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（午前 ９時００分） 

○船戸竜一議会事務局長 ただいまより第１回予算審査特別委員会を開催いたします。 

  初めに、佐藤委員長よりご挨拶を申し上げます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 皆さん、おはようございます。 

  このたび、平成30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が、ふなれでありますので、審議に当たりましては委員の皆さん

のご協力によりましてスムーズな審査をお願いしたいと思っております。 

  また、私ごとで大変恐縮でありますが、今、両耳を治療中でございますので、ちょっ

と聞こえない部分がありますので、先ほど局長からも申し上げましたが、発言の際には

できるだけマイクを近くに寄せてお願いしたいと思います。 

  それでは、審議に当たりましてお願いを申し上げます。審議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ますようお願いいたしま

す。質疑の過程で微妙な部分もあろうかとは存じますが、ご協力をお願いいたします。 

  それでは、ただいまより第１回予算審査特別委員会を開会いたします。 

  初めに、本日の委員会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。 

  本日の委員会傍聴の取り扱いについて、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（佐藤 曻委員長） 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。 

  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条の規定により本特別委員会に出席を求めております。したがいまして、

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

願います。 

  次に、会議録署名委員の指名方法についてお諮りいたします。 

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

ので、この会議記録の署名委員を会議規則第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。 
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（「異議なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） ご異議なしと認めます。 

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

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。６番、中島卓蔵委員、

８番、山本弘一委員。 

  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６番、中島卓蔵委員、８番、山本弘一委員

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（佐藤 曻委員長） 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６番、中島卓蔵委員、８番、山本弘一委員

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、一般会計予算は款ご

とに、５特別会計予算は各会計の歳入歳出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の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（佐藤 曻委員長） 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の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30年３月６日に付託されました議案第19号から議案第24号までの

平成30年度上士幌町一般会計予算及び５特別会計予算の６案を一括して議題といたしま

す。 
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  平成30年度各会計予算の提案説明は３月６日の議会本会議において行われております

ので、これを省略いたします。 

  それでは、議案第19号平成30年度上士幌町一般会計予算から質疑に入ります。 

  初めに、歳出の事項別明細書から質疑を行います。 

  歳出は款ごとに行うことになっておりますので、委員各位のご理解をお願いいたしま

す。 

  なお、総務費及び教育費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。歳出の議会費は、36ページから37ページまで質疑を

行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 質疑なしと認めます。 

  次に、総務費に入りますが、総務費は、総務管理費の６目企画費までと、17目ふるさ

と納税・子育て少子化対策夢基金費までに区切り、その後、徴税費を行います。総務費

は37ページから57ページまで質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

  10番、山本委員。 

○１０番（山本和子委員） ページ数40ページの国民保護協議会経費について質問いたし

ます。 

  平成29年度の開催状況と、それから30年度の予定について質問いたします。さらに、

30年度につきましては、全国瞬時警報システム工事が、新たに結構大きな500万円以上

の金額で委託されて工事しますが、その内容について質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 大塚主査。 

○大塚利晃総務課主査 ただいまのご質問につきましてお答えしたいと思います。 

  平成29年度の開催状況と平成30年度の予定につきましては、29年度につきましては開

催のほうはしてございません。現在、上士幌町の国民保護計画の一部改定作業をしてお

りますので、平成30年度につきましては国民保護協議会の会議のほうを開催する予定と

なっております。 

  それと、全国瞬時警報システムの更新工事の内容につきましてですけれども、消防庁

のほうで、平成26年度に特別警報、平成27年度に噴火速報を配信情報として追加のほう

をしてございます。機能拡張を消防庁のほうでは随時行っているところなんですが、受
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信機のほうのハードウエアの使用につきましては、平成22年度以降更新されていない状

況にあります。現在のソフトウエアでは、機能拡張に伴いまして判断すべき情報の項目

が増加しているため、大規模な実施等の処理する情報量が膨大なものにつきましては、

処理時間の遅延等が考えられることと、今後配信情報を追加した場合、処理能力や容量

が不足するおそれがありますので、新型受信機への更新を今回行うことで計上させてい

ただいております。 

  工事につきましては、新型受信機への更新と、それに伴う自動起動装置がございまし

て、そちらのほうの更新の工事となりまして、金額のほうが585万4,000円という金額と

なっております。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） そうしますと、国民保護協議会経費についてはわかりました。 

  既に今ある警報のシステムを、さらに情報がふえたりすることもあるので更新すると

いうことだと思うんですが、例えば前回の北朝鮮のときの鳴った警報、あれと同じこと

なのか、あれの警報、消防で余り警報が鳴ったことは余りないと思うんですけれども、

消防というのはサイレンじゃなくて、あれはまた別なシステムだと思うんです。その関

係なのか、何となく、それをかなり整備して情報を入れるということは、この間みたい

なことがあったときに、しょっちゅうというか、流されては逆に混乱するのではないか

と。その情報の項目がふえるという、その情報の項目というのはどういうものなのか、

新たに示されているのであればお願いいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 大塚主査。 

○大塚利晃総務課主査 この全国瞬時警報システムで受信する項目につきましては、まず、

国民保護情報の部分では、ゲリラ・特殊部隊攻撃情報、あわせて航空攻撃情報、弾道ミ

サイルに関する情報、大規模テロ情報、その情報が発信された場合に、うちの町のほう

としては受信をして、警報が鳴るようになりまして、外部に役場庁舎にスピーカーが設

置されておりますので、そちらのほうで警報の放送が流れるシステムになっています。 

  それとあわせて、今度は緊急地震速報のほうも、推定震度が４、５弱、５強、６弱、

６強、７の部分もあわせて同じように受信をしまして、外部放送で流れるような形にな

ります。 

  あと、火山情報のほうも、避難準備とかレベル１からレベル５の情報が入り次第、同

じように庁舎で受信をしまして、外部のほうのスピーカーから流れる形になっています。 

  あと、気象情報も流れるようになっておりまして、土砂災害警戒情報、記録的短時間
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大雨情報、竜巻注意情報、特別警報が、大雨の単独とそれ以外の特別警報が出た場合に、

