投影機もかなり全ての学校に今配置がされて、活用がされてきています。

それから、デジタル教科書も一部ですが今、小学校、それからこの後中学校にも徐々に

入っていきますので、そういった活用も、授業の中でしっかりと使ってほしいというこ

とで今、学校のほうとは協議をしている最中ですので、新年度に入りましたら、今、

佐々木委員さん言われたとおり、まだまだ上士幌は進んでいるというふうには言えませ

んので、しっかりと学校のほうと打ち合わせをしながら進めていきたいというふうに思

っています。
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　　このパソコンの更新は、年度の終わりのほうに更新というふうに今考えていますので、

それに向けてしっかりと検討していきたいと、学校のほうと打ち合わせをしながら進め

ていきたいというふうに思っています。よろしくお願いします。

○委員長（渡部信一委員長）　それでは次に、社会教育費、保健体育費。

　　事項別明細書は173ページから194ページまで。

　　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　社会教育費の中で、178ページですけれども、新規事業として

かみしほろ学園推進事業というのがありますね。この当初予算の内訳の中で見ると、課

外活動の充実、体験活動の充実を目指すとある。この内容というのを簡潔にちょっと教

えていただきたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　佐藤主査。

○佐藤泰将生涯学習課主査　ただいまのかみしほろ学園推進事業の概要について、簡潔に

ご説明をしたいと思います。

　　一昨年12 月に上士幌町の教育ビジョンを策定をしておりまして、それを具現化する

ための手法として、かみしほろ学園構想の策定を昨年から進めてまいりました。先般の

議会の総務文教厚生常任委員会でも協議をさせていただきまして、昨日の教育委員会を

もって正式に決定をされておりますが、その内容ですが、２つの基本理念を掲げており

ます。

　　１つは、幼児から高校生までの一貫性のある教育づくり。特にここでは、人権教育、

環境教育、地域社会の活性化の３つの視点で、幼児から高校生までつないでいくことを

考えております。

　　基本理念の２つ目でございます。地域総ぐるみで子供の育ちにかかわる地域づくりを

行っていくということでございます。特に、コミュニティスクール制度を中心に、学校

を核としながら、大人も子供も学び合う仕組みづくりを進めるということで、これは２

つ、大きな基本理念を持って進めていくこととしております。

　　基本理念の１つ目、幼児から高校生までの一貫性のある教育づくり、具体的にどう進

めるかということでございますが、１つは、ユネスコスクールの指定を目指す取り組み

を考えております。先ほど言いました人権教育、環境教育、地域社会の活性化の活動に

ついて、既存の取り組みを系統的あるいは体系的に整理を行いまして、その指定を認定

こども園、小・中学校へ広げていく取り組みを行っていくことで考えております。現在、

ユネスコスクールの指定を上高が受けて実施しておりますので、これを認定こども園か

ら、将来的には高校までつなげていきたいという考えでおります。

－86－



　　２つ目は、共通教材の導入ということで、子供たちが目標に向かって努力できる力、

あるいはスケジュールを管理できる力、感情をコントロールできる力、経験を活用でき

る力、基本的生活習慣が身についていることなどを自己管理能力と位置づけまして、そ

の力をつけるための教材を独自に開発して活用していくという取り組みが１つございま

す。

　　３つ目ですが、仮称でありますが、サポートブックの導入ということで、本町で育つ

子供と子育てをする保護者が、子育てに関する機関とスムーズな連携と情報共有を図る

ことで継続的なサポートを受けやすい環境をつくるということで、このサポートブック

という導入を考えております。

　　４つ目ですが、学習成果の実感化への取り組みということで、漢字検定、算数・数学

検定、英語検定などの検定を推奨していくという取り組みを行っていくことで考えてお

ります。

　　５つ目が課外活動の充実でございまして、特に少年団活動から中・高部活動の連携を

重視ということで、その連携方策について具体的に検討していくことで考えております。

　　以上が基本理念の１つ目でございまして、基本理念の２つ目は、コミュニティスクー

ルの導入ということで、各学校に学校運営協議会を設置していくことと、あと学校を応

援する町民が子供たちの育ちを応援していく、今、仮称でございますが、ボランティア

組織であります「ゆめ育」応援団、そういったものを組織することを想定しております。

　　以上、概要としてご説明いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　私もちょっと内容が、委員会が違うもんで、詳しくは今説明さ

れたわけで、ちょっとわからない。後ほど資料をもらいに行きますので、よろしいです。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　178ページの子どもの読書推進事業について質問いたします。

　　これは、今までの学校に配置しておりました図書活動も含めて予算化されていると思

うんですが、この中で図書購入費として195万円ありますが、これはどんな配分になっ

ているのか、小中と分けて。多分27 年よりはかなり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。

　　それから、26 年度の蔵書目標の達成率は、資料をもらってわかるんですが、27 年

度見込みでどれぐらいになっているのかと。

　　あと、これは学校が統廃合しますと大分変わってきたり、処分する本も出てきますの

で、古い本も全部入れて達成率を上げればいいというもんじゃないですので、やっぱり
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有効的な子供たちが活用できる蔵書をふやすという目的がなければいけないと思うんで

すが、 27 年度の達成率はどうのなのかと。

　　それから、交付税の関係で、これ前も質問したことがあるんですが、25 年度の交付

税に対する町の蔵書は、資料が私手元にあってわかるんですが、27 年度108万円に対

してはどれぐらいの交付税が措置されているか、把握できればお願いいたします。

　　ちなみに、25 年度につきまして、上士幌町は28.75％、交付税で見ている基準財政

需要額の中では272万9,000円なんですが、実際に買った本は78 万2,000円となって、

28.7 ％となっています。ですから、蔵書率を上げることももちろん大事ですが、きち

んと国が示している蔵書を買うだけの予算化をすると。この予算化が28 年、195万は

多分満たしていないんじゃないかと思うんですが、その点について質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　佐藤主査。

○佐藤泰将生涯学習課主査　まず、１点目の図書購入費の小・中学校の内訳でございます

が、その前に、若干この予算の計上の経過についてご説明をいたしますが、昨年、この

学校図書費は学校教育担当のほうで予算を見ておりました。今回、社会教育事業で子ど

もの読書推進事業ということで、新規事業の形でこの中に計上させていただいておりま

す。この事業につきましては今年度、子どもの読書推進計画というものを社会教育担当

のほうで策定を進めてまいりました。昨日の教育委員会で正式決定をいたしております。

この読書推進計画の中で、１つは学校図書の整備を位置づけておりまして、その関係で

社会教育の予算のほうに今回計上になったということでご理解をいただきたいと思いま

す。

　　そこで、各学校の配分で、総体で195万円ございますが、この内訳を今説明申し上げ

ます。まず、上士幌小学校が１冊1,200円の1,000冊で120万円、小学校は一律１冊

1,200円で計上しております。萩ケ岡小学校が100冊で 12 万円、糠平小学校、同じく

100冊で 12 万円、中学校１冊当たりの単価が上がりまして、1,700円の300冊、計

51 万円、これらの合計で195万円という形になっております。

　　学校図書の管理については、あくまでも学校教育の担当になりますので、有賀主査の

ほうから答弁をさせていただきます。

○委員長（渡部信一委員長）　有賀主査。

○有賀孝行子ども課主査　まず１点目に、平成27 年度末の蔵書冊数の見込みについてで

ございます。全小学校で１万3,369冊になる見込みでございまして、蔵書率につきまし

ては 70.7 ％になる見込みであります。中学校につきましては5,830冊になりまして、

68.8 ％となる見込みでございます。あくまでも基準に基づいて計算した率でございま
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す。

　　次に、交付税の関係、交付税の担当課のほうに算入額を確認させていただきました。

平成 27 年度、小学校に対しましては算入額が127万1,000円です。同じく中学校は

72 万円。計上率につきましては、小学校は 45.3 ％、中学校は 70.8 ％でございます。

　　私のほうからは以上でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　そうしますと、25 年と比較して、交付税に対する割合はふ

えているということで把握させてもらいました。

　　それから、小・中学校の本の購入なんですが、小学校トータルと中学校51 万という

ことなんですが、若干中学校は前年に比べて少ないのではないかという気がするんです

が、同額ですね。昨年は、小学校57 万6,000円の中学校51 万円なので、同額でしか

ないと思うんですが、その積算根拠が、もうちょっと中学校にふやしてもいいのではな

いかという気もいたします。小学校、萩ケ岡全部含めて、それはかなり増額はなってい

ます。その点について、中学校のほうの蔵書が少ないんじゃないかというふうに把握い

たしました。

　　それと、先ほどの交付税の関係で、かつて私も関心を持ったのは、かつて管内で最低

ランクぐらいの14.何ぼというのがあって、ちょっとショックを受けて、その後ずっと

調べたり、担当課に教育委員会に聞いたりしているんですが、今回につきましては、小

学校、27 年は 45 ％、中学校70.8 、そうすると、多分28 年度ももうちょっとそれ

よりも上乗せした形でパーセンテージは上がるのかなと思っています。

　　ただ、道内的には、例えば本当に読書の盛んな剣淵では 97 ％、それから下川では

129％というふうに、100％を超えているところがかなりあります。そういうところと

いうのは本当に読書に力を入れて、絵本の館があったりする中で、かなり力を入れてい

るんじゃないかと。

　　そういうことを含めて、ぜひ、交付税されているのは色ついていませんのでわかりま

せんが、ぜひ交付税された金額についてはきちんと蔵書に充てると。そして、最終的に

は蔵書率は結果論ですので、処分するものがあればそれは仕方ないので、できるだけ

100に近づければいいのかなと思って質問させてもらいました。その点について答弁お

願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　有賀主査。

○有賀孝行子ども課主査　中学校の予算が変わっていないので、ふやしたらということな

んですけれども、基本的に、先ほど佐藤主査から説明ありましたけれども、子どもの読
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書推進会議の中で時間をかけて議論を進められてこられまして、結果的には、幼少期か

らの対策が重点だということで計画の中身はなっているわけなんですけれども、実際、

中学生に対してのアンケート調査なんかも進められまして、図書館に行かない子が多い

という実態もわかってきたり、中学生についてはそんな状況にあるということがわかっ

てきていますので、なるべく図書館に行ってもらうという取り組みも必要なのかなと考

えております。

　　蔵書率につきましては、児童・生徒数ではなくて、学級数で計算が変わってしまうと

いうことで、例えば町内的にいえば、特別支援学級が１つふえてしまうとそれもカウン

トされてしまいまして、がっと必要な冊数がふえてしまうということもあって、ちょっ

と現実的ではないということもありまして、あくまでも教育委員会のほうでも目安とい

うことで捉えているところでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　わかりました。

　　今回、本の購入は学園構想、あそこに１回かかるので、直接の議論にはならないとい

うふうにちょっと今把握しましたので、そこの会議で検討した、調査した結果だという

ことであれば、それはそれとして私の要望として聞いてもらえばいいと思います。

　　それと、確かに蔵書率については、先ほどクラスが１つふえればぐんと率が下がるだ

ろうし、減れば上がるという、そういう必ずしも蔵書率だけで本の蔵書があるか、ない

かというのは把握になりません。それは参考として私も思っております。

　　次に、かみしほろ学園構想について質問したいと思うんですが、そもそもの議論につ

いては、総務文教常任委員会でかなり私もいろんな意見を述べさせてもらったので、そ

れは避けていきたいと思います。

　　今回の具体的な予算の中で、共通教材に対する問題と、それから検定の問題について

質問したいと思うんですが、共通教材は幼児から中学校、高校まで、自分を管理するた

めの教材を研究するということなんですが、それはきちんと、管理するんじゃなくて、

子供の意欲を評価する形じゃないと、変な話、シール張ればいいといったらシール張れ

ばいいとか、日記書けば日記書けばいい、そうじゃなくて、子供がどうやってそれを目

指すことができるかという観点から、この教材をぜひ検討してほしいなと思っておりま

す。

　　それから、各種検定は、これもあくまで個々人の判断ですので、多分、人数等につい

ても検討した結果、予算組んでいると思うんですが、漢字にしろ英語にしろ、何にしろ

個々人の問題なので、検定を受ければいいというもんじゃないと思うんですよ。ですか
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ら、どれぐらいの人数を見込んでいるのか。あと、あくまでも何といいますか、意欲を

育てるための一つの教材といいますか、そういうふうに捉えてほしいなと思って質問さ

せてもらいます、どのように利用するのか、質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　佐藤主査。

○佐藤泰将生涯学習課主査　まず、共通教材の関係でございますが、先ほども若干触れま

したが、それぞれ自己管理能力を身につけていただくためにという取り組みでございま

すが、それぞれ発達段階に応じた取り組みを予定しておりまして、先ほどシールという

話も出ましたが、認定こども園ではシール帳、小学校低学年、中学年まではメモ帳、小

学校高学年ではスケジュール管理と生活の記録ということで、幼児から高校まで一貫し

た自己管理能力を身につけるための取り組みということになっておりますが、実際は学

校現場それぞれ運用を任せることにしておりまして、新年度やっていく中でいろいろ課

題も出てくるかと思いますが、その辺を検証しながら進めていく必要があるというふう

に考えております。

　　続いて、各種検定でございますが、検定については漢字検定、算数・数学検定、英語

検定、文章能力検定、それらを想定しております。委員おっしゃるとおり、個々の取り

組みの意思の尊重という話もございましたが、この学園構想検討委員会の部会の中で、

当初は全員にという話もあったんですが、やはり委員がおっしゃるとおり、個々の意思

というものを尊重すべきということで、最終的には全員ではなくて、あくまでも奨励と

いう形で進めることとしております。

　　ということで、人数については、小学１年から３年生は90 名で算出しておりますが、

全体の約７割を見込んでおります。小学４年生から６年生は84 名で算出しております

が、約６割を見込んでおります。中学１年から３年生は58 名で積算しておりますが、

約５割の受験ということで、それらの算出根拠をもって計上しております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　個人的な感想ですが、検定を受けるとか子供に受けさせよう

