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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、中村委員長よりご挨拶を申し上げます。

○委員長（中村保嗣委員長）　おはようございます。

　　このたび、平成29 年度各会計予算の審査に当たり、予算審査特別委員会の委員長を

務めさせていただきます。ふなれでありますが、皆さんのご協力によりましてスムーズ

な審査を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

　　審査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

令に基づき、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思いますが、ご協力をお願いいたします。

　　それでは、ただいまより第１回予算審査特別委員会を開会いたします。

　　初めに、本日の本委員会への傍聴の取り扱いについてご協議いたします。

　　お諮りいたします。

　　委員会条例第17 条の規定により、本日の委員会への傍聴の申し出がある場合は、こ

れを許可することといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

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

ます。

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

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

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

員も、委員会条例第19 条の規定により本委員会の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126条の規定を準用して、委員長において

指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。
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　　よって、本特別委員会の会議録署名委員は、委員長において指名することに決定いた

しました。

　　それでは、本特別委員会の会議録署名委員を指名いたします。４番、佐藤曻委員、５

番、野村恵子委員。

　　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４番、佐藤曻委員、５番、野村恵子委員を

本特別委員会の会議録署名委員に指名することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本特別委員会の会議録署名委員は４番、佐藤曻委員、５番、野村恵子委員に

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（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

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

は款ごとに、５特別会計予算は各会計歳入歳出一括して審査することに決定いたしまし

た。

　　これより、本特別委員会に付託されております案件の審査を行います。

　　本特別委員会に平成29 年２月 14 日に付託されました議案第14 号から議案第19

号までの平成29 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29 年度各会計予算の提案説明は２月14 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 14 号平成 29 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。

　　歳出は款ごとに行うこととなっておりますので、委員各位のご理解をお願いします。

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

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

　　それでは、議会費から始めます。事項別明細書の歳出は33 ページから34 ページま

で質疑を行います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に総務費に入ります。

　　事項別明細書は 34 ページから 47 ページ、会計管理費まで、質疑ありますか。

　　７番、早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　何点かの項目にわたってあるものですから、１点、１項目ずつ

質問させていただきますのでよろしくお願いしたいと思います。１つ目が終わったら、

また誰かに質問していただいて、その後また挙手させていただきます。

　　 35 ページの行政区運営経費の関係で質問させていただきます。

　　行政区長の報酬だとか、行政区への補助金については、行政区の戸数等も勘案して、

算出根拠の中にあろうかと思いますけれども、そうした中で、近年、町の補助をして民

間賃貸住宅の建設が進んでいると思うんですが、賃貸住宅の建設が悪いと言っているわ

けではなくて、集合住宅とか、そういう形でできていっていると思うんですけれども、

都市部では町内会に加入する戸数がどんどん減っているというようなことが新聞報道で

されたりしますけれども、上士幌町においては、民間賃貸住宅だけとは言いませんけれ

ども、特に、町で補助金を出して推進しているものですから、その部分で、行政区への

加入戸数が、行政区長さんから、なかなか加入してもらえないんだよねと、そういう話

があるかないかについてお伺いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　船戸主幹。

○船戸竜一総務課主幹　早坂委員のご質問にお答えしたいと思います。

　　行政区の状況ですけれども、現在、52 行政区の中で運営をしております。その中で、

ここ数年賃貸住宅の住居戸数が非常にふえているというようなことで、実際のところは、

加入については、ふえているという報告が余り来ていないというのが現状であります。

入居については、戸籍窓口のほうで入居手続をする際に、もちろん行政区の加入のお願

いをしているところでありますけれども、実際のところは、なかなか結びついていない
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かなということは承知しております。

　　今後につきましては、もちろん、行政区に加入していただいて、行政の情報等を知っ

ていただくことはもとより、地域の協力等をいただいていかなければいけないことであ

りますので、今後も、その辺を何とかふやしていきたいというようなことを、まず重点

的に考えていきたいと思っております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　７番、早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　日ごろから地域の方々が交流しているということは、いざとい

うとき、災害とか、福祉とか、いろいろな取り組みのことにもつながっていくことです

ので、その辺、行政区と連携をしながら、加入促進に向けて取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。

　　続けて質問させていただきます。

　　 38 ページの地域おこし協力隊の関係について質問させていただきます。

　　先般、現在16 名だというお話でしたけれども、予算の説明資料の中では20 名とな

っているかというふうに思います。あと４名を新規に採用されるということで、どんな

ところにどんな目的で配置をされる予定をされているのかお伺いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉本課長。

○杉本　章総務課長　地域おこし協力隊の配置についてですけれども、予算要求時では

20 名ということで要求させていただきましたが、その後事情が変わっている部分もご

ざいまして、今現在はっきりしている部分につきましては、まず、商工観光課に観光戦

略マネージャーというものを配置する。それから、保健福祉課に障害者就労支援推進員、

企画財政課にふるさと納税推進員を配置するということの３名は、今現在決まっている

ものでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　これに関連して、早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　役場の中にも、さまざまな身分といいますか、正規の職員の方

もいれば、要綱で働いている方もいますし、協力隊という形もあります。そういう部分

では、協力隊を募集されるときには、地域の新たなよいところを発見していただいたり、

日ごろ我々が気づかないようなところを発見していただくということで、特徴的な業務

をやっていただくということになっていると思うんですけれども、どうも、見ていると、

一般事務の補完をしているような感じに見えるところがあるんですけれども、そういう

部分で、本当に協力隊としてふさわしい部分で協力隊を活用されて町の事業を進められ
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ていらっしゃるのか、その辺を検証されていれば、どうなのかお聞きをしたいというこ

とと、平成22 年度から協力隊の事業を始めているんですけれども、既に３年間の任期

を終えられている方が何名で、そのうち上士幌町に、事情は別で、中身まで必要はあり

ませんけれども、そのうち上士幌町に何名が残られているのかお聞きします。

○委員長（中村保嗣委員長）　暫時休憩いたします。

（午前　９時１６分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前　９時１７分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　宮部主幹。

○宮部直人企画財政課主幹　ただいまの質問の平成22 年度から採用したうち、その後の

動向について、私のほうからお答えします。

　　今年度を含めて、これまで隊員が13 名いらっしゃいます。13 名のうち、何らかの

形で本町にそのまま現在住まわれている方については５名というふうに把握をしており

ます。

○委員長（中村保嗣委員長）　この件につきまして引き続き、早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　前段私が言った部分がきちんと伝わっていないのかもしれませ

んけれども、地域おこし協力隊を募集するときには、このような業務で専門的にやって

ほしい、こういう形でやってほしいということで募集されます。ところが、いざ採用さ

れて配置されてしまうと、どうも一般的な業務を補完しているだけのように映る部分が

あるんですけれども、そういう部分はないでしょうかということを申し上げております。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　協力隊というのは、しっかりとした仕事の内容を決めて、専門的な

立場でということで募集しておりますし、採用に当たっての面接においても、そういっ

た事業を進める上でのスキルなり、資格なり、人間性もそうでありますけれども、そう

いった人材を確保してきているということでありますし、今委員がおっしゃるように、

補完的な仕事だけをしているように見えるところというのは、私自身は感じてはいない

んですけれども、もしそのように見えるとすれば、その辺は改めて確認をしなければな

らないと思いますが、基本的には、協力隊については、専門的な立場で仕事をしていた

だいていると私自身は認識しているところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　宮部主幹。
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○宮部直人企画財政課主幹　すみません、先ほど数え間違いをしておりました。定住され

ている方は、５名ではなくて６名です。訂正いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　今、副町長のほうから、そういうことはないというようなこと

のお話だったかと思いますけれども、決算のときに改めて、個人の名前ということでは

なくて、どういう職場に配置されている方がどういう業務をしていて、どういう成果が

あったのか、行政的に役割を果たしてきたのかということの資料を決算時にでも出して

いただければと思っていますので、今回の協力隊に対する質問については終わらせてい

ただきます。

○委員長（中村保嗣委員長）　ご要望ということで承ります。

　　次、山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　地域おこし協力隊の関係で質問したいと思います。

　　確認なんですけれども、現在は16 人なのか。補正予算のときに聞いてちょっと把握

できなくて、当初12 人で、その後、７月１人と12 月３人なので16 人なのかという

気がするんですが、 28 年度任期切れが１人いると。そうすると、 29 年度の当初は

15 人でスタートするのか。３人入れますと18 人というふうになるんで、その確認を

したいのと、それから、28 年度期限切れになる方のところは、新たな方がそこに入る

のか、そこの部署は協力隊がいなくなるのかという問題について質問します。

　　それともう１点は、早坂委員とちょっと似ているんですけれども、任期が３年で切れ

ます。そのときに、その方がかかわった事業というのは、いろいろな力を持っています

ので、新たに起こした事業はいろいろあると思います。３年が終わったときに、その事

業がきちんと継承されていくのか。全部確認したわけではありませんが、どなたかがま

たそこに入ったのか、職員が継承するのかわかりませんが、事業を継承されていくのか

どうか。補完的という意味では微妙な言い方なんですが、必要で雇った方が３年で切れ

たときに、町の事業としてきちんと継承されなければいけないと思いますが、その点に

ついての検証はどうなのか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉本課長。

○杉本　章総務課長　協力隊の数についてでございますけれども、現段階では16 名の方

が採用されているということで、１名が３月で任期満了されるということです。新規の

方が、３名採用予定でございます。そのほか、はっきりしていないのですけれども、退

職の意向のある方もおられますので、若干減る可能性はあるということでございます。

協力隊の数については以上です。
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○委員長（中村保嗣委員長）　数はよろしいですね。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　協力隊は 大３年ということで対応させていただいておりまして、

事情によって、途中でやめられた方もいらっしゃいますし、仕事をする中で、改めて、

本人の意思として、例えば、一般事務関係でいえば、ご本人が町職員の統一試験を受け

られて、正職員ということでその後採用された職員、新年度も予定をしておりますけれ

ども、そういったこともございます。また、協力隊としては３年という期間が決まって

おりますので、その後も、本人の意思、あるいは、こちらも本人といろいろな協議を進

めながら、協力隊という立場でありませんけれども、その後も職員として、要綱職員と

いう形もありますし、そういった形で残っていただいて、今なお活躍いただいている職

員がございます。

　　３年間という期限でありますけれども、その中で当然３年後は見えてまいりますから、

その段階では事前に、その後の体制の問題等々を含めて、私どもも本人と話をいたしま

すし、現場のほうでも話をして、どういう引き継ぎをしていくのか、そのままの人数で

いくのか、あるいは減員ということも含めた、そういったことも事前に十分協議をしな

がら進めてきておりますので、３年たって、ぶつっと切れてしまって、その後全く継続

がないということではなくて、そうならないように、これまでもいろいろ準備なり検討

を進めてきたところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本委員。

○１０番（山本和子委員）　現在 16 人ですね。

　　過去にさかのぼってはわからないんですけれども、その課によっては、ずっと事業を

継続されて、商工関係については、博物館関係も含めて、ずっと継続した方を派遣した

りしていると思うんですが、例えば、子ども課とか教育委員会は、あちこちにばらばら

になっていますと、その方が新たに事業を起こすわけではないと思うんですが、必要で

置いた方が、その後、教育委員会で、例えば、ずっと見ているんですけれども、その方

が新たな事業を起こして、そこで必要で雇ったのか、そのことがどういうふうに波及す

るのかということがなかなか見えないんです。

　　その点について、事業として、もしその方が３年でやめた場合でも、事業が必要だっ

たら、その方の次は、協力隊ではなくて、職員がきちんとそこに張りつかないと、協力

隊の方のいろいろな能力を生かすのであれば、そういうふうに継続していかないと、は

い終わった、次はここで。ことし 高の20 人を採用予定なんですが、そうなると、ま

ちづくりが途切れ途切れになってしまうのではないかと心配して、協力隊そのものを否
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定するわけではないですが、必要で雇った事業だったら、きちんと次に、協力隊ではな

くて、職員がどういうふうにそれを継続するのか考えながらやっていかないと、何か、

ぽんといても、仕事がきちんとチームワークでやっていけるのかという心配もあります。

　　その点も十分含めて、協力隊の仕事でやったことを生かしながら、その課の中でその

ことをきちんと継続してやってほしいと思って質問いたしました。その点について答弁

をお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　先ほど申し上げたとおり、３年間という期間満了を受けて、その後

も引き続き残っていただいている方もいらっしゃいます。この地域おこし協力隊という

のは、本町の事業ではありますけれども、基本的に、都市部からなかなか人材の確保の

難しい地方に人材がスムーズに流れるような、そういった国としての考え方もあるわけ

でありますが、一方で、地方にとっては、人材確保は非常に重要な課題でございます。

いわゆる一般事務については、先ほど申し上げたとおり、統一試験等による採用もござ

いますが、とりわけ、専門的な職員については、募集をかけても応募がほとんどないと

いうところがございまして、そういう意味では、人材確保という重要な面で、この地域

おこし協力隊の制度を活用させていただいているところでございます。

　　実際に、これまでも大変優秀な方々にお越しいただいて活躍していただいております

し、そういう面では、３年後に全ての方がこの町から出て行ってしまうということでは

なくて、そういった非常に優秀な人材であれば、本人が残りたくて残る場合もございま

すし、我々のほうから本人と十分協議をして、その後の継続ということも当然出てまい

りますので、そういったことは常に考えていきたいと。

　　あくまでも、人材確保ということを重要視してこれまでも取り組んできておりますの

で、その点についてはご理解をいただきたいと思います。３年後のことについては、改

めて、そういったいい人材については、地域に残っていただくようなことも、十分本人

と協議をしながら進め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（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　２番、佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　今２人の委員から質問があったんですけれども、20 名とな

ると、正職員の数からして、全体的な組織構図として見逃せないような数だというふう

に思います。あるいは、準職員についても、補助職員についても、全体的なバランスと

いうのをどういうふうに考えているのか。確かに、地域おこし協力隊については、財源

保全という意味から一定の効力はあるかもしれないけれども、３年間、あるいは、中に
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は町内にいていただけるような人もいるのかもしれませんけれども、今後の行政の人事

管理全体の動きということからすれば、そろそろ、こういった仕組みを取り入れるなら

取り入れて、将来的にも、人材がきちんと行政内に残るような形で進めるということが

必要かと思います。

　　今、人材を求めるときに、なかなか応募していただけないと。それは、正職員だから

応募してくれなくて、協力隊であれば割合応募が多いということではないような気がす

るんですけど。むしろ、その辺の採用のありようということも含めて、どのぐらいの人

数はこういう形で進めよう、正職員でどういった基礎的な人材を保持しようとするのか

という考え方を、一定程度中長期的に持たなければ、年齢バランスも含めて崩れていく

のではないかと心配するんです。

　　竹中町政が頑張って、人口が微増したわけですけれども、ほかの町村から見れば過疎

化の率が落ちてきている。これをなるべく維持するような形で取り進めをしたいという

ことであれば、行政内の人材保持というのも、ある程度そういう方向で見ていく必要が

あると思うんですが、そういう基礎的なことはどういうふうに考えているのか、まずお

聞きをしたいというふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　非常に重要なことだと思うんです。人材確保ということは当然です

けれども、ただ、協力隊の募集の関係については、基本的には、長期的にという視点で

はなくて、短期、あるいは中期的に人材が必要だというときに、専門職、あるいは、そ

ういった豊富な経験を持っている方を人材確保をしたいというのが非常に強い意思とし

てありますので、おっしゃるように、全体的な職員の体制も当然ございますけれども、

３年、あるいは５年という単位、あるいは、当面その事業を推進するために必要な人材

ということになったときに、全てを正職員で採用するということになってまいりますと、

正職員がどんどん膨れ上がっていく。結果的に、それは財政的にもいろいろな影響を受

けてまいりますので、やはり、人材の確保に当たっては、今回の地域おこし協力隊につ

いては、正職員ということではなくて、いわゆる短期、あるいは中期的な視点で人材の

確保が必要という判断に立って募集をさせていただいている。

　　ただ、結果として、ふるさと納税に見られるように、そのことが生かされて、まさに、

今本町については事業が非常にいいように進んでおりますけれども、そういったものに

ついては、これからまた改めて、協力隊としていくということだけではなくて、正職員

の確保ということも、今後は考えていかなくてはならなくなってまいりますから、その

ことだけに限りませんけれども、その他の協力隊の配置されている部分についても、そ
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ういったことを見きわめながら、協力隊で継続する場合もございますし、場合によって

は、正職員で配置ということも当然考えながらの行政運営をしていきたい、そのように

考えているところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　関連して、ほかに質問ございますか。

　　 10 番、山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　違う件で、 37 ページの国民保護協議会経費の予算ですが、

28 年度はどのような開催状況なのか、それから、 29 年度の予定は。

　　それから、もう１点、自衛隊協力会の補助金、40 ページ、協力会の29 年度の主な

活動をどのように把握しているのか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉本課長。

○杉本　章総務課長　国民保護協議会の開催状況でございますけれども、28 年度につい

ては、開催はございませんでした。29 年度につきましては、計画の大幅な変更とか、

そういう開催の必要があった場合に開催することとしておりまして、現在のところ開催

する予定はございません。

　　それから、自衛隊協力会の活動内容でございますけれども、上士幌町の警備地区の担

当であります鹿追駐屯地や第５旅団のある帯広駐屯地の記念式典への参加、自衛隊員の

激励、関係者との親睦等、そういった交流等となってございます。

　　自衛隊には、災害等の支援を受けておりますけれども、今後についても協力を受ける

ことがあると思っておりますので、日ごろから協力関係を築くということを、協力会を

通じて活動を行っているところであります。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　 10 番、山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　今の２点に関しては、聞き置くということで了解いたしまし

た。

　　次に、41 ページのふるさと納税自治体連合の予算が組まれているんですが、前年度

を見てもこの予算はなかったので、新しい事業なんだと思うんですが、どのような活動

内容なのか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　梶主査。

○梶　　達企画財政課主査　ふるさと納税自治体連合についてですけれども、これから新

たに設立しようとする組織でありまして、ふるさと納税の額というのは、昨年度全国で

1,650億円と、前年に比べて４倍以上の額になって、今年度はさらにこれが伸びている

模様です。それでも、ふるさと納税している方というのは、まだ、住民税を納めている
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方の 10 ％にも満たないというような状況であります。まだまだ伸びる可能性がある制

度であると。

　　しかし、一方では、一部の行き過ぎた自治体の返礼品に対する批判とか、こういった

ことも起こっておりますので、各自治体が、制度の本来の趣旨を理解して、制度をより

よくして、健全な発展を目指すというのが、この自治体連合設立の趣旨であります。事

務局は福井県庁が担いまして、上士幌町は、ほかの複数の自治体とともに発起人に名前

を連ねております。

　　事業の内容としましては、現段階ですけれども、ふるさと納税を活用した優良事例の

表彰ですとか、そういった優良事例の会員自治体同士の情報共有、そして、全国紙への

優良事例の掲載による、ふるさと納税がすばらしい事業であるということの啓発活動、

これらを予定しております。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　これはまだ設立したわけではなくて、設立予定なんだと思う

んですが、今の時点で、全国でどれぐらいの市町村が加入予定なのか。ついきのうも、

総務大臣が、過度な返礼品については注意を促すというようなことを国会で答弁してい

るのをテレビで見たんですが、両極端あると思うんですが、連合体をつくって、自治体

の情報を共有しながら、この制度がすばらしいというふうに進めていくとしても、いろ

いろな意見を聞かなければいけないのかと思うんです。

　　どれぐらいの加入予定なのかと、福井県が発起人だということなんですが、そのメン

バー等についてはどういう市町村が入っているのか、把握できればお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　梶主査。

○梶　　達企画財政課主査　現段階ですけれども、上士幌町のほかに、岩手県、山形県、

山形県天童市、茨城県境町、群馬県中之条市、大阪府泉佐野市、岡山県真庭市、長崎県

平戸市、こういった自治体が、発起人として名を連ねております。今後、こういったふ

るさと納税の本来の趣旨に賛同してすばらしい活動を行っている自治体を会員としてふ

やしていって、今、一部問題となっています、行き過ぎた返礼品、自分たち自治体のほ

うから、こういったことはやめていきましょうというような議論もこの自治体連合の中

で行っていって、よりよい、健全な発展を目指すという、そういった趣旨でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　先ほど名前を聞きましたら、結構納税金が入っている自治体

が多いのかなというふうに感じますが、先ほど、全国的には 1,650億円で納税の

10 ％、ちょっと聞き取れなかったのですが、多くの方がふるさと納税を納めてしまう
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と、そこそこの自治体には逆に税金が入りませんので、私は納税金をどこにも払ってい

ないので、住民税は上士幌町にそのまま全部払っているんですが、これがどんどんふえ

ると、ふやすことを目的にすると、帯広市はことしも減ったと言っていますが、自治体

格差が物すごくできるのではないかと。どんどん納税金をふやしましょうというふうに

いくのがいいのかどうかというのは、町は町として、納税金を得まして、指定寄附金も

28 年度分は２億円ですか、かなりすごいなと思って、子育てではなく使われるという

のは把握して、それはそれでいいんですが、納税金をふやしましょうというのはどうな

のかなと。それは会の趣旨で、その発起人に竹中町長がなっているというのは、そこま

でやっていいのかなというのはちょっと疑問に思いまして、質問をさせてもらいました。

　　あくまで、地方交付税できちんと賄うという税金制度を確保しながら、産業発展に寄

与することもありますし、いろいろな意味で、そこそこ考えることであって、納税金を、

10 ではなくて20 、 30 にふやしましょうということではないような気がしますが、

その点について、担当課か町長でもいいですが、答弁をお願いします。

○委員長（中村保嗣委員長）　梶主査。

○梶　　達企画財政課主査　私が先ほど申し上げましたふるさと納税されている方々がま

だ 10 ％に満たないというのは、個人住民税は全体で10 兆円を超えるような国の予算

ですので、これに対してという意味だったんですけど。

　　ふるさと納税自体が、本来の趣旨としまして、都市から地方へ税を移譲するというこ

とで、ふるさと納税というのは、皆さんそれぞれ限度額がございますので、全ての住民

税を移せるわけではございません。目安としまして、個人住民税の２割が限度額となっ

ておりますので、個人住民税を納めている個人の方々の２割を限度として、上士幌町で

いえば、５割が関東そのほか、２割が関西、そして、１割が名古屋を中心とする中部、

約８割がこの３大都市圏から上士幌町のほうに寄附をいただいておりますので、個人住

民税の２割を限度額として都市から地方への税の移譲を行うというこの制度にのっとっ

て、この制度がある限りは、上士幌町も積極的な展開を行ってまいりたいと考えており

ます。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　佐々木守委員。

○２番（佐々木　守委員）　 37 ページになろうかと思うんですが、人件費に関して質問

したいというふうに思います。

　　この人件費の中には、当然時間外労働の部分も予算として組まれていると思うんです

けれども、時間外はどういう算出というか、基準をもって、総額では幾らを見ているの
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かお伺いをしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉本課長。

○杉本　章総務課長　時間外手当の積算についてですけれども、平成29 年度でいいます

と、平成27 年度の実績と平成28 年度の実績見込みです。それを勘案いたしまして、

各課ごとに、給与に対する手当額の率を算出いたしまして、それをもとに対象者の給与

にその率を掛けたものを各課ごとに出した額を合計したものが、予算額ということで計

上させていただいております。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　実は、昨年度までの実績を資料として出していただきました。

今、 80 時間というのが時間外労働の上限だろうというふうに言われて、国会で、働き

方改革も含めていろいろ議論されているところです。本町については、これを見れば、

そういった基準に達していないので、そうした心配はないのかというふうに思うんです

が、各課の時間外の違いというのは、４倍を超えるぐらいあるわけです。こういうもの

を、人員配置等についてはどういうふうに目安にしているのか。

　　それから、ついでにお聞きをしたいというふうに思いますけれども、課長は、残念な

がら時間外をいただけない。だけども、職員と同じように職務をしているわけです。聞

くところではタイムカードを押しているということですけれども、その算出はしていな

いはずだといううわさを聞きました。確認ですけれども、課長職の労働時間というのは

どういうふうに把握をしているのか、それも含めて質問したいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉本課長。

○杉本　章総務課長　課長職の時間外の把握についてですけれども、課長については、時

間外手当を支給していないことから、時間外手当の処理簿というものをつけておりませ

んので、厳密な意味での時間数というのは把握してございません。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　委員おっしゃるとおり、各課によって時間外のばらつきといいまし

ょうか、当然できてまいります。特に、昨年のような災害が発生した際には、全課にわ

たって各職員が災害復旧も含めたことに携わりますので、当然膨れ上がってきますし、

選挙なんかが多い年は、総務課を中心に時間外が当然増加をする。あるいは、商工観光

課も、イベント等で、そういった対応で、どうしても、朝早くからとか、夜遅くまでと

いうような仕事が当然出てまいりますので多くなりますし、企画財政課については、ご

存じのとおり、ふるさと納税業務が、特に年末に当たっては、相当数の夜間にわたって
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の業務が発生する。場合によっては、ことしは、正月早々、３日から仕事をするという

ような、そうしないと業務が回らない、そういう事態も発生しておりまして、当然、時

間外業務が多くなってくるところでございます。

　　ただ、この辺は、必ず毎年同じパターンでということもない場合もあるものですから、

十分見きわめなければならないところがございますが、いずれにいたしましても、私の

ほうといたしましては、特に、人員の配置については、例年各課部局長と１対１で協議

をいたしまして、職員の健康状態、あるいは業務量の問題、時間外の状況等々も含めて

情報交換をさせていただいて、その上で、必要な人員配置等も考えさせていただいてい

るということでございますので、そういったことでご理解いただければというふうに思

います。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　時間外の基準は指示しておられますか。多いか少ないかがあ

るのはわかるわけであります。でも、 低何時間、日割りなら何時間、月だったら何十

時間以内に抑えるように業務を分散しなさいと。特に、グループ的に仕事をする、スタ

ッフ制という形でやっているんですから、そういうことは当然可能になるわけです。そ

ういう指示をどれぐらい細かくきちんと管理としてやられているのか。そのためには基

準が必要です。総務課にこういった基準で予算を編成しなさいと。その指示はどのよう

にされておりますか。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　時間的な、何十時間ということでの時間を切っての指示はしており

ません。ただ、やはり、先ほど言いましたように、職場の状況というのが見えてまいり

ますので、当然、本人からというよりは上司から、例えば、Ａ職員が非常に時間外が多

くなっている、疲れているような様子もあるというようなこともお聞きすることがあり

ますので、そういった際には、できるだけ課内での連携を図ってくれということで、状

況を聞いた上で指示はさせていただいておりますけれども、仕事ですから、一気に途中

から切って、あとをＢ職員にすぐ移行するというのはなかなか難しい面もありますけれ

ども、ふだんからそういう連携をすると、スタッフ制のこともありますけれども、課内

で連携をして、過度に一職員に偏ったことにならないようにということで指示はさせて

いただいているところでありますが、ただ、現状は、例えば、昨年のような事件が起き

た際には、どうしても一部の職員に相当な時間外勤務が発生するというようなことが出

てまいりますけれども、それを分けてといっても、なかなかそれができないところもご

ざいますので、どうしても、一時的には集中した時間外労働が発生するということがご
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ざいますので、それはやむを得ないとは思っておりますが、ただ、健康上の問題も当然

ありますので、その辺は注意を払っていきたいというように思っております。

　　その他のところでも、通年時間外が多いという職場もございますけれども、その辺は、

先ほど申し上げたとおり、十分、課長、あるいは現場とも協議をさせていただいて、必

要に応じては、そういった人員体制のことも検討していきたいというふうに思っている

ところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　行政の性質上、決められた法令に従った事務しかやらない、

それが使命だという課もあれば、新たな発想をどんどん加えて、みずからの仕事もふえ

てきている課も当然あるわけです。ただ、働いてもらうという側面から考えれば、そう

いったものに一定の限度をもって指示をしていくというのが必要ではないか。さっき、

時間外については、昨年、一昨年の実績に基づいてやっている。多い課は多いというこ

とを前提にしてしまっている。それはいかがなものか。急に、災害等、あるいは教育委

員会で起きたような事件が起きれば、そのために時間外等が増加をするというのは当然

の話ですから、そういった不測の事態が時間外を多くしたりするということについては、

これはやむを得ないことだ。それはどうこう言うつもりはありません。日常的にそうい

う格差があるものを、なるべく是正する方向で物を考えていく。

　　それから、もう一つは、僕は長く議員をさせていただいています。入った当時の課長

さんの仕事ぶりと、現在の管理職の皆さんの仕事ぶりというのは全然違う気がします。

当時は、本当に管理という側面ですけれども、今の課長さんは、みずから先頭に立って

やらなければいけない側面で仕事をされているように─大変結構なことですけれど

も─見えています。僕からすれば、せっかくデータがとれるんだったら、 高管理

者は、やはり、そのデータを、課長の健康管理も含めて見るぐらいの度量があっていい

のではないのかと。せっかくとっているんですからね。それが基本的な管理のあり方だ

と思うのですが、それについてお伺いをしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ご指摘の部分は、一度把握をしてみたいと思っております。

　　そういった、時間的にどう見るかということも非常に重要なことでありますけれども、

一方では、私自身が、立場の中で、各課部局長とそういった意見交換がしっかりできて

いるかどうかということも非常に重要なことだと思います。日常的には、私自身も、直

接状況を見ながら、課長、あるいは主幹を呼んで話をすることもございます。当然、新

たな年度に向けての人員体制のことも考えなければなりませんので、仕事の状況なりも
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含めたことでいろいろ情報をいただいておりますので、当然、その中では、課長によっ

ては、 近非常に疲れていると、仕事の業務も多くて、夜勤もやり、あるいは土日の出

勤もあって、体調が思わしくないというようなことを聞くこともございますので、そう

いったときについては、業務の内容については、協力をしながら、お互いに連携をしな

がらやってもらいたいということで、そういった話もさせていただいておりますし、そ

の後どうするかということも、町長と相談をするようなこともございますので、そうい

った対応は、これからもしっかりやっていきたいなというふうに思っているところでご

ざいます。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　今の部分については理解しました。

　　賃金に関して、事務補助職員の給与に関して、現実として、農協との、いわば臨時職

員という職員給与について差が起きている。そういううわさを、町内で何人もの方から、

あるいは関係者からも聞いているんだけれども、どうなんだと。行政内というか、役場

の臨時職員の給与というのは少し低額ではないのかと。それについて引き上げすべきで

はないかという考えを申し上げて、その対応を見ていたところですけれども、今回の予

算の中ではどういう配慮をされているのかお聞きをしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　本町の要綱職員の賃金体系等々については、いわゆる同業種である

十勝管内の団体との比較では、それぞれ一緒ではないのですけれども、決して低いとこ

ろにあるわけではございません。ただ、委員ご指摘のとおり、そういった関係もござい

ますので、実は、新年度に向けては、賃金の関係等、あるいは手当の関係でも、上乗せ

する形で今作業を進めておりまして、そういった改善をするという前提で予算を組んで

いるところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　今考えている改善幅についてお聞きをしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　実は、要綱職員の場合は、何年か置きに段階的に賃金を上げるとい

うことになっていまして、例えば３段階まで行きますと、その年度を超えるとあとは頭

打ちになるわけです。そこからは上がらないと。20 年、 30 年勤めても、今の中身で

は上がっていかないということになるんですが、その段階をさらに２段階上に上げて、

長期に仕事をしていただいている方については上乗せをするという形をとらせていただ

こうと、あと、手当の関係が、今、年間で1.5カ月分の支給をしておりますけれども、
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それも若干上げたいということで、今作業を進めているところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　そうすると、この賃金の中にはまだ入っていない、検討中で

あると。今回の予算の金額は、今までの基準での支給金額がここにのっているというこ

とですか。その辺をもう少し説明願います。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　失礼いたしました。

　　 終的に、町長にご判断をいただいて決定したのが先日でございますので、今回の中

には入っておりませんけれども、５月の補正時に、それも含めた補正をかけていきたい

というふうに考えてございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　 41 ページですけれども、上士幌版テレワーク推進事業につい

て質問させていただきたいと思います。

　　平成28 年度については、平成27 年度から繰り越した国の地方創生加速化交付金を

活用してこの事業を取り組まれたというふうに思います。そして、この事業は、都市部

の企業に、会社の一部機能を上士幌に移してテレワーク事業に参加してみませんかとい

うことで、１年間に限って、事務所の家賃とか光熱水費、あるいはインターネットの通

信費を町の予算で負担をするということでやってきていると思うんです。ことしは一般

財源のように見えますけれども、この１年間公募されて、ふるさと納税の会社だったと

思うんですけれども、29 年度も独自の、自前の経費でここに事務所を置いて活動され

るのでしょうか。１年間に限ってという支援だと思っているものですから、29 年度の

この予算については、新たな企業を公募されるということなのでしょうか。あるいは、

既にそういうことで応募をしたいという企業さんがいらっしゃるということなのでしょ

うか。質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　梶主査。

○梶　　達企画財政課主査　上士幌版テレワーク事業についてですけれども、委員おっし

ゃったとおり、今年度につきましては、平成27 年度の国の加速化交付金事業を活用し

まして、繰り越し予算として実施をいたしました。そして、株式会社トラストバンク様

より事業活用の申し込みをいただきまして、町が提供、貸し出しするオフィスにおいて

コールセンターが開設されました。そのコールセンターにおいては、現在までに合計で

８名の雇用がなされているところであります。町としましては、直接的な移住、雇用に
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つながる効果的な事業だと判断いたしまして、平成29 年度については、町単費による

実施を予定しているものであります。

　　また、株式会社トラストバンク様につきましては、今年度途中でお申し込みをいただ

きましたので、ここから 大１年間ということで、オフィス、または、そこに係る光熱

水費等の支援を行っているところであります。コールセンターが今開設されております

ので、１年たった後は、株式会社トラストバンク様独自の費用によって、コールセンタ

ーをそこで継続して活動していただくということになります。町のほうの予算につきま

しては、新たな企業に対しての呼びかけを行うものであります。

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前をもってお知らせいたします。

（午前１０時００分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時１１分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　まだございますか。

　　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　１点お伺いをしたいと思います。

　　 40 ページのふるさと納税の推進事業の中での賃金は、何の賃金でしょうか。

○委員長（中村保嗣委員長）　梶主査。

○梶　　達企画財政課主査　ふるさと納税推進業務においての賃金ですけれども、今年度

も年末の12 月、また、１月、12 月に申し込みいただいた方への書類の発送等がござ

いますので、年末年始の繁忙期にパートの方を雇用して、業務のお手伝いをいただいた。

時間外におきましても、そのための経費になっております。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　関連ですね。佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　賃金をここで見るのか、全体の中で賃金をそういうものも含

めて見るのかというのは、どういう区分けになるんでしょうか。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉本課長。

○杉本　章総務課長　総務課で一括で予算計上しています賃金については、月決めで雇っ

ているというか、月給で支払っている方の賃金については総務課で計上しておりまして、

今のようなパート職員の賃金については、各課で予算要求しているということでござい
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ます。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑。

　　中島委員。

○６番（中島卓蔵委員）　 36 ページの一般共用事務用品の中の消耗品費について、前年

対比で300万円ほど増額になっていますが、その増額分の内容についてお伺いしたいと

思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　鈴木主査。

○鈴木隆嗣総務課主査　一般共用事務用品及び事務機器の管理経費につきましてですけれ

ども、消耗品費ということで、用紙、そのほか事務用品で、今年度は733万5,000円。

多くは、消耗品費のほうの増加が激しいということで、特に、共用用紙の部分なんです

けれども、年々外部の方に配布する資料等の印刷等がふえてきている関係で、過去、

26 年から数字を拾ってきているんですけれども、全体として、各年1.26 倍、 1.35

倍という形で用紙の使用枚数及び金額等がふえてきているような状況にあります。これ

に対応する形で、平成28 年度の購入見込み額等をもとに、今回消耗品の予算要求額と

して733万5,000円を計上させていただいたところであります。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　 46 、 47 ページの山村開発センターの屋上の防水工事につ

いて質問いたします。

　　昨年の災害のときにも雨漏りがありまして、そのときに補正で組んだんですが、それ

との関係があるのか。それで十分対応できるのか。

　　それと、山開センターについては、災害時に避難場所になると思うんですが、昨年

12 月にも一般質問をしたんですが、非常用の電源が整備されたような気もするんです

が、その辺を確認したいと思いますが、よろしくお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　船戸主幹。

○船戸竜一総務課主幹　私のほうからご質問にお答えしたいと思います。

　　山村開発センターの屋上の防水工事ということで、昨年工事をさせていただいており

ます。昨年の８月、大雨、台風、それと長雨の影響で、屋上の防水の表面が劣化してい

たところに穴があいてしまいまして、雨漏りが非常にひどくなったということで、昨年

施工させていただいています。昨年は途中だったものですから、山村開発センターの屋

上部分は全部で600平米ぐらいあるんですけれども、そのうちの200平米ほどの、ステ

ージの上の部分を緊急的に防水工事をさせていただきました。今回については、あと

400平米ほど残っているものですから、そちらもということになります。
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　　なぜ当初予算に変えたかというと、昨年やらせていただいた緊急の工事の中で、ホー

