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

◎開会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　ただいまより平成29 年第４回上士幌町議会臨時会を開会いた

します。

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

ております。

（午前１０時００分）

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

◎開議の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　これより本日の会議を開きます。

　　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

（午前１０時０１分）

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

◎議会運営委員会の報告

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

　　議会運営委員長、佐々木守議員。

○議会運営委員長（佐々木　守議員）　議会運営委員会よりご報告を申し上げます。

　　議会運営委員会は、６月29 日午前９時より、委員会室において、議会運営委員全員

の出席をいただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、本日の議事運営及

び議案の審議方法などについて審議いたしました。

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

お手元に配付のとおり決定をいたしましたので、ご報告を申し上げます。

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

　　日程第３の諸般の報告の中で、さきの北海道町村議会議長会第68 回定期総会におき

まして、杉山幸昭議長、渡部信一議員の自治功労者として表彰されましたので、議会運

用例第147条の１の規定により報告と、第147条の２の規定により伝達を行いますので

ご承知おきを願います。

　　以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

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

◎会議録署名議員の指名

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

　　会議録署名議員は会議規則第126条の規定により、議長において３番、中村保嗣議員、

－3－



４番、佐藤曻議員を指名いたします。

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

◎会期の決定について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

　　お諮りいたします。

　　今臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会期は本日１日間と決定いたしました。

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

◎諸般の報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、諸般の報告を行います。

　　議会議員の表彰の報告と伝達を、議会運用例第147条の１及び第147条の２の規定に

より行います。

　　去る６月13 日開催の北海道町村議会議長会第68 回定期総会において、議会議員の

自治功労者表彰が行われました。本町議会から渡部信一議員と私が表彰されましたこと

をご報告申し上げます。

　　これよりその表彰の伝達を行います。

　　ここで、暫時休憩といたします。

（午前１０時０３分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時０７分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　以上が諸般の報告であります。

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

略いたします。

　　これをもって、諸般の報告を終わります。

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

◎行政報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、行政報告を議題といたします。
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　　説明員より報告の説明を求めます。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　このたび発生をいたしました上士幌消防署職員の不祥事につきまし

て、ご報告を申し上げます。

　　別紙１をごらんください。

　　発生の日時は、平成29 年６月 17 日土曜日午前２時20 分ころ、発生場所は帯広市

西一条南７丁目３番地路上でございます。不祥事を起こした職員は、上士幌消防署所属

27 歳の男性消防士であります。事案の概要でございますが、当該職員が、帯広市内の

飲食店で友人３人と飲食後、帯広市内に駐車しておりました自己所有の自家用車を運転

し、付近を警戒中の警察官に酒気帯び運転で検挙されたものでございます。

　　事後の経過につきましては、検挙当日の昼12 時ごろに、本人から消防署長に報告が

あり、直ちに十勝広域消防局に報告するとともに署長、主幹、本人が消防局に出向き、

事の詳細について報告を行ってございます。

　　消防局は、本人からの聞き取りによる事実確認を行い、当日付で懲戒処分を行うとと

もに、翌日の18 日午前10 時 30 分より記者会見を行い、事案の説明並びに処分内容

を明らかにしております。処分の内容につきましては、平成29 年６月17 日付で停職

３カ月として十勝広域消防局長により発令をされております。

　　次に、再発防止についてでございます。

　　このたびの事案は、法令違反はもとより住民の生命、身体、財産を守ることを職務と

する消防職員としてあるまじき行為であります。近年は、道内における飲酒運転による

悲惨な交通死亡事故の発生を受けて、全道規模での飲酒運転撲滅運動が繰り広げられて

おります。このような中での事件であり、これまで交通安全運動に取り組んでこられた

関係者の皆様並びに町民の皆様に深くおわびを申し上げる次第でございます。

　　また本町は、昨年暮れに発覚をいたしました横領事件を受けて職員一丸となって町民

の信頼回復に向けた対策を講じているやさきの事件であり、不祥事が連続して起きたこ

とへの重大さを強く認識し、猛省をしなければなりません。

　　事件発生後は、職員への訓示を初め理事者並びに安全運転管理者による文書啓発を行

っておりますが、あわせて職員全員が飲酒運転の撲滅に向けた意思表示を行うための飲

酒運転根絶誓約書の提出について準備を進めているところでございます。

　　今後も、交通安全意識の啓発強化はもとより、さまざまな機会を通じて公務員として

の倫理意識の向上と法令遵守の意識強化を図るよう全力で取り組んでまいりますことを

お誓い申し上げ、行政報告とさせていただきます。
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○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　ただいま、副町長のほうから消防職員の飲酒運転に係る事案についての