という気持ち、私自身はないもんですから、全員に受けさせようと最初の案があったと

いうのはちょっと私驚きですので、あくまでも個々人が学んで、漢字がわかるようにな

ったとか、例えば数学、英語、漢字といっても、ふだんの生活の中でなかなか評価の対

象になりませんし、漢字検定は本当に勉強し１級をとる、物すごい大変らしいですけれ

ども、それに意欲を持てる子もいれば、それはそれでいいんですが、そうでなくても別

に構わないと思うんですよ。

　　ですから、小学校は低学年７割と、高学年が６割ですか、中学校は５割と、それぞれ
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として目標を持つのはいいですので、子供たちが意欲的に持って受けるのはいいです。

あくまで意欲的に挑戦するか、しないかの問題ですので、これについて学園構想で決め

たことですので、私がごちゃごちゃ言うわけではありません。基本的にその辺の観点を

押さえながら取り組んで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

いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　佐藤主査。

○佐藤泰将生涯学習課主査　委員おっしゃるとおり、子供がやはり主体性を持って学ぶと

いうことが大事かと思いますので、その点を踏まえながら事業を推進してまいりたいと

思います。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　次に、184ページ、学童保育所経費について質問いたします。

　　子供の学童保育に対する経費につきましては、従来は、26 年度までは放課後子ども

プランで、27 年からは子ども・子育て支援交付金になったわけです。それを含めて、

教育委員会に全部含めて質問したいと思うんですが、子ども・子育て支援給付金から交

付金というふうに名目が変わりまして、13 事業の中にこの学童保育も入るんだろうと

思うんですが、その積算によって従来どおりの予算的な交付がされるのかと。学童保育

については若干ふえているのかわかりませんが、その辺の相対的な事業に対する交付金、

制度が変わりましたので、交付金が十分該当しているのかどうか、その辺についてわか

ればお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　石王課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　子ども・子育て支援交付金につきましては、補助基準

額の３分の１が国庫補助、３分の１が道補助、そしてあと残り３分の１が町のほうで負

担をすると、そういうような事業になっておりまして、ご指摘のとおり13 の事業があ

りますが、本町が申請をしているのは５つの事業となっております。

　　内容としては、保健福祉課が該当する事業が２つ、生涯学習課が１つ、そして子ども

課が２つの事業、合計５つということであります。子ども課分でいえば、一時預かり事

業と地域子育て支援拠点事業でありまして、いずれも子育て支援センターに係る人件費

の財源に充てているということになっております。

　　これまでの平成26 年度までの内容とどうなのかということでありますが、補助事業

の内容自体は大きく変更しているということではないと思います。国のほうで、子育て

関係を１つにまとめてこの支援交付金ということになったのかと思いますので、そうい

う部分でいえば、26 年度のちょっと具体的な比較ということになりますと、26 年の
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補助の採択要件であるとか、その中身が、詳細な資料がちょっと今手元にありませんの

で、答弁しかねることについてはご了解をいただきたいと思いますが。

　　ただ、先ほどもありましたように、国においてはいろんな少子化の急速な進行等々、

平成 24 年８月に子ども・子育て支援法、そして子ども・子育て３法が昨年制定されま

して、これに基づいて新たに子ども・子育て支援新制度が27 年度からスタートしたと

いうことでありますので、国としても避けて通れない大きな課題ということで、今後ま

た重要な政策の一つとして事業展開を考えていくのかなと思っておりますので、そうい

う部分では、今現在は大きな違いはまだ見えてきませんが、今後は大きな国からの支援

拡大については期待をしていきたいなと考えております。

　　私のほうからは以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　佐藤主査。

○佐藤泰将生涯学習課主査　今、石王課長のほうから話がありました13 事業のうちの一

つが学童保育所事業でございます。学童保育所は、細かい数字を今持っておりますので、

それについて私のほうから説明をいたします。

　　昨年度までの子ども放課後プランによる補助金でございますが、362万5,000円でし

た。今年度、子ども・子育ての交付金になりまして、359万円ということで、差額マイ

ナス３万5,000円という状況です。制度は変わりましたが、補助金としては大きく変わ

っていないのかなという認識しておりますが、この補助金については全てうちの学童保

育所運営事業に充当しているということで、説明を終わります。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　制度が変わりましても充当する財源そのものはほぼ横ばいと、

それに対して学童保育もそうですが、さまざまな保育所関係、いろんな関係、町が大幅

に持ち出ししながらやっているということだと思います。これは、もともと学童保育経

費もいろいろ積算あると思うんですが、それぞれあっても、なかなか実際には十分な予

算はされていないんじゃないかと私は把握しております。また、これは財政問題も絡み

ますので、財政担当のほうにも質問したいと思っています。

　　次に、192ページの学校給食の賄い材料費について質問したいと思います。

　　昨年12 月に賄い経費、当初予算では50 万組んだけれども、ちょっと消費税分だと

か物価上昇分を含めて予算に不足が生じまして、473万3,000円補正しておりますが、

今回の 28 年度の予算の中では物価調整費どれぐらい見ているのか、質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　岩間主幹。

○岩間敏広子ども課主幹　前年同額の 50 万円です。
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○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　そうしますと、今は28 年度の来年の１月ごろまで多分、物

価は高いと思うんですが、そうすると不足を生じると私は思うんですが、その辺はどう

なんでしょうか。不足を生じて、また補正するならそれでいいんですが、補正をすると

いうのは結構エネルギーが要りますので、最初から必要な経費は見るべきだと私は思う

んです。かといって、不足を生じたから給食費を上げることになりませんので、その辺

は多分、従来どおりいっても約400万ほどは不足するんではないかと。それも、壊れた

ら直すじゃないけれども、不足したから補正するじゃなく、最初から予算組んでもらっ

て、センターのほうできちんと賄い材料費を賄うと。多分、足りなかったら一般会計で

繰り入れをするというふうに方針を持つと思うんです。賄い費、給食費を上げることに

なりますか、その点について理事者のほうから答弁お願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　給食費については、消費税が８％に上がったときにもいろいろと議

論させていただいて、当面は給食費については据え置くということを決定してまいりま

した。

　　また、今まだわかりませんけれども、来年また消費税10 ％ということもいろいろと

出ておりますけれども、そういった段階で改めて各ご家庭のご負担についてどうするか

ということをまた協議をしようと、検討しようということで考えておりますけれども、

原則論で申し上げますと、賄い材料費については保護者負担という実は原則論がござい

ますけれども、現状は、今不足している部分は一般財源で賄っているというような状況

でありますから、その辺のところ、来年度のいわゆる消費税の動き等も見ながら、その

辺の保護者負担をどうしていくかということをある程度方向性を出していかなきゃなら

ないと。そのことをもって考えていかなきゃならないということでございますから、当

初予算で、今、委員のおっしゃるように、あらかじめ予算を組むべきだというようなご

意見も理解はできますけれども、状況を見ながら、必要な部分については補正予算で対

応していくということを前提に考えておりますので、その辺のいわゆる保護者負担の問

題等も絡めながら、ちょっと今後その動きを見ながら対応させてもらいたいというふう

に思っております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　原則論といいますと、例えば保育料も、原則論でいけば多分

お金を取るんだろうと思うんです。それから、いろんな点でも原則論でいけばそうなん
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です。だけれども、町の施策としてやるから、陸別も足寄も、たしか浦幌かな、何カ所

か給食費を無料にすると。足寄は高校生まで無料にすると、それは原則論を外して町の

政策としてやっているから、教育的な配慮といいますか、政策があるんだと思うんです。

　　例えば、無料までいかなくてもいいんですが、せめて消費税引き上げ分の３％分、

79 万8,000円は、これはもう来年後に下がるわけじゃありませんので、これは絶対か

かる経費として、多分50 プラス約80 万、130万は絶対に必要な経費だと私は思って

いますが、それも含めて、不足が生じたら補正をするのかと。多分、原則論でいったら

なかなかそこで結論出ませんので、その点について確認をしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　先ほど申し上げたとおり、このままいけば、当初予算からの部分で

考えれば足りなくなってくるというふうに予測されますけれども、いずれにいたしまし

ても、保護者負担の関係との絡みはどうしても出てまいりますので、その辺の、今、委

員のほうからは、ほかの町村のお話もございましたけれども、今現時点で上士幌町の政

策的な判断としてどうするかということはまだ決定されていないという状況であります

から、そのことを含めて検討させていただきながら、状況を見て、必要な時期に補正予

算ということも考えさせていただきたいということでございます。

○委員長（渡部信一委員長）　中島委員。

○６番（中島卓蔵委員）　178ページの十勝圏イオル再生事業についてですが、現在まで

の進捗状況についてお尋ねしたいのと、この事業が具現化するために、何年をめどにし

て事業されていくのか、その点を聞きたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　須田課長。

○須田　修教育委員会生涯学習課長　十勝圏イオル再生事業の進捗状況等につきましてで

すけれども、平成27 年度につきましては、国のアイヌ文化振興研究推進機構のほうか

ら帯広市にこの事業は委託されて、それが採択という形で、上士幌町と、もう一つはＮ

ＰＯのトカプチアイヌ協会というところに採択されてきております。

　　ソフト事業については、主にＮＰＯトカプチアイヌ協会、それから今回27 年度につ

いては、上音更の音更川隣接地の町有地を中心に見本園的整備の基盤整備事業がありま

したので、その点については上士幌町への採択ということで、上士幌町がその事業を担

って実施してきております。

　　事業については、予定どおりイオル見本園的空間整備基盤整備事業、それからそこに

自然素材の移植を一部しておりまして、空間整備事業自体は393万6,000円、それから

自然素材の移植については105万3,000円ということで事業を終了しております。
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　　来年度以降、28 年度以降ということですけれども、今のハード事業、基盤整備事業

のほうはここで一旦というか、基盤整備は終了しておりますので、ソフト事業の部分が

残ったところで、例えばアイヌ文化の振興に係る、例えばそこの今整備されたところを

使った体験学習ですとか、それから今基盤整備したところの草刈りですとか、そういう

ような維持管理事業ですね、そういった部分、あるいはいろんなアイヌ文化の資料を集

めたりとか、そういうような部分を引き続き国から帯広市、帯広市からＮＰＯトカプチ

アイヌ協会のほうに採択されて事業を実施するという運びになっておりまして、事業年

度は特に区切ってはおりませんけれども、適宜見直しを図りながら、国と帯広市が協議

しながら進めていくという形になると思います。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　暫時休憩いたします。

（午後　３時５０分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、会議を再開いたします。

（午後　３時５１分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　次に、公債費及び予備費は、事項別明細書194ページから

195ページまで。

　　よろしいでしょうか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、給与費明細書は、事項別明細書197ページから204

ページまでを一括して行います。

　　ありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、債務負担行為調書は、事項別明細書205ページから

207ページまでを一括して行います。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、地方債の現在高調書は、事項別明細書208ページに

ついて、質疑がありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、事項別明細書の歳入は11 ページから34 ページま
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で、質疑がありますか。

　　よろしいでしょうか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、事項別明細書の総括表は９ページから10 ページま

で、質疑がありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、一般会計予算書の１ページから８ページまで、質疑

ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、議案第25 号平成 28 年度上士幌町国民健康保険特

別会計予算は、209ページから245ページを一括して質疑を行います。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　国民健康保険でよろしいですね。

○委員長（渡部信一委員長）　はい。

○１０番（山本和子委員）　平成28 年度に新たな保険税の軽減策があるのではないかと

思うんですけれども、それについて説明あればお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志保健福祉課主査　国民健康保険税の関係ですが、国民健康保険施行令が一部改

正されまして、平成28 年度から国民健康保険税における軽減等について政令が改正さ

れております。

　　具体的には、軽減の部分につきましては低所得世帯への軽減措置でありまして、５割

と２割の軽減の区分の所得の判定基準が引き上げられます。これに伴い、軽減対象世帯

の範囲が多くなる内容でございます。

　　平成28 年度における町の国保税の軽減等についても、今後、国の政令内容と同様に

改正することで検討しております。改正を行う場合につきましては、国保税条例の改正

となりますので、議会のほうに改めてお諮りする予定であります。

　　以上であります。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　軽減についてはあるということが情報としてはありますので、

確認させてもらいました。

　　その次に、ちょっと大きい課題になるんですが、平成30 年度から国民健康保険都道

府県化が始まるという情報、これは決定しているかと思うんですが、それに対する医療
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費の納付とか支払いどうなるのかと。それから、保険料を自治体が決定すると、私の資

料ではなっているんですが、その辺の仕組みについてお願いしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志保健福祉課主査　国民健康保険の広域化のお話でございますが、平成30 年度

より国民健康保険の運営者が都道府県になるということで、法の改正により決定はして

おります。市町村については、窓口的役割は変わらず、財政運営の大きな部分が都道府

県へ移管されます。

　　広域化の仕組みについては、現在、国の国保基盤強化協議会や北海道の広域化等支援

検討会議等で議論されている最中でございまして、検討中であるということで決定事項

じゃなくて、考え方ということで、医療費と国保税の仕組みについてちょっと簡単に説

明させていただきます。

　　医療費の関係につきましては、病院でかかった医療費につきましては病院から国保連

に請求され、国保連で審査を行った後、国保連から市町村に請求が来ます。市町村は、

国保連に対して医療費を支払います。国保連は、病院のほうにその請求されたやつを支

払いします。これは支払いのほうの医療費の流れになります。

　　現在、国保会計においては、税収や国の交付金などで医療費を負担しているところで

あります。平成30 年度からは、必要な医療費の財源については都道府県から交付され

るということで現在考えております。ただ、この仕組みについては現在検討中であり、

この流れが簡素化できないかということも検討されていますので、今後、変更する可能

性があるということでご理解をお願いしたいと思います。

　　あともう１点、国保税の仕組みにつきましては、都道府県から市町村の医療費の水準

ですとか、あと所得ですとか年齢構成などをもとに、市町村へ標準的な保険税率を示し

ます。それと同時に、市町村が都道府県へ納めるべき納付金額も決定します。市町村は、

都道府県から示された標準的な税率をもとに、都道府県の納付金や、あと今、徴収率と

かがありますけれども、それを勘案して、市町村で保険税率を決定し、賦課を行います。

国保税の収入から都道府県への納付金を支払うような仕組みになっていきます。

　　国保税の中で独自で軽減など行えるかどうかという部分につきましては、まだちょっ

と詳細が決まっていない段階であります。ですので、まだ独自軽減などはちょっと不透

明な状況であることをご理解いただきたいと思います。

　　広域化の内容については、ある程度また明らかになった段階で、議会の委員会などで

ちょっとご説明したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

　　以上であります。

－98－



○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　昨年ですか、決まったことを覆すわけになりませんので、そ