ルの部分は、雨漏りはしていたのですけれども、それほどひどくなかったものですから、

その一部分を一緒に施工させていただいて、何とかこの１年もったというような状況で、

今回当初予算のほうの計上というふうにさせていただいております。

　　次に、山村開発センターが災害時の避難場所になっているという件なんですけれども、

こちらに非常用電源が整備されているかということなんですけれども、役場庁舎につい

ては、北電から供給されております電源が切れた場合については、消防施設等を動かす

ための非常用発電機が設置されているのみということで、実際には、避難所等が開設さ

れた場合については、そちらの非常用電源は使えない状況にあります。ですので、今の

ところ、防災としては、昨年購入しました、基本的にはこども園に設置されている非常

用発電機がありますので、それをもう少し能動的に使えればというふうに考えています

し、レンタル業者さん、それから建設業協会等と協定を結んでいますので、そちらの応

援等をいただきながら対応したいというようなことを想定しております。

　　今後になるんですけれども、それでは非常に心もとない部分もありますので、庁舎の

大規模改修等に合わせてこの問題を解決していきたいということで、課題として今後も

整理していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　これは昨年の３月の新聞記事なんですけれども、上士幌町が

非常用電源整備率が０％となっていますが、こども園に設置されたのであれば、これは

０ではなくて、箇所数がふえたということで確認させてもらっていいのか。

　　士幌も余りないんですが、町村によってはかなりの、音更とかは非常用の電源整備率

がかなり高くなっていますけれども、余りにも少ないのではないかという気がいたしま

す。消防は消防で、消防は避難場所になっていないですよね。そうなると、避難場所の

設置率からいくと低いのではないかと。総合計画で、役場庁舎、それから、山開センタ

ーの今後の計画を、30 年ごろですか、見ながらやるとなっていますけれども、そこま

で待っていいのかと。お金がどれぐらいかかるものかわかりませんが、自治体によって

は、かなり多額になるからと足踏みしている状態がありますが、それだけ設置するのに

そんなに大変なものかわからないんですけれども、冬場に何かあったときには本当に大

変だと思います。その点について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　船戸主幹。

○船戸竜一総務課主幹　まず、新聞等にありますように、うちのほうになかったというふ

うになっていますけれども、先ほど言いましたように、認定こども園のほうに常設とい
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う形で設置はしていないというふうに考えていただきたいと思います。今回、昨年の

12 月に購入をさせていただいたのは、基本的には、認定こども園のほうに設置する予

定というふうな形で購入させていただきました非常用発電機という形になります。これ

が、まず１点あります。

　　それから、ことしの６月に増設予定の生涯学習センターについても非常用発電機が設

置されますので、充実は、徐々にですけれども、してきているかと思っています。しか

し、役場庁舎は拠点施設になる部分ということで、まだ脆弱な部分はありますので、こ

ちらについては早急にしていかなければいけないというふうには考えておりますので、

先ほど言いましたように、大規模改修等で、課題として、早急に検討はしていきたいと

考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　災害というのはいつ来るかわかりませんので。例えば、認定

こども園には、常時ではないけれどもある、６月以降は生涯学習センターも予定してい

ると。そのときに、もし何かあった場合に活用する体制、それがないと、どこにあるか

もわからないとか。担当課だけではなくて、活用する体制をきちんと確認しないと、突

然停電があるかもしれません。その点も含めて、まずある物を活用しながら、今後の課

題は残しますけれども、その点を確認したいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　船戸主幹。

○船戸竜一総務課主幹　非常用発電機になりますと、一般の職員が単純に機械を動かして

使うというものではありませんので、やはり、この辺については、町内の電気業者さん

と連携、協定等をしていかなければいけない部分というふうに考えております。それを

もとにして、常に稼働ができるというような体制はとっていきたいと考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　今の緊急用発電ですとか、山村開発センターの改修に伴って、

ずっと１年見ていますと、昨年度は非常に雨が多くて、公共のそういう、本庁舎もここ

もそうですけれども、認定こども園の防水工事がきちんとなされてない。当然、今度は

生涯学習あたりは当然やっているものと思っとったんですけれども、やるはずという考

え方でいいのかというのが１つ。発電装置を入れるということであれば、地下にそうい

う防水工事をやっていなければ、水が入ったときにそのものが稼働できないという状況

が起こっています。

　　今主幹が言いましたけれども、そもそも、発電装置を業者から借りるとか、そんな安

易な状況ではないんですよね。山本和子委員も言いましたけれども、いつその危機が来
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るかわからない。私どもの町というのは、山岳、あらゆるものを抱えていますから。や

はり、職員であっても、発電機も何キロではないと思うんです、大型の60 キロ、70

キロとか、本庁舎を動かすコンピューターとか、そういうものが動かなければ、役場庁

舎に人がいても、電気がなければ全然使い物にならなくなりますから、緊急対応も一切

できない、無線も使えない。

　　そういうことを考えたとき、行政というのは、一般町民から言われると、ものが起こ

ってからようやく始めるんだという。そういうシステムではなくて、先を読んだやり方

というのが当然必要ではないのか。やはり、町民を守るという観点から見ると、発電機

を動かすといったって、今のやつは、ちょっと練習すれば、スイッチを入れれば動くシ

ステムで、どう北電の線につながっているかが問題であって、何も勉強すればいいんで

すよ、教えてもらえば。資格が要れば、取ればいいんですよ。役場の職員で何でもでき

るんです。人任せではなくて、 低限度は自分らでやるんだと。足りないところを業者

に任せていくという考え方でないとうまくないのかと。その辺の考え方はいかがですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　船戸主幹。

○船戸竜一総務課主幹　山本委員おっしゃるとおり、災害というのは本当にいつ来るかわ

からない状況で、実際に、それにすぐ対応できなければ行政としてはまずいということ

になりますので、今ご指摘ありましたように、電源関係については、非常用発電機を動

かすのは、スイッチを入れれば簡単に動くんですけれども、それを施設につないだりす

るところの制御盤との関係となると、なかなか難しい部分があります。ただ、今委員が

おっしゃいましたとおり、それは業者任せでいいのかという話になりますので、確かに、

行政職員が資格が取れないということはないと思いますので、この辺は私の一存では決

められないことではありますけれども、確かに、行政職員として、町民を守るという観

点からいけば、そういうことをもっと率先して行っていかなければいけないというよう

な意識に立つ必要があるというふうには考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございますか。

　　佐藤委員。

○４番（佐藤　曻委員）　 47 ページでありますけれども、庁舎エレベーター更新工事で

ありますが、確認いたしたいんですが、予算は1,100万円ほど見ておりますが、本当に

1,100万円でできるのかどうか。それから、更新に当たりまして、耐用年数が来たから

更新するのか、あるいは、そのほかの理由があるのか教えていただきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　船戸主幹。

○船戸竜一総務課主幹　エレベーターの工事の部分なんですけれども、まず、役場庁舎の
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エレベーターについては、役場庁舎が建設されました昭和56 年から今日まで、35 年

間ほどになると思いますけれども、ずっとそのまま使用させていただいております。業

者さんのほうから、通常、耐用年数については、20 年以上過ぎてきた場合については、

部品等の供給がストップしてくるというようなことがありましたが、やはり、一度設置

してしまうと、なかなか急にというわけにはいかなくて、今までも部品等の供給をして

いただいてきたところなんですけれども、今回、そちらのほうから、部品については、

来年度で供給はしませんというような通知が来ております。それに伴いまして、部品の

供給の停止に合わせて、部品が提供できない、イコール、保守点検もできないというよ

うなお話が来ておりますので、この部分について、やはり、エレベーターを動かす中に

おいて、保守点検ができない中で人を乗せて動かすというわけにはいかないということ

で、今回予算の要求をさせていただいております。

　　今回、この要求の中で更新をする部分なんですけれども、基本的には、エレベーター

の上部についています、俗にかごというんですけれども、それを上げたり下げたりする

巻き上げ機です。それから、制御等の心臓部分の交換というふうに考えております。そ

れに伴いまして、一部取りかえますので、その辺の変更になるかと思います。 終的に

は、この1,156万円で工事を進めたいと考えております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　質疑がございませんので、次に移りたいと思います。

　　次に、総務費、事項別明細書は 47 ページから 60 ページです。質疑ありますか。

　　１番、伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　 51 ページの生涯活躍のまち上士幌創生包括プロジェクト事業

の2,000万円。今回、町長選がありますので、多分骨格予算になっていると思うんです

けれども、これを５月の政策予算の中に加えることはできないのか。上士幌創生包括プ

ロジェクト事業が、まだ、まちづくり会社が町民に知らされていないのと、内容的にも

まだまだ詰めなければならないところがあるのに、なぜこの時期にこの2,000万円の計

上をしたのかお伺いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　瀬下主幹。

○瀬下充孝保健福祉課主幹　上士幌創生包括プロジェクト事業につきましてお答えをいた

します。

　　生涯活躍のまちの取り組みにつきましては、平成27 年度に策定いたしました上士幌
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町人口ビジョン総合戦略の基本目標の一つとして位置づけております。この総合戦略は、

人口減少や地方創生に対しまして町が重点的に取り組んでいく事業でありますことから、

今年度事業で行ってきた中間報告ですとかこれまでの議論も踏まえまして、早期に取り

組むべき事項については速やかに事業に着手できるよう、まちづくり会社設立後に改め

て予算を検討するということではなく、当初予算措置をさせていただきたいということ

で、計上したものでございます。また、事業推進に当たりましては、町の負担の軽減の

ため、国の地方創生推進交付金を活用することとしておりますことから、この点でも、

当初予算措置等をしておきたいというふうに考えております。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　３月に結果が出ると思うんです。まだ中間報告の段階で新年度

予算に組むということは、内容的に、本当にこの会社に継続して、この会社が立ち上が

るのかどうかという不安も当然ありますし、プロジェクトの委託事業の積算ももらいま

したけれども、これは地域包括ケア、行政の包括ケアとの違いはどうなのか、そのこと

によって個人負担がふえるのではないかということも、たくさん疑問点がありますので、

そのことがはっきりしないうちにこの2,000万円の計上をするということにちょっと疑

問を感じるのと、もう一つ、もしこの会社が立ち上がるとすれば、今まで上士幌町交流

と移住を促進する会、これは移住を促進してもらっている会社なんですけれども、これ

も委託契約していますけれども、これと生涯活躍のまちづくり会社との関係は今後どう

なるのかお聞きをいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　瀬下主幹。

○瀬下充孝保健福祉課主幹　お答えをいたします。

　　まず、まだ 終報告が出ていない段階での計上ということでございますけれども、今

年度の事業を行うに当たりまして、受託者とさまざまな団体等にヒアリングをしてきた

ところでございます。そういう中で、29 年度の予定といたしましては、安心して暮ら

せるまちづくりとして、地域包括ケアの充実の検討ですとか、（仮称）人材センターの

設立、移住したくなるまちづくりとして、移住希望者の募集、やりがいが見つけられる

まちづくりとして、仮称ではございますが、アクティブシニア生涯学習大学の設立とい

うものを委託しようというふうに考えているんですけれども、こうしたこれまでの協議

の中で早期に取り組んでいくべきということを伺っておりますことから、中間報告段階

ではありますけれども、今回予定した事業につきましては、早期に取り組んでいくべき

というふうに考えたところでございます。

－27－



　　また、委託費の積算につきましては、確かに、事業内容が詰まっていないということ

もございますけれども、国が示しております官庁施設の設計業務等積算基準といったも

のによりまして、根拠のある事業費ということで積算をしたところでございます。

　　それと、既存の関係団体、また、町の事業との関係についてでございますけれども、

これにつきましては、町や団体による既存の取り組み事業をそれにかえる、あるいは取

ってかわる、代替ということではありませんので、さまざまな理由により、これまでな

かなか町民ニーズに応え切れていなかったこと、あるいは、課題があって取り組めなか

ったことを見出しまして、こうしたことに取り組んで町民サービスの向上を図っていき

たいというふうに考えておりまして、団体の事業を変えると、そういったことを想定し

た検討はしていない状況にございます。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　今の関連ですが、ようやく少しずつ話が見えてきているんで

すが、この事業の主体者はどこなのか。委託事業ですので、委託をするのは上士幌町な

ので、予定している３つの事業については、町がやると決めた事業を委託するんだろう

と思うんです。そして、今年度4,500万円かけた調査の結果を見て、町がこの事業をし

たほうがいいというふうに決定して委託するんだろうと思うんですが、その調査結果を

見ていませんし、安心して暮らせるまちづくり、それから、人材センターとありますが、

移住したくなるまちづくりは呼ぶだけですので、やりがいが見つけられる、アクティブ

シニア生涯学習大学とかありますけれども、既に、教育委員会はシルバー学級というの

をやっていますので、その関係も含めて、町がやると決めた事業をこの会社に委託する

んだろうという基本を確認したいのと、そうしますと、積算根拠の人がどうのこうのと

いうのと、この事業の関係が全然一致しないんですよ。総務省の委託事業費として、受

けるとして、委託、人材、社長がどうのこうのと全部計算しているんですが、これは単

なる人員のことであって、事業との関係は全く結びつかないんですが、その辺は、町と

しては、委託事業をするときに、どんなふうに事業の内容と積算根拠について説明する

のかお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　瀬下主幹。

○瀬下充孝保健福祉課主幹　お答えをいたします。

　　今回の予算に計上させていただいておりますのは、委託費ということでございますの

で、町が必要というふうに判断をいたしまして、その業務を外部にお願いをするという

形になります。
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　　次に、積算の考え方についてでございますけれども、確かに、設計業務ということに

はなっておりますけれども、調査研究等の、いわゆるソフト事業につきましては、明確

な積算基準が定められたものがございませんので、根拠を持った積算としたいと考えて

おりまして、国が示している基準により積算をしたものでございます。

　　今回の事業につきましては、地域包括ケアの検討ですとか、人材センターの設立、生

涯学習大学の設立など、専門知識を活用しながら多様な業務を遂行するという事業でご

ざいますので、今回よった基準を設計業務等、専門知識を用いて積算するという基準で

ございますので、これに倣いまして委託料を積算させていただいたところでございます。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　前回の4,500万円の件もそうなのですが、これは今回の予算

に関係ありませんので、積算根拠と実際にやった事業というのが、成果品を見なければ

わからないのですが、なかなか見えてこないと。

　　今回も、例えば、事業費として2,000万円組んでいますが、先ほど、町がやる事業を

委託するんだろうと思って確認したんですが、多分そうだと答弁されたんだろうと思う

んです。とすれば、その事業費ごとのお金がどうなるというのがなければならないので

すが、国からもらうお金が積算根拠がある、もらうための根拠ですので、それはいいん

です。でも、これは実際に事業をやる2,000万円ではなくて、立ち上げるための2,000

万円だろうと把握しているんですが、例えば、３番の設立をしたとしても、設立するま

でのお金で、実際に稼働するわけではありません。であれば、立ち上げまでの事業なの

か。

　　それと、これからの予算が、長期計画の30 年以降を見ましたら、金額はちょっと違

うんですが、ずっと1,920万円です。30 年の１億円は多分住居をつくる予算かなと思

って、それは別として、1,920万円がずっとついているんです。ずっと同じ金額。この

事業もまた委託するんだろうとした場合に、国から多分交付金をもらうだろうという話

もあったんですけれども、これは全部町が払うのかと言ったらそう言ったんですが、そ

のとき、国からもらう委託根拠というのは、こういう国の示した委託根拠で、多分補助

金が５年ぐらいはつくかもしれない。そうすると、事業の中身と国から来る事業費と全

然合致しないんですよね。その辺がどういう予算を組むのかというのが、物すごく、私

としては、この事業が合点がいかないといいますか、そんな感じがします。はっきり言

いますと、国から補助金をもらうための根拠であって、実際の事業をするための予算で

はないというふうに今回の2,000万円は把握しているのかどうか。すごく大事な予算だ
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と思うんです。

　　ここで決めてしまうと、このまま先へ進んでしまって、予定の（仮称）まちづくり会

社がどんどん仕事を進めて、実際に、こういう町民の要求があって、まちづくり会社が

調査をした結果、こういう事業をやったとなったと。町がそれを聞いて、そうだという

ふうに手を握らない限り、この事業は進まないと思うんです。そのことが確認できない

のに、国から来るお金があるからって事業をつくっていいのかというのが、物すごく不

安で仕方がなくて、その辺をきちんと確認したいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　瀬下主幹。

○瀬下充孝保健福祉課主幹　お答えいたします。

　　まず、今回の予算がどこまでの取り組み事業を行うかという点でございますけれども、

29 年度につきましては、それぞれの事業実施体制の構築ですとか、関係機関の連携の

確立、人材センターでしたら人材センターの設立、学習大学でしたら学習大学の設立と

いったことを図ることを成果として求めていく予算にしております。こういう業務につ

きましては、実際に調査研究、検討ということにもなりますので、具体的にどこに何人

が業務に従事するということは、なかなか事前にはつかみづらいということもございま

して、人工数によりまして委託費を積算したところでございます。

　　これができて、30 年以降につきましては、具体的な事業の実施、地域包括ケア事業

で何をやるのか、あるいは、人材センターの運営でどういうことが出てくるのかといっ

たことが出てくるかと思いますので、そのときは、そうした事業内容等に基づいた積算

をした上で、行政として取り組みが必要であるというものにつきましては、委託ですと

か補助といった対応を検討することになると考えております。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　私は、この３つの事業がだめだと言っているわけではなくて、

３つの事業が、本当に4,500万円かけて、まちづくり、コミュニティですか、そこのと

ころが調査して、町民の要求を聞いてまとめたのであれば、町もそうだというのであれ

ば、この事業を認めたいと思うんですが、その証拠になるものが何もないのにどうなん

だろうかと、この当初予算でそれをすごく危惧しています。だから、この事業が悪いと

言っているわけではないですし、実際に要望があるかどうかは私にはわかりませんので、

先ほど言いました３番目の生涯学習大学というのは、教育委員会がシルバー学級を一生

懸命やっています。その事業とかぶってくるのではないか。その辺をきちんと見きわめ

て計画をつくらないと、こっちはこっち、あっちはあっちと計画をつくっても、（仮
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称）まちづくり会社がこれから担うかどうかわかりませんが、町の事業としてやること

をきちんと把握しないと、国からお金が来るということで、どんどん先へ先へというふ

うに、町民が置き去りにされているのではないかと、その危惧をしながら質問をさせて

もらいました。答弁があればお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　答弁ありますか。

　　松岡課長。

○松岡秀行企画財政課長　私のほうからお答えさせていただきます。

　　今、瀬下主幹のほうから説明をさせていただきましたけれども、委員おっしゃるとお

り、議員の皆様がご心配しているんではないかなというふうに思いますけれども、今行

っています4,500万円の 終報告が出ていない段階で次に行くのはどうなのかというよ

うなところでありますけれども、瀬下主幹も冒頭申し上げましたけれども、まず、生涯

活躍のまち推進というものは、総合戦略でも示しておりますとおりに、町として取り組

まなければならないことということが、まず１つであります。今、4,500万円は4,500

万円で、平成28 年動いてはおりますけれども、次の段階で、今これをお示しさせてい

ただいているということでありますけれども、改めて、この事業につきまして、今私ど

ものほうで積み上げてきているものをここでご披露させていただきたいと思います。

　　この目的といたしまして、まず１つ目です。いつまでも住み続けたいまち、安心して

豊かな生活を送ることのできるまちを目指し、移住定住、福祉、医療、子育て、教育、

雇用創出などのさまざまな施策の連携を図るとともに、地域包括ケアシステムを構築し、

生涯活躍のまちの取り組みを推進するというものであります。これは、再三、まずは、

地域包括ケアシステム、今完璧でないものをできるだけ完璧に近づけていきたいという

ふうなものもご説明させていただいてきたかと思いますけれども、それが主眼にあると

いうことを、まず、この目的のところで示させていただきたいと思います。

　　事業の概要であります。移住希望者募集を継続するとともに、移住者が、その経験や

技能を生かして活躍するための（仮称）アクティブシニア生涯学習大学設立。町内の人

材を発掘、活用する（仮称）人材センターの整備、町民の安心・安全を担う地域包括ケ

アの充実を図る。これが目的から来ている事業概要であります。

　　今言われております３つの事業に移るわけでありますけれども、移住希望者の募集。

これは、アクティブシニア向けの移住セミナー、相談会の開催、あるいは、希望者によ

る現地見学会開催というのが、大きな事業の柱であります。

　　それと、２つ目といたしましての、アクティブシニア生涯学習大学の部分であります。

うちの町でも、当然教育委員会は一生懸命頑張ってやっておりますけれども、もう一つ
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焦点化しておりますのが、アクティブシニアの移住者、こちらのほうに来ていただいた

方に活躍の場を設けていきたいとするのが、ここの部分です。当然、教育委員会で行っ

ているものとは連携をとる必要があると思いますけれども、そういった、一つ焦点化し

ているということで、ご理解いただけたらと思います。これは、入学等ニーズ調査、指

導体制、カリキュラムの検討、運営実施主体は、事業実施主体を想定しております。そ

れと、想定カリキュラムといたしましては、農業（家庭菜園）、食品加工など、体育、

熱気球や登山など、実施可能なアウトドアですとか、保健福祉でいきますと、地域貢献

ボランティア、認知症の予防、家庭料理、教養の各講座、そういうようなカリキュラム

を予定しながら、こちらのほうにお越しいただいた方に、ここに加入していただきなが

ら、そして力を発揮していただきたいということを想定しているということであります。

　　人材育成でありますけれども、ここでは地域包括ケアコーディネートとも言っており

ます。町内の人材を発掘、活用するための人材バンク事業の実施、地域包括ケアシステ

ムを効果的に機能させるための助言やコーディネートということでございまして、こち

らを、新年度、１、２、３実施していきたいとしている、先ほど来からの大きな３項目

から見込ませていただいた、考えている内容ということでございます。

　　いろいろとご心配な部分があろうかと思いますけれども、これは、もともと、町とし

ても、なかなかやりたくてもできなかったというところで、生涯活躍のまちを進めるに

当たって、やはり、今この段階で予算を盛って進めていきたいとするものであります。

予算を盛っていきたいというのは、先ほど来から、骨格であるので、５月でもいいので

はないのかというご心配の声もございますけれども、今回、やはり、私どもといたしま

しては、せっかく推進交付金というものが国のほうからも示されておりますので、そこ

のところは合わせながら、今申請できるものは申請していきたいと。ただ、これが不採

になった場合につきましては、前の委員会でもお示しさせていただいておりますけれど

も、全体の見直し。これは、1,000万円いただけることを前提にしての2,000万円事業

と組んでおりますので、この1,000万円がもし認められなければ、もう少し一般財源を

用いるということに当たりましては、組み直していきたいというふうに考えております

けれども、29 年度のスタートラインで、ぜひ予算化をお認めいただきながら進めてい

きたいと、そのように考えているところでございます。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　佐々木守委員。

○２番（佐々木　守委員）　僕もどうもわからないので、質問させていただきたいと思い
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ますけれども、今の部分です。

　　地方創生交付金をもらうべく、事業を予算化して、３月の当初予算にのせたんだと。

それが３月の当初予算にのせた理由だと言われるなら、十分理解できるんです。のせな

くても、この交付金の対象に、例えば、５月に想定される政策予算と言われる予算のと

きに、改選後の予算措置でも交付金の対象となるのかどうか。その辺をまずお伺いをし

たいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　松岡課長。

○松岡秀行企画財政課長　この予算編成の段階におきましては、この推進交付金は、でき

るだけ当初で手を挙げるべきだというところが指示がございまして、このような形にな

っております。ただ、今確認しましたところ、ここに来て、国のほうもいろいろ制度を

使いやすくするために、後でもいいというようなことは言われてきたようでありますけ

れども、これを組むときには、そういうようなことでお願いしたいということで進めて

います。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　当初、この予算編成時には、この交付金を使うためには当初

予算にのせるのがベターだということでのせたのだというのだったら、のせた理由はわ

かると思います。

　　次に、先ほどの説明を聞くと、2,000万円は、地方創生がもらえなければ予算の変更

もあり得るんだという答弁をしていますから、そのことも十分理解します。いただいた

として、この2,000万円の大半は委託事業ですよね。この委託先はどこを想定している

のか。事業別に、例えば、移住希望者の募集はこういう団体に委託をする、あるいは、

地域包括ケアの充実を目指して、例えば、介護人材の養成についてはこういう団体でや

るんだという形で、この2,000万円が別々に、いろいろな団体。一番気になったのが、

アクティブシニア生涯学習大学の設立。大学を設立したら、設立したところというか、

そのグループ、あるいはそれを推進するグループに委託をするのか。この委託契約をつ

くったときの委託先は、まちづくり会社ではなくて、そういう別々の団体なのかどうな

のかということをお聞きをしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　瀬下主幹。

○瀬下充孝保健福祉課主幹　お答えをいたします。

　　上士幌創生包括プロジェクト事業、29 年度の事業の委託でございますけれども、委

託先といたしましては、今後設立を検討しているまちづくり会社に一括して委託して、

こちらのほうで事業、検討を進めていただきたいというふうに考えております。
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　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　さっき言ったように、総務省の補助事業を優先させんがため

に今回の当初予算にのせましたと。この予算執行については、不安要素もあり、つまり、

変更要素もあるので、まして、4,000万円をかけた調査委託の 終報告がなされていな

い。だから、もう一つは、この予算の執行に当たっては、それを待つということと、そ

れから、まちづくり会社の設立が明らかになったことを待って、再度議会と協議したい

と。ただし、今回当初予算にのせたのは、交付金をもらう姿勢を前面に出すためにそう

いう予算編成にしましたという当初予算の説明があれば、十分理解できるんです。

　　そうではなくて、意図的にのせた。のせなくてもどうにかなったのにのせたと言った

ら、別な意図があるということになりますね。絶対推進させたいんだと言っていて、今

度はまちづくり会社に町も出資金を出すことになるんです。それはどこにも出てこない。

これは、やはり、やり方としては、住民の理解を得るためには不十分ではないかという

ふうに思うし、議員の一人として、余りに、そういう不確定要素、変更要素を持つ、当

然、事情があるからこうなったという説明が前面にあれば、一言も言うつもりはなかっ

たんです。そういう説明をきちんとした上で、この予算については執行しますという答

弁をいただかなければ、僕としては、余りにも不確定要素があるのを、この予算につい

ては、何も異論なく認めるわけにはいかないなと。

　　それについては、１つは、もう一度、成果品が出て、その確認も含めて、さらに、ま

ちづくり会社が一定の時期をもって明らかな方向性が見えた時点で、この予算について

は執行をするという答弁をいただけるかどうかお聞きをしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　先ほど来、今回の生涯活躍のまちについては、町の地方創生における主

要な政策課題ということについては、もうご理解いただいているというふうに思ってお

ります。包括プロジェクトという名称をつけたのは、今回基本目標にしています総合戦

略の中の産業、そして、子育て、教育、あるいは、安全・安心、高齢者福祉、移住・定

住、地域づくり、これらすべてのところにかかわる内容であるということから、包括と

いうことを加えたということであります。

　　生涯活躍のまちについては、地方創生を進める上で、国としても、幾つかの目標や、

あるいは国としての施策を挙げておりますけれども、その中でも、人口減少を食いとめ

るためには、出生率をどうとめるか、あるいは、今回出ている都市から農村への人の移

動がなければ、日本がいびつな状況になって、ますます人口が減って大変な状況になる
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ということでありますけれども、その中で、子育てする若い人々が、若い女性が地方に

来たら、どう生き生きと元気になってもらえるのかというための、一極集中を是正する

ということと、それから、こちらのほうはアクティブシニア、いわゆる働く世代から、

そして、やがて年をとって医療・介護が必要になったときに、一環して、安心して地方

で住めるような、そういうシステムを地方のほうにつくり上げていくべきだということ

で、この生涯活躍のまちということが具体的になったということであります。あわせて、

本町としても、地方創生の大きな柱としてこれは進めていくべきだということでありま

す。

　　国も、総合戦略をつくるための交付金の、いわゆる10 の施策や、その都度補正等で、

加速化交付金ということで、昨年は出されました。新年度からは推進交付金ということ

で、当初の総合戦略に基づいた内容について、具体的に実施するための各自治体の取り

組みについて支援をしていきましょうということでありますから、ベースになっている

のは、総合戦略が根っこにあるということであります。その総合戦略を具体的に実行す

る。総合戦略そのものが、産官学、いわゆる産業、学識経験者、そしてまた行政、加え

て、金融機関や住民代表、マスコミ等も含めた、従来にない形での総合戦略をつくると

いうことでありますから、そもそも、その段階から、住民挙げての総合戦略をつくって

きたということであります。これについても、随分と議会の中で、中間報告を含めて報

告をさせていただいて、その延長上に、生涯活躍のまちの昨年は加速化交付金というこ

とで、100％国の交付金事業に手を挙げさせていただいて、今あるということでありま

す。

　　加えて、今回の補正、これからも出てきますけれども、ハードの関係も支援策が出て

きたということで、新年度については、推進交付金ということで、５割の補助率、交付

額がありますけれども、それもあります。それも、加速化交付金の延長上での施策につ

いて採択の対象になっていくということであります。ですから、今年度の加速化交付金

で挙げている包括ケアの仕組みだとか、あるいは、サービス付き高齢者住宅はどうあっ

たらいいのか。これは、元気なうちから住んで、やがて高齢になったときに、できるだ

けその中で過ごしていただいて、 終的には医療・介護のほうにお世話になると。その

ための新たな住宅のありように対する調査、あるいは、移住・定住のニーズやこういっ

たことを踏まえた上で、２年目には、より実効性のあるもの。それを踏まえて実効性の

あるものというのは、その段階の計画の中に一定の、そのときには概略でありますけれ

ども、出させていただいているということであります。それが、新年度、事業として、

今、国の交付金に合わせて手を挙げさせていただいている３件ということであります。

－35－



　　生涯活躍のまちを国としては積極的に進めていきたいという意味での、いろいろ支援

策はありますし、それから、システムとして、１つには、これを進めるためには、官民

挙げて取り組むべきだというのが根っこにあります。これから、さまざまな地方創生の

取り組みというのは、行政だけではなくて、民間と協力をし、あるいは団体と協力しな

がら進めていくというのが根っこにあって、そのために、基本的には、運営主体をつく

らなければならないということがあります。その運営主体のところが、まちづくり会社

というのは、その中の事例の一つとしてあるということでありますから、その可否につ

いて今調査研究をしているということでございます。

　　今お話ありましたように、３つの地方創生の関係の、精度の高い包括ケアや、あるい

は、生涯学習センターができて、多世代がそこで交流をする、あるいは、さまざまな機

能がそこに備わってくるということでありますから、それらを拠点にした、町民、町外

の人方も含めて、より充実したそこでの活動が必要になってくるということ。アクティ

ブシニア、自分たちが今までのキャリアを生かすということと、ここへ来て農業を学び

たいということであれば、そのような環境を整えるということも、これは、元気に生き

がいを持って生きるために一つの大事なことだろうというようなことから、このような

事業案を出させていただいたということであります。

　　そういうことでありますから、生涯活躍のまちを進めるためには、基本的に運営主体

をつくらなければならないということなので、まちづくり会社、まだ検討段階になって

おりますけれども、その方向で進めているところであります。しかしこれが、果たして、

今おっしゃったように、確定したものではありませんから、場合によっては、できない

ということもあり得るだろうというふうに思います。そのとおりだと思います。そうい

った中では、生涯活躍のまちの進め方そのものについての仕切り直しというのは、当然

これは出てこざるを得ないだろうと思います。

　　ただ、その中にあっても、今のような事業の取り組みについては、直営でやるのか、

あるいは、違った形でやるのか、少なくても、国からの支援はかなり滞ってくる可能性

はありますから、事業の縮小とか、あるいは、事業の進捗状況については、多分、いろ

いろとおくれが出てくる可能性はありますし、一般財源だけだとすれば、これから本当

に上士幌町が元気になっていくためには、ある意味で、少し逆風といいますか、ゆっく

りしたペースになるのかなと、そんなふうに思っております。そのときに、もしなけれ

ば、この事業そのものについては見直しをせざるを得ない、あるいは、委託先も変える

ということは当然ありますし、あるいは、直営でやるということも、想定は出てくると

いうふうに思っています。
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　　したがって、今お話があったように、国の動きだとか、そういうことに合わせて予算

を組んでありますけれども、具体的に実行するに当たっては、そういう状況を判断した

上で、当然、具体的に、どのような形で進めていくのか、あるいはやめることが出てく

るのか、議員の皆様方に十分お諮りをさせていただきたいというふうに考えております。

　　確かに、今はまだできていないということでありますから、どうなるかというのは、

当然心配なことであります。ただ、町としては、官民挙げてそういう組織ができること

が新たなまちづくりの仕組みとして大切なことだと、こういう認識は持っておりますけ

れども、しかし、官民ということなので、民間、あるいはいろいろな団体、先ほどお話

しさせていただいた産官学のいろいろなところにも呼びかけてやるということなので、

そういったところの理解が得られなければ、当然できていかないということになると思

いますので、委託先が変わってくる可能性も十分あるというふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１１時０８分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時１９分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　引き続き、先ほどの60 ページまでですが、質疑ございま

すか。

　　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　 55 ページになります。労働安全衛生管理経費について質問さ

せていただきます。

　　まず１点目は、この委託料の内容についてご説明をお願いしたいこと。

　　２つ目として、先ほど人件費のところで職員の健康管理とか時間外ということで質疑

がありました。各職員の皆さんには、まちづくりのために、あるいは町民のために頑張

っていただいているというふうに思っています。そうした中で、体調を壊されて、長期

の病気休暇等をとられている方もいらっしゃるかというふうに思います。そういう中で、

労働安全衛生法ということで、労働者や職員の皆さんの健康、労働環境を守るためにこ

の法律が設けられているわけですけれども、労働安全衛生委員会という機能が発揮され

ていないというふうに見ていますけれども、労働安全衛生委員会を開催されているのか

ということと、今後の対応について伺います。
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○委員長（中村保嗣委員長）　杉本課長。

○杉本　章総務課長　まず、１点目の委託料の内容でございますけれども、こちらにつき

ましては、産業医に関する委託料でございます。

　　それから、労働安全衛生委員会が開催されているかということでございますけれども、

残念ながら、労働安全衛生委員会については、開催はされておりません。今後につきま

しては、早急に開催をしていきたいというふうに考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございませんか。

　　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　確認をしたいと思いますけれども、52 ページの移住定住・

二地域居住促進事業の中の委託料745万9,000円の内容について、ご説明をお願いいた

します。

○委員長（中村保嗣委員長）　平岡主査。

○平岡崇志商工観光課主査　委託料の中身についてご説明させていただきます。

　　委託料につきましては、既に行っております生活体験事業の部分の、現在、ＮＰＯ上

士幌コンシェルジュさんのほうに委託している部分の委託料となります。昨年度の７月

から、中長期的の生活体験住宅も町のほうで４棟ふえまして、二地域と中長期的の部分

を合わせた委託料というような中身となっております。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　昨年はどういう形でそれをやっていたんですか。昨年は、た

しか当初予算にこの委託料はありませんよね。上にあるのか。僕が見間違えました申し

わけありません。わかりました。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　 52 ページの上士幌町交流と居住を促進する会の補助金につ

いて、その会が、今年度はどういう事業を予定しているのか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　平岡主査。

○平岡崇志商工観光課主査　上士幌町交流と居住を促進する会につきましては、町、商工

会、農協、観光協会、建設業協会、ＮＰＯで構成された団体となっております。都市と

本町の交流を促進しまして、本町への滞在及び居住による地域活性化を図ることを目的

とした会でございます。

　　平成29 年度の事業計画についてでございますけれども、まず、都市圏での広報宣伝
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事業としまして、北海道移住促進協議会が主催しております北海度暮らしフェアに、今

年度も、東京、名古屋、大阪の３会場で、本町のＰＲほか、生活体験モニターの周知、

移住・定住等の説明を行ってまいります。

　　２つ目に、移住・定住の基盤整備研究事業としまして、先ほどご説明させていただき

ましたＮＰＯ法人上士幌コンシェルジュに生活体験モニター事業を委託しているところ

ではございますけれども、会としましても、参加者の生活体験、住環境向上のために、

備品等の提供といった後方支援のほうを、引き続き、継続して行ってまいります。

　　３つ目に、移住・定住促進情報発信事業についてです。これまで町で行ってきており

ます生活体験、移住・定住、子育て、教育、福祉、雇用、起業など、ほかの町よりもす

ぐれております町の魅力を、メディアを通じまして集中的に発信することによりまして、

本町はこれだけすぐれた町であり、すばらしいことを行っているということで、上士幌

町に住んでみたい、上士幌町で子育てをしたい、上士幌町から勤務地に通いたい等の層

の掘り起こしを行います。主に、東京にあります田舎暮らしのＵＩＪターンをやってお

りますＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターのブースの設置、移住専門誌等の広告、イ

ンターネット広告等で移住関心者等に継続的にＰＲを行ってまいります。

　　以上が平成 29 年度の事業計画の概要になります。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　主な事業を紹介していただきました。ありがとうございます。

　　例えば、ことしの２月も行われたいろいろなフェア、感謝祭も含めて、これは移住を

促進する会が中心になってやっているというふうに聞いているんですが、この会の会長

さんは商工会の会長さんだと思うんですけれども、その辺もここで確認しながら進めて

いるのか質問します。29 年度はまだ何も話がありませんけれども、その辺について確

認したいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　平岡主査。

○平岡崇志商工観光課主査　委員のおっしゃるとおり、会長につきましては、商工会長が

兼ねていただいております。事業につきましては、会長はもちろん、関係団体等々と意

見交換をさせていただきまして、今回行われましたイベント等々でも、十分に情報の共

有はさせていただいております。

　　あと、平成29 年度につきましては、現在はまだ白紙の状況となっておりまして、も

し再度開催するというようなことが判断された場合につきましては、委員の皆様のほう

にもご相談させていただきまして進めていくということでご理解賜りますよう、よろし
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くお願いいたします。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　 52 ページの移住定住・二地域居住促進事業なんですけれども、