Ｊ－アラートのほうで受信をしまして、外部スピーカーで流れるような、この項目の部

分だけ、ほかの細かいものについては受信はしないんですが、この大きな部分につきま

しては受信次第スピーカーで流れるような形になります。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 地震とか、ここは火山の影響は多分ないと思うんですが、そ

ういう気象情報については、緊急の場合にはそれは必要なこともあると思うんですが、

先ほど言った特殊攻撃、弾道ミサイルとかも加わると、かなり夜中でも何でも受信した

ら即流れるわけですね。その辺については、それを除くわけにはいかないと思うんです

が、逆にこの間も、鳴ったときにはもう既に上空を飛んでどこかへ行ったと。それから、

学校では机の下に隠れたとかそういうこともありますので、受信して流すことは、それ

はこちらでとめることはできないと思うんです。それについての対応として、過度な恐

怖をあおったり、そういうことはしないように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（佐藤 曻委員長） 大塚主査。 

○大塚利晃総務課主査 この国民保護のほうのミサイル攻撃等とかにつきましては、まず

消防庁のほうも、まず最初に、今回流れた場合は北海道のほうの上空を飛ぶという形の

もので、やはり情報が出てきますので、それについてはこちらのほうでも受信をして、

情報提供というか、その辺のところはしなくてはならないと思うんですけれども、消防

庁のほうでも、過度にもうこちらのほう、北海道の上空とか飛ばない場合は、判断をし

て、情報を流さないで対応もしておりますので、その辺はうちの町のほうも連動して対

応をしていかなくてはならないと考えております。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ほかに。 

  ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 41ページの事務補助職員経費という項目で質問させていただき

ますけれども、この予算に盛られている賃金等の人員というのは何名分なのかというこ

とと、30年度当初に各職場に補助職員を配置しようとする部分で、その人数が全員採用

予定ということに現時点でなっているのかどうかということ。 

  それから、もう一点は、30年度の採用する事務職員について、処遇改善等の措置が何

らかの形であるのかどうか。 
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  ３点についてお伺いします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 遠藤主査。 

○遠藤裕司総務課主査 この事務補助職員の経費につきましては52名分を計上しておりま

す。現在、いわゆる30年度４月からの欠員と言われる部分につきましては、事務補助職

員については１名という形になっております。 

  処遇改善の部分につきましては、月額単価を増加させるということで予算措置させて

いただいております。 

  以上になります。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） すみません、確認なんですが、ページ数は何ページまで今質

問したらいいのか確認。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 今回は57ページまでです。 

○１０番（山本和子委員） わかりました。 

  次に、42ページの地域おこし協力隊経費について質問いたします。 

  30年度は当初で12名分予想、予定しているそうなんですが、この資料の中では、在任

中の協力隊員、それから３月31日で切れる方がいますので、これ数を言いますと８人に

なるんですが、どういうところに配置するのかと、それから、そこの協力隊員が抜けた

場合に、その体制とか仕事をどんなふうにこれから進めていくのか、その点について質

問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 では、ただいまの質問についてお答えいたします。 

  資料に基づきまして、在任の協力隊員ですけれども、24番から34番で11名という形に

なっております。その中で、29年度で退職するのが２名というふうになっております。 

  それで、実際なんですけれども、予算当初では12名という形で要求しておりましたけ

れども、この在任中の協力隊の中で、既に１名退任になった部分もございますので、実

際のところ、新たに採用する人数も含めて現在11名の４月からの協力隊という形で考え

ているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） この資料を見ますと、11人のうち上から３人が30年12月30日、

間違えました。そうですね、２人ですね。２人減になって11名と。 

  それから、この抜けたところについて、新たに今たしか増員する、増員というか新た
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に募集しているところもあると思うんですが、実際には新たにそこに配置されないとこ

ろもあると思うんですが、その点についてどんなふうにするのか、その仕事はなくてい

いとするのか、そこの担当の職で補い合うのか、その点について質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 不在のところなんですけれども、今回抜けた部分については、

新たに募集を現在進めているところでございますので、抜けた部分については新たに協

力隊員を配置して、同じような形で業務を推進していただく予定でございます。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 先ほど早坂委員が質問した事務補助職員の関係ですけれども、

先ほどの答弁で、１名まだ決まっていない。昨年も１名決まらずに過ぎてしまったと。

昨年そういうことであれば、ことしは間違いなくこれから募集があるという考え方をす

るのか、今人手不足ということが非常に言われているわけですから、そういうことのな

いような対策をとるということが必要だというふうに思うんですけれども、一つは月額

報酬を上げるというのは、４月１日から一つ月額報酬を上げる形で募集をしているのか

どうかということと、もう一つは、そういう心配がないというふうに考えて進めている

のかどうかということについてお聞きをしたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 遠藤主査。 

○遠藤裕司総務課主査 募集につきましては、募集時点において月額アップということで

公募をさせていただいておりました。 

  今回１名の欠員という形になりましたのは、３月に入りまして継続された職員が退職

したいという申し出があったことから、急遽その対応で募集すると。今後これから、現

時点も募集しているんですけれども、継続していきたいというふうに考えております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） そういうことであれば、十分充足はできるという判断だとい

うふうに理解をしていいのかどうか。 

  今の雇用状況というのを見れば、大変どの業界も、特に１次産業、あるいは土木関係

というのは非常に厳しいというふうに言われていますけれども、むしろ今までは役場の

地元の職員になるというのは結構応募が多かったと。ところが現実にはそういった類似

した職場、例えば例を挙げれば、農協などと非常に賃金格差が大きいということを僕は

聞いているわけです。 

  ですから、今回月額を見直すというのは、前年に対して何％ぐらいの見直しになるの
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かということも含めてお聞きをしたいと思いますけれども、そういった調査をちゃんと