れはそれとして、町独自ができることは何なのかと。それから、保険料は自治体が決定

すると、道から示されたいろいろあると思うんです。それに対して決めていくと。これ

はここで議論しても一般質問みたいになっちゃうので、いずれ委員会のほうにぜひ詳し

く説明をお願いしたいと思っておりますので、決まった段階でどうのこうの─固ま

ってからしゃなくて、28 年、 29 年、 30 年ですので、最低でもことし、来年中には

いろんなことをお示ししてもらいながら、町ができることは何なのかということを検討

していかないと、道が決めたこと、国が決めたことをそのまま押しつけるんじゃなくて、

町独自でできることがあれば、やっぱり健康の問題、予防の問題、保険料の軽減の問題

含めて、ぜひ考えてほしいなと思って質問させてもらいました。答弁あればお願いいた

します。

○委員長（渡部信一委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志保健福祉課主査　今、まだ検討段階の部分でもございますけれども、近くの委

員会、もし６月でも説明のほうをちょっと検討したいと思います。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　４時００分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午後　４時１０分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　234ページ、特定健康診査について質問いたします。

　　 27 年度の受診見込みと、それから28 年度は目標は既に設定はされていますが、そ

れにかなり近づけなきゃいけないと思います。その辺についての取り組みについて質問

いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志保健福祉課主査　特定健診の実施率につきましては、平成27 年度の部分につ

きましては法定報告が10 月でございますので、まだあと国保に１年間加入されている

方の対象者数、受診者数についても確定しておりませんので、正確な達成率はお答えで
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きませんけれども、見込みとして、近年実績に近い40 ％台の数値になると予想されま

す。

　　参考に、平成26 年度の実施率は44.4 ％であり、前年度より1.3％増加しておりま

す。

　　また、目標につきましては、第２期の特定健診実施計画に定められていますように、

平成 28 年度の受診率については 56 ％を目標としております。

　　以上であります。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　なかなか56 に近づけるのは物すごい大変なんですが、26

年から比べて 24 年がちょっと４％ほど減っていますよね、その要因は何なのかと。

○委員長（渡部信一委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志保健福祉課主査　 26 年度と比べて 27 年度が減っているという話ですか。

○１０番（山本和子委員）　さっき 26 年は 44.4 と言ったと思うんです。そしたら、

27 年は 40 だから減っていませんかということです。

○鳥本和志保健福祉課主査　実施率、今40 ％台と言っていますので、ちょっと40 ％と

は決まっていないので、近年実績に近い数値ということでご理解をいただきたいと思い

ます。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　わかりました。40 ％台は 49 もありますので、多分ふえて

いるんだろうと想定いたします。

　　なかなか受診するのは、物すごくやっぱり勧奨しながら進めるというのは大変だと思

うんですが、28 年度に向けた取り組みが、さらなる取り組みがあれば、56 に近づけ

なくて、最終年度29 年度は60 に近づけなきゃいけないという課題があるんですが、

その点について取り組みがあれば質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志保健福祉課主査　未受診者対策の取り組みでございますが、平成28 年度予算

で計上しております未受診者対策事業ということで、今までの特定健診の実施の結果か

ら、 40 歳代、50 歳代が受診率が若干ほかの年代より低いということで、その受診者

に対して未受診者勧奨を、今までも行っておりますが、さらに重点的に行っていきたい

と。

　　あと、その年代が受診しない理由についても、ちょっとアンケート調査を行い、何が
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原因なのかというのを分析した上で、今後の未受診者対策につなげていきたいというこ

とで考えております。

　　以上であります。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかにありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　以上で、議案第25 号平成28 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。

　　次に、議案第26 号平成 28 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算は、247ペー

ジから263ページを一括して質疑を行います。

　　質疑ありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　質疑がないようですので、以上で議案第26 号平成 28 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 28 年度上士幌町介護保険特別会計予算は、265ページから

293ページを一括して質疑を行います。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　281ページの介護予防生活支援サービス事業について質問い

たします。

　　これは、総合事業も含める事業だと思うんですが、この予算についてなんですが、こ

の一般財源というのは介護保険の一般財源だと思うんですが、この中に対する町の一般

財源繰り入れですか、それも入っての予算なのかどうか、まず確認したいと思うのと。

　　それから、これは従来介護保険では、27 年までは介護保険の３％だと思うんです。

今回は６か何ぼにふえた中での予算配分なのか、まず質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　市川主査。

○市川貴邦保健福祉課主査　山本委員のご質問にお答えをいたします。

　　予算の関係でございますが、総合事業のまず財源構成からご説明をしたいと思います。

　　財源構成につきましては、介護給付費と同じ財源構成でありまして、国の交付金が

25 ％、道の交付金が12.5 ％、町からの一般会計からの繰入金としまして12.5 ％、

そのほかの50 ％が介護保険料となっております。一般財源につきましては、そのほと

んどが介護保険料の部分を占めているという部分でございます。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　その仕組みはわかるんですが、要するに総合事業に対するこ
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この介護予防事業、総合事業に対して介護保険から要支援１、２が外されていますが、

外したものが町の事業に来ると。その事業費が介護保険の中での多分６だと思うので、

そういうふうに見ていいのかどうか。私もなかなか予算がわからなくて、町がもっとも

っと入れたら、もっとサービスできるんじゃないかと思ったんですが、そういう仕組み

について、この予算の範囲の中で、従来どおり要支援１、２が、多分介護保険のパーセ

ントが上がったにしろ、やらなきゃいけないという制約があるのかどうか質問したいと

思っているんですが。質問の中身、わかりますでしょうか。

○委員長（渡部信一委員長）　市川主査。

○市川貴邦保健福祉課主査　総合事業の関係でありますが、３％の枠というのは今外れて

おりまして、予算につきましては、前年度の実績に75 歳以上の直近３カ年の平均伸び

率を掛けて事業の上限額を算定するというような形に、総合事業の場合は変更をされて

おります。

　　今回、総合事業の予算としては1,000万円程度計上しているところでありますが、上

限額につきましては今、1,300万円程度を予定をしておりますので、十分予算の上限額

は足りているものと考えております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　予算の関係はようやく、私もなかなか理解できなくて、３％

がちょっと６ぐらいにふえるのかと思ったら、そうじゃなくて、計算方法があるという

点はわかりました。

　　それで、その中で要支援１、２の方のサービスが十分─委員会でも確認したんで

すが、従来どおりのサービスができるというふうに再度確認したいと思います。

　　それともう１点は、続いて質問しますが、平成27 年度からボランティアのポイント

還元制度を取り組んでいるんですが、それについて、どれぐらいの会員さんといいます

か、どれぐらいの成果があったのか。それから、28 年度の取り組みについて質問いた

します。

○委員長（渡部信一委員長）　市川主査。

○市川貴邦保健福祉課主査　まず、総合事業の関係で、要支援１、２の方のサービスが移

行するということの部分におきまして、そのままサービスを継続して受けることができ

るのかというご質問だと思いますけれども、これにつきましては、総合事業へ移行して

も同じサービスが受けられるということでございます。

　　以上です。
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○委員長（渡部信一委員長）　塩澤主査。

○塩澤尚弘保健福祉課主査　ボランティアポイントについては、私のほうからお答えした

いと思います。

　　ボランティアポイント事業につきましては、27 年度、年度途中に開始する予定であ

りました。新しい事業ということでしたので、準備と協議が必要であろうということで、

27 年度につきましては介護支援サポーター養成講座、５回シリーズなんですけれども、

この講座の開催ですね、そのボランティアの養成というところにとどまりました。

　　この事業は、高齢者のボランティア活動により、地域貢献と高齢者自身の介護予防を

図るものとして期待できるということですので、28 年度の実施に向けては、先月から

関係者間で協議を開始しまして、ポイントの対象となる活動の分類ですとか、個人で気

軽に始められる仕組みについて検討を始めたところであります。

　　今後も協議を重ねながら、ボランティアの研修ですとか講座のあり方、ボランティア

活動のメニュー化などを、社会福祉協議会、介護サービス事業所との協働が必要となっ

ておりますので、実施に向けてのスケジュールですとか仕組みを協議していきたいと考

えております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　なかなか意識を持っても、町民相手のことですので、進まな

いこともあるかと思いますが、ボランティア講座については結構いろんな方が受けて、

評判がいいなと私は思っていますので、それが結果的に、いわゆるボランティアポイン

ト還元制度に移行できたらいいのかなと。無償ボランティアというのはなかなか難しい

と思うんですよ。池田町の講座の先生の話、佐藤さんから話を聞いて、ああなるほどな

と。いろんなときに還元する、自分はボランティアなんだけれども、ちょっとメリット

があるということをどんどん広めていくと、お互いにやっぱりサービスしてもらい、自

分もポイントがあるというのはすごくいいなと思って、私も聞かせてもらいました。

　　次のステップとして、28 年度はぜひボランティア養成講座も含めて、いろいろ進む

とい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たします。

○委員長（渡部信一委員長）　よろしいですか。

　　ほかに。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ないようですので、以上で議案第27 号平成 28 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。
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　　次に、議案第28 号平成 28 年度上士幌町水道事業特別会計予算は、295ページから

312ページを一括して質疑を行います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ないようですので、以上で議案第28 号平成 28 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 28 年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算は、313ペー

ジから336ページを一括して質疑を行います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ないようですので、以上で議案第29 号平成 28 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（渡部信一委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本日の会議はこれにて終了いたします。

　　次回の委員会は、３月７日月曜日午前９時でありますので、ご承知願います。

　　本日はこれにて終了いたします。

（午後　４時２５分）
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（午前　９時００分）

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、ただいまより第２回予算審査特別委員会を開会

いたします。

　　初めに、本日の本委員会の傍聴の取り扱いについてご協議いたします。

　　お諮りいたします。

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

許可することといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ご異議なしと認めます。

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

　　各会計の予算に対する質疑が終了いたしましたので、これより町理事者に対する総括

質疑を行います。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　予算全体にかかわる総括質疑をしたいと思うんですが、初め

に財政問題にかかわる全体的な問題を企画財政のほうに質問して、その後、町長に、そ

のことも含めて総括質疑したいと思います。よろしいでしょうか。

　　それでは、財政問題にかかわって２点質問をしたいと思うんですが、28 年度当初予

算におきましては、前年に比べて若干予算的には少なく組んでいるんですが、28 年度

から、私が知り得た情報の中では、地方交付税の基準財政需要額の見直しを行って、ト

ップランナー方式による、いわゆる通常成果主義らしいんですが、そんなふうに予算の

組み方をかえるのではないかという方針があるんですが、28 年度の地方交付税が決ま

るのは正式には７月以降だと思うんですよ。そのときじゃなきゃ正確にはわからないか

と思うんですが、予算を組む上ではそのことを見通して組んでいると思うんですが、そ

のことについて、どのようにこの制度の仕組みと、これからの交付税の決め方が変わっ

ていくのかという問題について、まず１点質問したいのと。

　　２点目は、保育料の関係の交付税への算入の問題なんですが、従来は措置費で国庫負

担金、その次は補助金というふうにはっきり名目がわかっていたんですけれども、交付

税の中に入ってからなかなか見えないと。今度、給付制になった場合にも、従来どおり

交付税に算定されたという、27 年から実際始まっていますので、保育料の給付の国か

ら来るお金については交付税の中に算定されているのかと。それから、幼稚園が設置さ

れたことにより、幼稚園は別枠で交付税の算定基準に入っていると思うんですが、その

点について確認したいと思います。
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○委員長（渡部信一委員長）　新井主査。

○新井英次郎企画財政課主査　私のほうから、委員の質問にお答えしたいと思います。

　　まず、トップランナー方式につきましては、国のほう、歳出効率化に向けた業務改革

で、他団体のモデルとなるようなものを交付税の基準財政需要額の単位費用に段階的に

反映することとしておりまして、事実上の基準財政需要額の引き下げとなっております。

　　まず、初年度の28 年度につきましては、学校用務事務や公共施設の運用等の16 の

業務につきまして対象とする見込みであります。国のほうは、ただ、地方団体への影響

を考慮しまして複数年、おおよそ３年から５年で段階的に反映することになっておりま

すので、28 年度の本町への影響額はちょっと算定できませんけれども、町独自の増減

要素、例えば国勢調査による人口減少や小学校の統廃合の影響及び財源調整分を考慮し

まして、対前年度当初予算の１％の減、それから前年交付実績の８％減の25 億3,091

万円を計上しております。

　　また、トップランナーに対する町の対応ということなんですけれども、交付税の算定

基準が施設の民間委託された場合の経費単価に変更なりますので、町が民間委託を今後

進めても、それによって交付税がふえるというものではありません。本町の施設等の運

営方針を、単に交付税の算定に合わすのはどうなのかなと思います。

　　また、本町は、国の示すこの16 の業務のうち、既に10 の業務につきましては民間

委託等を進めておりまして、実施済みとなっていることをご報告させていただきたいと

思います。

　　次に、２点目にご質問のありました子ども・子育て支援新制度につきましては、28

年度は前年度比較で 16 ％増の3,074億円が交付税措置されることとなっております。

　　また、本町の交付税の影響ですけれども、27 年度につきましては、子ども・子育て

新制度分として8,944万円、うち社会保障の充実分は930万円となっております。また、

本町の27 年度の交付税における基準需要額の算定におきまして、純粋に認定こども園

開設前との比較でいいますと、交付税の算定上の基準財政需要額への影響額は1,300万

円程度の増枠となっております。

　　以上です。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　このトップランナー方式が導入されても、交付税の増減には