報告をさせていただきました。

　　言うまでもなく、町民の生命を守るべき消防職員が、法令の遵守そしてまた町民の模

範となるべき職員でありますけれども、大変残念な不祥事を起こしてしまいました。改

めて議会の皆様そしてまた町民の皆様方に深くおわびを申し上げるところであります。

　　この後は、二度とこのようなことが起こらないように、これまで以上に公務員として

の倫理をしっかり守るように、そしてまたさまざまな法令の遵守、コンプライアンスを

改めて守るように指導・徹底をしてまいりたいと、そのように考えております。

　　以上、重ねてでありますけれどもおわびを申し上げさせていただきます。

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

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、行政報告に対する質疑を終結いたします。

　　これをもって行政報告を終わります。

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

◎意見書案第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、意見書案第16 号林業・木材産業の成長産業化に向

けた施策の充実・強化を求める意見書の提出についてを議題といたします。

　　意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である２番、佐々木守議員から提案理由の説

明を求めます。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　ただいま上程されました意見書案第16 号林業・木材産業の

成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書の提出についての提案理由につい

てご説明を申し上げます。

　　この意見書につきましては、北海道森林林業林産業活性化促進議員連盟連絡会から各

地の林活議連会長に要請があり、さきの議会運営委員会におきまして議会運営委員全員

の賛同を得まして、私が提案者となった次第であります。

　　北海道では、森林整備事業及び治山事業や次世代林業基盤づくり交付金等を活用し、

植林、間伐や路網の整備、山地災害の防止、木造公共施設の整備などさまざまな取り組

みを進めてきました。こうした取り組みをさらに加速させ、林業・木材産業の成長産業

化を実現するため、施策の充実・強化を求めるものであります。
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　　以上、本文を読み上げてご説明とさせていただきます。

　　本道の森林は全国の森林面積の約４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産

物の供給などの多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させる

ためには、「植えて育てて、伐って使って、また植える」といった森林資源の循環利用

を進める必要がある。

　　森林の整備を進め、木材を積極的に利用していくことは、山村地域を中心とする雇

用・所得の拡大による地方創生にも大きく貢献するものである。

　　このような中、道では、森林の公益的機能の維持増進と森林資源の循環利用の実現に

向け、森林整備事業及び治山事業や次世代林業基盤づくり交付金などを活用し、植林・

間伐や路網の整備、山地災害の防止、木造公共施設等の整備など、さまざまな取り組み

を進めてきたところである。

　　また、国では市町村主体の新たな森林整備を進める財源として「森林環境税（仮

称）」の創設に向けた検討を進めている。

　　今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、こうした取り組みをさらに加速し、

地域の特性に応じた森林の整備を着実に進めるとともに、森林資源の循環利用による林

業・木材産業の成長産業化を実現するための施策の充実・強化を図ることが必要である。

　　よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。

記

　　１、市町村が継続的に森林の整備などを着実に進められるよう、「森林環境税（仮

称）」を早期に創設すること。税制度の創設に当たっては、都道府県の積極的なかかわ

りのもと、森林の整備はもとより木材の利用を含め幅広く活用できる仕組みとすること。

　　２、森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇用

の安定化を図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保するこ

と。

　　３、森林資源の循環利用を通じて林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地域

の実情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通、利用までの一体的な取り組み

に対する支援措置を充実・強化すること。

　　以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき、意見書とするものであります。

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

だきますようよろしくお願いいたします。

　　以上をもって、意見書案第 16 号の提案理由の説明とさせていただきます。

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

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、意見書案第16 号に対する質疑を終結いたしま

す。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第16 号の採決を行

います。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第 16 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第４９号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、議案第49 号工事請負契約の締結についてを議題と

いたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　杉本総務課長。

○杉本　章総務課長　ただいま上程されました議案第49 号工事請負契約の締結について、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　別紙、議案第 49 号関係資料をご参照願います。

　　議決を求めます工事請負契約の締結は、生涯学習センター外構工事であります。

　　本事業は、６月に改築オープンした生涯学習センターの外構を整備するものであり、

平成 29 年度当初予算において、関係予算の議決をいただいたものであります。

　　工事の概要ですが、整備面積2,038平方メートル、施設へのアプローチや障害者等用

駐車場のほか、物置、砂場、学童菜園、自転車置き場を整備し、植栽を行うものであり

ます。

　　工事入札につきましては、平成29 年６月28 日午前９時30 分に執行し、１社の辞

退があり、町内２共同企業体と町外２業者の合計４業者での指名競争入札の結果、１回

の入札により落札されました。

　　契約の金額は6,971万4,000円、入札予定価格は7,278万1,200円で、落札率は

95.79％であります。
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　　契約の相手方は、小寺公営経常建設共同企業体、代表者、上士幌町字上士幌東２線

229番地、小寺建設株式会社、代表取締役小寺友之氏であります。

　　また、当該工事の工期は、契約締結の日から平成 29 年 12 月８日までとしています。

　　以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。

　　ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第49 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、議案第 49 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより、討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第49 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 49 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第５０号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第７、議案第50 号平成 29 年度上士幌町一般会計補正予

算（第３号）を議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第50 号平成29 年度一般会計補正予

算の内容を申し上げます。

　　補正総額は、235万9,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会計

並びに５特別会計の総額で、 96 億4,286万1,000円となります。

　　それでは、内容を申し上げます。

　　一般会計補正予算（第３号）でございます。

　　１ページをごらんください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ235万9,000円を追加し、総額を
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77 億 80 万7,000円とするものでございます。

　　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２

ページから３ページ第１表のとおりでございます。

　　歳出補正の主な内容につきましては、地域おこし協力隊推進経費84 万5,000円、北

海道バルーンフェスティバル開催事業88 万6,000円、街路灯防犯灯維持管理経費36

万1,000円、教職員住宅維持管理経費106万円、中学校管理経費85 万3,000円を追加

補正いたします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　以上、一般会計の補正内容についてご提案を申し上げました。

　　よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第50 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　６ページの地域おこし協力隊の関係、企画費と労働諸費でそ

れぞれ減額、増額されています。その内訳について質問いたします。

　　それと、地域おこし協力隊は当初20 人予定が多分15 人当初で採用されていると思

うんですが、その方々に変化があったのかと、今後、今また新たに採用する予定がある

方があればその点について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　まず、予算の内訳、企画費と労働諸費の関係でありますけれど

も、当初雇用対策推進活動経費ということで、無料職業紹介所の部分の職員に関しまし

て、ここで車のリース代を予算措置していたというところでありますけれども、このた

び６月30 日をもちましてご退職されるということから、本来の地域おこし協力隊の推

進経費のほうでこのリース代も見るほうが、予算計上上、妥当性があるだろうというと

ころで今回組み替えをするところでございます。

　　車両借り上げ料80 万2,000円になっておりますけれども、この７月から３月にかけ

ましての９カ月間で、一月８万9,100円分を計上して80 万2,000円になるということ

でご理解いただきたいと思います。現在、協力隊14 名ですね、きょう７月１日付であ

りますけれども、きょうも採用させていただきました。今後につきましての採用であり

ますけれども、隔週それぞれの事業展開のところで必要だということで募集をかけてお

りますけれども、なかなか採用に至ると、要するに合致する部分はなかなかないわけで

ありますけれども、採用の予定はございます。
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　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　６月で退職をされた方というのは、地域おこし協力隊の生涯

活躍の方のことなのか、それと当初15 名だったのが１人減って、また採用して15 に

戻ったのか、その辺についての関係質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　このたびの６月30 日でご退職された方は、生涯活躍のまちで