すべきだということを昨年の当初予算の議会でも発言をさせていただいた経緯があるわ

けです。そういう、そのときの答弁は、管内の平均値というものを十分参酌をしなけれ

ばいけないという答弁をいただいたというふうに記憶をしていますけれども、やはり需

要と供給という側面から考えれば、やはり上士幌の実態を踏まえて補助職員の賃金とい

うのは定めていかなければ適正な形にならない。あるいは求める人材がきちんと埋まら

ないということになるのではないかなと。 

  そういう実態を調べた上で今回の月額の見直しというのがあるのかどうか。調査をし

たとしたら、その結果はどうであったのかということについてお聞きをしたいと思いま

す。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 杉本課長。 

○杉本 章総務課長 臨時職員の賃金の関係でございますけれども、先ほど佐々木委員の

ほうから言われました管内の調査ということで、実際にＪＡさんのほうにもお話を伺っ

て調査をしてきているところでございます。確かに役場の臨時職員の給与、賃金とはか

なりの開きがあるということは押さえてございます。 

  それから、今回の月額賃金の改定につきましては、昨年度の人事院勧告の若年齢層の

高いところの水準に合わせた月額で0.7％、額にして月額1,000円の改定ということで行

っております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 この件については、昨年も佐々木委員のほうからご質問等いただい

たように記憶をしております。 

  その際にも申し上げておりますけれども、できるだけそういった臨時職員の待遇改善

ということも考えなければならないということのご指摘もいただいておりまして、ご承

知のとおり、昨年度については、いわゆる特に中長期に勤務をされている方々について

はさらに賃金の上乗せができるように、そういった段階を新たな枠を設けて賃金のアッ

プをさせていただきました。 

  さらには、手当の関係についても0.3カ月分の上乗せということで改善をさせていた

だいたところでございますし、今年度についても、先ほど申し上げたとおり月額の賃金

アップを図るということでございます。 

  ご指摘にあるように、ＪＡさんの勤務状況も調査をさせていただきましたけれども、

今総務課長が申し上げたとおり、開きがあるということは承知をしておりますが、ただ、

私どもとしては、その一番のところに全てを合わせるということにはもちろんなりませ
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んので、やはり我々としては、同じ業務形態にあるやはり十勝管内の町村のそういった

実態とも十分比較をしながら、少なくとも今本町の待遇については低いというよりは中

以上というところに位置をしているというふうに判断をしておりますので、そういった

ことで、これからも十分そういった管内等々の同じような条件で働く方々の条件を十分

見ながら、そういった改善等を図ってまいり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（佐藤 曻委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 今の答弁で一定程度理解をするところです。ただ、私が言い

たいのは、行政のかなめというのは、やはりそこでそれを進める職員、これは正職員を

初めとして、これ事務補助職員もその要素の一つだと。そこをやはりきっちり充足をさ

せて行政を進めるという基本から、それが十分充足しないのであれば、なぜ充足しない

のかということをきちんと分析をして、これは、労働条件等一定の条件を課してでもそ

れをクリアしていくという基本的な考え方がまず必要ではないかということを僕自身は

思っているんです。 

  行政何だかんだ言っても人がやることだというふうに思いますし、中で行政が評価を

受けたり、いろいろ苦情もあるのかもしれませんけれども、評価を高めるためには、そ

こをきちんとしなければいけないというふうに考えているので、今後も、今農協と大き

な開きがあるというか、一定程度の開きがあるという答弁があったんですけれども、で

きるなら農協に行きたいという声を地元というか、私どもの周辺ではそういう話をよく

聞くわけですから、人材的にも優秀な人材がほかにどんどんとられるのではなくて、庁

舎内補助職員についても、実質長期にわたって補助職員をされておられる方もいますの

で、そういった人たちのスキルを上げるということからいっても、その辺をきちんと今

後この問題については対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 委員のおっしゃることについては十分私も理解をするところでござ

います。 

  ただ一方で、やはり何といいましても全体の行政のコストということも当然考えなけ

ればなりませんので、そういう意味では、総合的にその辺は判断をさせていただかなけ

ればならない部分があるということについてもぜひご理解をいただきたいと思いますが、

いずれにいたしましても、先ほど担当のほうからもご答弁申し上げましたけれども、新

年度、30年度については、当初はしっかりと全員を配置をできるという体制で決定して

いたわけでございますが、たまたま１人職員が、事情があって他の就職先が決まったと
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いうことで、急遽辞退ということが発生をいたしまして、それで今現在１名欠員の状態

になっているということでございますので、さらに、前回も申し上げたかもしれません

が、私自身も例年、全要綱職員、臨時職員の方々の面接を個別に実施をさせていただい

ております。その中では、職場の状況等々も含めて、必ず本人からさまざまな要望なり

等々もお聞きする機会を設けさせていただいておりますので、その辺をこれからも十分

続けながら、賃金面もそうでございますし、職場の実態等も把握をしながら対応させて

いただきたいと思っておりますので、ご理解をいただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 次に、ジャパンイノベーションチャレンジで、今回は福祉事

業の関係だと言いますけれども、今わかっている範囲でこの事業の内容についてご説明

をお願いをしたいということと、それから、自動運転バス導入事業ですけれども、これ

についても昨年と同じことをするのかどうか、まず、事業内容をお聞きをしたいと思い

ます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 ただいまの質問にお答えいたします。 

  ジャパンイノベーションチャレンジ開催事業については、昨年度まで山岳救助のロボ

ットを用いた山岳救助コンテストということで実施をしてまいりました。そして、課題

を３つ設けて山岳救助のコンテストを実施したんですけれども、昨年度まで、救助とい

うところまではいかなくても、駆けつけという救援物資を運ぶというところまでの課題

の達成は出たところであります。 

  今、この救援物資を届けるという、そこまで行っていた取り組みに関しても、複数の

チームによる成功が出たところ、これをちょっと今論文にまとめていただいて、発表と

いうのをしていく予定をしております。 

  また、その内容を踏まえて、次年度も継続してロボットコンテストのほうは続けてい

きたいと。そして、その論文に発表するということもあるんですけれども、そのあたり

も含めて、次年度はぜひ十勝管内の、今消防のほうは広域になっておりますが、広域の

消防の組合ですとか、あとは本町も防災担当のところでドローンの配置というのを行っ

ておりますけれども、十勝管内の防災担当、こちらとも一緒に、訓練というのも含めて

開催していきたいという主催者の意向を今聞いております。 

  また、ちょっとこちらはまだ新たな取り組みとして実現できるかどうかわからないん

ですが、福祉分野のロボットコンテストというのも今視野に入れて事業内容を検討して
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おります。 