影響ないのではないかという答弁があったんですが、いろいろ知るところによりますと、

いろいろ民間委託をどんどん進めていくと、措置費としてはふやしながら、 終的には

交付税を減らす方向でいくのかなという、ちょっと心配もしておりますが、学校統廃合
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は既に終わりつつありますし、いろんなことについては、例えば今後の懸念として、こ

れをしたら交付税がふえるではなくて、あくまでも町民へのサービスの量とか質を必ず

守っていくと。学校の、ここで挙げているまだまだあるんですが、例えば図書館だとか

博物館だとか、いろんな業務ありますけれども、直接子供たちや町民にかかわる事業に

ついては、民間委託とかじゃなくて、やっぱりきちんと質・量を保つようにするべきだ

という意味で、このことを質問させてもらいました。これは、担当課の答弁ではちょっ

と難しいと思うんですが。

　　それと、保育料の関係では、先ほど交付税の算定については従来どおり、プラス

1,300万円、多分幼稚園部分なのかなと若干思っているんですが、その部分が交付税の

中でふえたという確認をさせてもらって、あと次、町長に質問したいと思います。

　　交付税につきまして、先ほど言いましたように、国のほうはいろいろ基準財政需要額

の単価等をいじりながらというか、変えながら、何か交付税を減らす方向でいくんじゃ

ないかと。それはそれとして、決まったことに対しては、町は来るお金はどうのこうの

言えませんので、町の政策として、先ほど言いましたように、あくまで質や量をきちん

と守りながら、うちの町は保育所もそうですし、保育所を結構民間委託しているところ

もありますが、うちの町は町立として職員を正職員にし、保育料の軽減もしたり、減免

したりしながら、質と量をしっかり守っているというふうに私は判断します。これから

の財政運営についても、そのようにすることを要望しながら質問したいと思います。

　　それから、２点目なんですが、先ほど言いましたように、若干保育所の関係につきま

しては、国から来る給付金と、それからいろんな交付税の算定を見ながら、多分、保育

料を決めることが基本だと思うんですが、今回、保育料を無料化したということに大変

評価するんですが、それも含めて、夢基金を活用したことによって、交付税で本来見な

きゃいけないいろんなものが、かなり全体の枠でいえば保育にかかわる問題、いろんな

問題について余裕といいますか、余裕ができる財源があるのではないかと。

　　 28 年度の予算を見ますと、財政調整基金を２億1,697万円崩しているんですが、こ

のお金がどこにどう使われたかというのは、全体見なきゃいけませんのでわからないん

ですが、そんなふうに、町民全体にかかわる暮らし・福祉を向上する予算にどのように

反映されているのかと。従来、27 年、 26 年もそうなんですが、余裕のできた財源は

基金に積んでいるんですが、当初予算ではなかなか基金を崩すことなく、1,000万とか

それぐらいで、なかなか財政調整基金を崩すことなく財政運営してきたわけです。今回

は２億円も崩しているんですが、全体的な福祉・暮らし向上に向けた予算がなかなか新

しいものがなくて、その辺、どんなふうに検討されたのかと質問いたします。
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○委員長（渡部信一委員長）　町長。

○竹中　貢町長　まず、今年度の一般会計全体は、一般会計でいいますと、前年対比17

億円の増になっているんですね。加えて、今回新年度から、指定管理のナイタイ高原牧

場、あそこが利用料金制度に変わったということで、それで５億円ほど歳入歳出が減額

になっているということでありますから、実質でいうと、23 億円の増加になっている

ということであります。

　　その中の、いわゆるふるさと納税の子育てに充てる基金というのは、新年度２億にな

っておりますけれども、この２億が新しい事業に、皆さん方、場合によっては誤解もあ

るだろうと思いますけれども、全てそれを子育てのほうに行っているんでないだろうか

というそんな話で、ほかのほうがさっぱりサービスが見えない、今もそのような話でな

いだろうかと、そんなふうに思います。

　　その中身についても、本来、どうしてもやらなければならないという事業がいっぱい

あるわけです。例えば、パソコンも、ふるさと納税で、これはマスコミ関係で取り上げ

ていますけれども、それがふるさと納税であろうがなかろうが、基本的に行政として教

育の環境整備にやらなければならないことなわけですね。これで数千万だとかかかって

いる。だから、こういったことに充てられている意味には、今まで一般財源で投入して

いたものを、子育て基金のほうで使わせていただいているということであります。

　　これも、いわゆる寄附金のふえた分をどうお返しをするかということでの、それは２

年前、まだ２年しかたっておりませんけれども、この基金の性格上、全国からいただい

た寄附金である以上に、全国の方々にお返しできるような、そういった使い道をまずメ

ッセージとして発信したいということで、これは皆さん方の総意をもって、少子化の問

題もある今日的な課題でありますから、そういった意味で、安心して子育てができる、

あるいは教育を受けることができると。その結果として、雇用の確保だとか、さまざま

なところに波及していくというのが当初からの狙いであって、進めてきたということで

あります。

　　今回も新しいことに、従来であればなかなかできなかった、いわゆる保育料の無料化

の問題、完全無料化の問題でありますけれども、そういったことに使わせていただいて

おりますけれども、これはふるさと納税による、非常に私どもとしてはプラス用途とし

て、通常であればできないことに使わせていただいておりますが、一方で、今回の20

数億円という予算増ということは、これは一般財源、ほかのほうからのお金を使わせて

いただいているお金であります。まさに、それは住民サービスのほうに使われていると

いうことになっていくだろうというふうに思いますけれども、今回特に大きなのは、生
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涯学習センターの12 億からの大きな歳出が伴ってくるということになります。これは

通常であれば、このことによって多分、一般財源の非常に財政的な圧迫につながってい

って、いろんなサービスのところを優先的にこれを確保するとすれば、我慢してもらわ

なければならないということがたくさん出てくると、そんなふうに思っておりますけれ

ども、それらも含めて、一般財源のことも含めて、子供のところに使えるものは子供の

ほうに振り分けをしていっているというところであります。

　　一方、指定寄附金のところがあります。指定寄附金は指定寄附金として、それぞれ産

業や、あるいは観光、それから介護医療を含めて使わせていただいておりますけれども、

それに加えて、必要な施策については一般財源を投入させていただいているということ

であります。

　　先般の委員会のところでも説明させていただいておりますけれども、子育ての関係で

いうと２億2,000万ほどそちらのほうに使わせていただいておりますが、一般の寄附金

や指定寄附金については、7,000万円ほどの寄附金がございます。それを原資にしなが

ら、一般財源のほうを使わせていただいて、住民サービスの向上につなげていっている

というふうに考えております。

　　そちらのほうで見ますと、7,000万円の指定寄附でありますけれども、それに従来か

らのやっていることも含めてではありますけれども、新規事業ということではありませ

んけれども、一般財源のほうと合わせると、あるいは特定財源を含めると、それらにか

かわる事業というのは８億を超えている事業ということになっております。特に、そう

いった意味では今回、大型事業が出てくるということになると、かなり各課、ほかのほ

うに、ソフト事業のときには圧縮しなきゃならんという状況でありますけれども、それ

らについてもできるだけサービスの向上に努めるということで、今回、総合戦略で掲げ

ております地域産業、あるいは包括ケア、安心・安全、そしてまた、ここで雇用等の受

け入れの環境だとか、あるいは小さな拠点づくり、新たな再編整備の関係だとか、その

ようなところにいろいろと財源を投資させていただいているということであります。

　　今回の財源については、かなり思い切って投資をさせていただいております。今回、

78 億円になっておりますけれども、新聞報道にもありますように、この事業費につい

ては平成元年（2001 年）以来の事業費になりますし、５億円のナイタイ牧場の使用料

のことを考えますと、80 億円を超えるということになると、20 年くらい前にさかの

ぼるような事業費であります。こういった事業を、これはハード、ソフトを含めて使っ

ているということに対しては、大丈夫なのかと。むしろ、そういった意味での心配も先

般のマスコミ報道にありましたけれども、来年度以降、役場庁舎等々、あるいは公営住

－110－



宅の整備だということになりますと、しっかりとした健全財政のことも考えていかなけ

ればならないというような指摘もされていることであります。

　　そのように今、ふるさと納税のところだけが目立っていてあるから、ほかのほうにと

いう話もありますけれども、それらのことも含めて、住民サービスのところについては

かなり今回、特に総合戦略の人口減少問題にどう立ち向かうかという近々の喫緊の課題

もございますので、取り組んでおりますけれども、むしろこれからの財政の健全の運営

を、これらについても考えていかざるを得ないだろうと、そのような状況にありますの

で、ひとつご理解を賜りたいと、そのように思います。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　今年度の予算につきましては、学習センター改築もあります

ので大型事業、それから新たな事業展開に向けた財源がかなり出ているんだと思います。

それで、私は、夢基金を活用しながら、子育て事業をしてアピールするのも、すごくそ

れとして大事な問題ですので、それはそれとして、その分の町民への浸透といいますか、

私も、いろいろいつもこういうほかの基金についても、夢基金はこうで、ほかのほうは

こうだというふうに町民にお知らせをずっとしてきました。

　　そういうふうに、バランスのいい夢基金を活用しながら、町民の大型公共事業もし、

あれもこれも大変なんですが、やっぱりバランスのいい使い方をしないといけないのか

なという点で、先ほど言いました、ちょっと具体的に見えないものですから、暮らしと

福祉を守る課題としての事業を、金額的にはそんなに億単位じゃなくてもやるべきでは

ないかと。それは町民の感覚として、夢基金を使いながら、結果的にはいろいろな福祉

サービスに回っているんだという、それは子供だけじゃなくて納税金は使われているん

だと、全体的な町民の理解といいますか、それが必要なのかなと思って質問させてもら

いました。

　　 10 年間の担保はできたと。私、28 年はまたふえますので、それはまた別な形で検

討になると思うんですが、それを含めて、町民の理解を得ながら、この夢基金や納税金、

それからいろんなサービスについて検討してほしいなと思って質問させてもらいました。

　　次に、平和の問題で、いつもこれ質問しているんですが、特に 近の進み方は余りに

も進み過ぎちゃって、なかなか運動は一生懸命いろんな方がしているんですが、安倍政

権がどんどん突っ走っているという感じを受けております。

　　私も、身近な方で南スーダンに自衛隊で６カ月間派遣されて、また派遣されるんでは

ないかという心配している方もいるんですが、９条を変えて、自衛隊がそこに行って、

駆けつけ装備ですか、しながら、実際に命にかかわることまで起こるんじゃないかとい
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う想定がされておりますが、その点について、自衛隊の交付金補助金、それから委託業

務として自衛隊募集委託を行っていますが、その点についてどのように考えているのか、

質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　町長。

○竹中　貢町長　この件については毎回質問があって、同じようなやりとりをさせていた

だいております。いずれにしても、自衛隊や国を自立するということについては、領土

をしっかり守るというのは、国としての基本的な も大事な要素の一つであります。そ

ういった意味で、自国を守るためのそういう体制整備というのは必要であるということ

でありますし、自衛隊の募集についても、これは私ども法定の義務として、それはしっ

かりとしてそれなりに対応していきたいということであります。

○委員長（渡部信一委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　ここで国の問題を議論することにはなりませんので、ぜひ地

元にいる自衛隊協力官の方含めて、自分の身内、それから実際に息子が、親戚が、身内

が自衛隊員でかなり心配している方がいますので、ここで憲法９条を変えるのがいいと

か悪いとか、そういう議論じゃなくて、そういうことも含めた配慮の仕方をお願いした

いと思っています。答弁があればお願いいたします。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　それでは、町長に総括質問させていただきます。

　　平成 28 年度の一般会計については、賛成をいたします。

　　予算を組み替えることなく、町民の要望をかなえることができるのではないかと思い

ますので、その点について質問いたします。

　　ふるさと納税の使われ方、主に子育てばかりに偏っているように思われぎみですが、

そのような予算編成に今回なっております。行政の報道も、そのとおりです。高齢者に

も、巡回バス等に使われていますが、町民にはとてもわかりにくくなっております。

　　子育ての大事さは町民も納得していると思いますが、もっとわかりやすい町民説明が

大事ではないかと思います。高齢者は実感として、お得感が見えてきていないと思って

おります。

　　予算の中でもお聞きしましたが、70 歳以上の月８回の100円の入浴なんですけれど

も、これをもっと回数をふやすことで、ふるさと納税の恩恵を自分たちが受けているん

だという、一番わかりやすいことではないかと思います。これは、入浴料金というのは、

入れば100円ですから、収入が多くなると思います。

　　また、除雪に関しても、年多くても期間中３回ぐらいだと思いますが、除雪車の置い
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ていくかたい雪、これは年寄りにとってはもう本当に大変なことです。生活するために

も、ぜひこれはやっていただきたいと、何十年も前から町民要望がたくさんある中で、

これができていないということが、とても不満に思います。

　　それから、除雪の問題で、子供たちの住むまちに転出するという高齢者が多くなって

きているのも実態であります。人口増を期待しているこの町を、どうも逆行しているよ

うに思えてなりません。

　　その除雪に関しては、労働費で緊急雇用対策事業費370万円ほどありますが、これは

いつも明許をやっておりますが、明許だけでなくても、冬期間仕事のない人たちの収入

になるのでないかと思います。これも活用すべきだと思います。

　　私たち議員は、多くの町民の声を聞きながら活動しております。その声を届けており

ます。担当課も町長も、真剣に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。

○委員長（渡部信一委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まずは、ふるさと納税を子育てにしか使っていないということで、ほか