はございません。無料職業相談所の部分でございます。それとあと、人数につきまして

は、今14 、１人減って１人ふえているというような形になりますけれども、生涯活躍

のまちの方につきましては、先月いっぱいで２名ご退職されているということでご報告

させていただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　わかりました。生涯活躍の方は先月退職されて、また新たに

広報に載っている方を採用したということでよろしいですね。それで、そんなにころこ

ろかわっていいんだろうか、ちょっと疑問がありまして質問させてもらいました。

　　今後についても、生涯活躍については、３人が協力隊として派遣しておりますので、

それから企業人が１人と４名していますので、退職された理由はわかりませんが大事な

事業ですので、その辺についてきちんと採用する、今後についても気配せしながら取り

扱ってほしいなと思って質問いたしました。いいとか悪いとかじゃなくて、その点につ

いて質問いたしました。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　同じ考えですね。山本和子議員さんと同じ形、要するにしっか

りと重みとしてその辺は展開するべきだというふうに助言として承っておきたいと思い

ます。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　７ページの観光ビジネス創出事業の関係でご質問したいと思い

ます。

　　まず、報償費と委託料それぞれ報償費は増額、委託料は減額ということになっていま

すけれども、その辺の理由についてお聞きしたいことと、それから、６月にＤＭＯと道

の駅の基本設計ということでプロポーザルをされたと思うんですが、それぞれ何業者さ

んがこれに参加をされて、決定をされた会社名といいますか、どこなのかということを
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お聞きしたいことと、契約等はもう終わったのかどうか、その辺についてもお伺いした

いと思います。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　杉原商工観光課長。

○杉原祐二商工観光課長　ただいま３点ほどご質問があったと思います。

　　まず１点目の、こちらで今補正をさせてお願いしております観光ビジネス創出事業の

関係の補正の内容でございます。地方創生推進交付金の申請をさせていただいていると

いうことにつきましては、議会の皆様にご報告させていただいているところでございま

すけれども、今回４月28 日付で内閣府より950万の採択通知を受けたところでござい

ます。

　　当初、申請段階におきましては事業費2,650万円の２分の１であります1,325万円を

申請していたところでございますけれども、内示額といいますか採択額につきましては、

375万円の減額となったところでございます。この減額の要因といたしまして、内閣府

の採択基準で視察にかかわる経費は対象外ということが示されまして、375万円の減額

の通知という形になったところでございます。

　　町といたしましては、本事業を推進する上で、視察事業は必要であるというふうに考

えておりますので、一般財源でこの視察事業を対応していきたいということで今回の補

正をお願いさせていただいたところでございます。

　　この内容につきましては、委託料にこの研修費用を含めておりましたため、こちらか

ら450万円を減額いたしまして、視察内容を精査いたしまして検討委員さんの視察経費

として報償費360万円を増額するものであります。

　　２点目の、プロポーザルの業務の参加者ということでございます。

　　まず、観光ビジネス創出事業の構築業務委託でございますけれども、４社から企画提

案がございまして、６月14 日に町民の皆様に公開ヒアリングを行いまして、同日、選

定委員会を開催いたしまして、株式会社北海道宝島旅行者さんに特定をしたところでご

ざいます。

　　６月 28 日に見積もり合わせを行いまして、契約をしてきているところでございます。

　　もう一つの、道の駅ナイタイ高原牧場のレストハウスの基本計画の関係でございます。

こちらのほうは、１社のほうから提案がございまして、６月20 日に公開ヒアリングを

開催しているところでございます。業者といたしましては、日本都市設計、ズコーシャ、

都市整備コンサルタントの特定委託共同企業体でございます。６月30 日の日に、見積

もり合わせをいたしまして、それぞれ契約を締結しているところでございます。
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　　以上、これで３点答えたと思うんですけれども、よろしくお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　今報告がありましたけれども、道の駅とレストハウスの基本設