  続いて、自動運転バスの導入事業につきましてですが、こちらも昨年度、役場庁舎の

周辺の公道で実施したわけなんですけれども、公道で実施するというのは非常にハード

ルが高くて、今もちろん今の現行の法律上では走ることができませんので、昨年度は公

道を封鎖して、完全に道路の要件を満たさないようにした上でこちらを走らせたんです

けれども、ぜひ次年度は実際の公道を走りたいと思っております。 

  それで、昨年度実施したバスが、実はあれはまだナンバーを取得していないタイプの

自動運転バスであります。ですので、現行法規ではあの車が公道を封鎖しないで走ると

いうことはできない状態なんです。 

  今、一つ目指しているのは、昨年も来たタイプのアルマという車両なんですけれども、

あちらのほうで実施したＳＢドライブさんにナンバーの取得をまず目指してもらうと。

それがかなえば、公道を実際に封鎖をしないであのバスで走りたいと思っております。 

  そのナンバーの取得が間に合わない場合は、実は別な通常のバスの、ナンバーを取得

をしているバスを改造したタイプの、以前大樹町で用いた車両なんですけれども、そう

いったタイプもＳＢドライブさんはお持ちなので、ナンバーの取得が間に合わない場合

は、そちらの、もうナンバーを取得しているタイプの通常のバスを改造したタイプの無

人運転バスがあるんですが、そちらでの公道での実証実験というのを今予定しておりま

す。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） わかりました。 

  一つ疑問に感じるのは、山岳救助の部分であれば、本町山岳地帯ですし、町有地も山

岳地域に膨大に持っているということからすれば、上士幌でやる意義というのはあるの

かもしれない。これはさらに一定の人員の入れ込みがあるので、町内のホテル、旅館等

を含めて一定の入り込みがあるというか、経済活動があるということで一定程度理解す

るんですけれども、この自動運転というのを町村の単位でこれほどやらなければいけな

いというのは、例えばこれがある程度、道交法でまだ自動運転は認められていませんか

ら、道がやるというレベル、あるいは国がやるレベルではないのかなということをちょ

っと心配するんです。 

  というのは、町村がやったら、それだけ本町がメリットのある形で今後対応できると

いうことが前提にあるとしなければならない。例えば、そういうものが道交法上認めら

れれば、まず上士幌はそういったものを受け入れるのは一番最初にやるんだと、あるい

は先進的にやれるんだということになるのかどうか。 
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  というのは、大企業等、国土交通省だとかと、いろいろなパターンで最近テレビをに

ぎわせてきているので、郵貯ですら自動運搬車を走らせるとかということで、都内で２

キロほどですけれども走行実験をしたというような話になっているわけです。そういう

ことと、この山村の小さな町がこのことをやる、この事業をずっとやるということのメ

リットは何なのかということについてご説明をお願いします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 自動運転バスの取り組みですけれども、今委員おっしゃった

ように、全国各地で今動き出しているところです。それは、やはり国が主導しているの

は、オリンピックに合わせて目指してというところなんですが、先日羽田空港のところ

で実証実験が一つ行われたんですけれども、それはもう公道というよりは羽田空港と結

ぶという、ある私有地の道路であるんですけれども、そこで一つ行われたわけなんです

けれども、やはりその自動運転バスの導入のメリットというのは、都市部と過疎地域で

それぞれあると思います。 

  もちろん都市部は乗客が多いということがありますが、ただ過疎地域であっても、や

はり乗客が少ないところに、今本町でいえばコミュニティーバスが走っている。もちろ

ん経費の負担の問題もありますけれども、もう一つには、事業所においてもドライバー

が不足しているという。それぞれの過疎地域と都市部でメリットは違うと思うんですが、

本町においては今の走っているコミュニティーバス、こちらの経費の問題、そしてドラ

イバーの不足の問題といったところの課題解決に本町においてもつながるとなっており

ます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 今説明できる明確な本町のメリットというのは、先進的に取

り組んだということだけなのかどうか。これは法律を改正しないと、運行が今の時点で

不可能です。先進的にそういうことにやろうとしていることはいいんですけれども、

2,000万円という予算をかけてやることに、町民から見てどれだけの意義があるかとい

う説明をきちんとしていかなければいけないと。将来こういうことが過疎地域として行

われるのであれば、まず、上士幌は一番最初に導入ができる、あるいは導入の下地がで

きますよという説明ができなければまずいんだと思うんですけれども、その辺について

はどうかということをお聞きしたつもりなので、もう一度答弁をお願いします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 自動運転バスの導入、もちろん最終的には車両が必要になっ

てきますし、その以前に、まずハード整備というのも一つ必要になってきます。例えば
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信号機が通常の信号機ではなくて、自動運転バスに即した信号機であるですとか、もう

一つは雪道、雪になったときも走れるように、例えば道路のところに磁石を埋設してい

くとか、いろいろなハード整備もございます。こちらも含めて、導入に向けてはこうい

った予算を計上していきたいと思っているんですが、今回、財源のところで、こちら

2,000万円の財源をそのまま指定寄附で今見込んでおります。というのは、もちろん町

民の方の理解ももちろん求めていくんですけれども、ぜひ全国の寄附者の皆様からもこ

の事業をちょっと応援していただこうということで、自動運転バスの取り組みというの

も次年度指定寄附の項目に加えて、全国の皆様からこの取り組みの支援もいただきたい

というふうに考えております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 決して僕は否定的に言っているのではなくて、町民にどう理