1,631万1,000円と。下のほうに、上士幌町交流と居住を促進する会、山本和子さんが

言ったことなのかなというふうに理解しておりますけれども、これは28 年度もそうな

んですけれども、経費、東京、大阪を含めて過去やってきて、今年度また東京というこ

ともありますけれども、これは、現実的にどれぐらい、具体的に、28 年度だったら、

移住・定住を希望して、実際的に住みたいんだという実績数というのはわかりますか。

○委員長（中村保嗣委員長）　平岡主査。

○平岡崇志商工観光課主査　北海度暮らしフェア等々に促進する会で参加しておりますけ

れども、各東京会場とか、1,150人の来場者がいるということで、本町で、相談が現在

64 件ありまして、そのうちから生活体験等々にご連絡をいただいているというような

形は、現在、２月１日から今月末までが募集期間となっておりまして、この関連で来て

いる方は５件いらっしゃるというような話を聞いております。まだまだ募集期間中です

ので、ふえていくというようなことで考えております。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　それでは、過去から今まで、具体的に定住している人はいるん

ですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　平岡主査。

○平岡崇志商工観光課主査　平成17 年度から移住定住業務のほうは行っておりまして、

現在、移住・二地域居住を合わせまして、54 組、123名の方々が移住・二地域居住を

していただいております。この部分は、上士幌コンシェルジュのワンストップ窓口を通

して移住定住されてきた方々ということで、単純に転入により町外から来た方々につい

てはカウントはされていない数値ということでお願いしたいと思います。この部分から、

約３割ぐらいの方が生活体験住宅を経由されて移住されている方ということで、ご承知

おき願えればというふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　ということは、123名中、３割という解釈ですか。54 組中、

３割。

○委員長（中村保嗣委員長）　平岡主査。
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○平岡崇志商工観光課主査　123名中、３割というような形ご承知おきください。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　移住定住ということで、結構な経費をかけた中で、どこの町村

でもやっておるように、これをやって、やはりそれなりの、都会、もしくは、上士幌町

が好きだとか、また、仕事の関係、あらゆるものがかかわってくるわけです。先ほどの

まちづくり委員会なんかと絡むんですけれども、心配することは、地域住民、上士幌町

の住民の方々が、私個人も、知った人が東京や何かに行きまして、ちょこちょこ来て、

将来は定住したいんだと言っているんで、問題は、行政として、将来したいですと、あ

と一、二年後というようなことが出たときに、その対応をしている課というのはどこな

んでしょうか。例えば、あそこを見に行きたい、こういうことを知りたいとか、事務的

なことではなくて、御飯を食べてみたいとか、あそこへ行ってみたいとかいう話になっ

たら、あらゆるものがないような気がするんで、その辺はいかがでしょうか。

○委員長（中村保嗣委員長）　平岡主査。

○平岡崇志商工観光課主査　移住定住におきましては、まず、ワンストップ窓口として、

上士幌コンシェルジュさんのほうで受け付けを行います。上士幌コンシェルジュのほう

から町の担当、移住定住と、まず私のほうに連絡が来まして、あとは必要な関係各課に

その都度ご相談をして、農業なら農業、雇用なら雇用ということで、各担当者を交えて

その方々に対応していくというような流れで行っております。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　ということは、そういういろいろなことが来たら、コンシェル

ジュのほうに行って相談してくださいと、これでよろしいですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　平岡主査。

○平岡崇志商工観光課主査　そのとおりでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ありますか。

　　中島委員。

○６番（中島卓蔵委員）　 56 ページの企業誘致対策経費についてですが、28 年度より

も増額になっていますが、29 年度の対策というのはどういう考え方を持っておられる

のかお尋ねしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　梶主査。

○梶　　達企画財政課主査　企業誘致対策経費の増額分についてですけれども、平成29

年度は、８月下旬を予定しているんですが、北海道内の３町、上士幌町、ニセコ町、中
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標津町の３町共同の、企業を対象とした企業誘致セミナーの開催を予定しております。

この関連経費として、旅費等々が増額という形になっております。また、この３町での

開催経費自体ですけれども、３町プラス北海道銀行さんが、首都圏のネットワークをい

ろいろ持っておりますので、北海道銀行さんと３町による企業誘致セミナーを予定して

おります。また、この開催経費自体の負担金ですけれども、まだ開催経費全体がまだ固

まっておりませんので、こちらは、全体の開催経費がわかった時点で、５月補正でまた

協議をさせていただきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　先ほどの山本弘一委員の質問と同じようなことなんですけれど

も、よくわかりませんけれども、移住定住・二地域居住促進事業と上士幌町交流と居住

を促進する会、それと上士幌コンシェルジュ、これは、３つとも同じ人たちがやってい

るんでしょうか。確認します。

○委員長（中村保嗣委員長）　杉原課長。

○杉原祐二商工観光課長　今の52 ページの13 の委託料につきましては、こちらは、町

のほうで生活体験事業をやっているものを委託先がＮＰＯ上士幌コンシェルジュという

ことで、町がやるべきことを委託しているという経費になります。

　　 19 の負担金の上士幌町交流と居住を促進する会でございますけれども、こちらのほ

うにつきましては、先ほどご説明いたしましたが、農協さんなり、商工会さんなりの関

係団体が入って組織している会になっておりまして、こちらの方は、そういう移住のプ

ロモーション、宣伝活動等を行っている会になります。そういう違いがあるということ

でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　それでは、今町が進めようとしているまちづくり会社がこれを

今後担っていく方向を目指しているのか、それぞれに同じようなことをやろうとしてい

るのかお聞きをいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　暫時休憩します。

（午前１１時３５分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　会議を開きます。

（午前１１時３５分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　松岡課長。
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○松岡秀行企画財政課長　今おっしゃられたところも心配な点で、これまでも何度となく、

委員会を含めてご質問のほうをいただいていると思いますけれども、これは、まちづく

り会社を目指しますけれども、それがこういった事業に取ってかわるということは決し

てないということだけは、改めてご理解いただきたいと思います。ここでできないよう

なこと、当然、今関係機関・団体ともお話のほうをさせていただいておりますけれども、

ここに出てくるものが、今も出てきておりますけれども、それがあります。そこをまち

づくり会社が担っていこうということでありまして、今ご心配の二地域居住の関係、交

流と居住を促進する会、コンシェルジュ、それぞれはそれぞれで、必要に応じて事業展

開をしておりますけれども、そこに割って入ってということでは決してないということ

で、ここで改めてご説明させていただきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　 49 ページのまちづくりアドバイザーの件について質問いた

します。

　　この要綱は、多分平成20 年にできて、それ以降活用していると思うんですが、要綱

では５人以内となっていますが、29 年度は何人をアドバイザーとして予定しているの

かと、どういう中身についてアドバイスを受けるのか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　宮部主幹。

○宮部直人企画財政課主幹　お答えいたします。

　　まちづくりアドバイザーにつきましては、今委員おっしゃられたとおり、設置要綱を

平成 20 年８月に制定しております。現在ですけれども、昨年の５月と８月に、それぞ

れ２名の方を委嘱しておりまして、任期が２年間ということになっておりますので、引

き続き、新年度も２名の方にお願いをしたいというふうに考えておりまして、予算計上

をしております。

　　アドバイザーの中身についてでありますけれども、お一方につきましては、起業家の

方でございまして、産業振興を中心として、まちづくりの振興に提言をいただくという

ことでおります。もうお一方につきましては、教育関係の専門家の方でございまして、

今後ですけれども、具体的に言いますと、今想定されているのが、生涯学習センターが

運営を始めるに当たりまして、ソフト部門に関しての相談とか、そういうことをする予

定をしております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　そうしますと、謝礼自体はそれほど多くないですが、実際に、

－43－



予算的には、講演会なりをするのか、具体的にどういう仕事をするのか、まちづくりア

ドバイザーといいながら、できれば、担当の中でいろいろ議論をしながらいろいろな任

務を遂行すべきと思うんですが、かつては名前と顔が見えてきたのですが、そこまで、

ほかの方に委嘱してまでまちづくりに力をかしてもらわなければいけないものなのかど

うかと。今回は２名ということなんですが、その点について、できるだけ、そこそこの

課のいろいろな方々の創意を生かしながらやるべきではないかと思って質問させてもら

いました。その点についてお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　宮部主幹。

○宮部直人企画財政課主幹　アドバイスを受けるに当たっては、ケース・バイ・ケースで

すけれども、理事者、町長が直接アドバイザーといろいろと意見交換をする場面もあり

ますし、具体的に事業を執行するに当たりまして、担当としてアドバイスを受けていき

たいといったことに関しましては、担当がアドバイザーに直接提言を求めたりといった

形で対応はしております。過去に、２年ほど前ですけれども、もう一方、福祉分野でも

アドバイザーになっていただいたりとか、必要に応じて求めていきたいというふうに考

えておりますので、内部の職員なり、上士幌町内でなかなか難しい課題についてのアド

バイスを受けるということで、外部に求めるというような趣旨でございますので、ご理

解いただきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　 51 ページのまちづくり活動支援事業について質問いたしま

す。

　　 28 年度の実績と、それほど上がってはいないんではないかと思うんですが、こうい

う事業はすごく大事な事業で、毎回質問させてもらっているんですが、周知の方法、普

及の仕方について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　宮部主幹。

○宮部直人企画財政課主幹　まちづくり活動支援事業でありますけれども、平成28 年度、

現段階では、実績はありません。

　　この事業に関しましては、以前は、例えばですけれども、スポーツの専門家とか、そ

ういった方を呼んで技術指導をいただいたりといった、そういった区分もこの補助金の

中で要綱として持っていたんですけれども、26 年４月から、そういった部分に関しま

しては、教育委員会が主管する活動助成のほうに移管をしております。当初から、今申

し上げました、移管した事業に関しては結構活用されていたんですけれども、それ以外

の部分については、都度必要に応じてということで、例えば、公園の維持管理をするた
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めの経費ですとか、除雪機の整備、そういったものが中心になりますが、町といたしま

しても、広報紙、あるいはホームページ、それから行政区長会議等で、こういった制度

については周知をさせていただきながら、町民の方が、まちづくりに参画していきたい、

こんなことを考えているといったときには、こういった制度がありますということで、

それほど大きな金額ではありませんけれども、支援をしていきたいということで、引き

続き、この要綱をもって予算を計上していきたいというふうに考えています。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　今答弁がありましたが、26 年度から教育委員会と事業が分

かれまして、マイプランマイスタディ事業になって、教育委員会のほうは26 年、 27

年と全くなかったんですが、28 年度は、名称を変えて、あちこちにわかりやすいよう

なポスターを張りめぐらしたり、担当課の働きかけもありまして、かなり事業が普及し

ているように思います。

　　ですから、分かれてしまって、もともと、まちづくり活動支援事業も、当初は、かな

りいろいろな活用をされたと思うんですけれども、そのことを含めて、やはり、町民の

方が直接かかわって、５人、６人、10 人でやる事業を広めていくというのが大事なの

かなと思って、教育委員会に移したから、それはそっちでというのではなくて、町のい

ろいろな事業にかかわる方についても、きちんと、広報だけではなくて、いろいろな方

に普及してほしいと思っていますが、その点について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　宮部主幹。

○宮部直人企画財政課主幹　若干言葉足らずのところがありましたけれども、移管したの

でそれきりというつもりは全くございませんけれども、この事業に関しまして、今私ど

もで持っている予算については、企画財政課で担当してございますけれども、各課のほ

うに、あらゆるまちづくりに関しての相談があったときには、各課から我々のほう、あ

るいは、我々からも、この事業は教育委員会で取り扱っているので、そちらのほうで活

用できるのではないかといったことで、そういったつなぎも、内部的には連携をとって

やってきておりますし、今後もそういったことで連携を進めていきたいと思いますので、

ご理解をいただければと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございませんか。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　 56 ページの今後の基金の活用と考え方について質問したい

と思うんですが、一般質問でも夢基金等について質問させてもらったんですが、ふるさ

と納税基金の関係と、それから財政調整基金も含めて、基金を一回整理したほうがいい
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のではないかと思っています。夢基金も、当初に比べてかなり大きくなりました。予算

的にどうなんだろうということもありまして、私は、今まで基金を崩せとよく言ったん

ですが、基金であろうと大事に使うべきだと思っていますが、その点を含めて、今後の

夢基金、これは次年度の町長の政策になりますけれども、基金のあり方についてどんな

ふうに考えているのか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　新井主査。

○新井英次郎企画財政課主査　まず、基金総体ということで説明をさせていただきたいと

思います。

　　基金の積立額につきましては、当初予算資料の16 ページのほうに基金現在高見込み

一覧表を記載しておりますけれども、平成28 年度末で、全基金の総額が76 億9,885

万4,000円となっております。これは、これまで、将来の大型公共施設の再整備、また、

ふるさと納税の活用に備えまして、計画的に積み立てを行ってきた結果でございます。

　　今後の活用なんですけれども、基本的には、第５期総合計画に基づきます今後５カ年

の財政試算によりますと、諸施策の実現のためには、今後、財政調整基金や公共施設の

整備基金の多額の活用が必須であります。それ以外にも、大型事業の実施に伴いまして、

各種地方債の借り入れが増加しております。こちらのほうの償還金の財源確保について

も、減債基金等で対応していくために、今後予定しております。前回両委員会で総合計

画の財政試算の今後の基金の推移等もお示ししたとおりですけれども、全ての事業を実

行するためには、余裕のある基金の残高にはならないということでご理解いただきたい

と思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　一般会計だけで言いますと約75 億円で、先ほどの額は、全

部含めて76 億円だと思います。その確認と、先ほど、これから財政の長期的な見通し

も資料もらってはいるんですが、これからの大型建物事業というのは、多分住宅の関係

が出てくるかなとちらっと思うんですが、それで借金、交付金事業をつかうこともあり

ますし、それから、借金自体は、地方債はかなりふえていますが、これからはそれほど

ふえないのではないかと。これを返す段階では、先ほど言いましたが、減債基金も昨年

度積みまして11 億円ありますし、その辺もよく見通しながら、基金のあり方を、いろ

いろな意味でばらまけというのではないですが、基金をどういうふうに使うのかという

点では、大事に使ったらいいというふうに考えて質問させてもらいました。

　　これは、私はよくわからない。財政担当と町長なりが相談しながらやるんだと思うん

ですが、当初予算を組むときに、担当課がいろいろ予算を上げても、なかなか組めない。
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緊縮も大事なんですが、かといえば、ぽんと予算がついたりとか、そういうことも、私

的には、ちょっと観点が違うのかなと思うところもありますが、どこに予算をつけたら

いいかと、それから、基金もどの程度残したらいいかと。夢基金についても、私的には、

10 年と言わず、大事なものは、その先を見通して積んでおくと、それも大事です。か

といって、では、もらったお金を、あれもこれもと使うとちょっとまずいのではないか

と思って、その基金のあり方については、きちんとここで一回整理をすべきと思って質

問させてもらいました。

　　以上です。答弁があれば。

○委員長（中村保嗣委員長）　新井主査。

○新井英次郎企画財政課主査　先ほどの基金総額の部分につきましては、特別会計も含め

た総額の基金となっております。

　　また、地方債の部分につきましては、一応、財政試算の中では、基金残高のピークは

平成 32 年になっております。逆に、元利償還のピークは35 年になりますので、その

ときに減債基金のほうを繰り入れて対応したいと考えております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございますか。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　 60 ページまでですので、地区集会所の管理経費について、

57 ページで質問いたします。よろしいでしょうか。

　　この中に何点かあるんですが、管理謝礼金の関係ですが、これは、市街地ではなくて、

多分農村地域の管理の謝礼だと思うんですが、町内については、管理費、それから光熱

水費は、町内の市街地の集会所には、多分補助していないと思います。その辺の確認。

　　それから、町内の集会所の管理経費の決算を27 年度を見させてもらったんですが、

かかる経費というのは、半分以上は管理人の謝礼があるんですが、その謝礼は集会所に

よって違うんです。特に、11 区はことしから管理人を置いていないので、管理費は浮

いているんですけれども、ちょっと使用しづらいと。あと、使用料もさまざまで、ある

ところは、町外の方は、そこ以外は300円取るとか、あるところは、それぞれ負担する

ので町内どこの方が利用してもお金を取らないと。あるところは、１回300円、冬は割

増料金とか、さまざまなので、町が補助すべきものは補助して、ある程度統一したほう

がいいのではないかというのが私の感想です。

　　これから、多分、いざというときには、必ずしも山開センター、小学校に行くわけで

はなくて、避難場所として、一番近い集会所、じゅうたんも直しましたし、スロープも
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つきまして、手すりもつきまして、すごく利用しやすいように変えてもらっています。

その辺について検討すべきかと。

　　それから、今回の備品購入について、どういう、椅子、机、遮光カーテンは大体わか

るんですが、その辺について、どの程度、どこの集会所が利用するのか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　高田主査。

○高田清蔵建設課主査　まず、謝礼なんですけれども、実は、平成27 年度までは、市街

地の集会所について、組合長の謝礼というのはなかったんですけれども、28 年度から、

山のコミセンと同じように合わせて、謝礼を払うようにしています。１万5,000円掛け

る、全部で 11 ありますから、それで 16 万5,000円ということの計上でございます。

　　続きまして、活動に対しての補助ということなんですけれども、それも、地区集会所

の組合との意見交換の場を設けまして、その場で、各管理組合の経費というのが、会員

数が減少して収入が減ってきているという状況があって、ちょっと厳しいんだというと

ころもありまして、今回、各組合の活動を支援するという意味で、交付金、２万円掛け

る 11 ということで、 22 万円というのを予算計上させていただいています。

　　それから、備品なんですけれども、これも、意見交換の場などで要望などがありまし

て、まず、椅子、机については、東集会所のほうは、床に座るタイプで足が大変だとい

うことで、椅子が欲しいということで、計上しています。遮光カーテンについては、南

集会所と北集会所です。いろいろ研修会などをやるときにプロジェクターを使うという

ことで、カーテンがないので画面が見づらいということで要望がありまして、その２カ

所を整備していきたいと思っています。今後も、そういう意見交換の場などを設けなが

ら、要望に応じて予算計上をさせていただきたいと思っています。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　 28 年からというので、私もうっかりしていました。多分、

一般質問か何かで質問したような気もするんですが、私が見ている決算は26 年でした

ので、その後、担当課のほうで苦労されて、開いて、管理費、それから、いろいろな管

理経費も出していると。これは大変いいなと思って、納得いたしました。ありがとうご

ざいました。答弁はいいです。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございますか。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　 60 ページのマイナポータル運用経費について質問したいと

思います。

　　実際、29 年度から、いろいろな方が閲覧をして、自分のあれを確認できるという制
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度が始まるんですが、マイナンバーの今の交付状況、要するに、マイナンバー通知カー

ドがありますね。それが、多分全員には渡っていないと思うんですが、その辺の状況と、

その後の対策。もう大分過ぎていますので。それから、マイナンバーカードの発行はど

れぐらいいっているのか。

　　それから、マイナポータル運用開始というのは、多分７月だと思うんですが、その辺

は、国の当初の予定からいえば大分おくれているのではないかと。それがいつからなの

か。マイナンバーカードがどれぐらい発行されているかわかりませんが、本当に活用が

期待できるのかと。それから、情報が漏れたりするんではないかというのが、さらに広

がりますね。実際に、パソコンを開いて、カードをどうのこうのして、自分の状況を知

る。どれぐらいの方がそれを見て、私も余りしないと思うんですが、どれぐらいの方が

情報を開示して見るのかわかりませんが、そのときに、やはり、いろいろプライバシー

が侵害されるのではないかという心配も出てきます。その点について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐藤由美子町民課主幹。

○佐藤由美子町民課主幹　マイナンバーの通知カードにつきましては、2,394世帯に配布

させていただいております。このうち未交付は19 世帯となっており、現在町民課で保

管をしております。この19 世帯の内訳につきましては、長期入院中の方、出稼ぎで不

在になっている方、受け取りを拒否されている方、また、連絡がとれない方となってお

ります。

　　マイナンバーは、税金の申告において記載が必要となっておりますので、確定申告の

時期を迎えまして、これまで連絡がとれなかった方につきましても、この後連絡がある

のではないかと思っております。引き続き、全員に受け取っていただけるように、他課

とも連携をとりながら取り組んでいきたいと考えております。

　　次に、マイナンバーカードの発行状況についてですけれども、現在まで317名の方に

発行しております。町民の6.4％となっております。

　　マイナンバーカードの活用につきましては、マイナポータルサイトの本年７月からの

本格稼働を目指して準備が進められております。マイナポータルは、行政機関が保有す

る自分に関する情報の確認や、行政機関がマイナンバーのついた自分の情報をいつ、ど

こでやりとりしたのかを確認できるほか、行政機関から自分に対しての必要なお知らせ

を自宅のパソコンから確認できるようになるものです。まずは、本年７月より、子育て

ワンストップサービスとして、児童手当の手続やこども園への入園申請、各種健診や予

防接種などのお知らせを行う予定となっております。今後は、各種社会保険料の支払い

金額や確定申告の際に必要となる情報の入手、また、引っ越しなどの際の官民横断的な
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手続のワンストップ化や、納税などの決済をキャッシュレスで電子的に行うサービスも

検討しており、住民の利便性の向上が期待されているところです。

　　情報漏れなどでプライバシーが侵害されるのではないかということについてですが、

マイナンバー制度では、制度・システム両面でさまざまな安全管理措置を講じておりま

す。具体的には、そもそも、マイナンバーのみでは手続ができないようになっているほ

か、情報分散管理や、システムへのアクセス制御、マイナンバー専用回線の使用や通信

の暗号化などを行っております。また、第三者機関により、安全に運用されているかど

うか、不正な使用がないか、監視監督することになっております。このように、さまざ

まな方法で情報漏れをゼロに近づけるための方策がされているところです。上士幌町と

いたしましても、対策マニュアルをしっかり整理して、慎重に取り扱っていきたいと考

えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで休憩といたします。

　　再開は午後１時といたします。

（午後　０時００分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　１時００分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　先ほどのマイナポータルの関係なんですが、当初、１月利用

開始だったと把握しているんですが、いろいろな整備がうまくいかなくて７月になった

という情報もあるんですけれども、それは、やはり、情報が漏れるのではないかとか、

いろいろなことがあったのではないかなという気もします。

　　その点と、先ほど、317名の方がマイナンバーカードの発行手続をしていると。その

方が多分利用するんだろうと思うんですが、当面、７月は児童手当や予防接種等の閲覧

をすると。実際、この方々がどれぐらい閲覧するものだろうかというのは、それはやっ

てみなければわかりませんが、なかなかそこまで活用がされないのではないかという思

いもあるんですが、どっちにしろ、やはり、広報等でこれをお知らせしなくてはいけな

いと思うんで、その点について、どういう形でお知らせをするのか。全く知らなければ

利用できませんので、その辺について、利便性があるあると書くものか、そこも難しい

ところですが、説明をお願いいたします。
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○委員長（中村保嗣委員長）　木田主査。

○木田克則企画財政課主査　マイナポータルサイトの運用に関してですけれども、おっし

ゃるとおり、当初、29 年１月運用開始ということで、国のほうも進めてきたところで

はございますけれども、諸所の事情等がございまして、現在のところ、本年の７月から

本格運用開始ということになっております。これに関しましては、ポータルサイトで扱

うべき事業等の検証、それから、個人情報の保護等もございまして、現在、７月からの

本格運用開始ということで進められております。

　　また、どれぐらいの方が利用されるかというところですけれども、現在、マイナンバ

ーカードにつきましては317名の交付ということで、具体的には、これから町民の皆様

に、広報やホームページ等を活用しながらポータルサイトの利便性等を広報していきた

いと考えておりますけれども、そちらの広報をすることによって、さらにカードの交付

もふえていくだろうと考えておりますし、今後、さらに、子育ての事業以外にも、さま

ざまなところへ波及して、住民の皆さんの利便性の向上というところを図っていく予定

でございますので、今後、順次利用がふえていくものと考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、総務費、事項別明細書は61 ページから65 ページ

まで、質疑ありますか。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　 62 ページの十勝町村税滞納整理機構への負担金の問題なん

ですが、28 年度は当初予算で12 名渡したと思うんですが、29 年度は予算が減って

いますが、何人整理機構のほうに渡す予定なのか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　綿貫課長。

○綿貫光義町民課長　滞納整理機構への引き継ぎのほうですけれども、平成28 年度につ

いては 12 名ということで予算を計上してございました。 29 年度につきましても、

28 年度と同人数の 12 名で予算を組んでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　当初予算が少ないのはいいんですが、理由も聞きたいと思い

ますが、滞納整理機構そのものが、平成19 年に始まりましたが、役割を果たしている

のかと。当初は、帯広の中での収納の関係で活用されたと思うんですけれども、当初は

10 件程度で、 近は、負担金をもらわなければいけないこともあると思うんですが、

うちの町も10 から 12 にふえたと。今回も12 というふうに、滞納整理機構の役割そ
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のものが、もう必要性がないのではないかと。それは、１町村がどうのこうの言うこと

ではない。その辺の動きについてはどういうふうに考えているのか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　綿貫課長。

○綿貫光義町民課長　滞納整理機構につきましては、設立から大体10 年経過することに

なります。この機構につきましては、各町村から職員を派遣して、持ち回りで実施して

きております。29 年、 30 年については、上士幌町から職員を派遣し、対応すること

になってございまして、10 年が経過するということで、この機構の中で、担当課長会

議の中でも、いま一度検証しようというふうになってございますので、平成29 年度に

入りましたら、各管内の課長が集まって、その辺の検証を進めていきたいというふうに

考えてございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　そのときに、ぜひ自分の町のことも主張したらいいと思うん

ですけれども、うちの町は10 から 12 にふえたんですけれども、各町村によっては、

聞くところによると、うちは今回職員を派遣するわけで、そうしたら、その職員の維持

費を賄うためには、やはり、それなりの町村からの移行する人数がいないと負担を賄い

切れないというのもあって、移す人をふやしてほしいみたいなこともあるやに聞いてい

ますが、その点、やはりきちんと、必要なければないというふうに、10 人なら 10 人、

今はありませんが、ゼロのところもありました。そういうふうに、回さないで、うちの

町は、きちんと対応して、滞納の相談を受けてやっていますので、そこに回す必要がな

ければないで、やはり、それなりのことを主張しないと、今回、29 、 30 年とうちの

町が派遣することになって、お金が集まらなかったら困りますけれども、その辺をきち

んとしておいてほしいと思っていますが、どうでしょうか。

○委員長（中村保嗣委員長）　綿貫課長。

○綿貫光義町民課長　滞納整理機構については、オール十勝で実施しておりますので、上

士幌だけが参加しないということにはならないと思っています。うちの町としては、こ

の機構の組織に毎年10 件から、昨年は12 件ですけれども、お願いをしてございます。

負担金以上に、200％、300％ということで実績が上がってございまして、上士幌とし

ては、今後もこの機構の存続については重要かというふうに考えております。というの

は、帯広近郊に転出した方々の滞納の関係ですけれども、担当者が一々、仕事の関係上、

お勤めが終わってから滞納の徴収に行くということになれば、５時過ぎから帯広のほう

へ向かって徴収事務を行うということになりますけれども、こういう機構があれば、帯

広近郊に住所を移して、なおかつ滞納している方については、この機構のほうにお任せ
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をすれば徴収につながるということでございますので、こういった部分を活用しながら、

今後も、上士幌町としては、この機構に対しては、継続をしていくということで進めて

いきたいというふうに考えてございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで暫時休憩いたします。

（午後　１時０９分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　会議を再開します。

（午後　１時１１分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、民生費に入ります。事項別明細書は66 ページから

82 ページまで。

　　質疑ありますか。

　　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　 66 ページの社会福祉協議会の事業推進事業が、昨年から見た

ら450万円ぐらい多くなっていますが、どのような事業がふえたのかお知らせ願います。

○委員長（中村保嗣委員長）　深瀬主査。

○深瀬一輝保健福祉課主査　社会福祉協議会事業費補助費につきましては、平成28 年度

まで指定管理として社会福祉協議会に委託していた事務が、生涯学習センターに生きが

い機能を移転することによって、その事務をこちらの補助で見るという形が一番です。

　　どのような事務かといいますと、単位老人クラブへの支援ということで、とりわけ、

事業費としては大きく変わらないんですが、労務費分ということで計上させていただい

ています。また、お年寄り障害者スポーツ大会を例年８月のお盆明けの次の週あたりに

実施しているんですが、そちらのほうを指定管理で見ていたものを、こちらの補助で見

て継続して実施していきたいという形になります。また、介護支援担当のほうで予算化

しておりましたボランティアポイント事業を中心的に実施していただきたいということ

もありまして、今後は、中心的に社会福祉協議会のほうで実施していくという形になり

ます。また、ふれあいサロン事業ということで、サロン事業を一部生きがいセンターで

行った部分もあるんですが、そちらの部分も継続して行うということで、本体、社会福

祉協議会の補助の中で一部増額ということで、事業費の増額をさせていただいておりま

す。
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　　また、これからの地域福祉を社会福祉協議会に中心的に担っていただくために、これ

まで小地域ネットワークや災害支援ネットワーク事業なども行っておりましたが、今後

も生活支援という部分で大きく実施していただきたいということから、そちらの生活支

援コーディネーターという部分の設置を行います。そちらについての人件費相当分を、

一部ではありますが、見るという形になります。

　　社会福祉協議会のほうも、人員も、全ての事業を行うに当たっては足りないというこ

ともあるので、そういう要望も先般上がってきておりまして、それを了承した形で、

100％ではないですが、そういった正職員並びに臨時職員の分の一部を町のほうでも見

ているという形の増額ということが主になります。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　 70 ページの三愛サービス事業なんですが、今年度の予算そ

のものについては、事業費は従来どおりだと思うんですが、30 年に向けて、三愛サー

ビスの計画を多分つくるんではないかと想像しているのですが、その辺の計画について

どのようになるのかと、三愛サービス事業は、当初始まったころから見ますと、諸事情

もありまして、サービスそのものはふえてはいなくて、むしろ減ると言ったら変ですが、

事業が変わっていますので、新たに策定委員会を開くのか、高齢者の方々の要望等を聞

いて、次年度以降に計画を立てるのか、その辺の予定について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　塩澤主査。

○塩澤尚弘保健福祉課主査　三愛介護サービスにつきましては、介護保険制度にないサー

ビスとして、町独自のサービスとして提供しています。これについては、３年に一度、

計画の策定ということで、次年度は第７期の計画です。その策定の中で、29 年度の事

業として行いまして、これまでの実績ですとか要望などを聞き入れながら、今後必要と

なる事業の点検とか見直しによりまして、場合によっては、サービスの拡大・拡充につ

いても検討を図っていきたいというふうに考えています。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　そうすると、従来あるサービスはサービスとして、新たに、

要望なり、前回はちょっとわかりませんが、いろいろ調査しながら、多分、要望は多岐

にわたると思うんですが、それも含めて、次の予算に入るかどうかわかりませんが、見

直して、ふえるものはふえると、そんな形でよろしいでしょうか。確認いたします。そ
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れは、今すぐ、いつ確定するとか、そういうことはわかりませんので、計画も含めて、

来年度つくるのかどうか確認いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　塩澤主査。

○塩澤尚弘保健福祉課主査　サービスの中には、利用が伸びているものとそれほど伸びて

いないものがありまして、例えば、通院サービスとか、帯広のほうの通院に関する補助

に関しては伸びている実績もありますので、そういったところの適用の要件ですとか、

そういうのはどうなのかといったところをもう一度見直しながら、要望に沿った形での

サービスの内容にしていきたいと。それも、介護保険事業計画・高齢者福祉計画の見直

しの中で同時にやっていきたいと考えております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　野村委員。

○５番（野村恵子委員）　 73 ページ、市民後見推進事業についてですが、委託料、前年

度は 85 万円だったのですが、今回251万円と結構大幅にふえているので、その内容を

お聞きします。

　　それに加えて、75 ページの障害者地域支援事業についての委託料の権利擁護センタ

ー業務、これも251万円と、市民後見と同じ金額がついているんですけれども、これに

ついてもお聞きしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　塩澤主査。

○塩澤尚弘保健福祉課主査　市民後見推進事業についてですけれども、先ほど深瀬のほう

からも話がありましたが、29 年度より専門員を配置するという上での増額になります。

この専門職の職員は、権利擁護と小地域ネット、生活支援コーディネートなどの業務を

兼務する職員なんですが、その職員を配置する上での人件費の増です。

　　権利擁護センターの中身ですけれども、現在、27 年度に町長申し立てを行ったケー

スの後見受任を、個人受任なんですけれども、先ほどの職員が行っていまして、権利擁

護センターの業務の中で後見業務をしているということです。29 年度につきましては、

市民後見人の養成研修です。一般の方が後見人として動けることを養成するんですけれ

ども、その養成研修を、音更町と幕別町と共同開催で、社会福祉協議会のほうに委託を

して行うということにしております。ですので、後見人を養成する研修と、あわせて法

人後見と、社会福祉協議会がその方を後見擁護するというような事業を含む内容になっ

ています。

　　こちらは、介護支援のほうでつけている予算と障害のほうでつけている予算と同額な
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んですけれども、権利擁護センターは高齢者と障害者の両方を取り扱うセンターになっ

ておりますので、半分ずつの予算をもって１つの事業という形になっています。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございますか。

　　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　 73 ページの高齢者福祉バスの運行事業についてお尋ねいたし

ます。

　　これについては、大変町民の方からも喜ばれておりますが、 近免許証を返納した方

たちが随分多くなりまして、その人たちが利用するために、町が指定したコースではな

くて、何かの方法を考える必要があるのではないかと思うんですけれども、それは、委

託先に任せて、昨年も質問したんですけれども、委託先に、利用者がきちんと利用でき

るようなかたちをとることはできないかどうかお聞きいたします。

　　それと、公共交通の元の恵愛会の跡にできますけれども、それとこれとの関係もある

と思うんですけれども、その予定についてお聞きをいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　深瀬主査。

○深瀬一輝保健福祉課主査　こちらの、今お話にあったものを、町としても十分課題とし

ては認識しておりまして、福祉バスの路線上にない地域もあります。また、農村部にお

かれましては、週１ないし週２回で、朝、昼、晩・夕方という形の３回しか行っていな

いという形になります。委員のおっしゃっている部分としては、多分、乗り合いタクシ

ーであるとか、そちらを返納者にということであるかと思うんですが、そちらのほうは、

現状では、この場ではちょっとお話しできないんですが、検討中ということでおおさめ

いただきたいというふうに思っております。

　　ただ、乗り合いタクシーとなると、事業者のほうが国に許可を取って運行という形に

なりますので、町としても、そういったことも含めて、本町のタクシー事業者は１件し

かないので、今のところそちらと協議を重ねているということでご理解いただきたいと

思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　尾形課長。

○尾形昌彦保健福祉課長　今計画している交通拠点のお話かと思うんですけれども、町で

政策的に行う交通関係の機関については、相互乗り入れ等の形態をできるだけとれるよ

うな形で進めていくというスタンスにあります。ただ、交通拠点のほうが、まだ中身的

に固まっていない部分がございますので、これからそういうスタンスで進めたいという

回答にさせていただきたいと思います。
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○委員長（中村保嗣委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　路線によっては、１日全く誰も乗らない路線も多分あると思う

んです。その無駄な経費をかけるのであれば、電話をもらって迎えに行くみたいな形に

したほうが、かえって経費が安くなるんではないかなという気はしますけれども、その

点について、全く乗らない路線があるのかどうか、そこら辺を把握しているのであれば

教えていただきたい。

○委員長（中村保嗣委員長）　深瀬主査。

○深瀬一輝保健福祉課主査　 28 年度から、例えば、農村部３便です。萩ケ岡線、居辺線、

上音更線という形で農村を走ってはいるんですが、28 年からお昼便ということで追加

させていただいているところで、まだ年度が終わっていないのですが、例えば、朝にバ

スに乗って、お昼に乗って帰るとか、お昼から町場に来るという形で、全く乗らないと

いうことではないんです。ただ、人数によっては、今は25 人乗りの小型バスを運行し

ているんですが、ジャンボタクシーという形での運行も可能ではないかというふうに現

在考えています。また、市街地については、５便とも１便足したことによって、どの便

も利用されているようでございまして、あとは、課題的には、通っていない地域につい

て、今検討しているところでございます。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございませんか。 82 ページまでです。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、衛生費は、事項別明細書83 ページから94 ページ

まで。質疑ありますか。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　 92 ページの健康診査、40 歳健康づくり・女性がん検診に

ついて質問いたします。

　　科目によっては、受診率がふえているもの、減っているもの、特に、40 歳健康づく

りは、ちょっと頭打ちなのか減っている。補正予算のときに質問させてもらいまして、

そういう答弁がありました。乳がん検診については、昨年がキャンペーンだったので、

28 年が減ったということもありますが、全体的に普及するための施策について、今後

どのようにするのか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　岸主査。

○岸　美香保健福祉課主査　 40 歳スタート事業は、ほかの健診と比べて、６割を保って

いるというところでは、受診率は28 年度も低下しておりませんので、このままの状態
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を、個別の声かけなど細かい対応をしていって、継続していきたいというようなことで

す。ただ、予算の内訳で、国保の方は国保会計で見ている部分がありますので、その内

容によって、若干変化しているかなというところであります。

　　女性がん検診のほうは、28 年受診数が減っているんですが、２年に一度の受診です

ので、２年間で見ると横ばい、子宮がんはふえております。今年度は、乳がん検診は

30 歳代の罹患者がふえているということで、町民からも、30 代からやりたいという

ような要望もありますので、30 歳代から無料の検診を拡大しまして、早期から意識づ

けをしていきたいというふうに考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで暫時します。

（午後　１時２７分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　会議を開きます。

（午後　１時２８分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、労働費は、事項別明細書95 ページから96 ページ