に恩恵をこうむっていない、見えていないというお話だろうと思いますけれども、これ

は全てのほうに還元されているというふうに思っております。別にお金に色がついてい

るわけでありません。ただ、見せ方として、そのように寄附金をですね、自分たちの何

といいますか、社会性あるいは公共性、そういったところに基本的にはメッセージとし

て発信していくという意味で、子育てをベースにしておりますけれども、本来やるべき

ことについては、全て網羅をさせていただいているつもりであります。ただ、見え方、

見せ方として足りないということであれば、そのことについてはしっかりやらなければ

ならないというふうに思います。

　　特に今回、地方創生、地方が元気になるために総合戦略をつくりました。これは何回

もお話しさせていただいておりますけれども、そのために、５カ年の期間であっても、

いかに人口減少をとめて地域経済を元気にさせるかという意味で、５つの基本目標をつ

くりました。その１つが、先ほども言いましたけれども、地域の産業をしっかりどう守

るのかということ。２つ目には子育て教育。３つ目には、お年寄りも子供も含めて、安

心・安全なまちづくりをどうするかと、地域包括ケアというのが軸になってくるだろう

というふうに思います。

　　それから、人口減少をとめるためには、自然増減、いわゆる生まれる人と亡くなる人

の、この関係で１つには決まってきますし、もう一つは社会的な増減であります。よそ

から人が来るのか、あるいはよそに出ていくのかということでありますけれども、この
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１月には、久しぶりに５人ほどふえました、全体でですね。それで２月、残念ながら

12 人ほど減っております。承知のとおり、２月になってから本当に亡くなる方が多く

て、非常に心が痛んでいるわけでありますけれども、２月３月と、多分自然増減でいく

とかなりの方が亡くなっていったと。これも、少子高齢化の社会でありますから、やむ

を得ないということであります。

　　そういったときに、いかにして人口をふやすかというと、出生率をどう高めるか、あ

るいはよそから人が動く、これが も難しいことでもありますし、なおかつ行政として

も、そこにはあらゆる施策を講じていかなきゃならんということで、今動いているのは

そうであります。

　　そのような中で、たまたまふるさと納税という本町に特別優位のある、そういう財源

があるということであります。これについては、どうしてもやっぱり何回も皆さん方に

お伝えし、あるいは理解を得たいのは、２年前であります。２年前のこの議会の中で、

ふるさと納税・子育て少子化夢基金というのをつくりました。少子化対策をするんだと

いうことであります。

　　少子化対策というのは、それには出生率の問題、あるいは自然増減の問題だとか、全

部その点にかかわってくることでありますけれども、中でも寄附金の性格上、それはこ

こで生まれた子供はここの町の財産でもありますけれども、これは全国の財産でもある

ということから、それはしっかりと全国に伝えることが、メッセージで発信することが、

やがてまた上士幌町を理解をしていただいて、上士幌町に人が来るだとか、あるいはこ

こで子供を産んでみたいな、このようになっていくだろうということであります。

　　これは極めて戦略性のある対応でありました。その後、国のほう、民間の創成会議の

ほうで、このままでの人口推移でいきますと、日本の人口は大変な状況になってしまう

というのが生まれてきて、その後に、国のほうも含めて、人口問題が も大きな課題だ

となってきたわけです。

　　ある意味では、皆さん方、行政、それから議員の皆さん方のお互いの理解のもとで、

あの夢基金をつくったということであります。これは全国で初めてのことでありますし、

自信を持って、まずはその人口問題にどう立ち向かうかということを、お互いにやっぱ

り確認をしていく必要があるだろうと、そんなふうに思っております。

　　そういった意味で、この子育て少子化対策の夢基金をつくったことに対しては、お互

いに僕は自信と誇りを持つべきだろうというふうに思います。だからといって、子供だ

けに使って、ほかのほうをなおざりにしているかと、こんなことはないということは、

先ほどの山本委員の中でもお話しさせていただいたとおりであります。そのことを通し
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て、ほかのほうにも随分つながっていっているということです。

　　例えば今回も、今いわゆる保育料を無料化にしました。そのことによって、新年度か

らゼロ歳児、１歳児の子供たちが随分ふえてくることになります。ふえてくるというこ

とは、今まで仕事していなかったお母さん方が、このことによって仕事に入っていくと

いうことになってきます。パートであるかもわかりません。しかし、それは今求められ

ている事業所にとっては非常に大きな、それぞれの事業所の従業員というか、力になっ

ていくものだと、そんなふうに考えております。このようにいろんなところに波及して

いくということ。

　　それから、指定寄附が7,000万ほどでありますけれども、それを原資にしながら、例

えば介護の関係での予防だとか、あるいは介護施設の頑張った分をどう応援するかだと

か、そういったことにいろんなところにつながっていっていることを、これは理解して

いただきたいということであります。

　　そのことについての見せ方としても、総合戦略をかなり概略化した、そういった見え

る形での、どんなふうにして今まちづくりされているのかということのそういうパネル

もありますから、そういったことも通しながら、住民に伝えていく必要があるだろうと

いうふうに思いますし、議員の方々にも、そういうひとつ役割をお願いしたいなと、そ

んなふうに思います。

　　２つ目のお風呂の話がありました。

　　お風呂をどう考えるかということだろうというふうに思っております。今、100円に

することによって、本当に収入がふえるという積算が背景にして根拠があるとすれば、

それは非常に考える余地があるだろうというふうに思っています。あの公共浴場、通常

であれば多分、公共浴場の 低限をまた下回っている状況にあるというふうに思ってお

ります。あれをどう捉えるかということです。あれを福祉の対象として全て捉えるのか、

それともいわゆる浴場として、一般であれば民営でやっているわけであります。公共の

ところで浴場をやっているということは、余り今なくなってきております。その背景に

は、個人のお風呂がかなり整備されてきたということがあります。今でも北団地のほう

についても、お風呂が今までは個人のものだということで、個人が必要であればつけて

くださいというふうになっていましたけれども、今は町が、もし退去をしたときには、

その後にお風呂はつけます。

　　ということは、今までは、お風呂そのものが個人で、早い時代でありますけれども、

そういう設備になっていなかったということですから、公共的にそういったサービスが

必要だったんだろうというふうに思いますが、今はほとんどのところが一軒家なり、あ

－115－



るいは公営住宅などでもそういうのを今整備をしているということがあります。もう一

つは、介護施設なんかというのも、今まではなかったのであります。本当に体の不自由

な人方は、今、介護として入浴サービスなんかも片方では出てきております。

　　そういったときに、温泉のお風呂をどう位置づけるかということであります。今まで

も、 70 歳以上100円というサービス、こういったサービスはほかのところで本当にし

ているところがあるんだろうかということであります。あそこのサービスをただにする

ことが本来望ましいのか、あるいは度外視採算でやるべきことなのか。

　　今、赤字になっております。赤字になっておりますけれども、かなり行政的に一般財

源を投入しているということでもありますから、それをどう考えるのかということも、

これは一緒に考えていく必要があるのではないだろうかなと。お風呂のほうも、バスで

行って８回であります。８回が足りなくて10 回があればいいのか、あるいはあそこは

無料でなるのが本来の姿なのか、それとも入浴サービスを受けるためには一定の料金が

必要だという前提になるのか、この辺のことについては十分議論をする必要があるだろ

うなと、そんなふうに考えております。

　　３点目の除雪の問題であります。

　　除雪の問題も、これまでもずうっとこれは議会の中でやりとりしてきたと思っており

ます。であれば、いわゆる三愛介護サービスの中で、体の不自由な人があれば、それじ

ゃあそこにサービスをしようという、そういう制度もつくりました。

　　いや、それだけでも十分でないよということだから、農家の人方だとか、あるいは機

械も使う方法はないだろうかというようなことも考えて、この間もそういった議論もあ

りましたけれども、それも一定の行政がやるとすれば、資格の問題だとか、安全の問題

だとか、いろんな問題があるということがわかっております。だからといって、その先

はないのかという問題がありますけれども、それも検討する余地があるということであ

ります。

　　もう一つは、であれば、除雪機を町内会のほうに配ろうと、ただで町でやろうと。い

ってみれば、自助の問題、自分でできなければ共助であります。地域の中でどういう役

割を果たしてお互いにやるのか、それもできない。であれば、公助ということで、行政

がそういった支援をするということであります。

　　今の、この間も答申ありましたけれども、どこで、どのように、本当にそういうもの

が必要だと、僕らも悩んでいるわけであります。本当に除雪が、どこまで行政としてサ

ービスをしなければならないのか、近隣の町村と比べてどうなんだろうか、帯広市と比

べてうちの除雪体制はどうなんだろうか。決定的に町民サービスが悪くて、生活に不自
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由するような状況なんだろうかと。うちの町の降雪量はどうなんだろうかと、１年間に

雪の降る除雪の回数は何回くらいあるんだろうかと。

　　それから、そのようなことも含めて、本当は皆様方からも知恵をいただきながら、

70 歳の人が本当に困っている。じゃあ、70 歳の人が困っていて、除雪できない人が

どのくらいいるのだろうか。こういったところの、いわゆる介護者にならなくても、要

支援でなくても、でも、できないという人が自分たちの中にどれだけいて、どこのとこ

ろはどんな人がいるのか、これはやっぱり町内会なり、いろんな人方のお力をかりて、

本当はこの人は今はサービスは受けていないけれども、どうしてもこの人は除雪のサー

ビスの対象にでもしないと、突然体にけがをしたりする。そのようなことがあるとすれ

ば、そういったことは体制としては組んでいかなければならないなというふうに思いま

す。

　　ただ、そのことを行政だけで、今までお互いに議員の皆さん方と議論し、町民からも

意見を聞いてやってきて、今、行政で考えろよというのはいいんですけれども、じゃあ

対象となる人がどのくらいいて、どこに、どういうサービスをしたらいいのか。これは

お互いにそういった解決の糸口を、ぜひまたご意見をいただきたいなというふうに思っ

ております。

　　それからもう一つ、先ほどの100円という話、お風呂の100円、これで収入が伸びる

ということが本当にあるのであれば、それは100円にしたほうが私はいいと思います。

いわゆる収支の問題として、いかに、今のところでも赤字が大きい、相当持ち出しがあ

ります。たまたまことしは、燃料費やそういった関係で赤字額は下がっておりますけれ

ども、そのようなことを考えて、もしそうだとすればそうだと。

　　それからもう一つは、あそこの今、お風呂の置かれている性格をどう位置づけるかと

いうことであります。徹底した福祉の対象として、あの風呂を位置づけるものなのか、

あるいは一般の自分のお風呂があって、なおかつあそこに行くとすれば、本来であれば

自分のところでお風呂に入っていただきたい。でも、それ以上にいいサービスが受けら

れるからあそこに行くとすれば、サービスの料金をそれなりにもらうということも、こ

れもあってもいいのではないのかな、こう思ったりもしています。

　　どれが今正しくて、これは絶対的にこうだと、私はそこまで背景はまだわからないと

ころがいっぱいありますというか、先ほどの提案もありましたから、そういうことを含

めて考える余地がありますけれども、この問題もこれまでもいろいろ議論されてきた問

題でありますから、ぜひまたこれからもいろいろ議論を深めて、あそこの料金がどうあ

ったらいいのかということも考えていく必要があると。少なくとも、８％料金を上げる
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ときには、通常上げるのでありますけれども、あそこのところも据え置いているという

現実問題もあります。

　　ちょっと長くなりましたが、説明をさせていただきたいと思いました。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　町長の言うとおりに、ふるさと納税で子育てするということに

ついては、町民も反対はしていないと思いますし、私も大賛成です。ただ、町民に対す

る説明、どういう使われ方しているのか、子供はわかりますよね。夢基金に積んだり、

認定が無料になったりということは、もう町民もわかっていますけれども、福祉に対し

てどのように、どのぐらい使われているのかということがわからない。そのために多分、

子供にばっかりお金をかけて、年寄りにはそのままなのかという、私たちも説明はしま

すけれども、そんなにそんなに全体を集めて説明はできませんから、これは行政がきち

んと説明するべきだと思います。説明はまだまだ不足していると思います。

　　そして、私が言う除雪に対しても、それからお風呂に対しても、たくさんのお金をか

けるということではなくて、本当に町民、高齢者に対しての気配り、心配りがないので

はないかと、常日ごろそう思っておりましたので今回質問させていただきましたが、お

風呂も無料にしろと言っているわけではありません。上士幌には公共浴場がないという

ことで、初めからあそこは収益を上げるような計画ではなかったと思います。赤字にな

るのを覚悟で始めたものだと思っております。それは、今回も私は無料にしろと言って

おりませんし、除雪の件についても緊急雇用対策の、そっちのほうの料金を半額使えば、

皆さんが喜んでいただけるのかなと、そういう提案でありますので、ぜひこれを実現し

ていただきたいなと思いますので、再度質問いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　住民が本当に困っていることについては、やっぱりそういうサービスす

るのは行政の仕事であります。行政が利益を得てやるというのは、極めてまれな話であ

って、利益あるものであれば多分民間がやっているんだろうというふうに思いますから、

そうでないだろうというふうに思います。

　　今、いわゆる除雪の問題で、緊急雇用のお金を半分、別にそれ必要あるかどうかとい

うのは、むしろ本当に的確にそこに、必要なところに必要なお金を投資するということ

は、それは別に、ある程度施策としてやってもいいだろうと。やっぱり、そこにやるた

めには、多分問題なのは、どういう人方が本当に困っていて、どこに、どういう手当て

を講じればいいのかというところがまだ見えていないというところが、やっぱりお風呂

にとっても、それは私どもの努力が足りないということはそのとおりだろうというふう
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に思いますけれども、これまでも、いわゆる65 歳以上、三愛計画の対象だとか、その