計の関係で、何社か加わっての一つの提案ということですけれども、この１つのグルー

プしか参加がなかったというのは、どういうことなのかちょっとお聞きしたいと思いま

す。それから、この１社の提案が、非常に本町の考えていることと合致していたという

ことで理解していいんですか。

○議長（杉山幸昭議長）　杉原商工観光課長。

○杉原祐二商工観光課長　ＤＭＯの観光ビジネスのほうもそうでございますけれども、町

といたしましては、公募型プロポーザル方式という形をとっておりますので、それぞれ

皆様もご承知のとおり新聞で募集をしておりますとか、もちろん告示も行っております

し、関係する建設新聞等にも情報を流して広く募集を図ったところでございます。

　　何社か電話問い合わせ等があるところでございますけれども、結果として１社という

形になりました。これを受けまして、選定委員会のほうで比較という形にはなりません

けれども、この業務が適正に行われるかどうかというようなことを一応確認いたしまし

て、それぞれ選定委員で点数をつけて、これは妥当性があるというような判断に至りま

して特定をしてきたところでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　私は、北海道バルーンフェスティバルについての増額 88 万

6,000円ですか、２月の予算では1,420万円ほど予算議決されていますが、この今回の

増についての内訳を教えてください。

○議長（杉山幸昭議長）　杉原商工観光課長。

○杉原祐二商工観光課長　この北海道バルーンフェスティバルの開催事業についてご説明

いたします。このフェスティバル開催につきましては、ご承知のとおりサッポロビール

様の協賛をいただきまして、平成21 年度からご支援をいただいているところでござい

ます。この縁によりまして、昨年度、平成28 年度でございますけれども、ふるさと納

税特典にサッポロビールクラシック缶と地元の商品をセットとした「バルーンフェステ

ィバル応援セット」という形で感謝特典に加えさせていただいているところでございま

す。

　　平成28 年度の実績といたしまして、5,251件の寄附がございました。クラシック缶

で８万8,632本分を送付してきているところでございます。この寄附につきましては、

この名称のとおり「バルーンフェスティバル応援セット」ということで、実は５月に入
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ってからサッポロビールさんのほうから、こういう取り組みをしているのでさらに商品

提供したいというような申し出をいただいたところでございます。

　　それを受けまして、バルーンフェスティバルを盛り上げるイベントを実施しようとい

う形で、今回先ほどクラシック缶を使った本数に10 円を乗じて、88 万6,000円をそ

のイベントの財源といたしまして、組織委員会に補助金として交付したいという内容で

ございます。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　先ほど早坂議員が質問したことについてちょっとお聞きをし

たいというふうに思います。

　　ＤＭＯというふうに説明をされているまちづくり会社には選定が終わってきていると

いうふうに理解をするところですが、今回の部分について町民理解が十分にいっている

のかどうかお聞きをしたいんですけれども、農協では十分理解をしているのか。それか

ら、商工会ではどうなのか。ほかの団体含めて、その辺はどういうふうに理解をした上

でこの事業を進めているのか、ちょっとお聞きをしたいというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　杉原商工観光課長。

○杉原祐二商工観光課長　ただいまのご質問でございますけれども、観光地域づくり推進

保持いわゆるＤＭＯの部分について関係団体がどういう捉えをしているかということか

と思います。

　　こちらの業務といいますか事業につきましては、実は上士幌町観光地域づくり推進保

持の設立検討委員会を今設立すべく、それぞれ農協さん、商工会初め関係する団体の皆

様にご説明に上がりまして、それぞれこの検討委員会に参画していただくという形でご

了承いただいているところでございます。本設立の検討委員会につきましては、７月

10 日、来週の月曜日でございますけれども、第１回目の検討会を開催する予定でござ

います。これから１年間かけて、この観光地域づくり推進法人の設立に向けた検討を行

っていくということでございます。なお、道の駅の基本設計のほうもございますけれど

も、こちらも農協、商工会の皆様にも参画いただいて去年の基本計画策定と同じほぼメ

ンバーで、道の駅の基本設計の検討をする協議体も先週立ち上げたところでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　そうすると、今回４社で、１社に宝島社というところに委託