解させるのか、理解してもらうのかということを重要視して施策というのは行わなけれ

ばならない。なぜなら、町民のためにやっているという原点があるわけです。ですから

お聞きをするんです。 

  今、指定寄附の関係がありました。これは財源として、そういう方向で財源を確保す

るんだということだと思うんです。だけれども、一つちょっと心配するのは、どういう

指定寄附をお願いするかということを町民にきちんと諮ったことがあるんだろうか。 

  例えば、ふるさと納税の中でこういうことにということを発表してくださいと。今ま

では役場の中で、主なる区分けとして、農業であるとか観光であるとか子育て支援であ

るとかという形で寄附の内容を明確化することによって、このふるさと納税の基本的な

趣旨を全うしようとしてきたという経緯については十分理解できるんですが、単なる今

寄附のことを言ったのか、ふるさと納税の寄附なのか、こういう事業をやってください

ということで各業界等から2,000万円の寄附があるということなのか、この財源につい

てもちょっと説明をお願いします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 私が申し上げたのは、ふるさと納税の寄附のところで、指定

寄附に加えてこの事業を応援する方を募っていくというところでございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） そういう形でふるさと納税を使うのであれば、町民にどうい

うことをしてほしいか、ふるさと納税で。どういう項目を設けるべきかということを一

度きちんと問わなければまずいと思うんです。僕が心配するのは、本当にこういうこと

が実現可能なんですか、何年後になったら今のコミュニティーバスが無人化されて、も
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う少し利用頻度が上がる仕組みで運用がされるんですかというふうに聞かれたときに、

どう答えるかです。それを答えられないと、役場勝手にやっているんじゃないかという

印象が残ってしまうということです。 

  僕は、これからの時代こういうことが必要ですし、ＡＩに対する関心もきちんと持た

なければいけないということは十分理解しているつもりです。もう一つは、行政の根本

は、住民にきちんと理解をしてもらうということが大切だというふうに思います。それ

で、その辺をどうするのかということをお聞きしたいんです。不十分なら、これからや

はり十分そういった形で具体的なタイムスケジュールを考えながら、この事業に町民の

理解を得ていくと。そのための財源保全として、ふるさと納税にもそういった項目を設

けていきますよということをまず町民に知らせるという姿勢が必要ではないかと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 ふるさと納税に関しては、まずしていただく方が寄附者の方、

要するに町外の方であるというところがあるので、もちろんいただいた寄附の使い道に

つきましては、町民の方々に広報等々も含めて使い道のところは明らかにしていってい

るところであります。 

  また、自動運転バスに関しても、昨年実証実験のときに200名、町内会を含めてです

けれども、200名の方にお乗りいただいたという実績もございます。また、今年度に関

しては、先ほど公道で実際にもう少し延長を伸ばして実施したいというところで、ぜひ、

私が今考えているのは、コミュニティーバスの走っている路線ですとかと同じようなと

ころを町内で今走れないかなということで検討をしておりますので、その際には、昨年

も乗っていただいた方もいらっしゃると思うんですけれども、ぜひコミュニティーバス

を今利用されている方に実際に乗っていただいて、皆さんがイメージしているより安

心・安全なものだとして、将来的に経費の削減にもつながる、ドライバーの人材不足に

も、その課題解決にも役立つというところを、町民の方にもちろん知っていただけるよ

うな取り組みにしていきたいと思っております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 松岡課長。 

○松岡秀行企画財政課長 今のご質問の総合的な話になろうかと思います。委員さん、お

っしゃるとおりだと思います。結局これ町民のためにどうなっているのか、町のために

どうなっているのかというところだと思います。 

  現在の世の中、ドライバー不足、いなくて大変だというのが一つ、これはもう全国的

に言われているところです。本町においても、例えばタクシー事業者の方ともお話しし
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て、やはり運転手確保するのは大変だという声が一つあります。 

  一方、それを活用する人たちはどうなのかと。先日も議論があったかと思いますけれ

ども、免許返納のお話もあったかと思います。なかなかこれから自分で運転をして、私

なんかもあと何年運転できるかと。58でありますけれども、やがてはその日が来ると、

お世話にならなければならないという日が来るということだと思います。 

  そういったものを、そういう交通弱者を救うためにはどうするのかというところでい

きますと、今回のこの自動運転バスの取り組みというのは、モデル的に、やはり先駆的

に取り組むと。国・道の動きも片一方ではありますけれども、今回取り組んでおります

のは、そういった事業者のほうからお声がけがあって、やはりこういう小さな町からも

発信していくということは非常に大事だと思いますし、そのことが町民、町のためにな

るだろうということで実施するものでございます。 

  町民に対しましては広くまた周知をしながら、多くの方にお乗りいただけるようにし

たいと思います。昨年の乗っていただいたおばあちゃん２人でしたけれども、最初はど

んなものかなというようなことでお乗りいただきました。ただ、乗った後の感想は、や

はり私たちももう、まだ今は免許を持っているけれども、その方は78歳だったでしょう

か、まだ免許を持っているけれども、いつ乗れなくなるか、それは非常に心配だという

お話がされました。これだったらいいねというような感想もいただいたところでござい

ます。 

  これはやがて、今導入から、多分2020年を契機にしながら、全国的にも普遍的なもの

になってくるのではないかなというふうに思っておりますし、そのためにやるというこ

とでご理解いただきたいと思いますし、町民の方にも、去年は１回目でしたけれども、

ことし、より以上にご理解いただけるように進めていきたいと、そのように思いますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 今のお話の続きになる部分なんですけれども、この自動運転の

部分についてなんですけれども、今のいろいろなやりとりの中でも、町民の皆さんに理

解をいただくという部分でのメリットは何かというのがしっくりしたというふうには思

っていないんですけれども、その辺ではきちんと説明をこれからもしていってほしいと

思うんですけれども、それから、町長が何かの検討委員会の委員さんにもたしかなって

いるというふうなことでも前にお話があったかと思うんですが、今後に向けて、31年度

以降はどうなっていくのかはわからないんですけれども、自治体と企業さんというかが

組んでこういう事業を今進めているんだけれども、こういう事業に対して国から支援を
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受けるようなことというのは考えられないのか、あるいはそういうものを創設してもら