ようなことをやってきてというのがあるもんですから。なおかつ足りない、あるいはそ

ちらのほうのお金は、まだ一般の、いわゆる建設業の方々にもお願いしているというこ

とがあって、全体的に１時間、あるいは30 分、何がしかのお金が足りなくて回ってい

っていないのか。その辺あたりのことも、これはやっぱりまだ整理する必要があるだろ

うというふうに思います。

　　出てきた、新聞のですね。あれなんかについても、もっと具体的に、本当に今こうい

う状況なんだから、何とかしてほしい、あるいはこうすべきでないかということについ

ては、全然それは拒否する、全くそういう話でもありません。じゃあ、どういうところ

で本当に困っているのか。よく聞かれるのは、国道なり道道が、いわゆる除雪して、特

に固まってしまったときのその対応というのは、それは大変だな。これは健康な人でも

大変だと、そのように思います。

　　でも、いずれにしても、行政でできること、あるいは国ができること、道ができるこ

と、限界ありますので、その後のところをどうフォローするかというのはありますけれ

ども、そのところが、いわゆる本当に困っている人と僕らもできれば向き合って、どう

あればいいのかという議論は、これからもさせていただきたいな。きめ細かいそういっ

たところのお話を、担当課のほうが出向いていって、であれば、何人そういった人方が

この町にいるのか。そうすると、ピンポイントでやることができるわけですよね。本当

に必要なところに手当てを講じることができるということについては、これからもぜひ

そういう手法、方法ですね、あるいは困っている人はどんな人なのかということがやり

とりができれば、僕は政策は打てるだろうというふうに思っていますから、ぜひこれか

らも情報を何かいただければと、そんなふうに思います。

○委員長（渡部信一委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　 後になりますけれども、町民の意見を聞いて、町民の要望を

聞いて、こういう場でお聞きするわけですが、できない、できないという答弁が結構あ

りますので、できないのではなくて、できるような努力をしてほしいなと思って、今回

総括質問させていただきました。

○委員長（渡部信一委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　必要なことはやっていかなきゃならんですね。これは、初めにできない

というのは、やっぱりそれは私どもとしても、 もやってはならないことだと思います。

それは、行政としてやってはならないことだろうと。前提として、できないという前提

ではなく、やる努力をした上で、できないこともあるし、それから町民にお願いしなき
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ゃならんということは、それは当然あり得る話だろうと思います。その出発点のところ

が間違った発想であっては、ずっとこの町は寂しい町になっていくだろうというふうに

思いますので、重々これからもそういった懸念されることがあれば、ご指摘いただきた

いな、そう思います。

○委員長（渡部信一委員長）　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　２点ご質問させていただきます。

　　今、伊東委員、山本委員が質問された部分で、理事者から答弁いただいている部分と

関連している部分もありますので、端的にお答えいただければ結構だというふうに思っ

ています。

　　今、少子化、子育てというようなことでの、予算がそちらばっかりに使われているの

ではないかという、町民のそういう印象といいますか、それがあるというようなことで

お話しありましたけれども、私も予算はそのように執行されていないんですけれども、

そのような誤解なり、先進的な取り組みということでマスコミなんかで取り上げられる

もんですから、そういう印象が強くなっているのではないかということで危惧をしてい

ます。

　　そんなことで、今、町長の答弁の中にもありましたけれども、ただ、ホームページに

載せていますとか、広報でお知らせしていますということだけじゃなくて、やっぱり町

長なり、行政側がですね、我々もその役割はあるんですけれども、行政側がやはり出向

いて、直に町民の皆さん、あるいは団体の皆さんと対話をするというようなことも必要

ではないのかというようなことで、予算執行に向けて、そういう直接の町民対話という

ようなことについてどのようにお考えかということを１点お伺いします。

　　２点目は、先般も若干質問させていただいておりますけれども、既存の事業に加えて、

28 年度のこの予算の新たな事業等も執行する中で、職員の健康管理だとかが非常に大

切だというふうに思っております。そんな中で、職員がゆとりと余裕を持って仕事をす

るというようなことでの部分で、健康管理も含めての組織体制、人員体制というような

ことについて、どのようにお考えになっているかということをお伺いしたいと思います。

○委員長（渡部信一委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　対話は基本的に、それは町民と向き合うということは非常に大事だと思

います。少なくとも、5,000人の町ですから、ほとんど顔の見えるような行政だろうと、

基本的にはそんなふうに思っております。

　　これまでも、いろんな施策を組む上で、基本的には各種委員会を設置をする、あるい

は団体との意見交換、これらについてはかなり熟度の高い形での進め方をしているだろ
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うと、そんなふうに思っています。

　　直接何区と何区と、いつ、どんな話をするかという、そのようなことも含めての対話

の話だろうと思います。その対話の窓口というのは、全く閉じているわけでもありませ

んし、それからいつでも行政に来られるような、そういう関係が基本的になければだめ

だろうというふうに思いますから、行政が敷居が高いものであってはだめだ。このとき

このときにやるから集まってくれということだけでは、今、なかなか集まってもらえる

ような、そういう時代背景にないというふうに思っております。

　　教育委員会、あるいは行政を含めて、そういった機会はつくっておりますけれども、

ほとんど今まで少ないという前提のもとで、あえて職員が20 人もいて、そして町内会、

あるいは来るのが数名だったというような、こういったことでの反省の中で、有効な、

そのために使われる労力や、あるいは経費を含めて、もっと身近な形の中で、いつでも

受け入れるような形での相談体制というのは必要だという前提で、対話の日だとか、今

は対話の日とあえてするのも、いついつになったってなかなかそうならないから、いつ

でもいいですよと、そういうような形でやっていますし、それから相談のボックスだと

かやっています。

　　ただ、これでもってその説明が十分だということは、それはなかなか難しい話だろう

と思います。ただ、そういう心がけは、常に私どもとしては心を開いて向き合うという

のが必要だと、そんなふうに思います。ですから、全く、話しちょっとずれますけれど

も、今回のマイナンバー制度で、あのことによって行政がセキュリティーの関係で、そ

こにまた敷居をつくらなければならん、こういうことが今、安全・安心のために、そう

いうセキュリティーのために、そこで防御しなきゃならんという、そういう方針が出さ

れておりますから、これもまた対話をある意味では閉ざす、住民と一番向き合うところ

を閉ざして、話しするたびによそのところへ行って、椅子やテーブル、机があるところ

で話をする。こんなことではまずいなと、そんなふうに思っております。

　　だから、常日ごろ、私どもとしては、行政はオープンであるべきだというふうに考え

ておりますので、そこに常に対話のいわゆる窓口は広げてあっていくべきだし、これか

らもそういうオープンな姿勢は示していきたいなと、そんなふうに思います。

　　今は結構いろんなところで、話し合いの機会というの相当あるだろうと思います。例

えば福祉や、あるいはサロンだとか、いろんなところでありますので、いついつ、どこ

どこで集まってどうしようと、これが果たして今、 新の対話の、 もそれが大事な１

つなのかということについては、今までの経験上、いかがなもんかなという気がしてお

ります。
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　　それから、職員の健康の問題であります。健康の問題は、非常にメンタルの面が今日

的な課題になっているというふうに、そんなふうに思っております。これは、仕事がど

うこうということだけではなくて、いわゆるコミュニケーションのあり方だとか、そう

いう小さいときからの生き方の問題が、後々のですね。いわゆるコミュニケーション能

力が今不足しているというふうに言われていますけれども、そのようなところに影響し

ていて、非常に団体での、チームでの仕事をやるときに、なじめなかったりするという

のが出てきているのではないだろうかなと。忙しくて大変だと、それだけとは言い切れ

ないだろうと思います。というのも、多分、超過勤務が以前よりふえているのか、ある

いは労働過重になって大変なのかということになると、決してそういう物量的なところ

だけ見ると、決してそうではないだろうというふうに思っております。

　　しかし、現実の問題として、メンタルというのは非常に本町だけじゃなくて、全体的

にふえているということですから、そういう今、社会環境だとか家庭環境だとか、その

ようなことも含めて、そういう時代になってきているのじゃないのかなと、そう思いま

す。

　　ですから、そこのメンタルを未然にどう防ぐのかというところの健康の相談だとか、

このようなことも、片方では健康であるからしなくてもいいということじゃなくて、全

てがそういう状況に陥る可能性があるという前提で、健康の予防、精神的なメンタルケ

アだとか、あるいは肉体的な、身体の予防も含めてやっていくべきであろうというふう

に思います。これは、職員だけではなくて、町全体として今、予防に相当力を入れてお

りますので、職員だけではなくて、町全体の問題として、健康の問題については、これ

からもしっかりと政策に取り入れていきたいなと、そう思っています。

○委員長（渡部信一委員長）　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　対話の窓口は常に開いているということですけれども、私が言

いたいのは、気持ちの問題として、逆に、行政側が出向いてでも質問をするというよう

な気持ちで対応していただきたいという意味で申し上げていますので、これ自分の考え

ということで、答弁要りません。

○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　私も１点について質問をさせていただきたいというふうに思

います。

　　審議の中でも質問をしたわけでありますけれども、都会と比べて本町のような過疎地

域というのは、どうしても賃金実態というのは低い傾向にあります。こうした事態を踏

まえて、子育て支援など手厚い、実質賃金増につながるような施策を打ってきたという
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ことについても、高く評価をするところです。また、必要なことだというふうにも考え

ているところです。

　　そういった中で、労働環境の改善、実は少子化問題の大きな理由の一つだというふう

にいわれています。いわば、生活がなかなか厳しい状況の中では、結婚も、あるいはお

子さんをもうけるということも、なかなか好んでしようとしない、むしろ生活の心配が

先に立ってしまうというのが現状なんだろうというふうに思います。これは全国的な傾

向で、そのように言われています。そうした中で、本町の労働環境というのは低いとい

うふうに私は言いましたけれども、どのように考えているのかというのが１つです。

　　それからもう一つは、町はやっぱり町民全体の模範でなければならない。こういうこ

とを考えれば、さきの質疑の中でも質問させていただいたわけですけれども、庁舎内の

臨時職員の給与については、一般的に言われているのは、農協などの同一団体というか、

正職員の労働条件が非常に似通っている団体のところの臨時職員と比べて非常に低い、

そういう言われ方をしていますし、実質、僕が個人的に聞いた部分では、確かに低いと

いうふうに認識をしています。

　　こういったことを、やっぱり町みずからが改善の方向を示すべきだ。従来は、アルバ

イト的にというか、少し家計の手助けになれば、そんな雰囲気が強かったわけでありま

すけれども、近年は、臨時職員についても毎年次採用を求められるというか、そういう

傾向にありますし、そういう人たちが町内地域の家族を見たりしている。あるいは、ご

主人の収入の手助けということで、やっぱり必要な部分で職を求めているということの

ほうが大きいのではないか、実態として。ですから、１年間、ちょっとアルバイトしよ

うかというレベルの話ではなかなかなくなってきているという実態がある。

　　そういった中で、労働派遣等の法のくくりからいって、そういった人たちになかなか

日が当たっていっていないのではないか。一般的に、国内では非正規労働者、大体正職

員の７割程度の年収を持っているというふうに言われているんですが、うちの町の臨時

職員については、そこまで到達していない層、全部ではありませんけれども、そういう

層が多いのではないか。であるとすれば、前後の状況、あるいは 低賃金等々の動向を

踏まえて、見直しをする必要があるのではないか。

　　もう一つは、町内全体の労働環境というものをよくすることが、本来はこの町のまち

づくりに一番近い形、それがなかなか経済環境の中でできないということも含めて、補

完をする意味合いと、もう一つは、対外的にインパクトのあるメッセージとして子育て

支援、これがふるさと納税の中で大々的に言われてしまっている。先ほど、ふるさと納

税にかかわる質疑が幾つかあったんですけれども、そういう宣伝だけはきっちりできて
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いるのではないかなというふうに思います。

　　そういう部分で、ある種、ほかの部分で見えないという不満も町民の中にあるのかも

しれませんけれども、そういうこと以前に、まず庁舎内の実態についてきちっと調査を

していただいて、見直しを必要とするものはきちっと見直しをしていく必要性があるの

ではないかな、その辺についての考え方をもう一度お伺いをしたいと思います。

　　それからもう１点、同一の問題ですけれども、無料職業紹介事業をことしから始めて

います。こんな職場がありますというだけではなかなか問題で、実は紹介をするときに、

雇用条件、こういったものをきちっと提示して、それがなおかつ行政が取り扱うにふさ

わしい、適用な部分についても説明をきちっとしていく、そういうことをやっぱりでき

るような、逆に言えば、企業育成も必要なんだろうなというふうに思うんです。

　　そういうことからいえば、職業紹介においても、契約や各種保険等の対応という、一

般的に行われている雇用条件の内容というものをきちっと提示をして、履行をしていた

だくような指導も含めて、この職業紹介の中でしていかなきゃならないし、雇用に対す

るあり方というものについても、行政が率先をして講習会等を開いて、指導をしていく

という必要性もあるのではないかと思いますが、その部分についてもお聞きをしたいと

思います。

○委員長（渡部信一委員長）　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１０時００分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時１０分）

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

○委員長（渡部信一委員長）　町長。

○竹中　貢町長　先ほどの質問でありますけれども、かなりの部分は、この間の予算委員

会の質疑の中で、副町長の答弁、やりとりしていた話だろうというふうに思うんですよ

ね。そのことについて今、改めてまた重複してお話しするというのも避けたいというふ

うに思います。

　　ただ、行政の職員の賃金設定をどうするかというのは、非常にこれは僕らとしても難

しい話なんですね。利益が幾らあって、それをいかに職員に賃金配分をするかというの

は、民間では儲けに合わせて賃金設定をするのであるんだろうと思いますけれども、行

政の賃金や給与というのは、なかなかそれは、そういうサービス、利益を求めるような
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業種でありませんので、どれが適正なのかというのは非常にわからないということがあ