する内容というのはどこまでになるのか、ここが主体となってくるんではないかという

ふうに僕は理解をしていたんだけど、そうではなくて、ＤＭＯは新たにどういう形でつ

くるかというところも含めて検討されるというふうに理解をしておいたほうがいいのか
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なというふうに、今ちょっと思っているんですけれども。

　　そういう流れが、全体が参加をいただいているというのはわかります。参加をすると

いうことはどういうことかということを理解してもらっているかどうかなんです。その

辺について、どういう理解を持っているのかもう一度お聞きをしたいというふうに思い

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　杉原商工観光課長。

○杉原祐二商工観光課長　観光地域づくり推進法人の設立の関係でございますけれども、

こちらのほうにつきましては、ただいま議員のほうからございましたとおり、その委託、

受託した会社がその新しい会社を運営する母体となるものではないということでござい

ます。したがいまして、今回の委託業務といたしましては、その設立に向けたサポート

をしていただくという内容でございます。それには、先ほどありました検討委員会であ

ったり、新会社の設立に当たってのそのサポートであったり、事業計画をつくるための

サポートであったりというような形の仕様になっておりまして、そこの受託した会社が

新しい会社を運営するということでやるものではないという内容でございます。

　　それと、各団体の皆様でございますけれども、私どものほうからただいま申した内容

を説明してきているところでございます。第１回の会議においては、その辺の内容を説

明するとともに、スケジュール等の打ち合わせをしていきたいというふうに考えており

ます。ですから、 終的に現状これから検討していくわけでございますので、 終的な

部分はあれでございますけれども、地域で新しい会社を立ち上げていきたいという前提

で進めていこうとしているものでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　僕がちょっと考えたのは、つまりどういう会社をつくるのか

ということを企画したところは別会社で、その企画した内容を今度新たに会社をつくっ

ていくというのが妥当性がどのくらいあるのか。つまりその会社も一定の責任を持って

事業計画を立てるわけですから、その会社が。その会社も、一定のかかわりを持つとい

う形でないとなかなか成功しないんではないかと。

　　どういうことかというと、計画は立ててあげましたと、計画どおりやらないからだと

言われれば、その会社の問題は何もないわけです。その会社も一緒に入って、責任の一

端を果たすというふうにやることが一番望ましいのではないかというふうに思っていた

から、先ほどの質問をしたんです。

　　方法論について、僕は反対しているわけじゃないんですけれども、その積み上げるス

ケジュールというかプロセスには十分気をつけなきゃならない。そのときになぜ、農協
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や商工会が十分理解を得ているかということを聞いたのかというと、地元で行われると