って、そういう制度にのるというのも一つ方法としてはあるのではないかというふうに

思うんですけれども、31年度以降どう考えているのか、継続になっていくような今の状

況なのか、それから今度申し上げたように、そういう国の支援策等を求めていくという

ようなことは考えられないのか伺いたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 今回の自動運転バスの取り組みの予算に関してなんですが、

実は当初、国の交付金の活用というのを目指して、地方推進交付金のほうで申請という

のも予定をしたんですが、推進交付金の性格上、３年間でＫＰＩを設定して結果を出す

という交付金の性格上、まだその３年後のところで実際に走っているかどうかが、国と

してもまだ明言ができないというところで、交付金の性質と合わないと、ことしは断念

したというところもあるんですが、今のところは、やはりおっしゃるとおり国は国とい

う形で、自治体は自治体で独自に企業と実証実験を進めているというところがあります。 

  町長が今メンバーとして入っているのが、安心・安全な自動運転バス実現会議という

形で、これは自治体ですとか事業者が会議を重ねて、実は国のほうに提言をしていくた

めの会議であります。そのためには、国として今、国は国で内閣府が実験を進めている

ところがありますが、今後企業ですとか自治体が本町のように独自に実証実験を、例え

ば積雪の実験を、大樹町のように積雪する実験を進めていくとか、それぞれのもちろん

地域に合わせた実証実験を進めていくと思うんですが、そういったところにぜひ国も補

助メニューとして自動運転バスの支援をメニュー化してくれないかと、そういった要望

も加えていきたいということで、今その会議のほうからも要望を上げていく予定をして

おります 

○委員長（佐藤 曻委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 一つには、自動運転の技術革新についてはかなり進んでいまして、特に

民間の大手の自動車産業なんかについても、自動運転について相当加速化してきている

という状況であります。特に国内的には、今お話あったように、2020年がオリンピック

が開かれるということで、ある意味では日本のテクノロジーといいますか、こういう技

術の進度を国際的に発信をしたいという思いもあって、今加速化させているということ

がございます。 

  日本全体では今、いろいろなところで実証実験をやって、これも国としては、国土交

通省は大体すぐピンときますけれども、それ以外でも内閣府だとか、あるいは総務省だ

とか、さまざまなところで取り組んでおります。ハードルも、確かにいろいろなハード
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ルがあるのも今事実であります。特に規制緩和の関係で、そこのハードルが非常に高い

ということであります。 

  本町にとってこの自動運転、いわゆるその以前に、交通の安心して移動できる、その

手段をどう確保するかというのは、非常に自治体をこれから経営する上で大事なインフ

ラ整備だというふうに考えております。特に大規模の都市部においては、地下鉄からバ

スからタクシーから自家用車からＪＲから含めて、さまざまな移動手段があって、しか

もそれがきめ細かくネットワークにつながっているということで、生活する上での利便

性については非常に便利になっているというふうに思っております。ただ、混雑してい

るだとかいろいろなものはありますけれども、そういう状況があります。 

  一方、本町のように過疎地においては、だんだん人口が減ることによって、いわゆる

公共交通も、あるいは民間のバスも含めて、減便だとか、あるいは廃線、特に最近でい

うとＪＲの見直しなんかが出てきておりますけれども、そういう広域的なネットワーク

もそうでありますけれども、私どもとしては、まずは自分たちの生活のエリアの中で移

動したいときにどう安心していけるかと。これはこの町に住むために必要な条件である

というふうに思っております。 

  これまでもさまざまな機会にお話しさせていただいておりますけれども、町内的な移

動、それから農村部と町なかの移動の関係、さらには町とそれから近隣の都市間の移動、

これらのところをしっかりつながっていかなければ、その町に住むということに対する

非常に不安な要素が出てくると。これをいかに整備するかということがまず生活者にと

って必要でありますし、それから今、特に人口減少の問題どうするかといったときに、

テレワークだとか、あるいは企業誘致だとか、移住・定住の取り組みだとか、さまざま

な取り組みをするわけでありますけれども、そういったときに必ずハードルになるのが

この交通ネットワークと、もう一つは情報の高度交通の環境であるというふうに思って

おります。 

  これは交通関係を、今自動運転をする上でも、もう一つ大事なのは、高度な通信の環

境整備というのが非常に大切だというふうになってきております。光ファイバーが農村

部に行っていないということだとか、それから町独自には、もう10年前になりますけれ

ども、固定の無線の農村地域におけるそういったサービスを始めておりますけれども、

今では今の規格に合わせると非常に遅いということで、農業者、あるいは生活者のほう

から、高度のスピードについてぜひ整備してほしいというお話もされております。 

  これと今の自動運転というのは非常に密接にかかわってくるところでもあります。無

線のほうは４Ｇというスピードで、今スマホなんかやっておりますけれども、これが今
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度は2020年、これも2020年を一つ目途にしておりますけれども、５Ｇという次の次期の