ります。そういった意味で、人勧等々が一定の生活だとか、あるいは民間との比較だと

か、いろんなことを含めて料金設定をしているんだろうというふうに思いますので、基

本的にはそこのところを尊重するというのは、原則に今までしてきているところであり

ます。

　　臨職になりますと補助職員ということになりますから、それとまた違った料金設定が

可能だということになるだろうと思いますけれども、これも、前提がそういった例規

云々という関係でありませんので、非常に独自に設定するのは難しい話でありますから、

全体的に同じ行政職の自治体と比べてどうなのかだとか、そのようなことを１つ参考に

させていただいているということがありますし、もう一つは、今、雇用、求人、求職、

雇用関係では非常に全ての業種において人手不足という前提がありますので、そういう

意味では、ある程度はやっぱり求職者に対する、いわゆる売り手市場みたいなところは

ありますので、来ていただくためには、それなりの賃金設定をしなきゃならんというこ

とがあろうかと思います。

　　そんなのでは、特に近々の課題としては、やっぱり専門性のある職種ですね。保育士、

あるいは介護関係、そういったところが不足しているところはありますから、それなり

の、いわゆる来ていただけるような賃金設定で募集させていただいているということで

ございます。

　　今、農協さんの話が出ましたけれども、そことどうこうするというのは、ここの場で

は議論は避けたいなと、そんなふうに思います。

　　それから、無料職業紹介所でありますけれども、これもこの間の質問にありましたの

で、あえてまた同じ答弁するのもいかがかなというふうに思いますが、これもですね、

前提にはなぜ無料職業紹介所をつくったかというと、ハローワークでの求人募集、多分

うちの町の求人は結構あると、今までの事前調査の中ではあるということがある程度わ

かっております。数十人の単位で求人があると。しかし、それがマッチングしていない

という状況があるということであります。そのためには、前提としては、上士幌町の給

与体系が都市部と比べて低いというのは、これは事業所等々のいわゆる帯広も含めて、

現実の問題としてそれはあるということでありますから、であれば、そこだけで判断材

料にされると、上士幌町に対していわゆる仕事を求めてくる人が少ないだろうというと

ころから、求人があるけれども、それをどうマッチングさせるかというために、無料職

業紹介所が単独で必要だという前提になってきたわけであります。

　　そのために、もちろん企業の募集の求人内容、休日だとか、あるいは給与だとか、そ
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れはもうしっかり告知しております。加えて伝えたいのは、給料が少ないという前提の

もとで、しかし、しっかりとしたこの町で生活設計ができるということもメッセージと

して伝えたいということがあって、独自の無料職業紹介所をつくったわけであります。

それは、生活するためにどれだけの経費がかかるのか、物価のことで考えると、都市部

と上士幌町で比べると、極めてその違いが大きいというふうに思います。食料費なんか

も比べたら、場合によっては、自分で家庭菜園もできるだろうし、それから、時には隣

近所からお裾分けだとかあって、そのような生活もできるということもあります。

　　そのほかにも、結婚して子育てするとすれば、子育てや教育費もかかるけれども、そ

れはどうなっているのか。あるいは、老後になったときに、介護や医療費や、そういっ

たところはどうなるのか。そういう相対的な町の生活情報も含めて判断をしてもらいた

いということから、無料職業紹介所を必要性を感じてつくったということであります。

　　ですから、今、結構照会なんかもありますけれども、そこの中で伝えたいのは、この

町の生活はどうなっているのかということをしっかり伝える必要があるだろうというこ

とであります。

　　そうした上で、都会よりも年収にすると100万円低いけれども、しかし、しっかりや

っていけるということが見えれば、こういった地方で暮らすことが、別にそれは不便な

ことでも貧しいことでもなくて、むしろこういう環境のすぐれたところで生活するほう

が、もっと自分の生き方に合っているという人もいるだろうというふうに思いますので、

そのような人にメッセージを伝えるというようなことからつくったということをご理解

いただきたいというふうに思います。

　　その中で、町が行政が企業を紹介するということですから、それなりの責任を持った

紹介の仕方と、企業の社会的な責任を持った、いわゆる企業経営をちゃんとすべきだと

いう話だろうというふうに思います。

　　これもこの間、担当のほうからお話しあったと思いますけれども、社会労務士等に来

ていただいて、企業のほうにも、受け入れるためには共済、社会保険だとか、そういう

ようなことをしっかりやるべきだと。まあまあ、まあまあでやったときの結果として、

そのほうが後々大きな労使の問題にかかわってくると。しっかり契約行為に基づいて、

相手方にもその契約内容を伝えて、それをしっかり片方は遵守をするというようなこと

でやっていかなければ、余りかたいことを言うなとか、こんなことであっては、多分大

きな問題に発展する可能性がありますので、しっかりその辺は事業所のほうにも理解し

てもらいたいと、そのような勉強会なり、そのようなことをこれからもやっていくとい

うことであります。
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○委員長（渡部信一委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　２点目の無料職業紹介については、そういった姿勢が必要な

んだろう、今答弁にあったような姿勢がきちっと必要なんだろうと。来ていただく人に

は、上士幌の優位性、こういったものを、子育てを中心としてきちっと宣伝をしていく。

そういう魅力を感じていただく。しかし、一般的に行われている労働条件と言われる部

分についても、法的に一定程度保護されている部分については、きちっとそういったも

のを履行していくということもまた必要なんだろうなというふうに思うので、その部分

については理解をしました。

　　 初に質問をした臨時職員の給与に関して、行政間では一定の水準で上士幌が特別低

いということはないと、こういう話でしたけれども、それは私は町の言い分に聞こえて

しまうんですね。うちの町の非正規職員、臨時職員の給与実態がどうあるのかというこ

とを、やっぱり行政として一定程度調査をして、本当に町民の皆さんや私が知る個人的

な部分では明らかな格差があるということについて、全体的な格差があるのであれば、

その底上げをして、上士幌の農協と非常に近い業種というか、職種である部分での比較

をきちっとしてみると。そうでなければ、いつまでたっても、そういった不満というの

は庁舎内に一定程度残るであろうし、町の労働環境に対する姿勢というのも、そういう

姿勢でしか見られないと。

　　ほかの町村の─これは帯広と、例えば上士幌というのはもう大きくこういった条

件、これはもう帯広市は国の施設から道の施設からたくさんありますし、そういった中

で、臨時職員というのは非常に多くの方が働いておられますし、町内では、臨時職員と

いう側面では、事業所がそれほどたくさんあるわけじゃありませんので、違いがあるわ

けです。そういった中で、働いている皆さんも、そういった不満がどうもありそうです

し、私の聞くところ、そういった農協とは格差があると。これはやっぱりまずいことで、

町が率先して高い報酬を払え、賃金を払えということでは、私はそういうことを言って

いるつもりはありません。

　　１つは、生活の 低レベルというか、例えば年間収入が200万円を決して下らないよ

うに、こういった１つの線、これは政治的な姿勢としても必要ではなかろうか。もう一

つは、そういった上でも、町内の類似する事業所の実態に合わせて、ほぼ同等の雇用条

件というものを提示をしていく。これは、単に賃金だけではなくて、その他の労働条件

についてもそういうことが言えるのかなというふうに思うんですけれども、そういうこ

とを含めて、改善をするという方向で、まず調査をしていただいて改善をするという考

え方がないのかどうか、もう一度その部分だけ答弁を願います。
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○委員長（渡部信一委員長）　この総括質疑といえども、冒頭にも申し上げているように、

28 年度の当初予算に対する総括質疑という、微妙なところもあろうかと思うんですけ

れども、そういった労働環境だとか、あるいは臨時職員の待遇、あるいは賃金等、そう

いったものは別な場面というか、一般質問等で町長等の執行者に求めると申しますか、

質疑するというのが順当かと思うんですけれども、そういったことを踏まえて、もう少

し簡潔に質問していただきたいのと、今の質問は受けたわけですから、町長のほうも、

予算のそれぞれの目のほうでもそれぞれ担当のほうからも答弁していますし、そういっ

たことを踏まえて、簡潔に答弁してくださるようにお願いします。

　　竹中町長。

○竹中　貢町長　給与あるいは待遇改善については、賃金もその一つの象徴的な大きな要

素でありますけれども、それ以外のいわゆる休日や、あるいは義務を免除することだと

か、いろんなことを含めて待遇改善については、毎年、職員のほうと意見交換をしなが

ら、さまざまな条件を踏まえて決定をさせていただいています。

　　これは、毎年しっかりその辺はやっておりますので、これからも働きやすい環境づく

りについては常に向上を目指してやっていかなければならないというふうに思っており

ますので、今、個別のどこでどうこうという相対的な中で、その問題についてはこれか

らもしっかりと対応していきたいというふうに思います。

○委員長（渡部信一委員長）　山本委員。

○８番（山本弘一委員）　私、２点、町長に対して総括質問したいと思います。

　　まず１つは、現在、情報館が７区にありまして、これはご存じのように、ふるさと納

税も 14 億を超しているということで、そのほとんどが事務的なことですとか、発送で

すとか、ふえればふえるほど非常にその中の時間帯ですとか、あらゆるものが苛酷にな

ってくるという現況であります。

　　私も、ちょっといろんな話を聞いたわけですけれども、職員は内部規定というんだか、

給与規程で給与そのほかはありますけれども、これは今年度から道の駅というのが調査

研究に入りますけれども、その情報館の人たち、もしくはＮＰＯ法人のコンシェルジュ

そのものが入るかどうかはまだ未確定だと思うんですよね。

　　私からは、どこが入れとか、どうすれとかということは言える立場にありませんので、

やはり道の駅も２年後ぐらいの形でありますから、今の７区にある情報館の中身が、情

報処理能力を超しておると、非常にあらゆるパンフレットから、あらゆるものがたくさ

んあり過ぎて、非常に小さくてやりづらいんだということであります。とはいって、プ

レハブを周辺に置くという状況にもないので、道の駅が建つまでの間には、どこか別な
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ところ、もうちょっと広いところに何とかなりませんかと。あれは個人から寄贈されて、

そういうことで使っている施設だと思いますけれども、その辺の方向性を情報館の職員

及び役員と話し合いをされてはいかがなものかと。

　　それと、問題は上士幌コンシェルジュ、この方々の役員については、それぞれ生業を

持ってやっている方々が多いわけですね。ＮＰＯ法人の建前上、同じＮＰＯ法人ですか

ら、一般法人から見ると、利益を出して、それを自分らのまた会社運営だとか、そうい

うことにはなっていかないわけですね。ですから、役員といえども、報酬をもらってい

るわけでもないという問題もありますし、ふえればふえるほど、会議ですとかその対応

策が必要となってくると。道の認可をとったＮＰＯ法人ですから、その辺が将来、上士

幌の道の駅を運営するに当たっては、各種団体が多少なりとも公社がいいのか、一般の

株式会社がいいのか、またはＮＰＯ法人がいいのかは、これは庁舎内含めた関係機関で

話し合っていただきたいんですけれども、ある程度役員であっても、幾らかのやっぱり

そういう報酬あたりも検討していかないと、ひょっとしたらそれが苛酷になり過ぎて、

今の時代は皆さん頑張っておられますけれども、将来的にどうなるのかなという心配、

懸念がありますので、その辺はひとつ町長を含めて関係部局、そういうところで十分な

協議をなされて、場所の問題、それから道の駅の問題も進めていってもらいたいと、

28 年度の関連したことであります。

　　それともう一つ、消防庁舎のあり方なんですけれども、ここに第５期の総合計画の中

には一応入っておりますね。承知のように、４月１日からは十勝広域化になりまして、

消防局として運用がなされますけれども、問題は、消防団においては町内に限るという

限定つきになっておりますから、町でそれをやっていかなきゃならないと。しかしなが

ら、今の現消防署のあり方については、５期の中で一応は入っておりますけれども、今

年度については調査研究、設計工事はなされていないと。セントラルベルト構想の中で

は、上士幌クリニックの西側あたりが妥当だろうということで、詳細についてはこれか

らという状況になっております。

　　それで、やはり町民の命、それから災害、あらゆるものは重要な施設でありますので、

私も現実的に消防署内を見ましたら、どこの町の消防署も、縦に２台が入っているとこ

ろはありません。緊急出動の場合はもう、すぐシャッター開けたら１台ずつが真っすぐ

出ていく状況になっておりまして、消防団員が通るところも狭くて、物が置いてあると

いう今の現況であります。あれは、当初つくったときは、消防車も小さかった、台数も

少なかったという建て方でありますから、この役場庁舎内と同時につくったものであり

ます。かなりの年数が経過しておりまして、今の大型の消防車あたりに対応した建物で
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はないということははっきりしております。

　　そういう環境の中で、やはり消防署員だけでは、今度、広域化になってもなかなか難

しいし、町内のことにも消防団がなしではやれないだろう。そして、女性消防団も６名

ぐらいいると思いますけれども、その更衣室、あらゆるものがまだ完備されていないと

いう状況の中では、この辺を早急に今年度から調査研究し、速やかにやはりセントラル

ベルト構想の中で進めていっていただきたいと。進めるという方向になっていますけれ

ども、具体的なものがまだ出てきていませんので、消防署内、また、団員を含めた中で

加速的にやっていただきたいと、この２点でございます。よろしくお願いします。

○委員長（渡部信一委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まず、情報館の話でありますけれども、これはＮＰＯ法人のコンシェル