まで。

　　質疑ありますか。

　　中島委員。

○６番（中島卓蔵委員）　 95 ページの無料職業紹介事業についてですが、これは、28

年度の実績というのはどれぐらいあったのか。

○委員長（中村保嗣委員長）　吉永主幹。

○吉永雅一町民課主幹　無料職業紹介所の業務の事業実績、きょうまでの実績を報告させ

ていただきます。現時点で、54 件の相談がございます。この54 件は、２月５日に東

京で開催されました見本市での相談者も含めまして54 件ということでございまして、

その中で、具体的に、町内の企業さんへの紹介ですとか、施設見学も含めてですけれど

も、それが15 件ございます。その15 件のうち、採用が成立したものが９人というこ

とでございます。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございませんか。

　　佐々木委員。
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○２番（佐々木　守委員）　９件が実際に就職が決まったということで、大変いいことだ

と思うんですけれども、職業紹介をする形の中で、勤務実態というのはどういう状況な

のか。つまり、労働条件がどういう条件にあるのかという 低基準というのを基本的に

設けて、企業側にもそういった企業努力をしてもらうという必要性があると思うんです

が、その辺についてはどのようにお考えになっているのかお聞きをしたいし、もし基準

を持っているということであれば、 低賃金は当然守っているとは思いますけれども、

休日等、中身についてどういう内容かということも含めて、ある程度の条件というのを

付すべきだというふうに思うんですが、その辺についてお聞きをしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　吉永主幹。

○吉永雅一町民課主幹　お答えいたします。

　　きょう現在でございますけれども、無料職業紹介所に登録されている企業さんは39

社ございます。そのほとんどが帯広市のハローワークさんのほうへの求人も出している

ということと、それから、我々無料職業紹介所に登録していただく際に、当然、おっし

ゃるとおり、 低賃金の確認、給与の確認、それから休日の確認、それと、社保完備か

どうかというところの確認をさせていただきながら登録をさせていただいているところ

です。ただ、具体的に、町の無料紹介所として、基準というものは、今のところ設けて

いないという現状でございます。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　これは企業側の意向もあると思うんですけれども、本当にこ

の町に雇用をきちんと定着させるためには、労働条件というものも非常に重要な要素だ

というふうに思うので、その辺も、今後企業も含めて検討するなり、一定程度の水準を

維持する、そういうものも置かれるというところが必要かと思うんですが、その辺につ

いて、僕が言うような方向での研究や協議をするという考えがあるかどうかお聞きをし

たいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　吉永主幹。

○吉永雅一町民課主幹　実は、２月９日でございますけれども、町内の企業さんを対象に

企業の勉強会を開催させていただいております。今回につきましては、面接に当たって

の心構えですとか、もう一つは、国の助成金制度について説明をいただいて勉強してき

たという経過がございます。この助成金制度については、就業規則ですとか、そういっ

たところをきっちりと整備して申請していくと。助成金制度を受けるために、並行して
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その辺の完備をしていくということの勉強になっております。その中で、例えば、社保

ですとか、そういったところの整備をきっちりとしていくということの普及といいます

か、そういったことを狙いに持って、今回については研修会を開催したと。２月９日の

研修会につきましては、参加企業さんから有意義だったという感想もいただいています

し、今後についても、そういった研修会を続けていきたいというふうに考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、農林水産業費に入ります。事項別明細書は96 ペー

ジから116ページまで。

　　質疑ありますか。

　　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　昨年、農地の流動化対策にかかわった一般質問をした経緯が

あるわけです。そのときに、せめて地権者の意向を踏まえた実態調査が必要ではないか。

こういうことでやられたというふうには思っていますけれども、その後どのようになっ

ているかということを一切聞いていないと。そのときに、私の主張は、農地あっせん価

格については、やはり、地域実態に合わせたあっせん価格であっせんをしなければ、ど

んどん町外に流出する可能性があるという話をした経緯があるんですけれども、その部

分について、今回の予算にかかわることはないのかどうかも含めて答弁を願いたいと思

います。

○委員長（中村保嗣委員長）　高橋局長。

○高橋　智農業委員会事務局長　昨年の農地流動化の部分につきましては、農地流動化の

推進対策協議会をＪＡ、農林課、それと農業委員会で設立をいたしました。その後、ま

ず、北居辺地区を中心に、将来的に後継者のいない方と高齢者の方も含めて、聞き取り

の実態調査を行っております。その中で将来的な土地の動向が見えてた部分もあります

し、逆に、そんなことを聞きに来て、やめさせるのかという反発を買った部分もちょっ

とありましたので、そういう面で、意向調査の部分は今とまっている状況にはなってお

ります。

　　そのほか、協議会のほうでは、将来的な税金対策ですとか、あとは、交換分合が地域

でもう一回できないかですとか、そういう部分の検討をしながら、四半期ごとに流動化

対策協議会を開催して進めていこうということになっております。

　　あっせん価格につきましては、農業委員会の中でも話しはしているんですけれども、

売るほうにとっては値段が高いほうがいいんですけれども、逆に、買うほうの立場にな
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れば、高くなったら今度は買えないというのもありますので、土地の価格については、

そう簡単に上げたりというのは、今のところなかなかできないんではないかという状況

の話し合いにはなっております。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ありますか。

　　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　 99 ページの農業労働者受け入れ協議会運営経費で82 万円計

上してあるわけですけれども、近年、ここで仕事をしている奥様方がだんだん少なくな

って、現況では３名ぐらいというふうに伺っておりますが、私も、以前、特に畑作関係

で、一般的に出面さんと言われるわけですけれども、そういう労働不足が起こっている

ということを心配した中で質問したこともあるんですけれども、これについては、農民

同盟、農協、それから町ということでやっているわけですけれども、この辺の労働力不

足の解消方法、もしくは、方向性はどのように考えているのかお聞かせ願いたいと思い

ます。

○委員長（中村保嗣委員長）　青木主査。

○青木弘彦農林課主査　農業労働者受け入れ協議会についてご説明をさせていただきます。

　　本協議会につきましては、委員おっしゃるとおり、農業労働者のために農民同盟が主

体となって行っている事業であります。農業従事者の確保、特に、先ほどおっしゃられ

ました野菜生産の繁忙期ですとか、そういった時期における十分な労働力の確保という

ことにつきましては、町としても、本町農業の課題として強く認識しているところであ

ります。今後につきましても、確かに人数等は減ってきておりますが、それにつきまし

ては、労働力確保に向けて、引き続き、関係機関、農協と連携をして、必要な支援につ

いては講じていきたいというふうに考えております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　どこに聞いても今みたいな答えしか返ってこない。これが、実

際的に農民同盟が主体であれば、農民同盟あたりに言っても、本来であれば、野菜振興

とか、畑作関係でやる場合には、どう考えても、過去は10 名周辺はいたわけですから、

これがなくて畑作の振興は図れないと考えております。やはり、このことについて82

万円も計上しているわけでありますから、そのことを真剣に、農協を含めた中で取り組

んでいただきたい。そういう気はあるか伺います。

○委員長（中村保嗣委員長）　青木主査。

○青木弘彦農林課主査　平成28 年度におきましては、４月に農民同盟、農協、町三者で、
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新たな労働派遣の形を模索するということで、隣町の士幌町の高齢者生きがい事業団と

いったところの視察に行ってきており、検討材料というふうにしてきております。町と

しても、そういった会議等に参画していく中で、その対策と必要な支援を講じていきた

いというふうに考えております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　なぜそうやって言うかというと、士幌町は行政でやっているわ

けですよ。これは調べてありますよね。ですから、行政も、やはり、人ごとではなくて、

やることはやるんだというような感覚を持って当たっていただきたい。どちらかという

とたらい回しになって、あなたのところでやれ、あなたのところでと、組織が３つあっ

たら、どこもここもというような形が出てくる可能性があるんで、士幌町は行政のほう

で、シルバー人材センターを含めた中でやっているわけですから、その辺を含めて、振

興上、これはなくていいという状況にならないわけです。その辺は十分認識した中でや

っていただきたい。新年度、そのような形の中で、これは今始まったことではないです

から、状況はわかっているはず。去年も、私も一般質問等もしておりますから。

　　それから、農商工連携の中で、労働力確保という形をしていただきたいということで

やっているわけですけれども、何年たってもこのことが進まない。特に、農林課におい

ては、畑作振興上、重要な問題なんです。こういうことを農協と話だけしても、はっき

り言って、何の役にも立ちません。具体的に、どこがどういうぐあいにやるんだと、真

剣さを持って当たっていただきたい。現実的に、野菜をつくっている農家あたりは、帯

広の派遣センターで１人雇ったら、１日１万2,000円もかかるわけですよ。例えば、ゴ

ボウとか、いろいろ補助事業が出ていますけれども、そういうところへ使っていくと、

実際的に、町から補助した意味がなくなってしまう。労働力のほうに回ってしまうんだ

と。こういうことも考えた中で、振興政策を今年度中に頑張っていただきたいと思いま

すが、いかがですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐藤農林課長。

○佐藤桂二農林課長　お答えいたします。

　　委員のご指摘、ご心配につきましても、こちらのほうとして十分考えた上で、農協さ

んのほうとも協議をさせていただいております。現実の問題として実際にありますし、

なかなかうまくいっていないということも、ご指摘のとおりではあります。

　　行政が主体でということでもお話のほうをいただいていますけれども、今後、関係部

局とか農協、当然ですけれども、そういったところとあわせて、さらに内容を詰めなが
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ら、今年度しっかりと取り組んでほしいということでございますので、再度それについ

ては進めさせていただいて、何かしら新しいアクションをすればとは思いますけれども、

取り組みのほうについては、進めさせていただければというふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　よろしいでしょうか。

　　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　今の山本委員からの質問に関連して１点確認したいんですけれ

ども、生涯活躍のまちで、今後人材センターを設立するということでの動きをされると

いう部分がありますけれども、その中には、農業労働者とか、そういう派遣の部分も含

まれているのかどうかというのを１点確認したい。

　　それから、103ページに農業技術研究センター運営費の中の事業費で、農畜産物加工

研究事業ということで65 万5,000円ありますけれども、これはどういうことをやられ

るのかということと、もう１点は、技術センターに昨年から専門職の方が配置をされて

いて、昨年は１年目ということでいろいろな研修をされていたと思うんですけれども、

今後、新商品の開発と農林商工連携事業等とも関連して、どのように技術センターが役

割を果たしていこうとされているのか伺いたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　松岡課長。

○松岡秀行企画財政課長　生涯活躍のまちの人材センターとのかかわりということで、山

本委員さんの先ほどの質問の後に手を挙げようかなと思ったんですけれども、今回は手

を挙げないで、お答えしなくてもいいかなと思っていたところ、早坂委員さんのほうか

ら鋭いところでご質問があったなということで、お答えさせていただきます。

　　当然、関連は出てくると思います。福祉サイド、包括サイドの人材を育成していくと

いうのが一つのメーンになると思うんですけれども、ＪＡの理事会の中でお話しさせて

いただいているとき、ＪＡさんとしても、あるいは農業振興上も、農業従事者の課題と

いうのは大きいのではないでしょうか。そこに対して、やはり、その穴埋めをしていけ

るような形で、まちづくり会社というのも存在していくのではないでしょうかと。そう

いったことを見据えたときに、農協さんも一緒にご出資をいただきながらまちづくりを

担っていただけないでしょうかという説明会をさせていただいておりますので、当然そ

の辺は視野に入っているということでお答えさせていただきます。

○委員長（中村保嗣委員長）　青木主査。

○青木弘彦農林課主査　私のほうからは、農業技術研究センターの事業についてご説明を

させていただきます。

　　技術センター運営費につきましては、事業が２つありまして、委員がおっしゃられた
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農業畜物加工研究事業と、施設管理を行うほうの農業技術研究センター管理経費という

ふうに分かれております。

　　今委員からありました農業畜物加工研究事業で何を行っているかということですけれ

ども、こちらにつきましては、技術センターの農業畜物の加工研究に係る経費というこ

とで、主に、ストック資材ですとか、加工に係る消耗品関係をここで計上しております。

29 年度につきましては、さらに、研究試作を行うということで、研究試作用消耗品と

いうことで、食材関係の予算を、ここの66 万5,000円の中に含まれてくる金額なんで

すけれども、そういった研究試作用の食材費もここに含まれております。

　　もう１点、技術センターが今後どのような役割ということですけれども、技術センタ

ーにつきましては、今後、道の駅構想等の中で、地場産品を使った加工品などを開発し

ていくことが想定されてきております。こういった中でいきますと、技術センターの職

員が独自に商品を開発するというようなことも、もちろんそれもあるんですけれども、

その後の販売ですとか流通、そういったところまで見据えて、農業者、または一般の方

自身が、自家産品ですとか地場産品を使って何か加工品をつくりたいといったような技

術相談ですとか、そういったものにも応えていけるような形にしていきたいというふう

に考えております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　野村委員。

○５番（野村恵子委員）　111ページの有害鳥獣駆除経費の中に有害鳥獣資源化有効活用

促進 46 万円をのせているんですが、これは具体的にどういう中身かお聞きしたいんで

すが。

○委員長（中村保嗣委員長）　石井主査。

○石井竜也農林課主査　それでは、有害鳥獣資源化有効活用促進事業について説明させて

いただきます。

　　本事業につきましては、近年、社会的に、有害鳥獣駆除を依頼した自治体が、駆除し

たエゾシカを受け入れる施設、または方策を整えることが必要だとされてきています。

また、実際に駆除を積極的に実施している本町の猟友会の会員の方々からも、適正な処

理をするために、施設の運用等の整備について、かねてより強い要望がございました。

　　それに伴いまして、残滓処理施設というものを建設するにはかなり経費が高くなって、

財政に負担が大きくかかってしまうと。その中で、今回のこの事業では、今まで死骸を

廃棄物として、お金をかけて処理をしていたものにつきまして、その死骸を資源化、有

効活用、例えば、活用できる部分については加工で肉にするとか、それ以外の部分を減
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容化といいまして、攪拌等、バクテリアを使いまして堆肥化していくと。そういったこ

とで資源化、有効活用することによって、適正な有害鳥獣駆除の推進、また処分につい

て進められ、自然環境への配慮にも資するものであると。そういったものを事業として

やっていただける個人、または事業者の方に対して、１頭処理するに当たり、単価

2,000円の助成金をお支払いするというものでございます。この１頭2,000円につきま

しては、農協さんとも協議が終わっておりまして、農協さんのほうでも１頭2,000円と

いうことで、事業者、個人の方へ、合わせて１頭当たり4,000円の補助を行うものでご

ざいます。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ありますか。

　　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　103ページの農業用ＧＰＳガイダンスシステム導入、この内

容については、トラクターのＧＰＳ装置だというのは知っていますし、その事業で３年

間でやるというふうに理解をしているんですけれども、 近こんな話を聞きました。

　　これは農協から要望があって、ぜひということだと思うんですけれども、農協も、多

数の農家さんの意見を聞いて、こういう事業がいいだろうと決まって、それが政策化し

てきた。ところが、僕個人にとっては、ＧＰＳは、技術のいいものだったら、どうにか

真っすぐ畝は切れると。畑がよければこの事業に乗らなくてもいいけれども、ほかにや

りたいことがあるんだけれども、これはつけなければだめなんだと。農家の発想で、こ

ういった補助制度をうまく使えるような仕組みを考えてもらえないのかと。過去に酪農

家でそういうのがあったよねと、こういう話をされました。

　　決して、この事業が悪いということを言っているつもりはありません。適正に使える

人はこの事業でやる。ただ、もっと自分のアイデアで、資金を導入して、例えば、半額

なら半額を補助としてもらえるなら、より大きなことができると。そういう仕組みのも

のを考えてほしいという話をされたんですけれども、それは、多数化すればできる。少

数だったらそういう意見は通らないのかと。結局、大勢の意見で僕たちは潰される。全

体的なことを否定しているのではない。もう少し自由とか自分のアイデアとかを生かせ

るような政策として組む。例えば、ＧＰＳもいいですと、あるいは、こういった新しい

機械の改良や機械施設を入れるということに使ってもいいということにすることのほう

が、政策展開としては有効性が高いのではないか。それが、農協という団体で、これか

ら畑作の補助事業をどういうふうに対応しようとしたら、こういう形で進めることが、

ＧＰＳならＧＰＳと決めたほうが要請しやすいということがあるのではないか。そうい
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うことを、やはり政策を立案して実行する側は少し考えないと。

　　確かに、少数意見だというふうに彼も言っていますし、ほかからは聞いたことはあり

ませんけれども、言われた方の意向を考えてみると、何もこの事業を否定しているわけ

ではないし、こういった予算をつけられるんだったら、これとは別なものに使いたいと

いうのを、専門家とか、過去の道の普及所等で検討いただいて、言うなれば、酪農家で

あれば、経営者会議なもので検討いただいて、これは採用できるということであれば採

用するようなことを考えてあげたほうが、より農家のためになるのではないのかという

気がするので、直接予算にかかわる部分ではないですけれども、予算執行に当たって、

そういう人たちがいるということを踏まえて、今後の中で、単に農協から出てきた要請

だけというのではなくて、もう少し農家個々の個性が生かせるような政策展開というの

を考えるべきではないかと思うんですが、そのことについての考え方があれば、この際

お聞きをしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　青木主査。

○青木弘彦農林課主査　まず、今回のＧＰＳガイダンスシステムの導入支援事業ですけれ

ども、こちらについては、委員おっしゃるとおり、農協から要請があったということで

ありますけれども、その要望の中では、当然ながら、畑作振興会ですとか、そういった

農業者の意見を全て踏まえて、農協から町への要請があったというふうに認識しており

ます。

　　ですので、いろいろな自分のアイデアを生かすような補助事業ということだと思うん

ですけれども、それにつきましては、例年、国の事業ですけれども、経営体育成支援事

業ですとか、ことしであれば産地パワーアップ事業とかいったものもありますので、そ

ういった経営体育成支援事業につきましては、委員さんおっしゃるとおり、自分のアイ

デアの中で、みずからが必要とするもの、農業機械ですとか、そういったものを整備す

るような補助事業になっておりますので、そちらもありますということが１つ。

　　あとは、やはり、より農家のためになるという考えにつきましては、町としても当然

同じ方向を向いておりますので、どういった形の補助が望ましいのかということにつき

ましては、また関係機関、農協、普及センターも含めて、例えば、農業再生協議会とか、

そういった枠組みの中で検討させていただきたいというふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　今後検討していただけるということであればいいのかなとい

うふうに思うんですけれども、それを聞いたとき、僕もはっとしたんです。昨年もこの

予算に賛成もしていますし、いいことだと。ただ、彼いわく、真っすぐ畝を切っても収
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量は伸びない。僕だったらほかにやることもあるんだというふうに言われたときに、や

はり、一辺倒の物の考え方というのは、こういった町単の事業としてどうなのかという

ことをもう一度考える必要があるんではないのか。その中で、畝を切ることがまず第一

なんだという人も当然いると思うんです。畑の形状もあると思います。畑作の作付け形

態から、つくっている内容が相当大きく違いがあるということを考えたら、なるべくそ

の人の言われたような方向でやらないと、多数の人たちはそれで理解をし、大変評価を

していただけると思いますけれども、少数と言われた人たちは切り捨てる形になるとい

う心配があるということだけ踏まえて、この事業を変えることだって、何の問題もない

と。一定の条件なり、全体的に、農協や町の農業専門家が見て、確かにそういったこと

が妥当だと言われるものが出てくるのであれば、そのほうがいいのかもしれない。

　　こういった事業をするときに、一本の形が全ていいのではなくて、多様な考えを受け

とめるという政策のあり方というものを考えなければいけないというふうに思うので、

再度質問をしました。一定程度そういったものが、ほかの国等の事業についても、補助

要件というのは必ずつきまとって、なかなか自由になるものではないということも踏ま

えて、町村の、気安く申し込みができて、いろいろ自分の工夫や考えが生かせるような

補助事業の、こういった支援事業の使い方というものをもう一度考えるべきだというふ

うに思いますけれども、何年も置いてこれが実現するのではなくて、なるべく早い時期

にというふうに考えていますので、もう一度答弁を求めたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐藤課長。

○佐藤桂二農林課長　お答えをいたします。

　　委員おっしゃるとおり、農協さんとの打ち合わせの中で、今回のＧＰＳの事業を行っ

てきております。決して、うちのほうで少数派の意見とか個別の意見を潰しているつも

りはありません。ただ、一定程度、農協との話し合いの中でのルールというものもござ

いますので、そこら辺については、十分、取り入れできるものについては当然取り入れ

ていかなければならないという部分でもありますし、そういった有効性、あるいは、一

次産業の基盤強化という形の中で有効なものがあるんだということでお話し合いになる

のであれば、その辺は、農協さんも入れた中で、政策の実現に向けて、当初はこれであ

れですけれども、あとの予算化、いずれかの時点でできるようなものが、政策として可

能であれば、その辺については十分協議をさせていただければというふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　２時０３分）

－67－



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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　２時１３分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございませんか。

　　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　先ほど、農業技術センターのところで質問させていただいたん

ですけれども、再質問のタイミングを失ってしまったので、再度質問をさせていただき

ます。

　　農業技術センターに専門職が配置されたということで、このセンターの役割というこ

とで、答弁では、道の駅に向けて新商品の開発をしていくというようなことで進めてい

きたいというようなお話があったと思うんですけれども、いつも、商工観光課の農林商

工連携のほうで、どうなっているのか、あるいは、他との連携ということで質問させて

いただいているんですけれども、農林課については、基幹産業である農業ということで、

非常に重要な役割を担っているところだと思いますし、また、総合戦略でも、農林業と

か商工業の活力を向上して、地域に活力を生んでいくというようなことで取り組んでい

くんだということになっていると思います。やはり、地場産品を活用して新商品を開発

するとか、そういうことによって地域の農産物の付加価値を高めていく、あるいは、地

域に雇用を生んでいくということが、地域として大切なことだというふうに思っていま

す。

　　そういう意味で、言葉として、道の駅に向けて新商品の開発というようなことで、少

し時間の余裕を持ってということで、言葉尻はいいと思うんですけれども、逆に、新商

品をすぐ開発できるというものではないことも理解していますけれども、やはり、農林

業をさらに活力ある地域の基幹産業にしていくためには、新商品等を開発していくとい

うことも重要なことだと思うものですから、農林課にも、その辺、積極的な思いを持っ

ていただいて、商工観光課とも新商品を生み出していくんだという構えで連携をして、

技術センターも活用しながら取り組みを進めていただきたいというふうに思います。何

かありましたら、答弁をお願いします。

○委員長（中村保嗣委員長）　青木主査。

○青木弘彦農林課主査　ほかとの連携ということをおっしゃられましたとおり、もちろん、

農林課、技術センター単独でできるようなことはほとんどないというふうに思っており

ます。なので、もちろん、商工観光課、企画サイドなども一体となって、技術センター
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を活用した、何かそういった特産品というか、加工品づくり、そういったものをやって

いければいいなというふうには考えております。

　　特に、29 年度におきましては、新たに機械の更新とかも１台ありますけれども、職

員の育成という意味では、十勝財団がやっております十勝圏地域食品加工センターとい

ったところがありますので、そこでの加工技術の研修を行うとともに、同センターの技

術者の会というものに職員が参加しまして、管内の加工技術担当者との情報交換等も行

っております。なお、町内だけではなく、周辺の町も一緒になって、情報交換をしなが

らいいものをつくっていけたらというふうに考えております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　106ページの十勝ナイタイ和牛肥育拡大推進助成事業につい

てお伺いをしたいというふうに思います。

　　今年、当初予算が、大分金額が少なくなったんですけれども、これは、完全に定着し

たという形で、心配がないということなのか。事業年度、区切りもあるということも踏

まえて聞いているわけですが。答弁願いたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　谷尻主幹。

○谷尻常盤農林課主幹　お答えします。

　　本事業に関しましては、３カ年で、初めの年は導入費及び預託の経費ということで、

導入経費のほうは初年目で終わっておりまして、その後、肥育の関係の、肥育の預託料

の半額助成ということで行っております。肥育に関しましても、３月でとりあえず、ひ

とます４頭出荷予定ですので、残り27 頭ですか、その分が少しずつ毎月出荷していく

ような状態になりますので、そうしますと牛がいなくなりますので、預託経費がだんだ

ん減っていくということで、今回このぐらいの予算計上になっております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　そうしたら、ナイタイ和牛の元牛生産というのは一体どうな

っているのか。というのは、充足できているのかどうか。

　　ふるさと納税で見ると、随分、売り切れ御免というか、取り扱いできませんという形

でのメッセージが流れています。たびたびふるさと納税上士幌を見ているんですけれど

も。これは、上士幌町が肥育事業を畜産事業の一つとして大々的に対応しようと。それ

が拡大をして、定着をしたんだったら、次の施策を考えなくてもいいと思います。品質

評価は一定程度というか、相当高いレベルで受けたと。今度は、そうしたら、順調に生
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産されるかどうかという部分では、今、牧場における受精卵移植については、もう２件

の農家しかやっていないというふうに聞いていますし、その人たちも合わなければやめ

るというような話も聞いているので、その辺の実態についてどういうふうに捉えている

のかまずお聞きをして、次の質問をさせていただきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　谷尻主幹。

○谷尻常盤農林課主幹　受精卵の事業ですけれども、今年度、ここにはまだのっていない

のですけれども、次年度に向けて、ゲノム解析黒和牛生産事業ということで、新しい事

業を考えてございます。それに関しましては、今までは高育種価ということで、育種価

を判明して、それによって、いい繁殖用の元牛を残すという事業でしたけれども、それ

には大体３年間ぐらいかかるんです。それを、今回はゲノム解析ということで、血液検

査をしてその牛の優劣を決めるということで、早く判明する。早く判明するので、繁殖

元牛のほうも早く確保できるというような事業を今考えてございます。あと、肥育の元

牛のほうも足りない状況であります。その辺も含めて、ゲノム事業のほうで、受精卵の

補助等を考えてやっていきたいと思っております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　現実に、ブランドを育てる。育ったんですよね。ところが、

その後十分なロットができないという問題なんです。肥育しているというか、この事業

をやっている畜産農家にとっては、それほどのメリットはないという見方をされている

ということです。それでは将来育たないということは明らかです。ということで、この

一、二年は、恐らく先細りになる可能性が高いと思います。

　　個々でやってみたいという農家で、別に大きな農家ではないわけではありませんけれ

ども、僕の聞くところ、ナイタイ和牛という、これは、Ａ４、Ａ５という上士幌産の和

牛でなければならないという限界がありますから、上士幌産の和牛が一定程度のシェア

を示さなければならない。そういう部分では、それを受精卵移植でやるという一連のル

ートもできているんですけれども、やっている農家が少なくなってきているというのは、

理屈抜きに、経済的メリットが少ないということです。そのことに早々と手を打てなか

ったら、今までやってきたことが一体何だろうかと思うんです。残念ながら、今、和牛

というか、牛肉に関しては、牛肉バブルと言われるぐらい元牛は高いわけです。Ｆ１で

も 30 万円を超えるというような牛もいるというふうに聞いています。和牛は50 万円

を超える。肥育しても、肥育牛で売るのに採算がどうかという心配ができるほどの市場

価格で動いている。そうすれば、経済的メリットが落ちてしまうために、みんな、和牛
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をＦ１やホル、ホルボトクよりは弱いことがあって、なかなか手をつけられない。やは

り、やったら完結できるような仕組みと、もしそれができないんだったら、どこに問題

があるかというのは徹底して取り進めをしなければ。

　　もう一つ気になるのは、ふるさと納税をやっている担当のほうで、そのメーンの一つ

だったナイタイ和牛がいつも売り切れ状態になって、頭数が需要に見合っていないとい

うのはどうなっているんだという。普通の会社だったらどんどん回って、どこに問題が

あるかということが出てくると思うんです。昨年もＥＴの部分についてお話をさせてい

ただいた経緯があるわけです。だから、そういうことがきちんと回って政策が展開して

いくんですよ。せっかく高い成功例だと思うんですけれども、それが地域経済に偏った

形でしか恩恵がないとすれば、これは、またいろいろ言われる原因になるのではないか。

成功しているということをどう大事にして、さらにその上の成功を重ねるかといったら、

やはり、やっていることに問題がないのかということを全課挙げて見ていなければいけ

ない。

　　だから、売る側という立場の人間も、つくる側という立場の人間も、きちんとやって

いかなければいけないと思うんですが、ナイタイ和牛の生産が今以上に上がるというこ

とは、僕はじり貧になる心配のほうが非常に高いと思うんですが、その辺について、そ

ういう危機感をお持ちなのか、あるいは、今言ったように、一部対策は考えておられる

ということですけれども、あるのか。今年度も来年度も、前年よりはいい方向で進むと

いうふうに言い切れるのかどうかも含めて、この際お聞きしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　谷尻主幹。

○谷尻常盤農林課主幹　お答えします。

　　現在、元牛生産のほうにいきますと、ホルスタインの雌牛もかなりの価格になってい

ます。聞くところによると、雌初腹で100万円とかかかっているような状況で、確かに、

肉牛の元牛も90 万円程度の価格もついているという話も聞いております。そうなりま

すと、搾乳農家のほうも、後継牛を確保したいというのもありまして、ＥＴの事業のほ

うに進んでくれない部分がありまして、次年度のゲノム解析の事業では、今まで酪農家

に対しての補助率を、３カ月分のＦ１市場の平均値足す２万円ということですけれども、

次年度からは、乳牛、Ｆ１、和牛と、全部の市場の３カ月の平均のプラス２万円という

ことで、試算でいくと15 万円程度は、搾乳農家も手取りはふえるような状況をつくり

ましたので、それで少しは参加してくれる農家がふえるのではないかというふうに考え

てございます。

　　これで足りるのかと言われますと、そこら辺もまだはっきりは断言できないんですけ

－71－



れども、あと、大きい農家のほうでも、今まで受精卵で元牛を畑作農家へ送っていたん

ですけれども、それを自分のほうでも少し抱えてやりたいというところもありまして、

総体の元牛の頭数的には、そんなに変わらないでできるのではないかというふうに考え

てございます。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　肉の利用というか、頭数がそんなに変わらなければ、まあま

あどうにかなるのか。ただ、伸びていないということだけははっきりして、今の対策を

聞けば、緊急だという意識があるかどうかということをもう一つ言いたかった。

　　つまり、ホルの雌が100万円なんです。そんな事態になるということを誰も予測して

いない。これはバブルで、いつはじけるかわからないという話もあるんですけれども、

油が高騰したのと同じように、農家にとっては、特に、それをやっている人たちも含め

て、その部分でいろいろなデメリットが出ている。やはり、そういうところに緊急の対

策をしないと、生産が順調に回らないとすれば、そういうところがきっちり回るような

お互いの情報共有というのができていないのではないか。

　　それを責めても仕方がない部分ですから、きょうを限りに、そういったことも含めて、

売る側もつくる側も、きちんと情報交換をしていく。それは、もっと言えば、全体的に

ちゃんと踏まえているということだと思うんですけれども、そういうことを含めて、生

産農家の意向も十分踏まえて対応していただけるように、この部分についてはお願いを

したいと思いますが、いかがでしょうか。

○委員長（中村保嗣委員長）　谷尻主幹。

○谷尻常盤農林課主幹　今委員言われたとおり、双方協力しながらやっていきたいと思い

ますし、また、農協の畜品担当とも随時話をして、あと、ホルスタインの借り腹の受け

入れ農家についても、いろいろ、あの家はどうだ、この家はどうだという形でアドバイ

スなりしながら進めております。これからも続けていきたいと思います。よろしくお願

いします。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ありませんか。

　　佐藤委員。

○４番（佐藤　曻委員）　先ほど、ゲノム解析事業で取り組んでいくんだという話をされ

ておりましたけれども、果たして、ゲノム解析事業で、それがすんなり事業に乗っかっ

て、増産対策につながるのかどうかというのは、かなり疑問なところもあるのかなと。

この事業については、町を経由しないで直接ですよね。国と農協と直接で、確か、町は
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経由しないんで、そこで、町としても、せっかくふるさと納税でこれだけの成績を上げ

ているわけですから、将来的な展望とか、町独自での対策はちょっと難しいかなとは思

いますので、先ほどの質問と重複するかと思いますけれども、農協、あるいは三者とそ

こら辺をよく対話をとっていただいて、取り組んでいかなければならないかなと思いま

す。

　　それと、肉牛酪農畜産農家に確認しますと、牛の価格の関係でかなり所得が上がって

おります。それぞれ、その人方は、平成28 年度の所得税がどれぐらい来るか心配して

おりますので、その部分は町のほうにも入ってくるかと思いますので、そこら辺の対策

も、町自身としても取り組むべきではないかなというふうに思いますので、要望とあわ

せて、考え方をお願いしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　谷尻主幹。

○谷尻常盤農林課主幹　初めに、ゲノムのほうを説明させていただきます。

　　ゲノムのほうは、新年度、町単独で考えてございます。新しい事業として、今までや

った十勝ナイタイ和牛預託促進事業というのがあったんですけれども、それが今年度で

終わりまして、それの後事業ということで、ゲノム解析事業ということで、こちらのほ

うは、ゲノム解析に対しての助成もするんですけれども、今までと同じように、移植に

ついても助成していくというような形で、継続するものと、プラスアルファのゲノム事

業ということで、あわせて実施するものでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐藤課長。

○佐藤桂二農林課長　あわせて、国のほうの事業でございますけれども、今回の部分につ

いては、国の事業ではなく町の事業ということで、農協のほうとタイアップして行って

いるということでご理解をいただければというふうに思います。

　　あと、畜産農家さんの所得税が、販売や何かで高くなるんでないかということでござ

いますけれども、そこら辺は、決算も終わっておりませんので申し上げられない部分で

ありますけれども、災害等も含めていろいろと心配しているところでもございますので、

対策ということは特には考えておりませんけれども、そこら辺の状況を見ながら、今後

の予算等も、いろいろな対応も含めて協議をしていきたいとは思います。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　よろしいですか。関連ですか。

　　佐藤委員。

○４番（佐藤　曻委員）　このゲノム事業が町からの助成事業ということであれば、それ

は予算として見ておられるかどうか。
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○委員長（中村保嗣委員長）　佐藤課長。

○佐藤桂二農林課長　先ほど谷尻主幹からお話のほうをさせていただいておりますけれど

も、今年度当初予算という形ではなくて、次年度の政策予算という形で、５月の補正予

算のほうに計上させていただいて、事業的には十分間に合う部分でございますので、そ

ちらのほうで、改めて、委員会も含めて対応のほうを協議をさせていただければという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　よろしいでしょうか。

　　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　先ほど、早坂委員のほうからもありましたけれども、103ペー

ジの農産物の加工研究事業及び農業技術センターの管理経費なんですけれども、これは、

先ほどの答弁の中では、道の駅を含めた中で、そういう研究開発もやっていきたいとい

うことであります。地場産品の開発ということも含まさっておるわけでございますけれ

ども、昨年から、この技術センターには女性職員の配置がなされて、問題は、試作する

のは何回もできるんですよね。製造販売を具現化していくというのは、ソフト面では、

やはり、帯広保健所の管轄でありますけれども、衛生責任者というのが必要なんです。

製造業、販売は販売業とあります。私も持っていますけれども、同時に、やはり、そう

いう希望のある方を集めて、十勝管内でたしか年に１回ではなかったかと記憶しており

ますけれども、それは帯広衛生協会に聞けばわかりますから、帯広の講習会へ行って取

っていただくと。

　　問題は、もう一つ、加工施設というものがありますので、保健所の許可が当然要るわ

けです。それは、住宅の片隅ですとか倉庫の片隅でも基準が合えばできるわけなので、

その辺の、具体的にやりたい方については、やはり、そこまである程度教えていくとい

う状況が望ましいのかなと。あわせて、道の駅と、もう一つは、ナイタイレストハウス

のほうが先にできるはずですから、そういうところに地場産品を出すということも含め

た中で、やはり、単なる講習会ではなくて、具体的に衛生責任者の取得に向けてのこと、

それから、工場の開設に向けてのアドバイス、保健協会とか、そういうところが教えて

くれる。そういうものも、希望があればやっていくということによって、初めて、道の

駅、もしくはナイタイレスト、それから、６次産業化というのが具体化してくるのでは

ないかと。そういうことで、今後農林課を含めた中で、そういう方面に力を入れていた

だきたいと思いますけれども、いかがですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　青木主査。

○青木弘彦農林課主査　委員おっしゃられる衛生責任者の取得ですとか、そういったアド
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バイスができないかということですけれども、そういった中では、町の中でできること

というと限られているということは、理解していただけると思います。今言った内容で

すと、帯広食品加工研究センターとか、そういった専門的なところも管内にありますの

で、そちらをご紹介していくような形も一つの手かなと思っております。

　　また一方で、先ほど、 初のほうにありました、技術センター自体で製造販売を具現

化していくという中で、製造販売の資格が必要ではないかということですけれども……

申しわけございません。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　私が言ったことは、あそこで不特定多数の人が、技術センター