サービスにつながっていくということで、これは今のスマホで使っているスピードの

100倍のスピードになるということですね。 

  こういう変化の中での両方がこの町にとっては非常に大切であるということで、総務

大臣が来た時も、情報の通信の整備についていち早くお願いをしたいという話をしまし

た。これは自動運転を進める上でも非常に大切なインフラの一つになってきます。そう

いう２つの環境ができれば、この町で実用化する上での大きな障害がなくなるというふ

うにも考えております。 

  そういった意味では、実証実験もやって、200人から300人からのさまざまなデータを

とっているというこういうこれまでの取り組み、それから、いわゆる物理的な面でのＧ

ＰＳからのデータのとり方だとか、そういうこともさまざまなデータが今蓄積されてお

りますから、少なくてもよその自治体よりは、上士幌町が早くこの実用化に向けて、規

制緩和になったときに取り組める背景が生まれてきているということであります。 

  同時に、おとといも、先ほど梶のほうからお話ありましたけれども、自動運転を進め

るためには国の支援が絶対これは必要だということで、今段階では国の支援というのは

特にはないんです。ないという中で、自治体がかなり、まだまだ量産体制に入っている

バスではありませんから、高いということもあります。それから、設備の関係も非常に

まだまだおくれているということでありますから、それらについて国として全面的に支

援をすべきだというようなことを電話会議、この間議会がありましたので、電話の中で

東京のほうとやりとりさせていただきましたけれども、そのように、過疎地だから、人

口が少ないからこのことが必要ではないのであって、むしろ過疎地だから安心して人が

暮らし、そしてまた地方創生という均衡のとれた国のあるべき姿を実現するためには、

これ絶対必要だという話をさせていただきました。 

  事務局のほうから電話を受けまして、いわゆる国に、これからもう一回会議がありま

すけれども、それを踏まえて国のほうに提案をすると。過疎地にとっても必要だと。そ

のためにはさまざまな支援策が必要だということを提案していくというようなことで、

町としても反映をさせていただいていますし、今までの取り組みについては、ほかのと

ころよりは先んじているといいますか、いろいろなデータを持ち合わせているというこ

とと、それに向けた環境整備、情報インフラについても取り組んでいると。 

  それは、もう一つは情報インフラの関係でいうと、総務大臣のもとでの次期の高速通

信における地域展開の検討会ということであります。これは地方にとって高速通信がど

のように必要なのかという立場で私は意見を述べておりますけれども、特に農業関係で、
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大型法人ではもう何回も何回もその話はされております。 

  若者はスマホを使っておりますけれども、それは従量性で、一定のデータをやりとり

するとかなりの使用料にかかってくるということですから、光ファイバーの敷設とあわ

せて無線の関係、これを地方のほうにしっかり整備しないと、今のいう地方創生、いわ

ゆる地方の経済の活性化、これらはあり得ないというようなお話をさせていただいて、

優位性のこともお話ありましたけれども、そういった意味では優位性はあるのではない

だろうかなと。今だからと一番だとかという、そういうふうにはなっておりませんけれ

ども、いろいろな意味で先んじてそれらに対応できるような、そのような取り組みをし

てきているということ。 

  それから、今回のふるさと納税は、そういったことを使って、町民のまた皆さん方に

も乗ってもらって、理解をしてもらうということも必要だなと、そんなふうに思ってい

ますが、まだまだ自治体の関係では自動運転バスの必要性というのはそう高くはないだ

ろうというふうに思っております。しかし、これはどうしても高齢者がふえてきて、高

齢者の交通事故が社会問題化しているときに、その免許証の返納だとかそういったこと

になったときに、自動運転バス、いわゆる公共交通のネットワークが絶対これ必要にな

ってくるというようなことで、国民的な運動も広める必要があるんだろうというような

意味合いを持って、ふるさと納税のほうにも挙げているということであります。 

  非常にまだまだかなりハードルは高いというふうに思いますけれども、そういった環

境にならなければ、私どものような地方にとっては非常に厳しい行政運営がされる。あ

るいは人口の増は望めない。むしろ過疎化が進んでいくという懸念のもとで、これらに

ついては今いろいろな立場の中でもお話しさせていただいておりますし、具体的に取り

組みをさせていただいているということでございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ここで、15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１０時００分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１１分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 質疑を受けます。 

  １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 50ページの町有施設の煙突アスベスト状況調査についてお聞き
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いたします。 

  これは先日、小学校、中学校のはお話聞きましたけれども、今これ町有地しかやる気

はないのか。例えば大きな福祉施設、大勢の方たちが入所しているような福祉施設の中

でもあるような話を聞いておりますけれども、そういうところの調査はしないのかどう

か、お聞きをいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 鈴木主査。 

○鈴木隆嗣総務課主査 お答えいたします。 

  今年度補正予算を組みまして、含有調査８施設、疑いのある施設について調査を行っ

たところ、８施設中４施設から一応アスベストの含有があるという検査結果が出ており

ます。該当する施設につきましては、農業技術センター、糠平スキー場の総合管理棟、

あと糠平文化ホール、旧北門小学校の屋体のほうで、一応アスベストの含有が確認され

ているところです。 

  こちらの施設につきましては、煙突内部の劣化ですとか、一部剥落した断熱材等の堆

積がはい出し口等に少量見られておりますけれども、今後は定期的に経過を観察すると

いうことで、アスベストの状況検査業務ということで予算を計上しております。 

  該当施設につきましては、基本的には大規模な改修等が行われた際には除去すること

を原則として対応していきたいと考えておりますけれども、あとはその経過の内容につ

きまして、必要に応じた補修等の対応が必要であれば、各施設管理課のほうで予算計上

して対応していただくことを考えております。 

  あと、町有施設以外の福祉施設等の調査等につきましては、ちょっと現段階では検討

はしておりませんので、あくまで現在町で管理している施設についての調査については

今回このような形で予算計上させていただいております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 個人だとか法人、なかなかするのは、税金を使ってするという

のは難しいかもしれませんけれども、現在50名、100名近く入っている施設の中は、や

はり早急に調査をして、何らかの処置をしなければならないと思いますけれども、その

点について、もし検査をするのであれば、補助だとかそういうことを出してあげなけれ

ば、そこの施設だけでは多分金額的に多くてできないかと思うんですけれども、そのよ

うな考えがあるのかどうか。そして、この調査は早急にしなければならないと思うんで

すけれども、そのお考えはありますか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 尾形課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 町内にございます特別養護老人ホームの施設につきましては、
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施設が古いので、非常に対象施設であるという認識のもとで、今年度施設のほうでアス