きに専門の先見性があるという会社が出した事業プランや計画を、地元の人が、結局や

る人がいないから地元の人っていう形になるんだけれども、やりなさいと宛てがえられ

るような形では事実上の成功は非常に厳しいんではないのかと。

　　本来、ＤＭＯというのはそういう専門分野の人間をきちっと配置して事業運営をする

から、それに私的要素というか民間的要素を踏まえてやるから、整合性があるのではな

いかというふうに言われている。逆に言えば、まだまだ実績は全国的に多いわけではな

いので難しい部分もあるのではないかと思うんですが、そういう取り組みをするときに、

地元の人に、これから検討するという形ですけれども、流れからいえば、年度内にはあ

る程度の形をきちっとつくっていく形にしていかないと、もう先が詰まってきていると

いう問題があります。

　　そのときに、地域意向が十分反映されて、その責任の一端、実質的な責任を持つんだ

という意思を持ってもらうような仕組みでないと、なかなか難しいと考えるんですけれ

ども、今回予算については、国の補助金というか、公費の関係ですからやむを得ない部

分かもしれないですけれども、それにしたって、360万のいわば派遣費用というか研究

費用というのは決して安い金額ではないと思います。

　　それを含めて、どういう形でやっていくのかその辺の決意をお聞きして、質問を終わ

りたいと思います。いま進行中のものでありますから。

○議長（杉山幸昭議長）　杉原商工観光課長。

○杉原祐二商工観光課長　ただいま議員からありましたとおり、まさしくこの新会社につ

きましては、これまで我々の行政という形じゃなくてビジネス感覚で進めていかなきゃ

いけないということで、我々も同じ思いでございます。

　　この事業計画につきましては、先ほどお話ししました10 日の日に検討委員会を開催

するということで、お話しさせていただきましたが、こちらの方につきましては、例え

ば商工会、農協さんであれば組合長理事であったり会長さんであったりという、それぞ

れ組織のトップの方、こちらには銀行さんですとか報道機関も入っていただこうと思っ

ておりますけれども、そういう会議体でございます。まさしくその事業計画、ビジネス

をやる部分につきましては、その検討委員会の下にプロジェクトチームを設ける予定と

しております。

　　そのプロジェクトチームにおきましては、それぞれの実務担当者で構成して、ただい

ま補正させていただいている報償費でございますけれども、その方々にそれぞれ知見を

深めていただくための研修の費用で充てていきたいということでございます。ですから、
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このプロジェクトチームのほうは、相当な回数を行いながらそのビジネススキームをつ

くり上げていくと。そこで素案をつくって検討委員会でご承認をいただくというような、

今考えで取り進めていきたいというふうに考えております。

　　受託業者のほうにつきましても、もちろんいろんなアドバイスをいただくということ

ですから、その事業の部分も一定程度かかわっていただいたほうがいいんではないかと

いうようなご意見でございましたけれども、それはこの事業を進めていく上でまたそう

いう議論がありましたら、検討していきたいというふうに思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　今の関連なんですけど、私も観光課長が言われましたように、

要はどこにプロポーザルをしてもいいんですけれども、実際的に我が町の行政として、

基礎データというのをきちっとつかまれているか、その基礎データというのは、商工会、

農協ですとか今後参加される企業ですとか個人ですとか、そういうものが含まれると思

うんですよ。要は、本来であればこういう類いのもの、施設であろうと、そういうもの

というのは行政で企画、立案をして建物、テナント含めてやっていくというのが今まで

のスタイルでしたけど、今後、国の事業を使うということでそれに従ってやるとこうい

う形になると。

　　私が聞く限りには、町内の個人企業含めた中でも、内容がいまいちわかりづらい、理

解がしづらいんですよという話が出ているわけです。当然、ＤＭＯで今後その後の設計

から建物を建てて、テナントまで入っていかなきゃならないということになってくると、

当然、企業というのは株式会社その他メリットもある程度ありますので、赤字越えては

できないですよという話も出てくるわけです。

　　やはり一番心配なところはその辺であって、例えば、ナイタイ高原のレストハウスに

あっても、そういうことをなかなか施設料あたりにオンされると自分らの生活、経営含

めて難しいものも出てくるんじゃないかという不安があると。そういう類いのものとい

うのは、観光課あたりは随時やっていきたいという先ほどの話ですけれども、同時にこ

ういうことは収集して、今のプロポーザルの宝島さんなったかなと思うんですけれども、

どれほど町内の情報を収集して観光課あたりがそのことをその会社に伝えていくか、ま

たどうしていくかということが、今後どのように考えているのかちょっと伺いたいんで

すけれども。

○議長（杉山幸昭議長）　杉原商工観光課長。

○杉原祐二商工観光課長　今、議員からご指摘いただいたとおり、この地域の情報をちゃ

んと捉えて事業計画等に生かしていかなきゃいけないというようなお話だったと思いま
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す。我々もまさしくそう思っておりまして、今回の委託事業につきましては７月、もう

７月でございますけれども、今月中会議も行いますけれども、できる限り、これは委託

業者だけに任せるということじゃなくて、町も一緒になってその事業者、町内の事業者

等に一緒に入っていって、お話を伺うというようなことを考えております。

　　そこでいろんなヒアリングをさせていただいて、今後そういう道の駅ですとかナイタ

イ高原牧場レストハウスですとか、そういった施設にどの程度ご興味を持っていただい

ているかというようなことも聞き取りさせていただいた上で、事業者さんの皆様とも協

議をさせていただきながら、いずれにしましても先ほど議員さんからありましたとおり、

テナントという形であれば、じゃテナント料をどうするかですとか、厨房機器は何にも

ない状態でお貸しするのかですとか、そういう条件面を 終的には提示しなきゃいけな

いというふうに考えておりますので、そういったことも含めて今検討がちょうどスター

トしたということでご理解いただければと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　これからそういうことを進めていきたいということであります