ジュが運営をしていることなんですよね。ですから、いわゆる非営利の特別法人という

ことになっておりますけれども、経営は独立しているということでありますから、町が

今どうこうという話をして、場所の問題をこちらのほうで今話をするというのは、それ

はちょっと越権行為になるというふうに思っております。

　　ただ、道の駅を構想する構想の中で、情報館ということではなくて、新たな道の駅の

あり方として幾つかの、従来であれば、24 時間のトイレと駐車場と、それの維持管理。

中には道路のインフォメーションだとか、そのような類があると、基本的には認可され

るということになりますけれども、今回、上士幌町の道の駅の構想が国のほうの重点道

の駅候補と指定されたのは、それだけではなくて、これからは、例えば雇用の相談だと

か、あるいは移住・定住の相談だとか、ふるさと納税の相談もそう、それから外国人の

受け入れのことだとか、あるいは町内のコミュニティーの一つの機能だとか、さまざま

なこれからの道の駅の機能としてはあるのではないだろうかということで提案したのが、

それが従来の道の駅と違って、これからの道の駅の可能性として非常に高い評価を受け

たということから採択されたんですね。

　　その中に、今コンシェルジュがやっている事業、さまざまな移住・定住もそうであり

ますし、ふるさと納税もそうでありますから、そういった意味では、そこと連携すると

いう可能性のことについては十分あり得る話だろうというふうに思います。ありますけ

れども、だからといって、今こちらのほうで場所の問題も含めて、こうせいああせいと

言うことはできないということであります。

　　それから、給与、基本的に役員報酬はないということでありますけれども、全てがな

いということではないんですね。何人かはもらうことはできるんです。それから、事務

局の職員については、しっかりした給与は支払いすることができるというふうになって
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おりますから、その辺については今、非常に理事の方々がボランティア精神に旺盛で、

無償でやっているということでありますけれども、あそこに相当数、時間的にも、それ

から能力的にもいろんなことをあそこで割いているということがあれば、それはその中

で理事会の中で協議することによって、誰と誰は報酬を幾ら払いましょうかと、これは

可能だということはありますから、それは内部の中でやりとりしていただければなと、

そんなふうに思います。

　　いずれにしても、上士幌コンシェルジュということだけではなくて、ＮＰＯ法人とい

うのは、これからも行政ができないことだとか、あるいは民間まではいかないけれども、

新しい公共の役割を担う法人があるとすれば、それはいろんな意味で積極的に支援なり、

お互いに相談、協議をしていくということは、これからも変わらないことだと、そんな

ふうに思っておりますので、ひとつこの件についてはご理解いただきたいと思います。

　　それからもう一つ、消防庁舎のあり方については今、公共施設の再編整備という枠組

みの中で、今あるものを全て含めてどうするかということを議論しています。加えて、

その前提には、今まで分村時代からどんどん広がっていった町の体系が、少子高齢化に

なって、いわゆる高齢者にも、それから子供たち、いわゆる生活弱者と言われる方々に

も安心して住めるような、そういった公共施設の再編や、あるいはそういった町並みに

変えていこうという動きの中で進めております。それは議員も承知のとおりだというふ

うに思いますが、その中に、消防庁舎の再整備についても今、提案が出されてきており

ます。役場のこの耐震化の問題とあわせて、その件についても同じレベルの問題として

踏まえて、重要課題の一つというふうに思っています。

　　特に、この消防庁舎の関係でいうと、今お話しあったように、消防車両が２列という

か、縦隊しているということ自体は、これはやっぱりかなり問題があるということと、

それからこれからも変わっていかないというのは、総合的な防災の拠点になっていくと

いうことは、これまた消防に求められる機能の一つだろうと、そんなふうに思っており

ますので、従来は消防署というより、火消しが発端でありましたけれども、今は災害も

多様化しておりますし、多様なそういった予防や、それから有事の際の対応にも も身

近なところの消防団員、日常的に訓練された消防団員にこの役割をお願いするというこ

とは大きいものがあるということであります。

　　できれば、ないのが一番いいわけでありますけれども、何かあったときには大きな力

になっていただけるようなそういった団体、ボランティア精神に基づいた団体でありま

すので、そういったところの受け皿、町全体の安心・安全のための拠点としても十分重

要な課題の一つというふうに思っておりますので、これから具体的にどうこうするかに
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ついては、議員の皆さん方も含めて意見をいただきたいなと、そう思っております。

○委員長（渡部信一委員長）　山本委員。

○８番（山本弘一委員）　１件目のコンシェルジュ、情報館については、話はおおむねわ

かります。ただ、その中で、ちょっとふるさと納税がふえて、事務量が多くて狭いとい

う問題が出ておるんです。ただ、私も行ってみたら、それ以上は拡幅できるような状況

でないということは認識できるわけですね。その辺も、ちょっと担当部局の中で可能な

のかどうかも、ひとつ行ってお話し合いをしていただきたいなと。できなきゃできない

で、これは我慢してもらうとか方法ないもんだし、その状況によっては道の駅と連動し

ていくのか、その辺もやっぱりある程度方向性を見出しながらやっていただきたい。

　　それから、今の２点目の消防署の問題なんですけれども、消防団員も、ご承知のよう

に全国表彰まで我が町の消防団員は受けるに至っておりますけれども、やはり彼らも本

業を持って、緊急の場合に災害出動という、消防署長からの招集によって災害出動する

わけであります。やはり、一番彼らが訓練された状況を発揮できるということは、その

環境にあると思うんですよね。車両だとかそのほかについては、ある程度整備されてい

るけれども、問題はその建物が、やはり老朽化と狭いという問題がありますので、将来

に向かってその辺を十分消防団員、消防署内に含めた中で、やっぱり早急に方向性を決

めてやっていただきたいと。いつできるんだ、どうなるんだという、消防団もそういう

声が強くありますので、やっぱり 重要、町長の政策の中で重要施設の中はどれなんで

すかと、こういうことです。

　　だから、28 年度の当初予算で上がってくるのは生涯学習センター、そういうところ

で、これはそれぞれの首長の施政方針にあらわれるわけですね。だから、私は、緊急災

害だとか、それも同時にやっぱり加速して進めていただきたい。これは消防団員からも、

そんなような話を聞いていますので、再度質問して、私は終わります。

○委員長（渡部信一委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　ふるさと納税の場所が狭いということ、それは経営ということを考える

と、将来の見通しがどうなっていくのかということによって、職員の採用にかかわって

くる話だろうと思うんです。ですから、いや、今がピークであるというふうに押さえる

とすれば、なかなか職員の採用についても、現状でというふうになる可能性あるし、そ

れから、今でも相当厳しい状況はありますけれども、できれば、いわゆる経営側の方針

に基づくものだというふうに思います。

　　いわゆるＮＰＯ、事業項目がいっぱいあって、やっぱり基本的には非営利の事業とい

うのは、そこには収益あっても税金はかからないということがあります。ふるさと納税
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に関しては、これは営利事業になっているという、基本的には営利なんですね、それは

利益を生むという形。利益を生むものについては、税金も払っていかなきゃならないと

いうことになってきます。

　　そうすると、いわゆる事業の今、多分、移住・定住については、これは利益を生むと

いうことでありませんので、町と行政と一体になってやっていかなきゃならんというこ

とがありますし、いろいろ相談をしなきゃならん。でも、片方のこの営利の事業につい

て、どこまで町が関与できるかということがあります。お互いに納得の上で、いわゆる

計画行為でやっているということになります。

　　ただ、場所の問題なんかがあったとすれば、情報量の問題として、町としてこんな情

報を持っていて、こんなところもあるんじゃないかということだとか、そういった意味

の、場所が狭いという現実に対しては私も理解した上で、じゃあどういうところがある

のかと、私の持っている情報の中でお互いに相談に応じるということは、これは十分必

要なことだというふうに思いますから、それはそれとして求めに応じて相談をしていき

たいなと、そんなふうに思います。

　　それから、消防の問題でありますけれども、新年度はかなり具体的に公共施設の中身

が、このセントラルベルトの周辺のことも含めて、より具体的に計画に入っていきたい

と。そこの旧恵愛会病院、それから公園の続きをどうするのか。あわせて耐震化のほう

も、その耐震化の結果が出ましたから、それに基づいて今度整備について具体的にやっ

ていかなきゃなということになります。その一連の中に、今の消防庁舎も入ってくると

いうふうに押さえていただきたいというふうに思います。

　　そういった意味では、消防団員としては、士気高揚を図ると、また頑張っていくぞと

いう意欲を持ってもらうためにも、いつ、どうなるのかという、見えないということは、

何となくやっぱりそれは不安になるところ、あるいは頑張り度合いもまた違ってくると

いうふうにも思いますから、新年度の中に具体的に、ある程度年次についてだとか、場

所についても明示できるのではないだろうか。今の段階でのこの場所についても、病院

に一番近いところ、それから町に近い、出動しやすいだとかって設定をしました。

　　ただ、あの場所というのは、町の土地でもありますけれども、よその所有でもありま

すから、その辺のことも十分加味していかなきゃならんということでありますので、早

目に判断をして、必要に応じて要請活動をしていくというふうに、新年度はその段階に

入ってくるだろうというふうに思いますから、そういったときには、土地の問題等につ

いても具体的になるとすれば、その前の段階として年次計画というのは明らかにして、

この年次ころに具体的に整備の基本設計なり実施設計、そういう段取りが明示できるの
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じゃないかなと、そんなふうに思っています。

○委員長（渡部信一委員長）　ほかに質疑はございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ほかに質疑がございませんので、町理事者に対する総括質

疑を終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、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28 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。

（「はい」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　討論がありますので、これより討論を行います。

　　先に、本案に対する反対の討論を行います。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　平成28 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。

　　さまざまな福祉切り捨ての中で、町民の暮らしはますます大変になっています。また、

消費税８％の影響で、町民の暮らしはもとより、町内業者の営業も大きな打撃を受けて

います。今後、さらなる消費税10 ％引き上げ、ＴＰＰ締結された場合の影響ははかり

知れません。このような中、町民の切実な要求、国民いじめと言える国の政治から町民

の生活を守り切る予算になっていないと判断し、反対いたします。

　　１、財政とまちづくりの問題です。

　　町職員の努力もあり、ふるさと納税基金の大幅な伸びで、ふるさと納税・子育て少子

化対策夢基金と、子育てに対する事業が大変充実していることは評価いたします。ただ、

町民全体のものになっていないと判断いたします。

　　ますます貧困と言われる生活の大変な方々がふえてきます。困っている人こそ行政の

支えが必要ですが、その新たな対策はないと判断いたします。

　　今までふえ続けてきた基金は、平成28 年度は夢基金のほかにも大幅に繰り入れてい

ます。公共施設整備基金約４億円は、生涯学習センター建てかえ分ですが、財政調整基
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金は約２億円繰り入れはしていますが、ソフト面での新たな施策は見当たりません。

　　２番目の問題、平和の問題です。

　　安倍政権は、いわゆる戦争法を議会のルールも無視し、強引に強行し、さらに自分の

任期中に改憲をすることを意気込んでいます。また、南スーダンに派遣している自衛隊

の任務を拡大し、駆けつけ警護として、戦後初めて自衛隊員が武器を使用する可能性も

出てきました。

　　このような中、国民を守る自衛隊ではなく、アメリカの戦争の手助けをする自衛隊に

なっています。このような自衛隊のあり方に反対し、自衛隊協力会の補助金等を含むた

め反対いたします。

○委員長（渡部信一委員長）　次に、本案に対する賛成の討論を行います。

　　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　私は、上程審議されました平成 28 年度一般会計予算 78 億

2,712万3,000円に賛成する立場で討論を行います。

　　一般会計予算は、自主財源である町税が10 ％にも満たない状況下で、これまでも財

源を地方交付税に大きく依存し、不足する財源対策として貴重な各積立基金の取り崩し

や、借金である地方債などにより財源を確保し、予算編成が行われてきているところで

あります。

　　平成28 年度も、地方交付税がさらに減少するという中での厳しい財政状況下での予

算編成であったと思います。そうした状況下にありながら、町民の皆さんに負担増を招

くことなく、事務事業の緊急性、優劣など取捨選択が行われ、福祉、医療、介護、産業

振興、教育文化など、各分野の事務事業に配慮した予算編成になっていると思います。

特に、懸案でありました生涯学習センター改築工事に着手する予算も計上されましたし、

ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金を活用した認定こども園の森をイメージした園

庭の整備予算を初めとする各夢基金事業も盛り込まれ、創意工夫された予算にもなって

いると思います。

　　各積立基金につきましては 小限の取り崩しとし、今後の公共施設再整備、道の駅な

ど、懸案事項の解決に向け留保していくことが大切と考えています。

　　以上、私の賛成理由を申し上げましたが、新年度、この予算を執行される町理事者並

びに各課部局におかれましては、これまでの予算審議経過を尊重され、また、町民の皆

様の声に真摯に対応いただき、 少の経費で 大の効果を上げられるよう、適正かつ効

率的な予算執行を切望しますとともに、私どももその役割を担っておりますが、町民の

皆様に予算内容をしっかりと伝えていっていただきたいと思います。
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　　以上、私の賛成討論とさせていただきます。

○委員長（渡部信一委員長）　次に、反対の討論を行います。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　次に、賛成の討論を行います。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ほかに討論がありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ほかに討論がありませんので、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（渡部信一委員長）　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。

　　討論がありますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　議案第 25 号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 25 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

　　次に、議案第 26 号上士幌町後期高齢者医療特別会計予算に対する討論を行います。

　　討論ございますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　議案第 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）
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○委員長（渡部信一委員長）　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。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　議案第 27 号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 27 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

　　次に、議案第 28 号上士幌町水道事業特別会計予算に対する討論を行います。

　　討論ございますか。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　議案第 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（渡部信一委員長）　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。

（「なし」の声）

○委員長（渡部信一委員長）　討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　議案第 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（渡部信一委員長）　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査は全て終了いたしました。

　　本特別委員会の付託事件審査報告は、今議会定例会の３月18 日の本会議において報

告するものであります。
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　　ここで、お諮りいたします。

　　付託事件審査報告の委員長報告は、正副委員長に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（渡部信一委員長）　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、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。

　　委員の皆様のご協力によりまして、無事委員会を終了することができました。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、特別委員会を閉会いたします。

（午前１０時５６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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