は会社ではないですから、技術センターで工場として、製造業、販売業を取って、そこ

で登録した人ではないとああいうのは難しいんですよ。私が言ったことは、６次産業化

で、個人で、例えば、住宅の片隅ですとか、芋をつくっているから、それを加工してや

りたいという人に、衛生責任者が要りますよ、それから、倉庫の片隅、住宅の片隅では、

そういう保健所の許可が要りますよと言ったので、あそこでつくったものを自家消費す

るのは問題ないんですよ。ただ、販売とか、営業を目的としてやるのは、今の段階では

できないです。ですから、講習とかそういうことはできるんですけれども、実際的に、

あそこで自家消費で使うという今までの目的と、私もそうなんですが、あそこから始ま

って、そういうものを自分で発展させてきたと。豆腐屋さんも同じですけれども、そう

いう基準に合うところですから、そういうところで希望があるんだったら、衛生責任者

を取らせて、紹介してやってほしいと。それから、その工場の取り方についても、保健

協会は知っていますから、そこをやってほしいと、こういう意味なんです。それを、教

えた、あそこでやれと、つくったものを売ってくれと、そういう意味ではないんです。

わかりましたか。

○委員長（中村保嗣委員長）　答弁ありますか。

　　佐藤課長。

○佐藤桂二農林課長　委員のおっしゃられた部分は理解しております。当然、あそこの施

設での製造販売という部分ではなく、言われた部分は、プレーヤー、いわゆる販売をし

たい、あるいはつくりたいという方をいかに集めて、それをいろいろな展開に持ってい

けるかというところで、あそこの技術センターの役目もあるのかなというふうにも考え

ております。

　　講習会ではなく、そういったいろいろなことをやりたいという方に対しての、食品衛
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生管理者の資格ですとか、あるいは、加工センターを自分でつくりたいといったときの、

そういった内容設備についての関係機関への紹介という部分については、それは、職員

が、今研修や何かでいろいろとあちこちへ行っていただいていますけれども、そういっ

た情報も踏まえて、ぜひ活用させていただいて、皆さんのほうにお知らせできればとい

うふうに考えております。

　　ただ、今現在、農協さんのこともありますし、農協さんとの打ち合わせ、これから実

際にどういったことができるのかということは、これからの課題になりますし、そこら

辺については、また十分詳しく協議しながら、新たなプレーヤーさんを探しながらとい

う形で進めていかなければならないと思いますので、若干時間という部分はありますけ

れども、できるだけ早い時期に取り組めればなというふうには考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑。

　　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　107ページ、農業後継者奨学資金等支給事業120万円とあるが、

これは、ずっと昔からあった事業なんですよね。これについては、ご承知のように、農

業後継者が農業高校へ行くときの奨学資金を借りて、帰って来て３年間ということがあ

るかと思うんですけれども、就農した場合は免除になるというものでありますけれども、

ただ、これは前から思っておったんですけれども、農業高校というのは、今のところ、

士幌もしくは帯広農業高校しかないわけだ。多分農林課ではつかまえていると思うんで

すけれども、一般的には帯広農業高校が多いかなと推測できます。やはり、通うのも大

変だということで、学生アパートみたいなところへ入ったりして勉学に励んでおると。

言ってみれば、これは職業高校ですから、町内においては、例えば、建設土木関係では

工業系になるのかなと想定されますし、それから、商業関係だと商業高校関係かなと、

職業高校はそういうところへ行くのかなということで、いずれにしても、帯広がメーン

であるかなと。

　　問題は、一方、上士幌では、上士幌高校には振興資金ということで5,800万円ぐらい

支援しているわけですけれども、やはり、将来を考えたときに、それはそれとして、農

業高校、商業高校、工業高校と、この方々の、そこへ通っている子息というのは、今後

上士幌へ帰って来て、３年、５年以内にまた担っていくという方々が帯広の高校に通っ

ているのが多いと。だから、きょうあしたのことではなくて、これからの５年、10 年

先を考えたとき、この人方が上士幌を支えていくということになれば、はっきり言って、

この奨学資金は少ないのではないかと思うんです。もう少し、平等性とか、将来の上士

幌を担っていくということであれば、町の中にある高校だけではなくて、そういうとこ
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ろにも平等的、将来のために支援すべきではないかと思いますが、その辺の考え方はい

かがですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　青木主査。

○青木弘彦農林課主査　たしか、これは昨年の予算委員会の中でも委員のご質問があった

ことに重複するのかなとも思いますけれども、お答えさせていただきますと、まず、農

業後継者奨学資金については、農業系の高校や大学等には限定していないということで

あります。本町において、将来的に農業に従事しようとする農業後継者に対しての奨学

金ということであります。まず、それが１つの前提であります。

　　その中で、まず金額ですけれども、支給金額の妥当性ということについて説明させて

いただきますと、一個人への使途を問わない支援策としては、他の制度との公平性とい

った観点から見ても、金額的には妥当ではないかというふうに現在のところ考えている

ところでありますが、こういった意見が出てきているということも踏まえまして、農業

振興審議会の中で、こういった意見があるということは申し伝えて行きたいというふう

に考えております。

　　この奨学金につきましては、単に就学に対する支援ということではなくて、次代の農

業を担う後継者育成のための農業者支援策というふうな位置づけで今回も計上している

ところでありますので、そういった意味についてもご理解をお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　毎年同じ答えなんです。なぜそういう答えしか出てこないのか。

深く考えていないのかなと思いますけれども、将来を担っていくんですよ、冷静に考え

てくださいよ。上士幌を支えるんですよ。私方は先が見えているんですよ。

　　理事者あたりは黙っているから聞きたいんですけれども、課長以下の段階では難しい

と思うんです。上士幌を支えていくということを考えたときに、一生懸命勉強して、帰

って来て、この方々がこれから先を支えるんですよ。そのことに対しての支援、例えば、

上士幌高校は余計なことは言いません。80 人で5,800万円ですから、簡単に言えばそ

ういうことなんですよ。そうでしょう。それが３年いるから。だから、平等性があると

かないとかと、支えることをどう考えているか。基幹産業だと皆さんが言っているんで

すけれども、そういうところからきちんと支援対策を打ってこないと、夢も希望もそれ

ほどあるわけではないです。理事者の方はどう考えているのか伺います。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　委員のおっしゃることは理解できるところでありますけれども、い

ずれにいたしましても、審議会のほうでいろいろ議論の場がございますので、先ほど担
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当のほうが申し上げましたけれども、そういった意見もあるということで、一応検討課

題にはさせていただきまして、そういった機関を通じた議論をさせていただきたいとい

うふうに思いますので、そういうことでご理解いただけないでしょうか。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　十分検討してください。ということは、帯広で下宿を借りて住

むということ、この辺を、差額とかあらゆるものを考えてきても、やはり、真剣に考え

れば、そのことがわかってくるわけです。だから、私は毎年同じようなことを言ってお

るんです。だけど、答えも同じなんです。検討していきます。何も動いていないです。

だから、真剣になってこれを検討して。これは要望として置いておきます。

　　ついでにもう一ついいですか。別の質問です。

　　それから、115ページの農用地取得基金積立金が４万7,000円とあるわけです。取得

基金というのがあるわけですよね。たしか3,000万円少々を積んでいるわけなんですけ

れども、農林課長なり、農業委員会の会長も承知のように、昨年度、農地流動化対策委

員会というのができ上がったわけです。農協の専務が頭になって、副町長も副というこ

とになって、それぞれ農協の役員、農業委員、そういうことで入っているわけですけれ

ども、問題は、この資金の、例えば、先ほど出ました農地の流動化対策について、今の

ところ具体的にこの資金が使えるかどうかということも定かではない。私は使えると思

っておるんですけれども。

　　過去は、ナイタイ高原牧場取得のために買ったというけれども、これは大間違いです。

そういう問題ではありません。上士幌の農地を守ると。守るためには、ナイタイしか買

うところがないからナイタイを取得したんだということがあるんで、今、農協が指定管

理者でナイタイ高原牧場に入っていますけれども、当然、そのことを踏まえたときに、

この資金をもう少し増額して積んでおく必要があるという声は出ていますが、その辺の

考え方はどうですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐藤課長。

○佐藤桂二農林課長　私のほうで答えになるかどうかわかりませんけれども、基本的に、

こちらの農用地取得基金積立金という形で、3,000万円何がしが現在もございますし、

以前何かの質問の際に副町長からもお答えしたことがあると思いますけれども、決して、

これは固定化されたということではありません。基本的な目標のことを言えば、ナイタ

イ高原牧場の農地取得。どちらが先かということを置いておいても、そちらの際に使用

するということが現実的になったときには、その資金を超えた場合は、ないということ

ではなくて、それに対してはちゃんと手当てをして対応していくんだということでござ
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いますので、決して、その積立金の3,000万円何がしで固定ということではないのかな

というふうに理解をしておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　よろしいでしょうか。

　　ほかに質疑ございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで暫時休憩します。

（午後　２時５２分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　会議を開きます。

（午後　２時５４分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、商工費に入ります。事項別明細書は116ページから

129ページまで。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、土木費に入ります。事項別明細書は130ページから

140ページまで。

　　質疑ありますか。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　139ページの北団地の玄関ドア改修事業について質問いたし

ます。

　　 12 戸分というふうになっているかと思うんですが、改修12 戸分の基準です。それ

はどういうことなのか。まだまだ、私が見る限り、改修したほうがいいなというところ

があるんですが。前に、一般質問のときに、町民等の要望を聞いたらどうかというとき

に、聞く機会を設けるというふうに町長は答弁したんですけれども、多分ほかにも要望

はさまざまあると思うんですが、そういう要望については聞いているのかどうか質問い

たします。

○委員長（中村保嗣委員長）　渡辺主査。

○渡辺正史建設課主査　ただいまのご質問ですが、北団地の玄関ドアの改修事業というこ

とで 12 戸分予定しておりますが、こちらにつきましては、段階的に行っていく予定で

ございまして、まず、こちらのほうで、全戸の団地のドアを確認させていただきました。

その上で、緊急性の高い、状態の悪いものから順に12 戸ということで選ばせていただ

－79－



きまして、今回は、その 12 戸して挙げさせていただいております。

　　あと、その他の要望ということでございますが、個別に入居者からいただいているご

要望につきましてはこちらのほうで対応させていただいておりますが、それ以外に、計

画的に行わなければいけない事案につきましては、計画的に改修していくということで

考えていきたいとは思っておりますが、今のところ、まだ具体的にお示しできる段階で

はございません。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　全戸確認したというのは、多分目視で確認したのか。聞き取

り調査をしたのではないというふうに把握するんですが、外から見たときに、外側はき

れいというか、下を修理しているところが結構あるんです。ところが、裏に入ると全然

がたがたというところもあるので、多分目視で外から見て、全体を確認したんだと把握

しますが、その中で、必要性の高いところから12 戸分というのは、多分、担当課が把

握しているのと実際とギャップがあるんではないかというふうに。北団地の方に聞いた

ら、直接の聞き取り調査は余りされていないふうにも思うんですが、その辺は、やはり、

きちんと、今度の12 戸分は、これはこれで一歩進みましたのでいいんですが、ぜひ確

認しながら、来年度も続きますので、きちんと聞き取り調査をして、外は修理して、中

に入ったらぼろぼろ。木自体がもう腐っている状態もありますので、その辺十分検討し

て、よろしくお願いしたいと思います。答弁をお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　渡辺主査。

○渡辺正史建設課主査　今お話しいただきましたとおり、こちらの12 戸分につきまして

は、聞き取りではなくて、こちらのほうで目視させていただいた状態でございます。こ

の後、入居している方に、仮に聞き取りいたしましたとして、新たに、必要に応じて、

また改修していきたいと思っております。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　この12 戸分が、どれぐらいかわからないので、もし直すの

であれば、きちんと対応して、もしそれ以外にもひどいところがあれば、補正予算を組

んでもらっても構いませんので、対応してほしい。この12 戸分に私が気にしていると

ころが入っていればいいですが、外側から見たときと全然違うこともありますので、そ

れは早急に、個別に、直すところについては、これから具体的に作業に入りますので、

直接対話しなければなりません。その辺も含めて、対応をよろしくお願いいたします。

答弁があれば、お願いいたします。
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○委員長（中村保嗣委員長）　答弁ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　なしということで、要望だけということで。

　　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　定住の賃貸住宅の件についてお伺いいたします。

　　今まで建ててある賃貸住宅についてはバリアフリー化されていなということで、今後、

一般の人たちもバリアフリー化するリフォームをしたりする、賃貸だけバリアフリー化

されていないというのは、若者しか入らないという状況なのか。今後、このまちづくり

会社が、例えば、現役世代というか、まだ60 前後ぐらいの人が入るにしても、10 年、

20 年入ることを考えると、やはり、バリアフリー化になっているのは、若い人たちも

入れるのではないかと思うんですけれども、要綱の見直しでできるのではないかと思う

んですけれども、その考えがあるかどうかお聞きいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　名波課長。

○名波　透建設課長　賃貸住宅の助成の関係で、要綱には、前にもお話ししたように、い

わゆるバリアフリーについての規定も条件もないということでお話しをさせていただい

て、今もないんですけれども、私は賃貸住宅の中間検査とか完成検査に行くんですけれ

ども、いわゆる段差は、今の住宅には、かなりないようにされているのがほとんどなん

です。いわゆるユニバーサルデザインという形で整備されていて、バリアフリーとなる

といろいろ段階があると思うんですけれども、いわゆる玄関の段差がないとか、そうい

うのは、賃貸住宅では今のところ見受けられないし、それに対してつくっていくことに

なると、かなり費用もかさんでくるのかなというふうには思います。

　　この先、要綱につけ加えたらどうかというお話なんですけれども、基本的には、まち

づくり住宅のほうはあれですけれども、賃貸住宅の助成に関して、バリアフリーの度合

いの制度をつけ加えていくというのは、ちょっと難しいかなというふうに考えています。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　ユニバーサルデザインには、多分、なっていることはなってい

ると思いますけれども、部屋の中は見学したことはないからわかりませんけれども、玄

関が３段ぐらいの階段になっておりますので、もし車椅子の人たちが入るとしたら、あ

れは絶対入れないような状況。だから、規約をちょっと変えれば、そんなに高額になる

ことはないと思うんですけれども、その点について検討されたかどうかということをお

聞きいたします。
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○委員長（中村保嗣委員長）　名波課長。

○名波　透建設課長　内部的に話をした経過はあります。玄関のバリアフリーでいきます

と、建築基準法、それから、公共施設のところにスロープをつけなければならないとな

ると、かなり勾配の緩和をしなければいけないということになりまして、それをこれか

ら我々、今建てていく町なか住宅ですとか、北団地改修に向けてこれから検討を進めて

いくわけですけれども、スペース等、かなり費用がかかるというふうに考えておりまし

て、そこで新たにそれをつけ加えるということは、あえて検討はいたしませんでした。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで 15 分間休憩いたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　３時０２分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　３時１２分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　140ページまで、そのほか質疑ございませんか。

　　野村委員。

○５番（野村恵子委員）　133ページ、公園維持管理事業の施設等修繕料359万円、これ

はどこの施設を修繕するのか。

　　それと、次の134ページの備品購入費で、キャンプ場のごみ箱、リヤカーなどの備品

購入費となっているんですけれども、これは購入しているのか、毎年リースなのかお伺

いしたかったんですけど。

○委員長（中村保嗣委員長）　高田主査。

○高田清蔵建設課主査　まず、公園の修繕費なんですけれども、主なものは、航空公園と

高台公園のパークゴルフ場のティー台を更新するということ。それから、キャンプ場の

ベンチ、あずまや、テーブル等の塗装工事などが主なものになっております。

　　それから、備品なんですけれども、ごみ箱とリヤカーについては購入しようと思って

おります。キャンプ場のごみ箱については、昨年も８台購入しているんですけれども、

混雑時になるとあふれてしまって、外に出てしまうんです。それを、去年、実は、古い

木のごみ箱と新しく買ったやつと16 個両方でやったら、あふれないで済んだんです。

今回、木のやつが老朽化してきて壊れてしまったので、それを更新して、16 個で行っ

ていきたいということです。
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　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　野村委員。

○５番（野村恵子委員）　わかりました。

　　それとは別の件で、136ページの町道等除排雪対策事業のところですけれども、大型

特殊免許取得助成13 万2,000円がついているんですけれども、これはどういった中身

なんでしょうか。

○委員長（中村保嗣委員長）　田中主査。

○田中義朗建設課主査　大型特殊免許等取得助成経費ということで、除雪機械のオペレー

ターが不足しているというのもありまして、車両系建設機械の取得費を助成することで、

購入費を計上してございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　理解されましたか。

　　野村委員。

○５番（野村恵子委員）　これは、事業所に免許取得の助成をするということでしょうか。

○委員長（中村保嗣委員長）　田中主査。

○田中義朗建設課主査　そうですね。今のところ考えているのは、事業所に対して、対象

者がいれば、その方に助成するということで考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　名波建設課長。

○名波　透建設課長　今の補足なんですけれども、毎年オペレーターが足りないというこ

とで、企業体とか商工会に声をかけて、農家の方で、大型特殊免許は持っているけれど

も、車両系建設機械がない方も結構いると。ただ、取得するには、何日間か講習に通っ

て、講習費用もかかるということでいくと、なかなか難しい部分があるということで、

少しでも町でそれを補助して、そういう方が冬の間だけでも除雪に従事していただけた

らなというところで、この部分を新設したというところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　今の件なんですけれども、委託料という形で出ているわけです

けれども、確かに、町の公共事業の中の一環だと言えばそれだけの話なんですけれども、

では聞きますけれども、大型免許がないといったら、また助成するのかとか、いろいろ

なものが出てくると思うんで、その辺はどのような考え。例えば、今回限りですとか、

限定をつけないとうまくないのではないかと思うんだけれども、それ以外だって、公共

にかかわる業者はたくさん町の業者の中にいるわけですから、その辺の考え方の基準は
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どういうぐあいに考えているのか。

○委員長（中村保嗣委員長）　名波課長。

○名波　透建設課長　これに関しては、今言ったように、除雪の時期にこういうところに

従事していただく方ということで考えていますけれども、基本的に、夏の期間は土木事

業に従事している人も対象になるのかというところでいくと、そういう方もこの資格を

使われるのかもしれないですけれども、あくまでも、冬の間にオペレーターが足りない

というところを確保していただくための助成ということで考えております。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　その考え方はいいんですよ。だから、こうやって、足りなくな

った助けてくれと言ったときに、常にどこでもそういうことの助成をするのか。例えば、

大型の免許がないから人手が足りないと。除雪だって、グレーダーだけでは、大特では

限りませんからね。でも、ダンプでも、平ボディの除雪車みたいなものでやっておる。

それで、大型免許がないから取らせてくれとなったら、それもなるのかと。限定はない

のかと聞いているんですが、いかがですか。

○委員長（中村保嗣委員長）　田中主査。

○田中義朗建設課主査　今のご質問について、大型免許の取得経費を見るですとか、いろ

いろ検討したんですけれども、来年度につきましては、当面、大型車両系の建設機械の

取得講習経費を予算要求ということでしたところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　言ってみれば、これは今年度限りで終わってしまうわけではな

いし、除雪は新年度だけではないんですよ。だから、年間を通じて、大特を持っている

建設作業機械というのは使うわけです。ショベルでもユンボでも同じですからね。だか

ら、その辺は、除雪だけに限ったことではないということははっきりしているんですよ。

年間の中で使うわけだから。当然、除雪における委託業者については、そのような人は、

極力年間の中でやって、平等性の中で、その業者だけが、全体に行き渡ればいいけれど

も、別の業者がおれのところだって同じだよと言われたときに、こういうことをやって

しまうと返答の余地がない、平等性が欠けてしまう。行政というのは、ある程度平等性

も考えなければいかんということで、やはり、きちんとしたその辺の基準の考え方とい

うのを持って当たってほしいということで、答弁は要りません。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございませんか。

（「なし」の声）
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○委員長（中村保嗣委員長）　次に、消防費に入ります。事項別明細書は140ページから

145ページまで。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　暫時休憩いたします。

（午後　３時２１分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　会議を再開します。

（午後　３時２２分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、教育費に入りますが、教育費は、総務費、小・中学

校費と社会教育費、保健体育費をページで区切って行います。

　　まず、総務費、小・中学校費、事項別明細書は146ページから166ページまで。

　　質疑ありますか。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　148ページのスクールカウンセラーの事業について質問いた

します。

　　多分謝礼ですので、週１回程度かと思いますが、その程度についてと、それから、い

ろいろな子供たちの、大人も含めてカウンセリングの要望があるかと思うんですが、不

登校の対応についてどのようにしているのか。教育機会確保法が成立しまして、２月

14 日から施行されているはずですが、道新を見ますと、ここ数年を見ますと、15 年

度に過去 高の不登校が小・中学校にいるということもありますので、多分これから、

不登校に限らなくても、いろいろな相談がかなり出てくるのではないかと。そういう子

供たちの対応については、多様な対応をしてほしいと思っていますが、その点について

質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行子ども課主査　スクールカウンセラーの謝礼につきましては、本町におきまし

ては、いじめ問題に関する重大な事態が発生した場合に、カウンセラーの派遣を受けま

して、そちらに報償費を支払うという理由で予算を計上しておりまして、現在のところ

は、支出した実績はないところでございます。

　　不登校の関係ですけれども、こちらの予算を利用する方法もあると思うんですが、実

際、小学校、中学校においては、行き渋りですとか、不登校の事例はあるところですけ
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れども、保護者からは、カウンセラー派遣の要望は今のところは受けておりませんけれ

ども、あった場合につきましては、この予算を使う方法もあるかと思いますし、また、

北海道においてもスクールカウンセラーの活用事業という事業を行っておりますので、

そちらの事業というものもあわせて検討させていただきながら、ケースによって対応さ

せていただきたいと考えているところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　そうしますと、このスクールカウンセラーは、いじめだけに

関する今回の予算ということでいいですね。であれば、多分、これから、いじめはもち

ろんいろいろな例があると思うんですが、不登校に対するスクールカウンセラーについ

ては全然対応していないということなので、これも、要望があれば、いろいろな心の問

題も含めて、養護の先生だけではなかなか対応できない面もあるかと思いますので、ぜ

ひ検討してほしいと思っています。

　　それと、教育機会確保法というのはできたばかりだと思いますが、これ自体は、今賛

否両論がある中で、やはり、子供の実態に合わせて、必ずしも、学校に行くのがいいと

か、では、学校に行かなくてどこかの施設に行くのがいいではなくて、その子に合わせ

た対応、どういう状況が一番いいのかということを聞き取りをしながら対応してほしい

と思って、今回質問をさせてもらいました。具体的な事例ではなくてもいいですが、も

し、そういうことがあった場合の対応について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行子ども課主査　この法律の制定につきましては、昨年12 月に成立されたとい

うことでありますけれども、内容については、不登校の子供たちが、学校外での学びに

ついても支援するようにという内容が明記されているということでありましたけれども、

休養をとることも必要であるということで、必ずしも学校に向かわなくてもいいという

ことでしたけれども、子供の状況に合わせて、できるだけ義務教育に向かわせる努力は

こちらもするわけなんですけれども、そこが、まず基本的には居場所ですよということ

で、相談があった場合については、教育委員会もお話しさせていただいたりしています

が、その子供の状況に合わせて、外の施設に通所していただいたりということも想定し

つつ、法律に沿うように対応したいと考えているところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　次の質問なんですが、155ページです。

　　従来から温水ボイラーの入れかえを質問してきまして、ようやく29 年度に設置され

るんだろうと思うんです。ボイラーだけではなくて、それにかかわる感じと、それから、
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シャワーの関係とかについても要望があるかと思うんですが、その点について、今回は

修繕等の予算化はないのかと思っているんですが、その辺の対応について、もし要望が

あればどうするのか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行子ども課主査　上士幌小学校温水ボイラーの入れかえ工事、ほか修繕の要望に

ついてでございますけれども、今回、懸案でありましたボイラーにつきましては、648

万円計上させていただいております。そのほか、プールの備品を整備いたしますけれど

も、内容ついては、ロングビート、各サイズをそろえたいということで、水遊びに活用

したいと考えております。

　　それから、本年度教育委員による現地調査を実施したところなんですけれども、その

ときに委員さんから指摘のありました施設の修繕を進めることにしておりまして、たく

さんあるわけですけれども、プールサイドの床ですとか、ガラスの割れたところの交換

ですとか、トイレのドアの修繕ですとか、さまざまございまして、247万5,000円を計

上しているところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　わかりました。かなりあちこち修繕させてもらうということ

で、大変要望がかないまして、ありがとうございます。

　　次に、159、165ページの小学校、中学校の図書館整備事業について質問いたします。

これは両方一緒ですので、ページがまたがりますが、よろしくお願いいたします。

　　購入費につきましては、子どもの読書推進計画により、28 年度からかなり大幅にふ

えていますが、蔵書率の関係でいえば、それほどではないのかなという気がいたします

が、あくまで、国が示す標準図書に対する蔵書率に対して近づけていくということが大

事かなと思いますが、その辺について少ないのではないかと思いますが、質問いたしま

す。

○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行子ども課主査　図書の購入費についてでございますけれども、平成28 年度末

の蔵書の見込みになりますけれども、全小学校合計の国で定められた標準冊数につきま

しては、１万5,800冊ということで計算しておりまして、これに対しまして、28 年度

末には１万4,349冊ほどになる見込みでありまして、達成率は90.8 ％に上がります。

前年対比でも21.6 ％ということで、今年度も、読書推進計画に基づいて積極的に導入

が進んでいるということになります。中学校につきましては、標準冊数が8,480冊に対

しまして6,091冊ということになっておりまして、71.8 ％程度の数字になっておりま
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すが、4.1％ほど増となっているところでございます。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　わかりました。

　　小学校につきましては、27 年度は57 万円で、28 年度から144万円と、倍以上に

ふえたんだと思うんですが、それで蔵書率も、いきなり70 ％台から90 ％台まで上が

ったと思うんですが、中学校につきましては、26 年度が30 万円、27 年度が 51 万

円、 28 年度も51 万円、多分29 年度も51 万円で、購入費はそんなにふえていない

んです。それで、蔵書率も、27 年度が68.8 ％、 28 年度は71.8 ％と余りふえてい

ない。小学校については大分改善されているんですが、中学校の蔵書の予算をもっとふ

やせないものかと思っていますが、どうでしょうか。推進計画をつくって改善されてい

るとは思うんですが、ずっと、次年度以降の予算を見ましても、多分同じ金額だろうと

いうふうに思うんですが、中学校の予算をもうちょっとふやせないだろうかと思って質

問します。

○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行子ども課主査　まず、小学校の率がかなり伸びましたのは、購入費の関係もあ

るんですけれども、北門小学校の閉校に伴いまして、28 年度当初に読書コーディネー

ターのほうで移動いたしまして進めまして、ほぼ全て移動したということもありまして

ふえておりましてふえておりますが、中学校につきましては、予算が変わっていないわ

けですけれども、中学校の保管スペースの関係もありますが、29 年度の予算に計上し

ておりますけれども、一部、棚を整えさせていただくということで考えております。小

学校については、移動式の書棚を教室前にも置くということで、今、図書室以外にも置

けるスペースが確保できているものですから、なるべく身近に、手の届くところに置か

せていただいているところなんですけれども、中学校は、図書を置くスペースも確保し

ながら、本の増冊も進めていきたいと考えているところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質問ございますか。ほかの方はありませんか。

　　野村委員。

○５番（野村恵子委員）　157ページに小学校の児童用の椅子、机購入とあるんですが、

中学校のほうの机の状態を把握しているかどうかわからないですが、この間、生徒が、

机がささくれていて、とげが刺さったという事故があったそうなんです。小学校で購入

するのはいいんですけれども、中学校の机を購入しろとは言わないですが、削ったり、

危険がないようにというのはできないものかお尋ねしたいんですけど。
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○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行子ども課主査　中学校の机、椅子の修繕等につきましては、学校のほうからも

毎年要望があるところでありまして、どうしても、ねじ穴が狂ってきてしまったり、板

が動いたり、背もたれが動いたりということで、気がついたところで校務補の力をおか

りしながら修繕しているのですけれども、今回、29 年度の予算につきましては、30

組ほど、専門の業者さんに修繕を依頼するということで予算を見させていただいている

ところです。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ありませんか。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　159ページと164ページの、準要保護児童援助、いわゆる就

学援助に関する質問をさせてもらいます。

　　国のほうの入学準備金の補助単価が上がったという情報があるんですが、もちろん、

要保護については国からのあれで、多分ふえるんだろうと思うんですが、準要保護につ

いては、地方交付税には入っていますけれども、町の判断になりますので、これは増額

されているのかどうか、まず質問いたします。

　　それから、支給の時期なんですが、うちの町もかなり早まっているとは思うんですが、

入学準備金については３月支給になっているところもふえていますので、その辺の検討

をすべきと思いますが、その点について質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行子ども課主査　国の補助単価の引き上げの関係なんですけれども、町のほうも、

国の単価を参考にして支給を進めているものですから、今回、新入学児童・生徒学用品

費についても、かなり値段が上がっているということで通知があるところでございます。

基本的には、それに基づいて支給することになると思います。

　　次に、支給時期なんですけれども、前期分については６月、後期分については12 月

ということでありまして、昨年来進めていますけれども、中学生の修学旅行費について

は、４月に出発されるということですので、希望のある方、ちょっと額が大きいもので

すから、事前に認定の申し出があった方に対して、４月中に支給を進めております。こ

れは、本人に直接支給するわけではなくて、学校のほうに支給させていただいていると

ころでございまして、 28 年度については３件ほど実績があるところでございます。

　　その他の経費につきましては、今のところ予定はしておりませんけれども、既に新年

度分の申請を受け付けておりまして、十分申請者の意見を確認させていただいたり、生

活実態を把握させていただいたりする中で、必要があれば、柔軟に対応できるようにし

－89－



たいと考えているところでございます。

　　以上です。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　就学援助に関しては、十分できているのと、それから、対応

していきたいということで、わかりました。

　　次に、教科補助教材整備事業なんですが、これも小学校、中学校にかかわってですが、

長期計画を見ますと、31 年度からアップ予定になっているんですが、そんなに待たな

くても、せっかくですので29 年度、30 年度でもいいんですが、2,000円からかなり

ふえると思うんですが、そのあたりをぜひ検討すべきと思いますが。

　　それから、修学旅行費への助成というのがどこにも出てこないのですが、半額助成し

たいというのは、戦略プログラムにもありましたし、一般質問でも半額助成したいとい

うような答弁があったんですが、これは政策予算になるのか、今どこを見てもないんで

すが、その辺のところはどうなっているか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行子ども課主査　総合計画の実施計画におきまして、平成31 年度以降に事業費

の上乗せを見込んでいるところなんですけれども、これにつきましては、平成 31 年

10 月に延期されております消費税率の見直しと合わせまして、教材費等の物価上昇も

ある程度あるだろうという見込みの数字でございますけれども、実際に実施する際には、

直近の教材費等の上昇率等を見きわめる必要があると考えております。

　　修学旅行費の負担につきましては、今年度の連Ｐの要望内容の中でも実際にありまし

たので、予算要求のほうを進めさせていただきましたが、小学校、中学校、それぞれ夢

旅事業ということで、２分の１程度の負担を町のほうでさせていただくことで要求させ

ていただきましたが、基本的には、教育環境の整備ですとか、子育てできるまちづくり

が現在進められている中で、優先順位を総合的に判断されまして、査定の中で見送りと

いうことで判断していただいたところでありますが、次年度以降も、要求のほうはさせ

ていただきたいと考えています。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　戦略プロジェクトの評価の中におきましても修学旅行の関係

については明記されていなかったものですから、質問させてもらいました。連Ｐからも

要望があったとありますので、これは、次期政策予算もあるだろうと思いますので、ぜ

ひ検討してほしいと思っています。
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　　それから、教材費の関係は、消費税が上がったことを見込んで、その時期に上げると

いうのであれば、実質の教材費負担をふやすわけではなくて、単なると言ったら失礼で

すが、今の2,000円に掛ける何％かすれば、それぐらいの引き上げしかないのかどうか。

31 年度はやむを得ないと言えばそれまでなんですが、もうちょっと実際に検討して。

　　私が言いたいのは、いろいろな町の政策で、保育所を何とかというのはもちろんいい

んですが、やはり、小学校６年生、中学校３年生が、全児童にかかわるものにきちんと

保障すべきだというのが私の考えなんですよ。子ども夢基金でいろいろ対応するのはい

いんです。一部の方が物すごくメリットがあったり、一部の団体がメリットがあるとい

うのは、やはり、それはそれで必要な面もあるんですが、やはり、全員にかかわるもの

をやるといったら、よく給食費のことも言うんですが、修学旅行は、小学校、中学校と

一生に２回です。それにかかわるお金は、そんなに大きい額ではないと思うんです。小

学校は４万円か何ぼですか。その半分なら二、三万円。中学校は七、八万円ですか。そ

の半分で、対象児童は多くても50 人ぐらい、掛ける２倍で。それは、ぜひ検討してほ

しいと思っています。これは町長部局になりますね。ぜひ答弁をお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　担当のほうからもご説明いたしましたけれども、さまざまな教育に

関する政策とか事業も行っておりますので、そういった要望があるということは私ども

も把握しておりますので、今後、また予算査定等々の中で、その辺も、他の事業等も考

えながら検討してまいりたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　小・中学校費までだと思うんですが、小・中学校の芸術鑑賞

会事業費が、28 年度から場所が変わったのでわからないのですが、金額はそれぞれ、

小中合わせて 60 万円のままなのかどうか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　有賀主査。

○有賀孝行子ども課主査　予算書の171ページの一番下にございますかみしほろ学園推進

本部686万9,000円の補助金の一事業ということで位置づけています。本年度の予算額

と同額を計上しているところでございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　ページ数でいきたいと思いますので、そのほか質疑ござい

ませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、社会教育費、保健体育費、事項別明細書は166ペー

ジから187ページまで。
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　　質疑ありますか。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　168ページの芸術鑑賞費なんですが、これは長期計画の中で

は、 29 年から240万円というふうに一応ついていました。ところが、実際は120万円

ということで、実際の計画の半額になっていますが、その辺について、どうして金額が

その計画どおりにいかなかったのか、まず質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　松下主査。

○松下慎治生涯学習課主査　芸術鑑賞事業については、予算の増額について、予算要求の

段階では検討させていただきました。結論としましては、平成28 年度とほぼ同額とい

うことにはなったわけですが、この検討の中で、課題として、例えば、大人向けの芸術

鑑賞事業についてはほかの町でもやられているんですが、有料でやられている事例が多

いという部分とか、あとは、開催した場合の参加者数をたくさん集めるためには、やは

り、住民のニーズの高い分野を選定していくことが大切なんですが、直営化したことに

より、そのあたりの仕組みというのがしっかり整理されていないという部分がございま

す。また、今、生涯学習課の業務量に対する体制の問題もあるんですが、そのあたりも

課題としてありました。

　　また、財源の問題でございますが、芸術鑑賞事業については、いろいろな補助制度と

いうのもあるということを把握しております。こういったものも活用できるかどうかと

いう部分についても、しっかり検討が必要であるということになってございます。この

あたりを平成28 年度中に十分検討できればよかったんですが、十分な検討ができませ

んでした。そこは率直におわび申し上げさせていただいて、平成29 年度、このあたり

をしっかり検討した上で、１年で２事業、３事業をできるというような判断が出れば、

30 年度の予算要求にもしっかり反映をしていきたいというふうに思っております。

　　もう１点、今、教育委員会の直営事業ということで、今年度からやらせていただいて

おりますが、平成27 年度までの、住民の方々に、かかわって主体的にやってもらって

いた部分というのも、非常に大事な部分がございますので、担い手育成の部分について

も、この後進めていきたいというふうに考えてございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　個人的に言いますと、芸術鑑賞会を、町長、松岡さんの力を

かりて成立したころには、私はその前はわかりませんが、そのときに220万円の予算を

つけてもらって、いろいろ事業をしました。教育委員会も含めてやっている事業なので、

その前はわかりませんが、多分もっと多かったと思います。そのときに８割カット、次
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は198万円から150万円、今は120万円と減ったわけですが、せめて、もとの状態に戻

してもらって。その当時は、担当職員が一生懸命取り組んでいたんです。そういうふう

に戻してもらって。

　　やはり、金額かなりあれば、大きいものが呼べて、町民の方も行くぞと。前にいっこ

く堂を呼んだときにもそうですが、1,000円取ったんです。それでも券を450枚ぐらい

売り切りました。実際に約400人以上は来ました。それから、札響は、無料ではあるん

ですが、来てくれました。ですから、120万円で50 万円の事業を３つ組むのではなく

て、ある程度知名度のあるものも含めてやって、無料だからいいのではなくて、やはり、

そこに人を集めなかったら全然意味がないんです。私は幕別やあちこちに行って、今度

は池田に行こうかなと、2,000円なんですが、３月にあるので行こうかと思っているん

ですが、やはり、いいものといったらおかしいですが、見たいもので、町民と合致すれ

ば集まるんです。集まらない限りつまらないんですよ。せっかくいいものをやっても。

　　それを、教育委員会で、担当者を含めてきちんと、もちろん、町民の方の協力も必要

なので、そういうことについて予算をつけてほしいと思っています。その体制をつくっ

てほしい。それはなぜかといいますと、町民全体にかかわる事業ですので、一部の方に

何十万円ではなくて、町民全体が参加できる、文化に触れる機会をどうつくるかという

のは、ぜひこれから力を入れてほしい。それは教育委員会の仕事としてやってもらいた

い。私は、今まで20 年以上かかわってきたんですが、物すごく大変でした。担当者は

ころころ変わるし、どうやって人集めをしたらいいかと、500円にしたり、無料にした

りしたんですが、予算もどんどん減らされている中で、そういうことも含めて、29 年

度は120万円で予算がつきましたので、それはフルに活用してもらいながら、私も協力

できることはしますので、ぜひ、文化の点での、全員にかかわる予算をぜひ保障しても

らいたいと思って質問させてもらいました。来年はついていますね。ぜひ、再来年も要

望したいと思います。答えがあればお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　松下主査。

○松下慎治生涯学習課主査　現在策定作業を進めている第８期社会教育中期計画の中でも、

芸術鑑賞事業は非常に重要な事業であるということで位置づけられております。そうい

った観点からも、しっかり事業を推進できるように検討させていただきたいと思います。

また、芸術鑑賞事業に限らず、いろいろな事業の分野において、町民の皆様から幾つか

提案とか意見も頂戴しております。そういった部分も参考にさせていただきながら、し

っかり検討していきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございますか。
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　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　170ページの一流プロジェクト事業について質問いたします。