けど、本来であればもうすでにそういうことを収集していくのが筋ではないかなと。

　　やはり、私も産経の中でそういうことが新聞報道あたりが先に出て、詳細みたいなの

が出ながら同時にこういうことが出てくると。本来であれば、行政の仕事というのはそ

ういう民間でできないことをデータ分析をしながらやっていくというのが本来の姿であ

って、このごろ外部委託だとかそういうことを非常に上士幌町の行政の中では多いんじ

ゃないかと。

　　それはそれでいいんですけれども、それにつけても、各課においてデータベースとい

うのをきちっとして町民、業者、我々議員含めてもうちょっと参考意見だとか、事前に

伺った中で進めるべきじゃないかなという心配があるわけですね。ドリームヒルあたり

も、行く途中ですけれども、道の上士幌の途中に工事をやっています。そういう現実的

にそういうこととの連携だとか今参加している、ふるさと納税もそうですけれども、参

加している企業ですとか、あらゆるものとの連携プレーというのは現実的にやられてい

るんですか。どうですか、その辺。

○議長（杉山幸昭議長）　杉原商工観光課長。

○杉原祐二商工観光課長　ただいまご指摘いただきました行政的な連携ということでござ

いますけれども、この道の駅の整備に当たって、レストハウスもそうでございますけれ

ども、役場内にプロジェクトチームを立ち上げてございます。こちらのほうでは、今ご

ざいましたふるさと納税の企画財政課、農畜産物の加工も含めた農林課、建物の建設課、
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防災機能で総務課、職業紹介等で町民課、それと商工観光課と。６課でプロジェクトチ

ームを立ち上げておりまして、情報の共有、データの共有を図ってきているところでご

ざいます。

　　それぞれ、関係する課の方々には、それぞれ課題等を洗い出しをお願いしておりまし

て、そこで取り組みを全体で進めていくというようなことでとり行っているところでご

ざいます。

　　それと、バイオマスのお話もございましたけれども、その検討に当たっても商工観光

課としては入らせていただいて、内容を承知してきているところでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　各課にわたってプロジェクトチームを立ち上げているというこ

とはありますけれども、問題はそれは内部の話であって、商工関係ですとか農協、それ

から個人企業含めた中で、私が見る限りではアンケート調査というのが非常に多いよう

な気がするんですけど、具体的に私がそれぞれのところにお邪魔して話を聞くと、アン

ケートとは違ったような具体的な経済収支だとか不安だとか、そういう問題が結構出て

くるわけですね。だから、単なるアンケートというのは、これがどうなんですかといっ

たらイエスかノーかだとか、自分に関係ないやつが意外におろそかになることもあるん

ですけれども、そのほうがある程度は足を運んで対話式に今後進めたほうが無難かなと

思われます。

　　隣町士幌町にも道の駅がオープンして、土日はかなりの集客能力が現在は行われてい

るみたいですけれども、それから10 キロ以内という道の駅、それからナイタイ高原牧

場ですから、町内の観光資源、トバチさんも含めた中で、どうそれを連携して宝島さん

あたりもやってくれるのかということを観光課では頭に置きながら、メーンとなって今

後進めていただきたいと。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　答弁はいいですね。

　　ほか、質疑ありますか。

　　これをもって、議案第 50 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第50 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。
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　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって議案第 50 号は原案のとおり可決されました。

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

◎閉会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　以上をもって、本臨時会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。

　　お諮りいたします。

　　会議規則第７条の規定により本臨時会はこれで閉会したいと思いますが、これにご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本臨時会はこれで閉会することに決定いたしました。

　　これをもって本日の会議を閉じます。

　　今臨時会の議事運営に特段のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

　　以上をもって、平成 29 年第４回上士幌町議会臨時会を閉会いたします。

（午前１０時５９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

　　　　　　　議　　　　　長

　　　　　　　署　名　議　員

　　　　　　　署　名　議　員
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