　　今までは実行委員会体制でしたが、多分実行委員会体制ではなく、教育委員会直属に

なると思うんですが、どのように実施するのか。

　　それから、規約と内規があるわけですが、それは見直しをするのか。それから、団体

を決めるのはどこが決めるのか。決定権の問題です。それから、団体の主体的を大事に

してもらいたいというのと、やはり、先ほども言いましたように、やるのであれば、

小・中学校、文化・スポーツ団体、全てに通知を出さないといけないと思うんです。前

のときには、来ないところもあったと聞いています。

　　あともう１点は、先ほどの芸術鑑賞ともかかわるんですが、全体の予算が120万円で

一流プロジェクトのお金が200万円、多分100万円掛ける２だと思うんですが、１団体

に100万円というそのギャップを、どうなんだろうなと思ってはいます。ですから、こ

の一流プロジェクトに100万円やることを批判しているわけではないですが、希望あれ

ばいいんですが、希望がなければ教育委員会主導でやるのかわかりませんが、それと全

町にかかわる予算が120万円、趣旨が違うといえば違うかもしれませんが、そういう文

化・スポーツに対するお金のかけ方が、２年間見てきて疑問を感じました。その点につ

いてどのように思うか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　松下主査。

○松下慎治生涯学習課主査　一流プロジェクト事業についてでございます。

　　平成27 年度から実施をしまして、今年度で２カ年たつということでございます。平

成 27 年度は３事業実施しまして、今年度は、２月14 日に第３回実行委員会を開催し

まして、追加事業として３月にいろいろな事業を実施することになりましたので、今年

度の事業は合計で５事業ということになります。２カ年で８の実績ができるわけですが、

先日の実行委員会の中でも、この事業に対する課題といったものが幾つか委員さんから

出てきております。

　　ご質問のあった、平成29 年度どういうふうに実施するのかといったことでございま

すが、しっかりとした結論はまだ出ていない状況でございますが、今年度これからやる

事業も含めて、そういった検証を実行委員会においてさせていただいて、29 年度、よ

り多くの町民から希望をいただいて、そして、行政だけで選定するのではなくて、やは

り、地域の方にも中に入ってもらって選定してもらうと、そういうような方向でやって

いくことになろうかと、今の段階ではそういうふうに考えてございます。もちろん、事

業実施に当たっては、そういった実施希望が上がってきた団体の方々に主体的に事業運
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営までかかわっていただく、そういうような方法についても、しっかり検討してまいり

たいと思っております。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　そうしますと、規約とか内規とかは変わらないで、実行委員

会体制ということなんでしょうか。

○委員長（中村保嗣委員長）　松下主査。

○松下慎治生涯学習課主査　規約及び内規については、改正をすることを考えております。

実行委員会という名称で残すかどうかについては、まだ結論は出ておりません。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　そうしますと、200万円という予算は、必ずしも100万円掛

ける２ではなくて、いろいろな事業を含めてやるということで、それならそれで、私は

把握しました。１団体に100万円ぽんと、前は100万円というので、お誘いを受けたと

きに、結構有名な方の話があったりしたんですが、お金ではなくて中身だと思うんです。

それと、その団体が、多分今度のあれもそうなのかもしれませんが、幅広く呼びかけて、

お年寄りから子供までいいよと。一流の方がまた来ますよね。そういう事業だったら、

私はそれで構わない。それは、考えてみたら、文化芸術とかなりダブってくるんですよ

ね。芸術鑑賞には、子供向けでも大人向けでも一流の方が来ますので、その辺をうまく

整理したらいいのかなとも思ったりします。

　　一流プロジェクトの27 、 28 年度の事業については、余りわからないところで進め

られて、１団体のスポーツ関係の方とか、何も資料がない中で、お金がどう動いたか、

誰が決めたんだろうかとわからないで進みました。それもぜひ検証して、きちんと見え

るような形で有効な事業をやってもらいたいと思って質問させてもらいました。多分先

ほどの答弁でいいのかと思いますが、もしあればお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　松下主査。

○松下慎治生涯学習課主査　いただいたご意見として、しっかりくみ取れるように進めて

まいりたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　３時５８分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。
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（午後　４時０７分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございませんか。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　171ページのかみしほろ学園構想推進事業について質問いた

します。

　　これは一般質問でも取り上げましたので、細かい質問はいたしませんが、これは本部

への補助金になっていますので、本部長は教育長ですので、事業の推進の流れとか会計

の流れがどうなっていくのか質問いたします。委託ではありませんし、補助金だと思い

ますが、コミュニティ・スクールもそうなんですが、会計がその中にありますけれども、

また再発防止にもかかわるんですが、会計の事務処理がどうなっていくのか質問いたし

ます。

○委員長（中村保嗣委員長）　須田課長。

○須田　修教育委員会生涯学習課長　かみしほろ学園の推進事業についてですけれども、

今おっしゃったように、かみしほろ学園推進本部というところの本部長を教育長が担っ

ておりまして、その中に、連携教育部会、研修教育研究部会、それから、支援複式研究

部会の３つの部会が置かれております。それぞれの部会、あるいは本部に、会計、ある

いは会計監査が置かれております。

　　予算の流れから事業の流れということですけれども、予算の流れといたしましては、

当然、本部長名で交付金の申請がなされて、町長のほうから補助金が交付されると。そ

れは、まず学園本部に交付されます。予算書でいうところの171ページの一番下の負担

金補助及び交付金の686万9,000円というところですけれども、これが交付されると。

その本部に交付された予算が、３つの部会のほうに、それぞれ、事業計画、あるいは予

算書に基づきまして振り分けられるという形になっております。その後は、その事業予

算をもとに、３つの部会の中で事業を推進していく、そして、予算を執行していくとい

うことになっております。先ほども申しましたけれども、それぞれ会計監査、会計がお

りますので、その辺の会計事務処理、あるいは予算の 終の監査が実施されていくとい

う形になっております。29 年度も同額の予算になっておりますので、それぞれの部会

で必要な予算が、 29 年度も執行されていくという形になっております。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　先ほど質問しました芸術鑑賞のお金もこの中に入っているん

だろうというふうに把握いたしますが、それは教育部会なんだろうと思います。そうで

－96－



すか、違いますか。そうすると、今までは、小学校30 万円、中学校30 万円と、学校

の中で担当者を含めて作品を選んでやっていたと思うんですが、今回は組織が大きくな

った中で選ぶことになるのか。ちょっとややこしくて、余り組織が大きくなってしまう

とスムーズにいかないこともあるのかなと思うので、その辺の確認。

　　それから、今検証事業を行っていますので、３月末ぐらいまでに各部会ごとに検証し

て、それで学園推進本部が取りまとめをするんだと思うんですが、その結果について、

それぞれが事業を推進するかどうか。そのための、予算は予算ですので、そういう流れ

になるのかどうか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　須田課長。

○須田　修教育委員会生涯学習課長　まず、芸術鑑賞会の関係ですけれども、先ほど言っ

た３つの部会、連携教育部会、研修教育研究部会、特別支援複式研究部会の中の連携教

育部会の予算に組み込まれております。予算額としましては、今年度同額の60 万円と

いうことで、一応予算が組まれております。それぞれ、３つの部会に予算が移った後は、

それぞれの、例えば、連携教育部会でしたら、今の芸術鑑賞会ですとか、あとは上士幌

小・中学校、高校の吹奏楽部の連携の事業ですとか、そういったものを事業の計画とし

て推進していくと。あとの２つの部会、それぞれにつきましては、例えば、研修教育研

究部会ですと、ｉＢノート、共通教材ですとか、そのような事業を部会の中で推進して

いく。特別支援複式研究部会についても、同様にテーマを持って推進していくと。それ

ぞれ、検証、評価を行った上で、それを推進本部のほうに報告して、推進本部のほうで

全体の事業の検証、あるいは評価を行って、次年度の事業に反映していくという形で行

うということになっております。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　学園構想そのものは検証するとなっていますので、それはし

なければいけないと思うんですが、事業によっては、検証結果を待ってどうのこうので

はなくて、すぐに進めない事業もあると思うんですが、検証はもちろん大事なんですが、

３月に検証して、どうのこうのして、体制が変わりますよね。校長が変わったり、先生

が変わったりすると、体制も変わってくるのではないかと。学校長の役割が結構ありま

すので、部会長は上士幌中学校校長だとか、研修のほうは上士幌小学校校長とか、そう

いうふうに。ほかもありますね。特別支援は萩ケ岡小学校校長とか。そうなると、異動

があったりすると、体制を組むのが物すごく遅くなるのではないかと。

　　これが、実際に評価をして、検証をして、事業が始まるがいつかわかりませんが、そ

れを置いておきまして、先ほどの芸術鑑賞について言いますと、これは、ことしからで、
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ことしやるということにはならないと思うんです。やはり、少なくとも、当初始めか、

できれば、１年前でもいいんですが、４月、５月にはもう決めなければいけない作品だ

と思うんですが、余り部会、部会というと、検証も必要なんですが、スムーズに進めな

ければいけないものもあったり、さっき言いました、学校の異動があったりすると、校

長が変わるとがらっと変わって、その方について、学園構想のそもそも論から、こうだ

ああだと説明してやらなければいけないので、この推進体制は物すごくいずいなと思っ

て、その点も含めて、これからの課題にしてほしいと思っています。

　　コミュニティ・スクールは、推進の学校支援員は変わりませんので、それほど体制は

変わらないと思うんですが、それも含めて、ぜひスムーズにいくように、事業がきちん

と検証されて、学園構想の事業がきちんとされるように、ぜひ検討してほしいと思って

質問させていただきました。答弁をお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　須田課長。

○須田　修教育委員会生涯学習課長　今、それぞれの部会で３月までにということですけ

れども、３月の時点で、来年度の推進事業計画、あるいは予算案についても提案されて、

審議されるということになっておりますので、来年度、確かに体制は変わらないですけ

れども、人が変わる可能性は当然あると思いますけれども、人が変わっても事業がスム

ーズに継続できるような形で、年度をまたいで進めていきたいというふうに考えており

ます。その辺の事業のおくれですとかということも、旧体制で、きちんと事業計画、あ

るいは、予算案をきちんと立てておけば、その辺はうまく進められるのかなというふう

に考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　 28 年ですか、いろいろな反省を踏まえて、きちんと体制を

整えながら、集団で議論をし、結果を出して進むと。一部の担当がばばっと行くのでは

なくて、きちんと教育委員会の体制の中で、それぞれの部会の中で、きちんと議論をし

て進んでほしいと思って質問させてもらいました。

　　次に、教育委員会は多分 後だと思うんですが、マイプラン・マイスタディ事業がど

こにあるかわからなかったものですから、平成28 年度の実績がかなりあったと思うん

ですが。それと、要綱見直しがあるのかどうか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　松下主査。

○松下慎治生涯学習課主査　マイプラン・マイスタディ事業についてですが、予算書の

172ページの下から３行目にみんなの学び応援事業45 万円と。マイプラン・マイスタ

ディ事業という名称が、町民の皆様にとってわかりにくいというようなご指摘がござい
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ました。平成26 年度、27 年度は、この利用実績はゼロでございましたが、平成28

年度は、若干ですがＰＲを強化させていただいたり、住民の皆様からさまざまな学習の

相談とかを受けた場合に、この事業を積極的にＰＲするというようなことも行ってまい

りました。その結果、この後、３月５日に主催されるこの事業を使った事業も含めて、

今年度は３件の実績でございます。また、恐らくちょっと厳しいかなと思っております

が、年度内にもう一つ検討中のところもございます。また、既に、新年度こういうこと

をやりたい、そういう相談も幾つか受けております。この中の幾つかは、もう、ほぼ申

請するというぐらいのところまで行っております。

　　補助要綱の改正についてでございますが、今年度この事業を使っていただいた方々に

いろいろご意見を伺ったところ、この事業は非常に使いやすいというか、いい事業だと

いうような評価をいただいておりますので、結論としましては、補助率８割、上限15

万円というのは、平成 29 年度に向けて改正する予定はございません。

　　以上でございます。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　私も、何かないかなと、いつも考えながらいるんですが、事

業によっては、会費を取れない事業が出てくるんです。私も今年度やらせてもらったん

ですが、会費を取れなくて、要するに、20 ％は会の負担でやりました。また来年度や

りたい事業があるんですが、子供からお金を取れない事業があったりするので、その辺

が、事によっては、自分がお金を払ってまで人を集めてやるということは多分ないと思

うんです。その辺の、原則80 ％でいいんですが、物によっては、会費を取れない事業

については、全額負担でもいいのではないかと。上限は15 万円で、それはそれでいい

んですが、１件文章を入れてもらわないと、自分が何万円出しながら集めても、どこか

らもお金を取れないという事業はできない。私がやろうとする事業はそういう事業が多

いのと、仲間とも相談しているんですが、やりたい事業を今２つ、３つ考えているんで

すけれども、そういうこともぜひ検討してほしいと思っておりますが、どうでしょうか。

○委員長（中村保嗣委員長）　松下主査。

○松下慎治生涯学習課主査　今いただいたお話、ほかの一般町民の方からもいただいてい

る部分もございます。そこについては、この後もしっかり検討しながらやっていきたい

と思っております。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、公債費及び予備費は、事項別明細書187ページから
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188ページまで。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、給与費明細書は、事項別明細書189ページから196

ページまでを一括して行います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、債務負担行為調書は、事項別明細書197ページから

199ページまでを一括して行います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、地方債の現在高調書は、事項別明細書200ページに

ついて質疑ありますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、事項別明細書の歳入は、11 ページから32 ページ

まで。

　　質疑ございますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、事項別明細書の総括表は９ページから10 ページま

で。

　　質疑ございますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、一般会計予算書の１ページから８ページまで。

　　質疑ございますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで暫時休憩します。

（午後　４時２４分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　会議を再開します。

（午後　４時２５分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、議案第15 号平成 29 年度上士幌町国民健康保険特
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別会計予算は、201ページから238ページを一括して質疑を行います。

　　質疑ありますか。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　初めに、広域化の流れについて質問したいと思います。

　　平成30 年度から広域化の流れということで進められていると思うんですが、保険料

の算定は出ましたが、その後、道の算定のほうは見ていないのですが、算定の状況はど

うなのか。それから、国や道に対してもいろいろ要望していると思うんですが、その要

望結果についてどのようになっているか。それから、資料を見ますと、29 年度中に条

例を改正するというふうになっているんですが、その改正について、どのようになって

いくのか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志保健福祉課主査　国保の広域化についてでありますが、国民健康保険について

は、新聞報道等でもご存じのとおり、今まで市町村ごとに運営しておりましたが、平成

30 年度から都道府県単位化され、北海道と市町村で運営していく予定でございます。

現在、北海道において運営方針などの策定に向け、事務レベルのワーキンググループで

すとか、市町村連携会議などで検討を行っている状況でございます。

　　先般、保険料について新聞報道等もございましたが、現在、北海道において国が示し

た算定方式をもとに試算を行っており、所得の水準や医療費の水準を反映させる係数で

すとか、激変緩和などについて検討を行っております。保険料算定の結果について、一

時新聞報道で公表されておりますが、平成30 年度の課税及び決算見込みベースでの試

算では、一応、保険税が増加する見込みの試算がなされております。この試算につきま

しては、あくまでも影響額の参考とする参考値でございますので、今後の検討の目安と

なるところでございます。本町といたしましては、できるだけ保険税の上昇とならない

ように、意見聴取の機会があるごとに、国や道への要望を提出し、対応を行ってきてい

るところでございます。

　　あと、条例改正のお話でございますが、国保関連の条例改正については、北海道から

示されているスケジュールによると、来年３月の議会で対応する予定で示されてござい

ます。これについては、国保運営協議会で検討の上、所管の委員会で協議を行い、条例

改正の提案を行っていく予定でございます。

　　以上であります。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　１月24 日の勝毎の新聞なんですが、これは前の算定と同じ
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だと思うんですけれども、１人当たりの調定額が６万円ほど上がるという。その後につ

いての試算については新聞報道がありませんので、標準額自体はこれより下がるのか。

下がったにしろ、町が決めるので、さらに道が示した標準額より下げることができるの

か。これでいったらかなり高くなりますので。ほかの町村、更別なんかはもっとひどい

ですけれども、その辺の状況はどうなのか。いろいろ、収納率とか、特定健診、いろい

ろな検診等の結果についても加味されると思うんですが、その辺について、どこまで決

まっているのか。

　　何も知らないで、新聞報道がまたあって、これが基準ですと言われて、来年の３月に

条例が出ますと。そうなると、あっと言う間に、来年度から一つになりました、保険料

はこうですよと言われても、町民的にはなかなか理解できないのではないかと。その辺

の段取りについて、料金がこの間の標準から見れば下がるのかどうか、町がどういうふ

うにしたら下げることができるのか、そういうことについて質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志保健福祉課主査　１月の新聞報道からの進行状況ですけれども、一番 初に出

した試算の値については、やはり、所得が高い市町村に対しては保険料が上がる傾向に

あるということで、その部分の所得の算定方法の見直しですとか、そういった部分の算

定を、今検討している段階でございます。それを見込みますと、恐らく、保険料の増加

率は、本町では下がっていくというような形で考えております。

　　また、今北海道のほうで検討しているのは、激変緩和措置というもので、１人当たり

の保険料が約５％以上の増加にならないような算定方式の検討を行っているところです。

あと、町独自の保険税を下げる対応ですけれども、これについては、統一的な見解がま

だ示されていないので、どこまで保険税軽減、全額町のほうで入れていいのかというの

もまだ出ていない状況ですので、それは、今後出てきた段階で委員会等で協議を進めて

いきたいと考えております。

　　以上であります。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　あくまで、保険料を決めるのは町という情報がありますので、

いろいろな条件をつけてはくると思うんですが、やはり、町独自で上がらない努力、一

般財源が投入できればいいんですが、どういうふうに言われるかわかりませんので、そ

ういうことも含めて、ぜひ検討してほしいと思って質問させてもらいました。

　　次に、保険財政安定化基金事業交付金の関係なんですが、これが30 年移行もあるの

かわかりませんが、平成28 年度、これは、昔は30 万円以上の医療費が道内で見ると
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いうのが、これが１円以上に変わったわけですが、それについて、町が影響がよかった

のか悪かったのか、その辺を知りたいのと、29 年度の予算を見ますと、拠出金のほう

が多くて、入るほうが少ないんです。それは、28 年度の予算というか、実績を見て決

めているんだと思うんですが、28 年度の状況と、29 年度に反映された予算の、拠出

金と入るあれからいったら、私的には納得いかないんですが、その辺はどのように把握

するか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志保健福祉課主査　今のご質問ですけれども、多分、211ページの保険財政共同

安定化事業交付金の予算のお話だと思われます。この事業につきましては、医療費の実

績に応じて各市町村から拠出金を集めて、その実績に応じてある程度の金額が交付され

るという制度でございます。これについては、平成26 年度までは30 万円から80 万

円の医療費を対象事業として、それに応じて交付金が交付されてございました。平成

27 年度からは、１円以上80 万円までの医療費を対象とした事業に変更になっており

ます。

　　この事業の国保会計としての影響ですが、平成27 年、 28 年度の実績については、

交付される額よりも拠出される支出額のほうが多い傾向にございます。これについては、

全道平均より本町のほうが医療費が下がったので、交付額のほうが少なくなっている状

況でございます。ただし、これが拠出超過になった場合、交付額より拠出額のほうが多

い場合には、交付金額の１％を超えた部分につきましては北海道の調整交付金制度で措

置されますので、１％を超えた部分だけの支出で抑えられているので、財政的にはそん

なに大きな影響はないと思います。逆に、医療費が多くなると交付金額が大きくなりま

すので、財政的なリスクを考えた上では、この制度は有効であると考えております。

　　あと、予算ベースの金額の違いについてですが、前年度と比較して3,300万円ほど予

算が減少しています。これについては、平成27 年、 28 年については試算ベースで予

算を算定していますので、拠出金額に近いような交付額で予算を計上しました。平成

29 年度については、交付実績が27 年度は出ていましたので、その実績ベースで予算

を計上されておりますので、その部分で減少されています。減少分については、北海道

の調整交付金で交付される見込みですので、それの部分については問題ないかと思われ

ます。

　　以上であります。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　そうしますと、27 年、 28 年は、比較的医療費が抑えられ
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たということだと思います。道のほうから来るお金が減ったので、この制度はだめだと

思っていたんですけれども、調整交付金で入ってくると。それは多分これから補正され

るんだろうと思うんですが、一応納得はしました。

　　ただ、これは制度は30 年度以降変わりますので、その辺はしっかり見ていかないと、

要するに、拠出金だけ、札幌とか、あっちのほうは医療費がかかると、それをプールに

されても、地方のところで一生懸命医療費を抑えても、結果的には、その抑えた分が反

映されないで、払うだけ払って、道から来るお金が減ると。そういうのは物すごく納得

いかない制度だなと思いながら言いました。調整交付金１％も、１で済むのか、そのう

ち来なくなるかもしれませんので、それはこれからよく見ながら対応してほしいと思っ

ています。

　　それから、特定健診の受診率なんですけれども、28 年度は若干ふえつつあると思う

んですが、29 年度は、健診料無料化も含めて、さらに健診率を上げる努力をしている

と思うんですけれども、受診率向上に向けて、説明をよろしくお願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　鳥本主査。

○鳥本和志保健福祉課主査　特定健診の受診率向上に向けてですけれども、今まで、特定

健診については、未受診者に対する対応としまして、文書案内ですとか、電話確認、あ

と、場合によっては訪問を行ったりして、受診の勧奨を行っております。ただし、近年

特定健診の受診率が40 ％台で、ずっと横並びで推移しており、伸び悩んでいるのが現

状でございます。特定健診の第２期の実施計画では、目標として60 ％を掲げておりま

すので、その目標率を達成させるために、町として、平成29 年度、新たな未受診者対

策として、先般の総務文教厚生常任委員会でもご説明していますように、町で行ってい

る巡回ドッグにおける特定健診の自己負担1,300円を無償化するような予算を考えてご

ざいます。これにより、費用面の負担がなくなり、受診勧奨などを行いやすくなります

ので、受診率向上に向けて期待をしているところでございます。

　　まずは、予防重視でいかなければ、医療費の抑制にはつながっていかないと考えてお

りますので、特定健診は治療・検査とは別のものと認識していただき、引き続き、特定

健診について受診勧奨などの働きかけに力を入れていきたいと考えております。

　　以上であります。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　以上で議案第15 号平成 29 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。

－104－



　　次に、議案第16 号平成 29 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算は、239ペー

ジから255ページ、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（中村保嗣委員長）　以上で議案第16 号平成 29 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 17 号平成 29 年度上士幌町介護保険特別会計予算は257ページから

285ページを一括して質疑を行います。

　　質疑ありますか。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　273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28 年度から始まった事業だと把握しておりますが、要支援１、２の方のサー

ビスが従来どおり受けられるような予算措置になっているのかどうか。これは委託事業

ですので、きちんと積算根拠があるかと思うんですが、それをきちんとされているのか

どうかと、サービス内容、時間等についてきちんと単価どおり要求したのかどうか、そ

れから、国や道からの交付金も要望どおり来るのか。一部、十勝振興局との交渉の中で、

制限はあるのかと言ったら、ないとは言っているんですが、ないとは言い切れないよう

なところもありましたので、町が要望した根拠に基づいて、きちんと、制限なしで従来

どおりのサービスが受けられる予算になっているのかどうか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　市川主査。

○市川貴邦保健福祉課主査　お答えいたします。

　　総合事業の関係になると思うんですけれども、現在、訪問介護と通所介護のみなしサ

ービスということで、要支援１と要支援２の方々について、平成28 年度については、

移行期間ということで、事業のほうにお移りいただいている 中であります。

　　ご質問の中のサービスの関係でありますが、サービス内容、単価、それから時間等々、

国と同等の基準ということで予算措置をしておりますので、サービスのほうが受けられ

なくなるということはありません。それから、交付金につきましては、国、道ともに、

町の要望どおり交付されるという見込みになっております。

　　以上であります。

○委員長（中村保嗣委員長）　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　介護予防・生活支援事業は、法人のほうに委託するんだろう
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と思いますが、例えば、ヘルパーさんの関係とか、いろいろな形で法人のほうもかなり

苦労されているんではないかなという気もしますが、体制上はきちんと整っているのか

どうか。ヘルパーさんがやる事業を、きちんとやらなければいけない事業として委託し

ますが、その辺の体制まで把握しているかどうか。施設の法人のほうも、体制的に、一

般論として、ヘルパーさんがなかなか大変だとかいうこともありますし、その辺はどう

なのか質問いたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　市川主査。

○市川貴邦保健福祉課主査　お答えいたします。

　　この総合事業につきましては、委託という形ではなくて、介護保険と同等の、介護給

付と同じような制度で動いておりますので、特に委託というよりは、介護保険で現在使

われているサービスを、そのまま使っていただくというような流れになっておりますの

で、そのあたりはご心配要らないかと思います。

　　以上であります。

○委員長（中村保嗣委員長）　よろしいでしょうか。

　　そのほか質疑ございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ありませんので、以上で議案第17 号平成29 年度上士幌

町介護保険特別会計予算の質疑を終わります。

　　次に、議案第18 号平成 29 年度上士幌町水道事業特別会計予算は、287ページから

304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（中村保嗣委員長）　質疑がありませんので、以上で議案第18 号平成29 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19 号平成 29 年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算は、305ペー

ジから328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（中村保嗣委員長）　質疑がありませんので、以上で議案第19 号平成29 年度

上士幌町公共下水道特別会計予算の質疑を終わります。

　　これをもちまして本日の会議は終了したいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）
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○委員長（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本日の会議はこれにて終了いたします。

　　次回の委員会は、２月 20 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といたします。

（午後　４時４５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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（午前　９時００分）

○委員長（中村保嗣委員長）　それでは、ただいまより第２回予算審査特別委員会を開会

いたします。

　　初めに、本日の本委員会傍聴の取り扱いについてご協議いたします。

　　お諮りいたします。

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

許可することといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

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

　　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。

　　質疑ありますか。

　　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　私、今回の予算は町長選挙がありますので、骨格経常経費だと

考えております。もちろん引き続きの事業もあることも、これは理解いたします。

　　上士幌創生包括プロジェクト事業の委託、まちづくり会社に28 年度の委託の結果、

これ検証もまだしておりません。検証して次のステップになるんではないかと私は考え

ます。時間がないわけではないのに、なぜ今2,000万の委託計上をしたのかお聞きをい

たします。

　　次に、この事業に私は反対はいたしませんが、町民が、あるいは議員が納得しないま

ま、 29 年度当初予算に計上すべきではないと思います。なぜ、政策予算ではだめなの

か、議員の中からも５月の執行予算にするべきだという意見もありました。

　　私が心配するのは、何年も前になりますけれども、観光業者が二、三年で撤退したこ

ともありました。もっと慎重に考えるべきではないかと思いますが、町長の考えをお聞

きいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　町長。

○竹中　貢町長　今回、間もなく選挙ということで骨格予算案でありますので、本来であ

れば、この今回の事業については当然政策予算という、そういう判断であります。ただ、

今の総合戦略に基づく、地方創生に基づく交付金事業、これまでも加速化交付金だとか、

あるいは推進交付金だとか、これは当初に限らず補正も含めて、その都度必要に応じて

国としては、地方創生をまさに加速させるための政策をどんどん打ってきたという状況
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であります。

　　今回もこの総合戦略に基づくと、全ての根っこは国のほうの人口ビジョン、あるいは

基本目標、数値目標を立てた目標を含めて、それらを踏まえた上で各自治体が総合戦略

を組みたてるという流れの中で、27 年に自治体としては、そういった総合戦略を具体

的に計画を立てたということであります。それが今までと違うのは、総合戦略によって、

単に計画ではなくて、実施をするという前提であります。そのために当初から数値目標

を立てて、人口は何年に幾らになっているべきであるのか。あるいは、地域の産業はど

うなっているのか、そういったことも含めて、全てにおいて数値目標を立てると。その

数値目標を立てた上でそれを実行に移していくという、こういった今回の総合戦略、地

方創生であります。

　　この地方創生の今の考え方というのは、これまでに全くない国のほうの動き方であり

ますし、そしてまた人口減少に対する極めて強い危機感のもとで施策化されている流れ

であるというふうに考えております。

　　本町としてもそのために27 年の春から10 月までかけて、いわゆる産官学、それに

加えて住民やマスコミ、あるいは金融機関と、町の各種団体の総意をもとにつくり上げ

るということであります。で、つくり上げたのが５つの基本目標と包括プロジェクト、

それが今、質問にあったことでありますけれども、少子化対策の関係でいうと、かなり

実績を上げてきているという事実もございます。

　　当初、５年間の人口減少の見通しとしては、2027 年７月段階でたしか5,900人余り

だったと思いますけれども、それが５年間の間で4,700人台になるということでありま

すが、これもかなり高い数値目標であります。国のほうの押さえとしては4,500人台に

なるということでありますけれども、そのようなことでありましたが、この１年、２年

の間にいわゆる基本目標の２つ目に少子、子育て、教育、あるいは１つ目には産業振興

等々を掲げておりますけれども、さまざまな具体的な施策を打ったことによって、昨年

は人口がふえたということでありますから、総合戦略に基づいて、今、本町は地方創生

のこの流れの中にいろいろと成果を上げてきているという自負もございます。

　　その上で、この後はいわゆる働く世代から、そして高齢者までいかにこの町で元気に

過ごすかと、これは総合戦略の前から健康寿命をどう延ばすかが、これからの高齢者福

祉の大事な要素として施策はしておりましたけれども、これが総合戦略に基づいて、よ

り明確にこの施策を打ち出していこうという方針を立てたのが、それが上士幌包括プロ

ジェクトということであります。

　　子育て、教育から産業につながり、さまざまなところに波及していっているというこ

－111－



と、そして最終的にはお年寄りになっても、いかに元気で長生きするかと、これが町民

にとっても大切な願いでもありますし、行政目標の大事な施策の一つであるということ

から、総合戦略、地方創生にあわせて、積極的に今これをやっていこうということに決

めさせていただいたところでもあります。

　　これについても、このつくる過程についても議会のという話ありましたけれども、相

当、総合戦略をつくる上でプロジェクト、当時は上士幌版ＣＣＲＣといっておりました

けれども、それらを含めて意見を求め、そしてまたこの方針については、ご理解をいた

だいたというふうに認識をしているところであります。その上で、具体的に実施するた

めに国のほうの加速化交付金に手を挙げさせていただいたのが、今回の生涯活躍のまち

の今取り組んでいる事業であります。

　　その国のほうのさまざまな事業も地方創生に絡むさまざまな施策については、例えば

実施のハードの面の施策、これについては昨年に出されてきました。当初、予定されて

いないものでありましたけれども、そういったものが出てきておりますし、今また新年

度に向けて推進交付金という制度のもとで、もう１月段階から希望調査をされておりま

す。そして、２月、この今週末にヒアリングを受けるような状況でございますから、そ

して３月に正式に申請をして、４月段階に当初からその採択が決まっていくという流れ

になっておりますので、実はこれは政策予算であっていいんですけれども、骨格であり

ますが、事業の継続性、流れの中で取り組んでいくということであります。

　　この間の質問にもありましたように、これは国の交付金を意識したものでありますし、

そのために地域再生計画だとか、あるいは運営主体がつくられていかなければならない、

ＮＰＯであってもいいし、福祉法人であってもいいし、株式会社であってもいいという

ような枠がある。続いていくための大原則になってまいります。

　　そんなことで、まちづくり会社が一つの受け皿としてあるべきだということで、今進

めているわけでありますけれども、その結論についてはまだ出ていないということも事

実であります。今、各種団体等々の協議に入っていくということになってまいりますか

ら、出ておりませんけれども、今、交付金事業そのものについてはその流れの中で手を

挙げさせていただいて、可否を待つということになりますけれども、何点か大きな事業

がその中に盛り込まれております。

　　１つには、人材センターをつくって、いわゆるいろんな働き方に対する受け皿をつく

っていこうと、これはまた１つの活躍するための条件としてあり得るのではないだろう

かと。それから、いわゆる学習という側面、みずからの能力をどう生かすかだとか、あ

るいは生きがいを持つための新たな趣味をどうつくり上げるかと、こういった意味での
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生涯学習、アクティブシニア、将来に期待がある、過剰でありますけれどもそういった

ことだとか、さらには地域包括ケアのきめ細かい、団体は団体でやっていただいており

ますけれども、それは包括的に地域包括ケアを全て自分のところで意識してできるもの

であります。与えられたそれぞれの介護であれば介護の関係、医療であれば医療の関係

含めて、統括的に漏れのないように精度の高い、あるいは成熟度の高いケアにしていっ

て安心して老後を過ごす。

　　こういったことはこのまちづくり会社が、包括ケアがあろうがなかろうが大事なこと

でありますけれども、しかしこういった受け皿がなければ、多分人材センターは立ち上

がっていかないだろうという状況である。これまでも、ずっとこれは言われてきており

ますけれども、それぞれの団体がなかなか難しいということであれば、新たな受け皿が

必要になってくるという認識を持っております。

　　そういう意味で、もし採択にならなければ、その段階でこの見直しはせざるを得ない

というふうに考えているということも、ひとつご理解いただきたいというふうに思いま

すし、この間にこれから各団体がどのような形でかかわっていけるのか、これは３月ま

でにやれることと、それから多分それぞれの団体が総会等を抱えておりますから、正式

に表明するとなれば４月になってくるんだろうと思いますけれども、きめ細かいその辺

の情報交換をしながら、納得していただけるのであれば、参加していただくということ

になってくるだろうと思います。

　　そういう意味で、今取り組もうとしている生涯活躍のまち、それを運営するためのそ

ういった仕組みも新たに今、出てきているということであります。それから、骨格予算

ということで、今の通常の定例会の流れの中では間に合っていかないということがあり

ますから、今回提案を上げさせていただいているということでありますので、その辺の

ことも含んでご理解いただきたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　伊東委員。

○１番（伊東久子委員）　町長の考え方はわかるんですけれども、議員としてはきちんと

町民に説明しなきゃなんない義務がありますし、そのことについては町長の考え方はわ

かりました。でも、今回予算の中で、質疑の中でこの行政が行っている事業と重複する

ようなことがたくさんありました。担当課はその事業の介入はしないといいますが、現

時点でそんなに介入しないで、この会社ができるのかというのが物すごく不安です。

　　まず、地域包括ケア、これについては今、十分包括ケアがされて、皆さんが高齢者に

とっても十分されているんでないかと、そのように思いますし、移住希望者の募集につ

いても、これはＮＰＯに委託をしておりますから、これも十分できているんじゃないか
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と、アクティブシニアについても、これは老人の大学がありますので、これで十分では

ないか、移住してきても十分じゃないかと。

　　今、本当に必要なのは、私、この中では人材センターだと思うんです。今このやろう

としている、まちづくり会社がやろうとしていることは、前回、上士幌版のＣＣＲＣ、

都会から移住してきた人たちにこの交付金を行くんであれば、それは納得できるんです

けれども、今やっているこの町の事業にこの会社が入るということは、それを利用する

人たちの負担金が発生するんでないかということもありますので、これは町民にわかり

やすくゆっくり進めてもいいんではないかと私は考えますが、町長はいかがでしょうか。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　１つには地域包括ケアが今十分であるとすれば、やることはないと思い

ます。しかし、今までの包括ケアにかかわる医療機関、福祉法人、そのほかに社会福祉

協議会、町含めてやっておりますけれども、それはまだまだやるべきことがある。

　　しかし、なかなかそれは具体的に進めるのは、じゃどこがどうするのかというところ

が、それはまだ足りないという前提で、僕はこの問題というのは、これからもっともっ

とすべきことがあるんではないかというふうに思って、これまでもどちらかというと介

護になった人をどうするか、それから元気な人をどうするか、しかしその中間のところ

というのは、非常に手薄になっているところがたくさんあるというふうに思っておりま

す。

　　今は総合的な町の支援のそういった国の制度も変わってきておりますけれども、元気

な人がいつまでも元気でいるためのような、そういったプログラムの提供というのは全

くまだ手つかずといいますか、これからまだまだすべきことがいっぱいあるだろう。

　　健康寿命ということでありますから、健康寿命を延ばすためにどんな手だてを講じる

かというのは、これもじゃどこで具体的に、いわゆる看板は掲げておりますけれども、

それを具体的にどんなことをやることによって、健康寿命を延ばすことができるかとい

うところまでは、踏み込んだプログラムも、それからさまざまな事業も現状のところは

組みたてられていないという状況がございます。

　　そこのところが、今回の新たにできる運営会社というのは、そういったところの役割

というのが非常に大きくなってくるというふうに思っております。アクティブシニアの

例えばシルバー学級をもって全てのニーズに応えることができるかといったら、もっと

積極的に自分の能力を生かしたり、あるいは農園をしたり、あるいは３時間は働くよう

な、そのような取り組みだとか、これは人材センターになってくるんだと思いますけれ

ども、こういったところについては、もっともっときめ細かい事業の提供がなされるべ
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きでないだろうかなというふうに考えております。

　　そういうふうに将来活躍のまちで、今までの高齢者福祉というと福祉の対象になった

ときに、その受け皿として介護施設や医療機関がどう充実しているかということがあり

ますけれども、これから多分いつまでも元気でいるためには、在宅での元気に過ごすた

めにどうあったらいいのか、周りのサポート体制の問題だとか、そういったことが出て

きて、住民お互いに支え合う仕組みだとか、これも社会福祉協議会だとかいろんなこと

をやっていますけれども、これをもって今十分だと多分それぞれの団体もそうは思って

いないだろうというふうに思っております。

　　そんなところが、これからどんなことがあるのかというのはもっともっと議論をした

上で、この町の本当の意味の安心して住める福祉、それから生きがい、こういったもの

をこの際つくっていくべきだというのが生涯活躍のまちで、結果的に医療費の軽減やあ

るいは介護費の軽減につながって、最後にはお世話にならないといけませんけれども、

その人にできるだけ元気だと、これは最も望ましい形だというふうに思いますが、今の

仕組みの中では、それは難しいなと。それは難しいというふうに思っております。

　　今、行政が包括支援センターがあって受け皿になっておりますけれども、今の状況の

中ではとてもとてもそれは限界があるというような状況でありますし、各団体のほうか

らももっと充実させるべきだというような意見が出されておりますから、決して今の段

階でも僕は頑張っているほうだと思います。上士幌町は頑張っているほうだと思います

けれども、もっと町民にとってこの町に住んでいてよかったなと、そしてそうであれば

よそからも来ていただけるというふうに思いますし、町そのものが元気になっていくん

でないだろうかなと、こう考えた上でのこの取り組みの必要性と、そしてまた時間的な

スケジュールの関係の中で、今回本来であれば政策予算であっていいわけでありますけ

れども、骨格予算の中に入れさせていただいたということであります。

　　もし、採択にならない、あるいはまちづくり運営主体ができなければ、この事業その

ものが、僕は全てできるというふうには難しいなというふうに思っております。

　　そういう全く新しい取り組みだという中では、いろいろとまだ理解の伴わないところ

があるかと思いますけれども、町民の安心のために必要なことは、時間かけてでもしっ

かりやっていかなければならないというふうに考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　大きく３点にわたり質問したいと思います。

　　１点目はまちづくりの問題と、２点目が財政面の問題と、それから３点目が平和の問
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題について、大きく３点質問したいと思います。

　　まちづくりの問題なんですけれども、結果的には今回の包括プロジェクト関係の質問

になるんですが、全体、まちづくりの問題で、私は議員としてもすごくいろいろ反省す

る面もあるんですが、なかなか町のやることを把握して理解して進めると、それが今回

のことは特にそう思うんですが、なかなか町民のいろいろな情報を流しながら、理解し

て一緒に進むという観点からすると不十分であると、私は考えています。

　　先ほど、町長が伊東委員の質問に対して、議員にもいろいろ説明してきたと、議員も

納得してきたんではないかというような、そういうニュアンスのことをちょっとお聞き

したんですが、そもそもこのＣＣＲＣプラス・ワンがここに入ったときの状況を私もず

っとひもといて、ずっと考えているんですが、これは本来でしたら27 年度の年度末ま

でつくればいいんですけれども、そのときにたしか10 月 20 日までにこれを出せば、

いわゆる事業に対して上積みされて出されるということで、10 月 20 日というふうに

たしか急いで決めたと思います。私はこれ委託されていますので、議会の中では最初、

業者の方から説明を受けて、これは業者ではないでしょうと、町がやるんでしょうとい

うようなことを結構きつく言った覚えもあります。

　　そして、その後に実際の議論をしたのが、たしか１回程度だと私は把握しています。

そのときに私自身は確かにこのプラス・ワンがあることは知っているんですが、こっち

のほうの中身について、かなり私はいろんな意見述べさせてもらいました。プラス・ワ

ンについては、確かにプラス・ワンで、ここに入っていれば入っていると言われればそ

うなんですが、10 月 20 日で出すというので、結構委員会、私自身もそうなんですが、

結構急いだ感がありました。であれば、そのときに私は１年かけてこれほどこの中で、

こっちのほうの事業については、それこそやってきたことをまとめただけですので、異

論があったにしろ、これから修正しながらやれるんですが、このプラス・ワンがそれほ

ど重要な意味を持って、月に4,500万どうのこうのとなるというふうに私もそのときに

把握しませんでした。

　　ですから、人口がふえることはもちろん喜ばしいことですし、都市から人口が、高齢

者の方が来ること自体、これ自体、全然異論はありません。でも、それほど重要な意義

があったんだということは、そのときの議論ではわからなくって、急いだといいますか、

役場の方も結構急いで、20 日に間に合わせるために十分議論しないまま、これ私自身

の把握です、というふうに思っています。

　　それで、ひもといてみますと、10 月 20 日にこれが策定しまして、総務省のほうに

送ったと思うんですが、その以前からこのコミュニティネットの方とは交流を持ったり、
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話を持ったり、内閣官房の方と日本版ＣＣＲＣの会議を持ちながら、多分竹中町長の中

にはそのこともしっかり自分の中でこれからの道筋がある程度みえる中で、ここにＣＣ

ＲＣを入れて、多分28 年、 29 年中大枠の国のほうの交付金も含めて多分あったんだ

ろうと思うんです。

　　ただ、私たちがそこまで把握できないので、それを4,500万の委託費は国から来るお

金だから認めました。それを28 年度に調査した結果、どうするかということを決める

んだと。委託するまちづくり会社もどうするんだということは、これからの課題だとい

うふうに把握して、私は4,500万円、 28 年認めたと思っています。その結果、4,500

万の結果がどうなのかというのは全然まだ私はわかりません。

　　それから、先ほど町の中ではできないことがたくさんあるので、この会社が必要なん

だと竹中町長おっしゃいましたが、何ができて、何ができなくて、それができないと把

握する理由が、調査結果わかりませんので、まちづくり会社の方が来て、１年かけて調

査をしていろんなところを回って、個人的にもいろんな回ったかもしれませんが、団体

回って把握したと。何が足りないか、そのまちづくり会社の方が把握したのかどうか。

　　町長は町が足りないからできるんだというけれども、町が何が足りないのか、包括支

援の保健福祉課の仕事が足りないのか、人材派遣会社がつくるのになぜできないのか、

何が足りないのか、その辺把握しないと、まちづくり会社が足りません、足りませんと

いうからつくるわけではないと思うんですよ。

　　その辺がすごくわからないまま進んでいいのかというのが、私すごく疑問に思ってい

ます。それで、やっぱりきちっと議員もしっかりしろと言われればそうなんですが、議

員としても勉強しながら、何が大事なのかは勉強しながら、やっぱり町民の理解がない

と進んでいかないんじゃないかと。

　　私、これは過去にさかのぼって申しわけないですが、政府はいろんなことを言うんで

すよ。昔は団塊の世代がどうのこうのだから、どうのこうの言っていて、うちの町もそ

れに結構、 10 年前に力を入れました。

　　それから、その直前にイムノリゾート、地域再生マネージャー事業イムノリゾート構

想をつくって、国のほうの指導もあって、当時は加森観光、その次はＨＢＣに委託、国

からのお金丸 1々,500万プラス町がプラスして、全体で３年間で4,125万円の委託費な

んですが、国の補助金が2,750万円と町が約半分の1,375万円を出して委託事業しまし

た。そのときに、何をするかという事業がずっとあって、その事業をやってもらったん

ですが、そのときに私はじゃこの1,500万円、最初は1,125万円、次から1,500万

1,500万と、その1,500万円を何に使ったんですか、調査したんですかといったら、そ

－117－



れは把握できないといいました、何に使ったか。国からもらったお金、町が払ったお金、

1,500万円何に使ったか把握できないと。

　　今回の事業についても4,500万はわかりませんが、委託費の国に算定する金額はわか

るんですが、何に使ったかわかるんですかといったら、たしか把握できない調査する、

これからの課題ですので、それは調査する課題ではないような答弁があったと思うんで

すが、そんなふうに過去にさかのぼって国が目玉だ、目玉だ、目玉だといって今回も地

方再生が目玉だといって補助金つける、補助金つける、交付金つける、つけるといって、

結構竹中町長は先へ先へと国のやることを見通して、多分交付金申請したり、事業を申

請したりしていると思うんですよ。その点、前のイムノリゾートがどうだったのか、再

生マネージャーがどうだったのかというのは、私は全然続いているものか、町が払った

お金と国からの補助金含めて、約5,000万円どうなったんだろうかというようなことを

すごく心配しています。

　　ですから、もし今、地方再生ってたしか四、五年前言ったと思う、ずっと前か、それ

ぐらいだと思うんですが、地方再生、地方再生といってきて、じゃ今度安倍さんが最近

はわかりませんが、また違うこと言ったらそうだそうだといくのか、今回については、

すごい危機感を持って国はやっているから、うちも危機感を持ってやるんだというけれ

ども、それ自体がこれから先どうなるかというのも、私全然見えない中で、この事業を

国の言うとおり進めていいのかということで、質問いたします。１点目が随分長くなり

ました。

　　２点目の財政問題も結局かかわるんですが、いろんな国の補助金絡みの事業が結構多

いですので、地方創生関連事業、いろんな交付金含めて今年度、また来年度、３年か５

年ぐらいはつくだろうという予想らしいんですが、そういう国の100％交付金くると、

確かに町の財政は潤うんですが、その反面、その事業に町が縛られちゃうというか、町

のいろんなこと町民のことを一緒になってする町事業が縛られちゃうんじゃないかとい

う、私はすごく危機感を持っています。

　　本来こうやりたいんだけれども、交付金がきてまちづくり会社ができたと、そうする

とそのことに縛られちゃって、本来町がやろうとする事業、町民と一緒にやろうとする

事業がちょっと手薄といいますか、足踏みになるんではないかという心配いたします。

　　それから、３点目は平和の問題、自衛隊の関係の問題なんですが、５月以降に帯広の

第５旅団が南スーダンに派遣されるんではないかという報道もされていますが、その点

について、大変、私の身内もいるものですから、過去に１回行って戻って、そしてまた

行くということを言っていました。本当に親やおばあちゃんも含めて心配しています。
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もちろん地元の方、心配していると思うんですが、その点について自衛隊のそういうあ

り方について、自衛隊そのものが昨年の災害救助も大変助けてもらったり、援助しても

らったりしていますが、そういう自衛隊そのものについてどのようにお考えか質問いた

します。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まず、１点目のスケジュールの間のところで、10 月に一つのタイムリ

ミットといいますか、次の展開に行くための条件として、総合戦略がその段階でできて

いるというのが望ましいということでありまして、できるのであればそれにこしたこと

はないわけでありますから、その段階で手を挙げさせていただきました。そのときにコ

ミュニティネットの話しされましたけれども、この段階で全くコミュニティネットとは

関係ない話であります。

　　町としては、その次の段階として加速化交付金、これはまた100％国のほうとして支

援をするということで、包括ケア、いわゆる生涯活躍のまちは、これはいずれにしても

これから必要になるという前提のもとで、町として手を挙げようというふうに内部で協

議をして、その準備をしていたところであります。そういった中で、その前の前の事業、

国の交付金事業で北海道、手を挙げたんですけれども、ほとんど全滅した状況がござい

ました。

　　それを分析していくと、この地方創生の交付金の関係でいうと、広域性が強く問われ

ると。町単独でなくて、幾つかの町村が連携してやるということが国の採択の条件にな

ったという、そのような中での中で、町としては今まで進めてきている、いわゆる生涯

活躍のまちそのものがこれからの高齢者福祉や、あるいは現役世代からどうあったらい

いかという考え方の中で、従来は病気になったら施設に入る、それからサービスは一方

的にサービスをして、片方は受けるというような関係、それからなかなかみずからいろ

んな地域のかかわり合いやスポーツや学習活動に積極的に参加するというような、そう

いう状況の施策というのも余りないということから、これからはできるだけ元気な者は

元気でいたほうがいいよということの流れの中で、総合生涯活躍のまちがこれから必要

になってくることでありましたから、町としては今までやってきていることが、例えば、

しかも都市から地方への人の流れ、これは地方創生という観点からありました。

　　これらをいろいろと整理すると、例えば移住定住にしても、上士幌町では本州、北海

道の中でも最もお試し暮らしにしても、それから移住の実績にしても、そしてまた来て

いる方々がさまざまな地域活動に参加しているということだとか、あるいはこれから今

つくっています生涯学習センターで世代間の交流だとか、さまざまな活動ができるだと
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か、こういったことがもうかなりのレベルで、包括ケアもそうです、何かあったときに

は安心して介護施設や、あるいは医療機関にかかれるというような環境も27 年に新た

に増設されたり、それから移転新築をしたりして環境も整ってきたということでありま

すから、かなりの部分で生涯活躍のまちのこの条件というのは整っているだろうという

ことだから、それをさらに内容の充実したものにしていきたいということで、町として

はその段階で手を挙げたんであります。何もコミュニティネットがそのときにいたわけ

でもありませんし、そことどうこうしたわけでもないわけであります。

　　そのようなことから、国のほうの交付金に当初町としては2,000万レベルの事業費と

して手を挙げたところが、今までの反省から、近隣との広域的なそういう取り組みが必

要だろうということで、振興局のほうから声がかかってまいりました。隣町の士幌町や、

あるいは音更町、そして上士幌町、その後どんどん手を挙げるところが出てきて、池田

町や芽室町もそれに参加するということになってまいりました。

　　そういった中であれば、それで一緒に参加させてもらおうというふうに返答していた

んでありますけれども、内閣府のほうのヒアリングがあっていったところが、各町村、

今の進捗状況はいろいろ違うよと、上士幌町の今まで取り組んでいる実績と事実、それ

らについては違うんだということだから、単なるみんな一緒に集まってやればいいとい

うことじゃないんで、独自にやったほうがいいという、そういう指導を受けてきたので

あります。それが、多分 11 月くらいじゃないかというふうに思いました。

　　ただ、それらについて町単独でやるということについては、非常にそういうノウハウ

を持っていないということもありましたから、いわゆる生涯活躍のまちで今、国内で最

も頑張っているといいますか、いろんなところで評価されているのが三菱総研の中にあ

るんです、生涯活躍のまちを研究している部署があって、そこにいって相談をさせてい

ただきました。独自にやれということだけれども、町独自ではそれはできないんでいろ

いろと知恵をかしてほしいというような相談をさせていただきました。

　　その中で、今、生涯活躍のまちを全国的にその施政方針の中で動いているのが、シン

クタンクとして三菱総研、それからコミュニティネット、それからもう一つは佛子園と

いう、これは石川県のいわゆるＣＣＲＣをモデルとして紹介をされているところであり

ます。障害者から健常者、そしてまた学生からお年寄りまで、そういう共同体の中で運

営されている組織であります。こういったところが成功事例として今、動いていて、そ

の中の一つがコミュニティネットだということでありましたので相談をしました。

　　町としては、移住定住の関係でいうとふるさと回帰支援センター、今、有楽町に北海

道も入っていますけれども、そことのつながりもありまして、そういったところの紹介
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も受けて相談をさせて、いろんなノウハウをおかりしたいというところから始まってい

って、今の企画提案書をつくっていただいたということであります。それらについては

内閣府と十分その内容については相談をさせていただいて、詰めさせていただいたとい

うことでありますので、はなからそこと何らかがあったということはそうないという、

いろんな状況があった上で今日があるということをご理解いただきたいなと、そんなふ

うに思います。

　　それから、町ではなかなかできないといったのは、町直営でこれまでも、例えば人材

センターの関係でも議会の中でもいっぱい議論がなされてきております。その受け皿と

してシルバーセンターは社会福祉協議会が窓口になったりしているのもありますし、つ

い先般の委員会の会議の中でも農村の働き手が足りないだとか、そんな話もありました

けれども、そういった意味でいわゆる社会福祉法人のほうにもそんな話を持ちかけたと

きもありますけれども、現実の問題としては難しいということでもありました。

　　じゃ、それを町でできないとするならば、直営では難しいという話なんです。今回の

この仕組みというのは、今まで直営なのか、あるいは社会福祉法人なのかという、そう

いう択一だけではなくて、官と民と、それからそれらが一緒になって新たなまちづくり

を興していこうと、町総意で興していこうという、そういう考え方のもとでのこの運営

主体を設立したということであります。そこがいろんな意味での受け皿になっていくの

が望ましいだろうというふうに思いますし、それに対していろんな支援をしていただく

ということでございますので、そういった意味ではこれまでにない仕組み、町民が参加

してこれにかかわっていくということは、これは結構なことでないだろうかなと、こん

なふうに考えたといいますか、基本的には理解をする話であるというふうに考えたとこ

ろでございます。

　　あと２つ目のもともと交付金というよりも、うちの財政そのものの貧弱さという部分

も考えなきゃならんだろうというふうに思います。たまたま今はふるさと納税で予期し

ないお金が入ってきておりますけれども、地方交付税に最大限頼っていかざるを得ない

という財源状況なわけであります。そこにふるさと納税が今はきましたけれども、これ

をもって、あたかも全て財政が、住民税が豊富で潤沢な状況にあるというふうに考える

のは、後々大きな財政的な破綻を引き起こしかねないというふうに思います。

　　したがって、今、町がやろうとしていることに対して、国がそれに対する支援がある

とすれば、それに積極的に手を挙げていくということは、それは財政の規律を守るため

にも非常に大切なことだというふうに考えています。従来は、どちらかというと国がい

ろんな制度をつくって、手を差し伸べればその補助金がきましたけれども、これからは
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それぞれのまちが提案をしなければ、その交付金なり、あるいは補助金というのは難し

い状況になってきているという、地方自治体そのものが生き延びるのに大変厳しい状況

にあるということは、これは理解してもらわなければならないというふうに考えます。

　　いかに、今たまたまふるさと納税があっても、やっぱり町税だけでまちづくりできる

ものではありませんから、町民の参加もお願いをしなければならないということで、町

民の参加を得て、まちづくりをしていく必要があるだろうと、この基本的な押さえとい

うのはしっかり持っていかなければならないというふうに思います。

　　そしてまた、ほかにいろんな財源があるとすれば、それは有効に活用するというのが、

私どもの町政を担うものとしての責任であるというふうに考えております。

　　それから、自衛隊問題でありますけれども、昨年十勝は大変な大きな災害に見舞われ

ました。最後は鳥インフルエンザというふうにもなりましたけれども、いろんな僕らの

町のほうも応援態勢に行きましたけれども、一番大変なところを担っていただいている

のは自衛隊の皆さん方であります。

　　この自衛隊の皆さん方に対して、私どもとしては、本当にしっかりと後方からの応援

態勢をしていく必要があるだろうというふうに考えております。そのために協力会に対

する支援、住民の自衛隊に対する、いわゆる頑張ってこいよと、誰の応援をしない、そ

してまた体を張って任務につくという状況の中で、それらに対してしっかりと後方から

の支援態勢をするということは、極めてこれは大切なことであるというふうに思ってお

ります。

　　久しぶりに上士幌からも自衛隊に応募するというふうに聞きましたけれども、そうい

った上士幌から入隊し、そしてまた、国やふるさとを守るという強い志に対しては、私

どもとしては、しっかりと応援をさせていただく必要があるだろうというふうに思って

おります。

　　いずれにしても、さっき議会との話しありましたけれども、しっかりと僕はやっぱり

今さら議会との意見交換、それはかなりきめ細かくといいますか、いろんな主体にわた

って提案させていただいて、そしてまた議員の皆様方にご理解をいただきながら進めさ

せてきていただいていると、このように認識をしているところであります。行政だけが

独断専行でどんどんやっているということでなくて、委員会のほうも長い時間をかけて

議論していただいているというふうに思っております。

　　ただ、この件について時間が足りないとすれば、またこれからもまだまだ長いことで

ありますから、まちづくりの大きな根幹にかかわる、いわゆる官民挙げてまちづくりを

していくという、大きなまた仕組みをつくるということであります。しかも、このまち
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づくり会社に、いわゆる一定の業者だけにこの仕事を任すということではないわけであ

ります。私どもも限られた中での出資、会社についてもそのような出資の中で、ほかの

団体やあるいは応援する、賛同してくれる金融機関等も含めて、ともにまちづくりに参

加していくということでありますから、このことによって、膨大な利益を上げるだとか、

そのような性格のものではないだろうなというふうに思います。

　　そのために、この元気で過ごすためのまちづくりをするようなところについては、国

として応援するというのは、単にそれは営利だけがそこにあるという前提でないという

ことを踏まえた上で、人的な支援だとか、あるいは情報の提供だとか、場合によっては

財政的な支援をするということの流れにあるというふうに思っておりますから、単純に

この会社がきて、会社がもうけて、あるいは会社が撤退していくと、こういうレベルの

性格ではないというふうに私どもとしては押さえて、町民に関係するところ一丸となっ

て取り組んでいくのが、今回のこのスキームだというふうに思っております。

○委員長（中村保嗣委員長）　 10 番、山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　コミュニティネットとのつながりといいますか、それについ

て報告がありましたが、私がこれ企画のほうからもらった資料なんですが、ビジョン策

定ができたのが10 月 20 日なんですが、コミュニティネットとはもう既に７月、10

月には高橋社長からいろいろ事例報告を受けているというのがあります。

　　その前からビジョンができる前から、この計画できる前から高橋社長とは、コミュニ

ティの社長とは意見交換なり事例報告を受けている。その後について、創生関係の国に

申請するときに十勝広域では無理だから、単独でやったほうかいいという助言があって

やったというのがあるんですが、その後に２月２日にコミュニティネットに助言をお願

いしたというのがありますが、ですからこの計画をつくる前から、コミュニティネット

の、委託する別としても、そういうことはもう既に頭にあって、コミュニティネットだ

けじゃなくて、ほかのいろんな会社があったというんですが、それは頭にあって、多分

これをつくるときには既にそういう構想があったのかなと、私の竹中町長の思いはなか

なか把握しきれませんが、それがあったんじゃないかと。

　　だから、コミュニティネットありきではないとは思うんですが、事前にそういうコン

スタントというか、そういうのをとってあるというのは、この町の資料で書いています

ので、その時点で決める、決めないは別としても、このＣＣＲＣの最後のプラス・ワン

というのは、やっぱりどこかの会社とやりながらやらなきゃいけないというのがあって

入れたんだろうと思うんですが、このこと自体が反対しているわけじゃなくて、よその

方が、アクティブ的な方がここに来て人口ふえたらいいと、ほかのところも全て少子化
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の問題も全て人口ふえたらいいという計算はあるんですが、それなかなか実現するとい

うのは物すごく難しくて、じゃこのＣＣＲＣ版でも30 世帯 50 人ふえるかというのは

物すごい大変厳しい課題で、それいったら全てほかのところもそうなんですが、これを

実現するために、絶対これを実現しなきゃいけないという強い意志はあるかとは思うん

ですが、そこまでの私自身そこまで認識を持っていませんので、全体的に人口をやっぱ

り増やしたいというのは思うんですが、総合的な中でやっぱりふえるんだろうと私は思

っていますし、その点について多少ちょっと事実関係が違うのかなという、私は気がい

たします。

　　それと、財源の問題なんですが、先ほど言いましたように議員だけではなくて、いろ

んな方とやっぱり議論をして、まちづくりをどうするかということをきちんと町民と理

解して、できないところを補うのは、それはやむを得ないんですが、それありきで逆に

いろんな団体にもまちづくり会社がこうなったらこうする、こうできるよというと何か

逆転している気がするんです。

　　先ほど答弁の中でいろんな条件は、例えば体育の問題、学習センターの問題、教育の

問題含めれば、十勝では一緒に連携しておった団体の中では上士幌は結構できていると

評価を受けたと。一緒には取り組めないので個々に取り組んだらいいという中では、で

きないことは別として、町の中でもできないことがあると、シルバーセンター等々につ

いてはあるということは、それでほかに委託したらいいんではないかという町長の答弁

だと思うんですが、ある程度整っているんであれば、ほかのできないことを今度さらに

どうするかということが町で考えながら、できなければ委託をすると。でも、何となく

私的にやっぱりこのＣＣＲＣの関係からいうと、やっぱり国の交付金も含めてそっちが

ありきのようにどうしても見えちゃうものですから、その点質問させてもらいました。

　　それと、さっきの財政ともかかわるんですが、既に28 年度において、この4,500万

円のほかに既に協力隊が３人と、それから国のほうの事業でまちづくり会社の方が国の

事業で派遣されて、そのまま国の事業で特別交付税に算定されるらしいんですが、そう

いうふうにもう既に事業が進んでいて、その方はこれからも３年間、ことし含めればあ

と２年ちょっとですか、もう既にいるというのがもう結論出る前にどんどん並行して、

並行していくので、28 年度に4,500万円の委託費を受けて調査したこと自体が、もう

既に前へ前へと事業が進んで、途中でまた補正しながら進んでいくと。

　　結果を待つ前に事業が進んでいって、ちょっと待っていて町民の理解がまだ、ちょっ

と待ってというときに、もう後ろに下がれない状況になってしまうんじゃないかと、そ

れがやっぱりお金がついちゃうと、国のほうの交付金ついちゃうと、そういうふうにな
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るんではないかという、私はそれで財政問題について縛られちゃうんじゃないかという

ことで質問させてもらいました。その点について、再度答弁お願いいたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　僕は交付金がというのは、交付金は結果的には後からいろんな制度がつ

いてきたりなんかしているというふうに、今までの町の動きの中ではそのように認識を

しております。例えば、子育て少子化対策夢基金を創設したのは26 年３月だというふ

うに思うんです。その年の５月に増田レポートが出てきて、民間有志の会議のところで

今のままの出生率でいくと、やがて日本全体の半分の自治体が消滅してしまうというこ

とでありました。それはもう出生率が少なくなるという、1.4だとか、その段階で

1.3、全国でいくと。中でも東京や札幌については1.1だとか、今、札幌は最も日本で

出生率が低い都市になってしまいました。

　　そういうところに、実はしっかりと目を向けてこなかったと、今までもそういう危機

感は持っていたわけです、あったわけです。人口減少も2008 年から全国的に減り始め

たし、北海道ではその前からもう減っている。しかし、それに対し、さらに加速化して

いくということがわかりつつも、そこに具体的な施策を講じてこなかったと。それが増

田レポートによって一気に社会問題といいますか、衝撃的なことになってきたというこ

とで、自治体のほうも大変それに対しては困惑をしたということでありますが、それを

踏まえて、国のほうのいろんなビジョンもつくられてきたということであります。

　　そのときにも、やっぱり少子化対策、子育てや教育が、安心してそういった若い世代

が産める環境をつくらなければ出生率もふえないし、それから雇用の問題もそう簡単で

ないよということでありましたけれども、お互いに皆様方のご理解を得ながら、その前

の段階で上士幌町では子育て、教育が、これがいわゆる人口減少に歯どめをかける大き

な施策の一つになるだろうということで、理解を得てきたわけであります。

　　その結果が、１年後、今は２年後、こども園もできまして、それが具体的な形として

あらわれてきたということですから、交付金が先にあったのではなくて、上士幌町の今

までの皆様方のこの取り組みが、それが少し先駆的であったと。余り走り始めてもそれ

はなかなか大変ですけれども、そこそこのところにポジションにあってやってきたこと

が、今回はこのようにいろんなところにそれぞれのっかりやすいということであります。

　　交付金も全てがそれじゃ採択されるかというとそうでもないんです。やっぱりそれな

りの成果が見えるということがなければ、採択をしていただけないということもありま

すから、幸いたまたま今は採択されてきておりますけれども、交付金がありきというよ

りも、後から私どものまちづくり、今までやってきていることに対して、国のほうとし

－125－



て交付金をつくってきていただいていると、こう思うと僕らとしては、今までやってき

ていることは間違っていなかったのではないだろうかなというふうに考えて、交付金が

先なのか、あるいは町の課題が先だったのかというのは、このようなことで町の課題が

先にあって、交付金が後からついてきているというふうにご理解いただければなと、そ

う思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか。

　　山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　私、再質問ではないですが、これの文書の読み取り方で、も

し違うんであれば違うと言ってもらえばいいなと思っているんですが、株式会社コミュ

ニティネットの動きの中で、７月と10 月において官房長官の日本版ＣＣＲＣ構想有識

者会議において、高橋社長から事例報告があったというのは、町との関係ではなくて、

国のレベルでの関係ということでよろしいのかどうか。

　　私は町がそこで、竹中町長、そこにいたかわかりませんが、受けたのかなと思って、

でなければ、私のさっきの質問は訂正したいと思うんですが、そうでなくって国のレベ

ルでコミュニティネットが説明、報告したということでいいのかどうか。もし、そうで

あれば、私先ほど町長がその時点で知っていたんではないかということを言ったんです

が、であれば訂正したいと思います。その点について確認したいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　暫時休憩します。

（午前　９時５７分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　会議を開きます。

（午前　９時５７分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長、答弁ございますか。

　　竹中町長。

○竹中　貢町長　高橋社長とは会ってはおりません。

　　高橋社長と会ったのは、いわゆる27 年の 11 月か 12 月ごろか、三菱総研のいわゆ

る研究員とお会いして、その後にコミュニティネット、それから振興局の今の共同でや

るということが、それが内閣府に行って独自にやったほうがいいよと、そういう段階で、

コミュニティネットが、いわゆる今のＣＣＲＣの日本の中での幾つかの中の１つである

ということから、接点、上士幌町のそういった、いわゆるコンサルみたいなこともでき

ないだろうかということで、１月に向こうから上士幌町の様子を見に来てもらったんで
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すが、２月にはふるさと納税のときに来ていただいて、そしていろんな企画提案をして

いただいた、こういう流れであります。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか質疑ございませんか。

　　総括質疑、まだ。

　　時間がちょっと１時間ほどたちましたので、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（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時１０分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　総括質疑、そのほか質疑ございますか。

　　佐々木守委員。

○２番（佐々木　守委員）　総括質疑をさせていただきたいと思います。

　　まず１点目、事務補助職員、臨時職員給与について見直しについてどうかというお話

を予算の中でさせていただきました。見直しについては見直しの方向である、それは次

期議会定例会に提出されるものだというふうに思うんですが、本来であればこういった

給与、労働条件等にかかわる部分については、当初予算で対応するというのが本来の姿

ではないかと考えるところでありますが、なぜそうならなかったのか、もう一度理由を

確認したいと思います。

　　それから、その答弁の中で、臨時職員給与の水準について十勝管内の水準を考慮して

いる、こういった答弁でございました。しかし、考えてみるところ、こういった臨時職

員の給与水準というのは、町内の給与実態というものを重視すべきではないか。よく上

士幌はそれほど物価も高くなくて、生活がしやすいという話をよくします。別なことに

ついては別なことがあります。町内経済というものをきちっとこういったものに反映を

するというのが、本来の行政のあり方ではないのか。

　　そこで、お伺いをしますけれども、本町町内、昨年の議論の中では農協等、こういっ

た同じような臨時職員の立場の給与について、大きな差があるという話をさせていただ

きました。今でもその実態は続いているというふうに認識をしていますが、そういった

町内の賃金実態というものをきちっと調査をしているのかどうか。その上でこの見直し

が行われるというのかどうか。調査をしていないということならば、町民の生活実態も

十分把握していないということになります。当然、これはやっておられると思いますの
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で、その実態についてどういう実態というふうに押さえているのか、この際お伺いをし

たいと思います。

　　次に、先ほどから議論がありました生涯活躍のまち上士幌包括プロジェクト事業につ

いてであります。

　　この政策予算が当初予算として提出があったことについては、公金等の関係からとい

う質疑の中でお話がありました。そのことについては理解をするところです。では、こ

の予算執行に当たって、議会や町民に対して十分な説明が必要だというふうに私は思う

わけでありますけれども、執行に至る手順について、こういうことがあればこういうこ

とを執行する、今の時点でいえばこの予算執行に当たっては、それを委託する委託先の

団体、想定をしている団体について、まだ準備期間であります。できるかどうかもわか

りません。ですから、当然一定程度の進展があった時点で、議会にきちっともう一度協

議をするということでなければ、この予算は残念ながら議会議員という立場では認めら

れません。

　　そういう部分で、これがどういった手順で、どの段階で議会でどういう協議をなさる

ということ、あるいは執行に当たってこういった段階を経たということをひとつ順序立

てて説明を願いたいというふうに思います。

　　それから、先ほどの議論を聞いていて一つ感じることがあります。確かに、本町の人

口については、なるべく今の規模を維持したいというのは率直な私も気持ちであります。

そのことに子育て支援を中心とする、この数年の施策は十分合致をして、十勝管内でも

ほかの町村の議員等から言わせれば驚異的な形で人口減少が抑えられている、微増にな

っている、こういう高い評価を得られています。しかし、その一方で町民の中には、こ

の町の政策は古くから住んでいる私たち町民のために行われているのか、将来町に入っ

てくる移住の皆さんのための施策が中心でないのか、こういった感情も町内にあること

を考慮しなきゃならないというふうに思っています。

　　次に、農業予算に関係する部分についてお伺いしたいというふうに思います。

　　ふるさと納税の返礼品として好評なナイタイ和牛の振興策について、これについては、

近年非常に生産農家について減少があるということで、この予算審議の中で審議をさせ

ていただいて、次の定例会において振興策を提案する予定であるということをお伺いし

たところでありますけれども、こういった問題こそ早目に対処しなければ、予算をつけ

たからすぐその生産が行われるのかといえば、そうではないと。

　　そういう部分で言えば、少し農業に対する関心が低い側面があるのではないか、そう

いった心配をするところであります。受精卵ができ、それが着床をしてお産を迎え、そ
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れから保育、肥育という形になるわけですから、今起きている現象がすぐ今結果として

出るのではなくて、実質２年数カ月後になってその成果が出るということを考えれば、

こういった問題意識があるのであれば、早急にこれは予算化する、そういう姿勢が必要

ではないか。予算化しなくても、予算を見通した中で関係団体との協議を進めなきゃな

らないということを指摘し、この予算のあり方について、逆に言えば、先ほどの生涯活

躍のまちプロジェクトに関する部分についていえば、まだ委託先の団体もできていない

のに、交付金等の関係もあって提出をする。これは理解はできるんですけれども、予算

全体の優先順位という側面だとか、緊急性であるとかということをどういうふうにお考

えになっているのか、ちょっと疑問を持つところです。

　　次に、同じ農業問題ですけれども、農業用ＧＰＳに関する予算の部分について質疑を

させていただきます。

　　この中で、冷水害対策については国の事業等での補完があるということで、それは一

定程度理解をするところでありますけれども、ＧＰＳの部分でいえば、この装置を購入

する農家しか補助の対象にならないと。少数意見ではありますけれども、これより先に、

つまりＧＰＳ装置より先に経営改善のために欲しいこと、したいことがあるのに、そう

いうことに一切使えない、自由度が非常に狭い。従来、農業施策というのは、決めた形

で対応してきたという部分が大半でありますけれども、現在の農業を取り巻く情勢とい

うのは大変揺れ動いている。ＴＰＰについても知ってのとおり、恐らくアメリカが離脱

をしたということで発行されることはないけれども、今度は二国間交渉という形が控え

ている。

　　そういった中で、上士幌の農業経営実態についても、法人、個人大型化という片方で、

家族経営というものを堅実にやられている。ところが今、家族経営という部分について、

適切な支援配慮がされているのかどうか、どうしても大型化、大規模化に向けた流れの

中にしか、本町の政策意図がないのではないか。

　　今、一番大事なのは、農協の組織を守っていくという側面のもう一つの側面に、家族

経営をきちっと維持していただくということをひとつ重点的に考えていかなければなら

ない時期ではないかなというふうに思うところでありますけれども、そういったむしろ

多数とは言えない少数の考え方や意見というものをきちっと理解して、考慮していく必

要があると思うんですが、そういった配慮がなされているのかどうかも含めて、この際

質問をさせていただきたいと思います。お願いします。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　私のほうからは事務補助職員の関係のご質問について、お答えをし
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たいと思います。

　　委員からは町内の実態調査は行っているのかというようなご質問がございました。実

際のところ、町内のそういった一般事務職員の給与実態調査をしたことはございません。

　　ただ、やはり私どもも例年募集を行っておりまして、応募状況等々も当然変化がある

わけでありますが、ここまでの私がこういった立場になって仕事をしてから、やはり先

ほど委員さんおっしゃったように、役場にお勤めいただいていた職員の方がＪＡのほう

に移られるということも実際にございました。そういった中で、我々もご本人と話すこ

とはそうはないですけれども、たまたま組合長等々三役とお話をする機会もございまし

たときに、やはりその応募した本人の話では、やはりＪＡのほうが条件がいいと、給与

等々の条件がいいということで応募をしたというような話があるよということはお聞き

していますので、当然役場の給与等から比較いたしますと、ＪＡのほうが上にあるとい

うことは細かい数字は別といたしましても聞いてはいるところでございます。

　　ただ、前に申し上げたとおり、やはり十勝管内で同じような事務職員をやっている職

員がどういう実態にあるかというのは、同じ自治体の比較としては、やはり当然やって

いかなければならないことなのかなというふうに思っていますので、これも実際のとこ

ろ、じゃ皆が同じ統一した条件かというとそうではございません。十勝管内的には自治

体の職員としてもそれぞればらつきはあるんですが、そういった中で我々もそういった

表はございますけれども、その中において、前回申し上げましたとおりそんなに大きな

差はないといいますか、特に上士幌町が低いという状況ではないということでございま

す。

　　ただ、今回改善ということに至った経過といたしましては、やはり私も毎年要綱職員

の面接を行っております。これは以前は集団面接という形をやっていた時期もあったん

ですが、現在は私も各職場の状況、あるいは本人のいろんなそんな心配事なり、そうい

ったこともないかということも含めて、今は個別面接と全員行わさせていただいており

ますけれども、そういう中で、いろんな率直な声として、そういった賃金のことについ

ても割合話をされる職員の方もいらっしゃいますし、現実問題として、委員おっしゃっ

たように、やはりより条件のいいところに移るという方も現実にいらっしゃって、実際

平成 29 年度の今、募集関係を全部進めてきておりますけれども、状況としては今、現

状の人数を確保できないというような今、実態にございまして、そういうことからも、

やはりそういった条件の改善もしなければならないという、実は判断に至ったというこ

とでございます。

　　その判断に至ったのがことしに入ってからのそういった面接終了後、あるいはその後
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の応募状況等を見ながらの判断をさせていただいたところでございまして、その点につ

いては、必要なまた今回改善する分の必要な予算については、改めて補正予算で組ませ

ていただきますけれども、そういった状況を踏まえて、今回改善ということを考えさせ

ていただいたということでご理解をいただければというふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　生涯活躍のまちの事業については、国の交付金の進捗状況にあわせたこ

とでの今回提案だと。本来であれば骨格予算であるので、政策予算になるという前提で

お話しさせていただきましたけれども、そのことについてはご理解いただいているとい

うふうに思っております。

　　この後のスケジュールでありますけれども、まず今の受け皿が、委託先設備の受け皿

ができるかどうかという、ここ大きな一つのポイントになるだろうというふうに思いま

す。今、段階でのまちづくり会社を想定した官民共同、行政、それから民間、金融機関、

あるいは法人等々で今、協議をこれから具体的にしていくということでありますけれど

も、これに共感をし、賛同していただいて、新たなまちづくりを、組織体をつくってい

こうということになれば、それは一つ受け皿の候補になっていくだろうというふうに思

います。

　　もう一つは、今これからヒアリングを今週中に受けるということになってまいります

し、本申請については３月中に本申請をして、できるだけ早い時期にこの可否というふ

うになってきますけれども、その段階で受ける体制がどうなっているのか、あるいは前

後でも、それは多少ずれてもそれは構わないだろうというふうに思いますけれども、そ

ういう受け皿があるかないかによって、その事業が今想定をしている官民町挙げての全

体の仕組みができていないとすれば、じゃとりあえずは３つほど今、大きな事業として

上げておりますから、じゃそれは個別に受託先があるのかどうかということも、これも

出てくるだろうと思います。そう簡単ではないだろうなというふうに思っております。

　　そうすると、事業の見直しなんかも出てくる可能性あるだろうというふうに思います

ので、そういうような変化が起きるとすれば、当然議会のほうにも報告をして、安心し

て体制ができているという状況の中で、多分事業が進んでいくんではないのかなと、こ

う思っておりますから、いろいろとこの柔軟な対応というのが今後必要になってくるだ

ろうというふうに思います。

　　ただ、もし今のこのスキームができないとすれば、多分、これは地域再生法人、ある

いは計画等のもとにおけるこの事業そのものが、多分なかなか進んでいかないというふ

うになってまいりますので、会社といってもこれでどんどん収益を上げるだとか、そう
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いう性格のものではないということを理解していただいた上で、まちづくりを議員みん

なでかかわるということの理解のもとで賛同してもらうといいのではないかな。そうい

うことを期待し、あるいは理解を求めていきたいというふうに思います。

　　次に、ナイタイ和牛の関係でありますけれども、確かに今農協のほうに、ＪＡのほう

にナイタイ牧場のほうで計画的に増産をするということで、支援をさせていただいてお

ります。実際のところナイタイ和牛の育成そのものについては、これは産まれてから、

受精卵から、それから上士幌で育ち、上士幌で肥育するという、この商標登録をされて

いる内容について非常にハードルが高いという、その分、付加価値が高いというふうに

もつながってくるんだろうと思いますけれども、実際今お話しあったように、なかなか

急に増産できるような状況に今のところは難しい状況に置かれていると。これは、ＪＡ

とのいろんな協議の中でもその辺の認識というのはあります。

　　じゃ、どうするのかということでありますけれども、これらについては、今、今後、

本町にはハーブ牛があったり、そういったほかの一時期短角なんかも農協として試験的

にやったりということもありますので、もっと多角的にいわゆる和牛の関係なんかにつ

いても、どう政策を講じていくとか、あるいはそれはもう十分これから協議をしていき

たいというふうに思います。特にやっぱり実施主体というのは農協なり、あるいは農家

の人方になってまいりますので、町とは十分政策的なすり合わせをしながら、この和牛

関係の振興を進めていきたいというふうに思います。

　　それから、ＧＰＳという話でありますけれども、一つにこのＧＰＳはこれからのＩＴ

をどう活用した農業を進めていくかという意味で、これはこれから欠かせない一つのき

っかけになっていくだろうというふうに思っております。肥料の散布の問題だとか、あ

るいは土地の制度分析だとか、そういう意味では昨年大雨の中で畑に入れないという、

そういう状況もありましたので、いろんなＩＴや、あるいは次期の近代的な農業を目指

す上で、取っかかりとしてこれも必要な一つなんだろうというふうに思いますし、これ

は指定する話でなく、これをきっかけにして、またさらにいろいろ発展していくのが望

ましいんではないかというふうに思います。

　　農業もやっぱり多様化するというのが非常に大切だと思います。大型がどんどんどん

とあっただけではやっぱり非常に不安な要素がありますので、手間暇かけて個別に家族

経営であって、しかもいい利益率が上がるだとか、このようなことも当然今後奨励をし

ていくべきだというふうに思っておりますので、この辺の町全体が多様性を持った農家

農村であるというのが望ましいスタイルだというふうに思います。

　　決して大型化だけが全てではなくて、個別にでも非常に個性的な経営をされていると
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いうふうにも聞いておりますし、あるいは付加価値の高い製品開発をなされているとこ

ろもありますから、そういう意味で非常に今、本町の農業はいろんな意味で、意欲的に

農協の指導のもとで動いていっているというふうに考えております。そこに町としても

十分協議をさせていただいて、さらに今まで厳しかった本町の農業環境が、ある種これ

また、これからの農業農村のすばらしいスタイルができればいいなというためには、全

面的にこれも支援をしていくということであります。

　　町が農業に関係する予算なんかについては、相当多分手厚いほうだというふうに思っ

ております。また、この後は特にもう計画されていることですからいくだろうというふ

うに思いますけれども、いわゆるふん尿対策問題、リサイクルという視点だとか、ある

いは再生エネルギー、循環型農業だとかそういう視点からも、これまた非常に意欲的な

取り組みがまた始まるということでも評価をしたいなと、そんなふうに考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　２番、佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　まず、最初の臨時職員給与に関する部分いついてですけれど

も、おかしいと思いませんか、町内の実態調査なくして給与を決めた。僕は非常におか

しいと思うんですよ、そういう指摘も昨年したはずですよ。農協との、直近に一番近い

団体で利益企業というよりは、むしろ組合員全体の相互扶助ということでやっている農

協等の臨時職員給与というものを参考にするというのは当然だと思うんですよ。私には

ちょっと理解できません。言うならば、十勝管内の水準を重んじる。これ、労働力の管

内の談合に近いことをやっているなというふうに僕には思うんです。各町村の町村内経

済実態というのはいろいろ違います。雇用実態も違います。労働条件についてだって、

その町村の実態を踏まえるということが常識であります。

　　もう一つ言えば、そういうことでより高い臨時職員であれ、能力を持つ人材はほかに

引き抜かれているというか。十分その個別面談をして状況について理解しようとしてい

る。でも、これはちょっとお考えをいただきたい。副町長が臨時職員と対峙して、自分

の悩み、あるいは勤務に関する苦情等をどんどん言えるような立場なのか。一つ言葉を

間違えれば翌年の採用がないというのは、誰が見てもわかる話だと思います。

　　ですから、全体的な臨時職員の給与水準というのは、上士幌ではどうあるべきかとい

うことをきちっと踏まえた見直しをしていただかなければならないというふうに、まし

てそれがこの町における行政の姿勢でなきゃならないというふうに考えるところです。

もう一度これについて答弁をお願いしたいと思います。

　　それから、生涯活躍のまち上士幌創生包括プロジェクトに関する予算のありようです

けれども、十分協議をする、議会としては十分協議をするというのがどういうことにな
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るのか、こういうふうに変化しましたからよろしくお願いしますというような、説明に

なりかねないという心配もゼロではないというふうに思います。これについては、まだ

まだ町民の中に十分な理解がないと思います。もし、これが十分な理解があるんであれ

ば、もう少しまちづくり株式会社というものも、実像になっているんではないのかとい

う気がするんです。

　　このことについての心配を言えば、国はいつもそうですけれども、今回、総務省が地

方創生といってもなかなか成功していないと。モデル事例だけをつくって、あとはでき

ない町村は、そのモデルを見なさいみたいな雰囲気になってしまっている部分が多々あ

ります。しかし、そのモデルになれるという行政能力というのは、これは高く評価でき

ると思いますし、上士幌がそういう位置にあるということについても、僕は高く評価を

したいというふうに思いますが、今回のＣＣＲＣという部分についていえば、高齢化社

会における今後の日本のビジネスチャンスがそういうところにもあるというのが、片方

の説明です。ですから、ＣＣＲＣも赤字でいいとは絶対言わないと思います。むしろ適

正な利益を上げるというのが、企業の使命になっているわけです。

　　そういった中で、こういった都心から非常に遠い地域、あるいは北海道という、気候

もどちらかといえば寒冷地というところでどうなのかということがあって、それでそう

いったところが率先をするというのは、それなりの理由が存在をするということに、僕

は思っています。でも、そういったところをきちっと行政が管理をするというか、お互

いに共有できるものをきちっとし、行政としてでき得る範囲というものをきちっと示し

ながら、上士幌でこういった事業を進めるということについては、僕は何ら反対するつ

もりはありませんが、だからこそきちっとした説明や従来上士幌に住んでいる皆さんに、

そういう施策をやるのは非常にいいことだというふうに、理解をいただくということが

絶対条件だと思っています。

　　そういう中で、この予算については、本来は交付金の姿勢を示すという意味合いから

すれば、当初予算に上げたいというふうに説明をなさるのであれば、僕は理解をします。

その上で、これは今後情勢によっては変更する可能性が非常に高いということで、まち

づくり株式会社が具体性を持った段階までは、この予算については凍結をし、その時点

で議会と凍結解除の協議をすると、こういうふうに理解をしていいのかどうか、はっき

りこの部分についても答弁を求めたいと思います。

　　最後ですけれども、今、農業を取り巻く環境というのは非常に先が見えない、投資も

しにくい、そういう現状にありますが、本町はそういう中でふん尿処理対策、これにつ

いても当初の案であれば、ふん尿処理対策を電気エネルギーにかえるという形で、バイ
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オマスプラントの推進を図るとすれば、そのときに出る余熱対策についても、こういっ

た企業展開があるんではないか、こういうことも協議をしていたはずです。ですけれど

も、今その時点でそういったプランニングについては、全くというほど説明されていま

せん。

　　そういう部分を見ると、基幹産業は農業と言いながら、子育て支援で一定の人口増、

あるいは人口減を食いとめられている。あるいは今後のＣＣＲＣの中で、人口減をさら

に食いとめる、あるいはできれば微増させたいという意向で政策を進めることも重要だ

とは思いますけれども、地域の基幹産業というものが衰退をしないようというのは、常

に注意深く見る必要があるというふうに思っています。そういった部分についての決意

があれば、最後の部分についての答弁としてお聞きをしたいというふうに思います。よ

ろしくお願いします。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　要綱職員の給与の関係でということでありますけれども、いわゆる

町内の実態調査ということのお話でございますが、やはり一般事務補助職員と、例えば

そういったくくりでいったときに、なかなか町内的にそういったある程度の人数以上の

いわゆる一般事務職員の臨時職員を抱えている業種というのが、非常に限られるという

ことがございます。町内にもいろいろな事業所がございますけれども、やはり同じ臨時

職員という立場であっても、いわゆるデスクに座って単なる一般事務をしている方もい

らっしゃいますけれども、中には現場も含めてあらゆる仕事をされている、そういった

職員もいらっしゃいますので、それを全部一緒くたにして、要綱職員というくくりだけ

で調査をすること自体が、いろいろと数字上に問題、あるいは内容に十分な把握ができ

るかということについては、ちょっと若干私も心配するところがございますが、ただ委

員おっしゃるように、同じような形態でその業務を行っているところもございますので、

これはあくまでも民間の事務所の内容でございますので、調査といっても協力をいただ

くということが前提になってまいりますけれども、その辺は今後ちょっと検討してまい

りたいなというふうに思っております。

　　ただ、いずれにいたしましても町内のそういった一般事務の臨時職員の方々の給与実

態をどこまで把握できるかというのはありますけれども、いわゆる役場よりも上だから、

そこにまた引き上げるということにも一長一短にはそうはいかないなと思っていますの

で、その辺の実態調査も含めて、その状況調査も含めて、あわせてこれから検討させて

いただいて、また判断をしていきたいというふうに考えております。

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。
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○竹中　貢町長　移住者のために政策を打って、町民のという話しありますけれども、移

住者が来るというのは町民が豊かさなり、それなりの魅力があった生き方をしていなけ

れば、移住者は基本的には来ないだろうというふうに思います。それには、日ごろのさ

まざまなサービスが一定の形で行き届いていて、移住者もここの町に来て、地元のひと

かたとさまざまな形で接点を持っているわけであります。お互いに刺激をし合ったり、

最近であれば自分たちで映画会を開いたりしたりしながら、地域の住民の一員としてま

ちづくりに参加をしてきているということでありますし、たまたま移住者のいろんな働

きかけというのは、外向けの仕事になるわけです。

　　町民に向かって移住者、移住者ということになりませんから、外向けの仕事になりま

すので、そういった意味では目立って、何かそこばかりのように取り上げるという感じ

がしますけれども、基本的にはこの町の子供からお年寄りがどのように豊かさを実感で

きるか、ここが僕は政策の一番肝心なところだということであります。そこをやった上

で、こういった町だけれども、共鳴共感をしてくれる人だったら、どうぞおいでくださ

いという流れの対応でありますし、そしてもう一つは、やっぱりいろんな人方が古い人

もいてもいい、ここに根っからの人もいてもいい、それから新しい人もいてもいい、さ

まざまな人が僕はいて初めてこの町の中に元気、活気をお互いに刺激し合うという関係

ができるんだろうというふうに思います。

　　決して、ここに今までいる人をないがしろにするなんていうことではなくて、むしろ

そこがしっかりよくなければ、移住者は来ないというふうに考えて、そういう前提での

いわゆる政策について、進めているということをご理解いただきたいと思います。

　　それから、まちづくりの支援の関係でありますけれども、少なくても国のほうの指導

としては議会の議決、あるいは予算化というのが、これがもう前提にあるということで

の指導が受けてきておりますので、そういった意味で予算についてはご理解いただいた

上で、あとは今懸念されるようなことが、決して無理して何もないのにやるんだという

ことでは、僕は一つもそんなことは考えておりません。

　　つくられて、あるいは受け皿がなければ全面的に見直しするということも、これはも

うやむを得ないことだというふうに思っておりますので、ただこの生涯活躍のまちとい

うのは、これはいろんな意味でこれからこの町にとって、次の段階のステップとして必

要なことだろうなと、こんなふうには思ってはおりますので、その辺の理解を得る努力、

具体的な内容については、場合によっては動き出してからいろんなことが見えてくると

いうのも、たくさんあるだろうというふうに思っております。

　　したがって、今これに参加するひとかたも営利を目的として、そこだけが判断基準と
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すると、そう賛同は得られないだろうなというふうに思います。非営利的な要素という

のはかなりいろいろありますのでというふうに思いますし、それから会社にしてもいろ

んなところが参画をして、一定のところだけを株主でどうこうということではないだろ

うと思います。いろんなところでの縛りなり、あるいは制約があって、全体の合意形成

をしながら物事を進めていかなければならないと、こういうような体制になっていかな

ければならないというふうに思っておりますので、その辺についてもご理解をいただけ

ればなというふうに思います。

　　それから、バイオマスの関係でありますけれども、実は排熱についてもずっと検討は

して、いろんなところに調査なんかしているんです。ただ、そう簡単にこの町で収益性

の上がるものが何なのかというのは、まだ具体的にそこまで見えるところまでいってお

りませんけれども、農協、町、担当者がいろんなところでやっています。

　　最近であれば、道の駅ができるとすれば、道の駅に合ったような何かそんなこともで

きないかというふうに出ていますけれども、そう簡単にすぐこれだということを今段階

で提案する状況にはないということでありますが、先進的な事例を見て、それから北海

道の冬期間の寒冷状況だとかという気候風土も含めて、どんなことがそこで展開できる

のかというのが、本当に必死になって今、考えているということでありますので、この

件についてもご理解いただければなと、そんなふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　暫時休憩します。

（午前１０時４７分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　会議を開きます。

（午前１０時４９分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　おっしゃったとおり、そういった運営体制がなければ、そもそもそれを

想定して今やっていることでありますので、事業の執行については、その段階ではそれ

ができるまでは慎重を期していくということで、改めて議会に意見を求めたいというふ

うに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　佐々木委員。

○２番（佐々木　守委員）　一定程度の理解を得られたというふうに思っています。ただ、

職員給与に関しては、現実にＪＡに動いていくという実態があるということを重視して

くださいということを言っているんです。つまり、それは臨時職員とはいえ、何回か勤
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務を重ねていただければスキルがつくんです。そういうスキル、やっぱり生かしていく

ということが必要だと僕は認識するんです。そういうのが雇用条件の違いによって異動

があるということは、そういうことが主な理由だと、僕自身は何人かから聞いているん

です。

　　そういう実態を踏まえて、この問題についてお話をしているということを踏まえて、

町内の実情がその辺にあるんであれば、今の水準では十分な人員確保も難しいだろうし、

当然それは早い時点で今度は見直しをして、こういう高水準で応募をしますという、公

募をかけるところからやらなきゃいけないわけなんですから、だからこういった問題は

当初予算という形の中で、あるいはできれば12 月程度にやられるというのが僕はいい

なと思ったんだけれども、なかなかこの時期になった。

　　そういうことで、もう一度お聞きします。基本的には、この臨時職員給与というのは、

いろいろ職務実態に違いがあるということも踏まえて、町内の賃金水準というものを一

定程度考慮して、単価を決めていく必要があると私は思っています。その上で、十勝管

内の給与水準の基準というか、平均値なども参考にすることは構わない。ただ、基本は

町内の給与実態を基本とすべきだと考えますが、そういったことを含めてもう一度今は

見直しの段階にあるわけですから、まだ時間もありますので、そういうことも含めて見

直しをするお考えがないかどうか、これだけ最後にお聞きをしたいというふうに思いま

す。

　　２点目については、今、町長からこの包括プロジェクト事業に関しては、まちづくり

株式会社というものが確定をしない限り予算の執行はしないと。その中で、今後の変化

の中では、さらに見直し等も起こり得ることがあるというような答弁をいただいたので、

そういうことを含めて、これについては理解をしたいというふうに思います。

　　答弁お願いしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　給与の町内的な状況調査ということを踏まえてというようなご意見

かと思いますけれども、当然その辺は先ほど申し上げたとおり、協力を得た形で情報を

できる限り収集はしたいと思いますけれども、必ずしも役場の職員の給与を高いところ

にあわせるということではないと思いますので、その辺のところは各事業所さんのいろ

んな方針、あるいは事業内容に基づいて給与決定されていると思いますから、それを

云々私どもも申し上げるわけにもいきませんし、我々としてはこういった自治体の職員

という、そういった先ほども申し上げたとおり、事務等々が同様の仕事をされている

方々の給与実態がどうなのかということも、これは十分踏まえなければならないという
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ふうに思っています。

　　ただ、あえて委員さんのほうからＪＡのお話がございました。私どもも概略、どの程

度違うかということはお聞きをしておりますけれども、ただそのことをストレートにも

しうちの職員に当てはめるとすれば、非常に職員の数も多いこともご承知かと思います

けれども、相当大きな財政必要になってまいります。

　　今回の見直しの中におきましても、一定程度、今数字は細かくは申し上げられません

が、引き上げによる予算増というのが当然必要になってまいりますので、そのことがこ

ういった条件というのはやはり上げたり、下げたりというふうにいきませんので、一度

上げればある程度そういった水準を維持するというのも、当然のことになってまいりま

すので、そういった中長期的な財政的な見方からも、そういった人件費のあり方という

のは当然我々も考えていかなきゃなんないということもありますので、そういうことを

踏まえて、委員のおっしゃることも十分理解はしておりますけれども、そういったさま

ざまな見地から考えさせていただいて、今後もできる限り職員の勤務条件、あるいは給

与の改善については、検討してまいりたいというふうに思っております。

○委員長（中村保嗣委員長）　町長の答弁はよろしいですね。

　　そのほか、質疑ございますか。

　　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　町長だろうなと思うんですけれども、今年度から国の法律が変

わって、農業委員会に関する法律が変わり、この農業委員の今までは公選、もしくは推

薦方式から、今度は町長の任命方式に変わるという方向にあり得ます。

　　それで、各地域においてどんな方法でこの農業委員会というのは13 名というふうな、

町長のほうでどういうふうに考えるかわかりませんけれども、ぼつぼつ繁忙期にも入っ

てまいりますので、６月が改選期に当たるのかなと思いますが、やはりそういう中で各

地域においては、方法論、選抜法、町長がどういう任命方式をとってくるんだろうと、

そういう話もちらほら聞かれております。

　　ですから、その辺は今度は新しい形、今年度からは農業委員会の局長が多分決裁権と

会長からそういうものが移行されるのかなと思いますし、非常に今後農地の流動化も町

内においてもかなり手厳しいものが出てくるということがあるので、その辺を町長の考

え方を伺いたいというのが１点です。

　　それから、もう一つは昨年度農地流動化対策協議会というのが立ち上がりました。こ

こに副町長いますけれども、副会長ということであります。会長は農協の専務というこ

とありますけれども、そういう中で今後、特に北居辺周辺含めた中の一等地といわれる
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ところが、後継者が極めて少ないという問題が起きてきておりますし、また上士幌町内

においては農地が一番高い地域でもあるということがあります。

　　そういうところで、農地の流動化を図る時点では、町を挙げてこれをやっていかなき

ゃなんないだろうと、当然農協あたりも今、ナイタイ高原は指定管理者制度にのって農

協が運営をなされているわけですけれども、その辺の絡みを含めて、町内においては酪

農家の慢性的な飼料不足、経費に占める比率が大体50 ％から60 ％といわれておりま

す。そういう関連からしてみると、農地の流動化を町内に図って、その畑作との関係の

中で、畑作農地を借りながらデントコーンの作付、もしくはその飼料作物つくっていく

ということあります。

　　今年度から農協の中では、その対策費として畑作農家にも支援対策をしていきたいと

いう話も出ておりますし、今後行政としても、酪農の飼料対策として畑作の農地を借り

て、安定した飼料供給をやっていくという形の中で、行政も考え方があるのかどうか伺

います。これ２点目。

　　もう一つ、３点目ですけれども、先ほどから出ております総合戦略の中の生涯学習の

まちの包括プロジェクト、この中で株式会社まちづくりというものが出ております。私

は、たしか前回の説明の中で行政の中の株ですか、出資金というのは25 ％と記憶して

いる、間違っていたら言っていただきたいと思いますが、それでそのほかにＪＡですと

か、銀行、商工関係、あらゆるものをつくって一つのまちづくり株式会社をつくってい

きたいんだということでありますが、問題は本来行政の立場とすれば、民間の手の届か

んところを行政がサポートしていくというのが、本来行政のあるべき姿ではないかと、

私は考えております。

　　そうなってくると、25 ％とこの出資、株が25 ％であったら、その責任感も25 ％

なのかと。当然、株式会社ですから50 ％を超えるものが社長になり、その実行権を有

しているという形になるのが本来の姿であると。やはり責任の問題でありますけれども、

行政は25 であれば、今までだったら行政がきちっとやれば行政の責任においてあった

んですけれども、まちづくり株式会社になってきて、その民間の株式会社ですから、株

式会社というのはご存じのとおり利潤をある程度追及していくところであります。ＮＰ

Ｏとかボランティア団体とか、そういう関係とはちょっと違うかなというふうに考えま

すけれども、その辺の責任分野は行政はどうしていくのかと。

　　もう一つ言えば、本来であれば行政の町の各課職員の中においても企画能力とかそう

いうものが、本来は町民の声を聞きながら立ち上げていくというのが、本来の行政の姿

であって、そういうところを町の包括プロジェクトとか、そういうものを立ち上げるた
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めに、行政の職員が努力をしているということは悪いわけではありません。しかしなが

ら、言ってみればそっちのまちづくり株式会社、それから国のほうだとかということを

率先することに、やることによっての本来の行政の職員のあり方、企画能力のあり方と

いうのが薄れていくような心配があるわけですけれども、その辺の考え方はどう考えて

おるのか。この３点についてお願いしたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１１時０２分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時１３分）

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

○委員長（中村保嗣委員長）　先ほど山本弘一委員のほうから、３件ほど質疑がございま

したので、それの答弁をお願いいたします。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　初めに、農業委員の関係でのお話でございますが、ご承知のとおり

昨年８月に農業委員会等に関する法律が改正をされたと。これは委員十分ご承知のこと

と思いますけれども、そういった中でこれまでの選挙のやり方ではなくて、選挙制から

いわゆる市町村長の選任性に変わったということでございますけれども、具体的にはそ

れぞれ個人からの推薦、あるいは法人または団体からの推薦、さらに今は一般募集とい

うことでの形になるわけでございまして、そういう意味ではこれまでのやり方と随分変

わるという部分は出てくるわけでございますけれども、ご承知のとおり委員定数につい

ては、これまで同様13 名ということで定数を決めておりまして、これまでの状況を十

分踏まえた上でそういった推薦、あるいは団体からの、あるいは法人からの推薦という

ことも行われるのかなというふうに期待を、期待といいますか、そういったふうになっ

ていくのではないかというふうに思っているところでありまして、行政のほうでいわゆ

る地区別に何人とか、そういった振り分け当然できませんので、あくまでもそういった

推薦並びに一般応募ということになってまいりますので、そういうことでご承知をいた

だきたいなというふうに思いまして、既に今度の広報でこの推薦に関する関係で、もう

記事になっておりますけれども、これからそういったことで町のほうにも、町民のほう

にもそういったお知らせ、内容等が周知をされるということになっておりますので、そ

ういうことでもご承知をいただければというふうに思っております。
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　　それと、農地流動化の関係でのお話、これも山本委員、対策協議会のメンバーという

ことで、内容についてはご承知のことかと思いますけれども、前回も農業委員会の局長

からも若干ご説明あったこともありますけれども、今、各委員さんがメンバーの方が具

体的には北居辺地区のほうに入られて、それぞれ聞き取り調査等を行っております。

　　大変ご苦労されてそういった調査業務を行っておりますけれども、その中でいろんな

課題が見えてきたところでありまして、協議会としては今その辺の検討課題の整理を行

っているということでありますから、その整理をした上で、じゃどういった対策なり事

業が必要かということも、これからまた見えてくるのかなと思っておりますから、そう

いった中でＪＡの果たす役割もあろうかと思いますし、行政の果たす役割もあろうかと

思いますので、その対策協議会の中で十分そういった調査結果を踏まえた今後の取り組

みについては、行政としてやるべきことがあれば、対応してまいりたいというふうに考

えておるところでございます。

　　また、まちづくり会社の関係でのお話もございました。25 ％以下ということであり

ますけれども、これはまさにご承知のとおり、全国にはたくさんの行政が出資をした、

いわゆる第三セクターという組織がございますけれども、ご承知のとおり大半がなかな

か事業としてはうまくいっていないというのがございます。

　　それはどうしても行政主導になってまいりますと、さまざまな部分でスピード感の問

題もありますし、コスト意識の問題も含めてありますけれども、なかなか思うように事

業としては成功事例が少ないというのが今の実態でございまして、あえて今回のまちづ

くり会社については25 ％以下に抑えることで、行政主導から民間主導の会社として動

けないかということが基本になっておりますので、そういったことをこれから基本にし

ながら、会社の設立に当たっても十分検討してまいりたいな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（中村保嗣委員長）　山本弘一委員。

○８番（山本弘一委員）　１点目の話は、今後設定をしていくということで了解しました。

　　２点目の対策協議会の中、問題は今後この流動化対策協議会の中で農地を取得、もし

くはそういうことになってくると、個人で取得できる農地については大きな問題もない

と、中には効果部門とか、節税対策はどうなっているんだという話も出ておりますけれ

ども、問題はこの状況によっては、買い手のない農地というのが考えられないわけでも

ない。そうなったときに、先ほど私が申し上げたように、指定管理者の農協がナイタイ

高原牧場で運営しているわけでありまして、この農地流動化基金というのが3,000万
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少々あります。

　　こういう基金も活用しながら、理由としては酪農家の飼料確保だということは十分成

り立つと思いますし、その辺をＪＡあたりと相談しながら、万が一買い手のない農地を

どう町内にストックしていくんだということを考えたときに、そのような話し合いもや

っぱり農地流動化基金の細やかな買い手、もしくは一般財源でも対応できるのか、その

辺も含めた中、農協との調整が必要になるかと思いますけれども、その辺の考え方を伺

いたいと思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　先ほど申し上げましたとおり、今いろんな課題なり、それぞれ農家

さんのそれぞれ個人の方々のまたお考えや事情もあるということも、今見えてきている

ところでございますので、その上でこれからまた作業を進むものと思いますけれども、

委員ご指摘があったように、結果として買い手のない農地が出てきたときにどうするの

かというような、そういったご質問なのかと思いますけれども、その辺は当然、そうい

った農地がどういった環境におかれている農地なのかということも含めてございますし、

あと牧場経営の面からすると、当然、いわゆるコストのかかるようなところであれば、

なかなか難しい面もありますし、一方で非常に農地として優良な、そういった飼料も確

保できるといったようなことが、もしそういうことであれば、場合によってはそういっ

た牧場も飼料用地として確保するということも、考え方としてはあると思いますので、

そういったことがまた見えてきた段階で、改めて十分このことは内部的にも協議をさせ

ていただきますけれども、議会とも相談をさせていただいて、そういった基金の活用も

含めた対応をしてまいりたいというふうに思います。

○委員長（中村保嗣委員長）　そのほか総括質疑ございませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに質疑がございませんので、町事理者に対する総括質

疑を終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。

　　以上で、議案第14 号から議案第19 号までの平成29 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 14 号上士幌町一般会計予算に対する討論を行います。
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　　討論ございますか。

　　討論がありますので、これより討論を行います。

　　先に本案に対する反対の討論を行います。

　　 10 番、山本和子委員。

○１０番（山本和子委員）　平成29 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。

　　今の安倍政権はどこに進むのだろうかと、日本の国民を置き去りにするアメリカ第一

主義に突っ走っています。私たち町民の暮らしや生活が大変なのは、このような国の政

治が真に町民に向いていないからです。直接町民の生活や暮らしを守る立場にある町政

は、国の言うとおりの政策を実行するのではなく、国そのものの政治を町民を守る立場

になるようにさまざま要望し、時にはきちんと批判もすること、大事です。その立場に

立ち切れていないと判断し、３点にわたり反対いたします。

　　１点目、まちづくりの問題です。

　　国は人口減少で町は消滅と危機感をあおり、しきりに地方創生という言葉を使い、地

方創生関連事業で頑張っている自治体にはさまざまな支援を行っています。上士幌町は

その先端を走っているのではないかと判断いたします。さまざまな交付金や補助金を受

けてまちづくりを進めることも大事ですが、その中心は町民です。しかし、町民の十分

な理解がないまま進んでいくのではないかと心配しているところです。

　　町民が生涯元気で生き続けるまちづくりは誰もが賛成するところですが、今進めよう

としている委託事業先の仮称まちづくり会社による生涯活躍のまちは、まだまだ先が見

えない中、また平成28 年度の委託事業による調査結果も出ない中、平成29 年度には

新事業2,000万円の委託事業費が組まれています。もっと慎重に町民の理解のもとに検

討するべきと思います。

　　２点目、財政面での問題です。

　　国の地方創生関連事業による各種交付金や補助金をフルに活用するために、事業を組

んでいるように思います。100％国のお金ですので財政的には有利ですが、その積算根

拠は国の基準どおりできちんと根拠があるのか、事業の裏づけになるのかも把握できか

ねます。ふるさと納税金の問題ですが、指定寄附金や夢基金による事業が進み、各種施

策が実現できています。しかし、町民への浸透は不十分ですし、ふるさと納税金の活用

はもっと丁寧にするべきです。また、過度な競争にならないように配慮するべきと思い

ます。

　　全体的な問題では、基金は一般会計、平成 28 年度末では前年比約３億円多い、約
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75 億円になる見込みです。ふるさと納税金に頼り過ぎないように、また弱者対策を十

分考慮して基金の活用を図るべきです。

　　３点目、平和の問題です。

　　自衛隊は昨今の自然災害等に日夜全力で従事しており、必要性も感じるところです。

しかし、一昨年強行された安全保障法制、通称戦争法と呼んでいますが、南スーダンに

派遣された自衛隊に新たな駆けつけ警護の任務が課せられました。政府はしきりに南ス

ーダンでは戦闘は起きていないと言い続けてきましたが、つい最近日報に戦車や迫撃砲

を使用した激しい戦闘が起きていたことが記されていることがわかりました。この南ス

ーダンに５月から帯広の第５旅団が派遣される予定です。ますます憲法違反となる自衛

隊の今の自衛隊のあり方に反対いたします。自衛隊協力会の補助金を含むため反対いた

します。

　　以上、反対討論といたします。

○委員長（中村保嗣委員長）　次に、本案に対する賛成の討論を行います。

　　早坂委員。

○７番（早坂清光委員）　私は２日間にわたり慎重審議されました平成29 年度一般会計

予算に賛成する立場で討論を行います。

　　審議をいたしました今回の当初予算は、３月に町長選挙を控える中で編成された骨格

予算ではありますが、この１年の町民生活全般にかかわる事務事業費と、まちづくりを

進めていく上での幅広い施策が盛り込まれた総額61 億8,773万1,000円とした予算で

あります。

　　収入である歳入においては、町の自主財源である町民税や固定資産税などの町税が歳

入全体の10 ％前後という状況下で、これまでも財源の多くを国からの地方交付税に依

存し、なお不足する財源を非常時に備えた各種の積立基金から繰り入れ、なおかつ借金

である地方債などにより予算編成が行われてきているところであります。

　　平成29 年度も、地方交付税がさらに減少するという見通しの中で、厳しい財政状況

下での予算編成であったと思います。こうした状況下にありながら、町民の皆様に新た

に負担増を求めることなく、歳出である事務事業では、その緊急性や優先度などを熟慮

され、子育て、教育、福祉、医療、介護、産業振興、住宅を初めとする生活環境など各

分野の事務事業に配慮された予算編成になっているというふうに思います。

　　特に、29 年度は懸案でありました生涯学習センターについては、外構工事を残して

おりますが、改築を終え、オープンすることとなります。果たすべき役割と機能が十分

に発揮されるよう万全な管理運営を期待するところであります。
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　　また、全国各地の多数の皆様からふるさと納税としてご寄附をいただきました貴重な

財源は、医療、福祉や農業など、その指定をされた趣旨に沿って各事業に有意義に活用

が図られています。特に子育てや教育の指定寄附、指定のなかった一般寄附については、

ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金として一旦積み立てた後、認定こども園の保育

料無料化など子育て、教育を支援する予算として、めり張りと創意工夫もされた予算に

なっているというふうに思います。

　　次に、各積立基金につきましては最小限の取り崩しとし、今後の予期しない緊急対応

に備えるとともに、公共施設再整備や道の駅など、懸案事業の取り組みに向け備えられ

ているというふうに思います。

　　以上、私の賛成理由を申し上げましたが、この予算を執行されるに当たり、以下３点

について十分な対応を要請いたします。

　　１点目は、これまでの議会での予算を初めとする審議経過を尊重されますとともに、

町民の皆様の声に真摯に対応いただき、予算執行に当たっていただきたいと思います。

　　２点目は、１点目と関連いたしますが、生涯活躍のまち上士幌創生包括プロジェクト

事業についてであります。審議の中で議論されたとおり、これら一連事業の執行に向け

ましては、慎重、丁寧な対応を求めたいと思います。

　　３点目は、昨年、町では職員による大変に残念な不祥事が発生しました。理事者から

は今後の再発防止策についてお聞きしていますが、万全の対策を重ねて強く求めたいと

思います。また、限られた予算の中で最大の効果を上げられるよう、適正かつ効率的な

予算執行を切望いたします。

　　以上、要請も含め私の賛成討論とさせていただきます。

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ほかに討論がありませんので、これをもって議案第14 号

に対する討論を終結いたします。

　　これより議案第 14 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行いますが、起立しない委員は反対とみなします。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○委員長（中村保嗣委員長）　起立多数であります。

　　よって、議案第 14 号は原案可決すべきものと決定いたしました。
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　　次に、議案第 15 号上士幌町国民健康保険特別会計予算に対する討論を行います。

　　討論ございますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　議案第 15 号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 15 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 16 号上士幌町後期高齢者医療特別会計予算に対する討論を行います。

　　討論ございますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　議案第 16 号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 16 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 17 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（中村保嗣委員長）　討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　議案第 17 号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 17 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 18 号上士幌町水道事業特別会計予算に対する討論を行います。

　　討論ございますか。

（「なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。
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　　議案第 18 号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 18 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 19 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（中村保嗣委員長）　討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　議案第 19 号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 19 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３日の本会議において報告

するものであります。

　　ここで、お諮りいたします。

　　付託事件審査報告の委員長報告は、正副委員長にご一任いただくことにご異議ありま

せんか。

（「異議なし」の声）

○委員長（中村保嗣委員長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、付託事件審査報告の委員長報告は、正副委員長に一任することに決定いたし

ました。

　　以上で、本特別委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。

　　委員の皆さんのご協力によりまして、無事に委員会を終了することができました。ご

協力に対しまして、心より厚く御礼申し上げます。

　　以上で、本特別委員会を閉会いたします。

（午前１１時３７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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