ベストの調査をいたしております。その煙突の断熱材のほうにアスベストが含有してい

るということが判明いたしましたが、実態的には、そのアスベスト自体の形状に脱落だ

とか変形だとか飛散のおそれがないということが確認されてございますので、今後毎年

点検等の状況を確認しながら、維持管理をしてこのまま使っていくという状況になると

いうふうに聞いてございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） そのほか質疑。 

  ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 先ほどインターネットの高速化の話がちょっとあったんです

けれども、農村部インターネット回線増強事業というのは、この事業をやることによっ

てどういう内容に変わるのか、ちょっとご説明をお願いします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 木田主査。 

○木田克則企画財政課主査 農村地域のインターネット環境の増強ということでございま

すけれども、現在、ＦＷＡという無線を利用した農村地域でインターネット通信を行っ

ているという状況ですけれども、設置当時と比較しまして、利用者数、またデータ通信

量も相当近年ふえてきているということで、現実的な利用に関してかなり速度が遅くな

っているという状況がございます。 

  そこで、とりあえずの策ということではございますけれども、まずは農業経営ですと

か農村地域にお住まいの方の日常生活のインターネットの利用環境向上ということで、

少しでもスピードアップを図りたいということで、若干の工事を行いまして、インター

ネット環境のスピードアップを図っていくというような工事となっております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 54ページですけれども、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質問させていただきます。 

  昨年、まちづくり会社、生涯活躍のまち上士幌が設立をされて、町が事業を委託して

いるという状況にありますけれども、この会社については町民の皆さんも非常に関心が

高いというふうに思っています。それで、委員会でお聞きしている部分もありますけれ

ども、再度質問させていただきますので、答弁をいただきたいと思います。 

  まず、１点目として、30年度、今年どのような事業を委託していくのかということに

ついて、まず説明をお願いしたいことと、まだ会社が誕生して日が浅いということです

けれども、この会社の取締役に千葉副町長がなられておりますけれども、この間どのよ

うにかかわりといいますか、指導、助言等をされているのか、どうかかわっているのか
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ということについてまずお聞きしたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 瀬下主幹。 

○瀬下充孝企画財政課主幹 生涯活躍のまち上士幌町創生包括プロジェクト事業に関する

ご質問にお答えいたします。 

  まず、30年度の事業内容でございますけれども、まちづくり会社の事業計画といたし

ましては、大きく地域包括ケアの充実と生涯活躍の場の創設、そして移住希望者募集と

大きく３つの項目がございました。この項目に沿いまして、まず地域包括ケアの充実に

つきましては、29年度も実施しました介護職員初任者研修を継続して実施するという点、

また、地域包括ケアにつきまして、外部専門家を活用いたしまして、また助言をいただ

いていこうという事業、そして、障害者グループホーム就労事業の検討の継続というこ

と。 

  そして、新規事業といたしまして、活動量計、万歩計と言われている部分であります

けれども、その活動量計ですとか身長、体重、血圧等体組成をはかる機械、体組成計を

活用して、住民の方々の運動量ですとか体組成を定期的に計測していただいて、そのデ

ータを還元していただくことにより、町民の方々みずからの健康づくりを促進するとい

う健康づくり促進対策事業といったものを新規に行うという予算になっております。 

  次に、生涯活躍の場の設置でございますけれども、今年度、まず人材センター、シル

バー人材センター機能的な機能を有するセンターをまず今年度設立するとしております

ので、そのセンターの運営を行うと。そして、別途無料職業紹介事業の認可がおり次第、

町から無料職業紹介業務を受託する予定となってございます。 

  次に、生涯学習大学という部分でございますけれども、これにつきましては、生涯活

躍かみしほろ塾といたしまして、学びの場について、それを運営してまいるという状況

でございます。座学中心の総合講座、アクティビティー、活動中心の専門講座、起業家

を育成する起業塾といったこの３つで実施を検討していると。今検討しておりますので、

その結果を踏まえて30年度は塾を運営していくという状況になっています。 

  次に、町なか空き家、空き地の活用でございますけれども、今年度、空き家、空き地

所有者へのアンケートですとか行政区長の聞き取りを行いまして、実態把握に努めてい

るところでございます。こうした実態調査を踏まえまして、そうした空き家、空き地を

活用したチャレンジショップ等の整備に向けた活用方法ですとか、そういったものを検

討を進めていきたいということとしております。 

  最後に、移住希望者募集につきましては、今年度、まちづくり会社独自に委託事業と

してセミナー、相談会も開催しておりましたけれども、これにつきましては、町や団体
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が実施するセミナーや相談会、参加するということに移行いたしまして、まちづくり会

社のほうといたしましては、中高年齢者向けの住宅の必要性や可能性を検討する町の暮

らし方の勉強会を実施したり、あるいは人材センターが運営されるということもござい

ますので、移住希望者の仕事ですとか住まいといったものを、町内でのマッチング支援

といったものをしていこうということになっております。 

  以上が30年度の委託業務の内容でございます。 

  続きまして、取締役になられている副町長のかかわりでございますけれども、会社が

でき上がりましてから週に一度、定例の打ち合わせ会議を設けまして、これには副町長

も取締役として出席していただき、会社メンバーと業務の実施状況でありますとか、今

後の予定、あるいはその他の業務に関する打ち合わせといったものを定期的に開催して

おりまして、会社運営に当たって町側からの意見、助言といったものを行っているとい

うところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 状況についてはわかりました。 

  それで、会社の設立に向けては、何といっても町民の皆さんや各団体や組織の皆さん

とのコミュニケーションが非常に大切ですねということを申し上げてきました。会社が

設立されていますけれども、私の感想ですけれども、まだまだそういう部分のコミュニ

ケーションという部分が不足しているのではないかというふうに思いますけれども、現

状をどのように理解をされているかということ。 

  それから、移住・定住だとか、ほかの団体と、組織と重なるというか、分けていると

いうふうに答弁されるのかもしれませんけれども、重複しているような部分の調整とい

うのはきちんとできているのかどうかということについてお伺いしたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 瀬下主幹。 

○瀬下充孝企画財政課主幹 お答えをいたします。 

  まず、１点目のまちづくり会社と町民の方々、町内の各団体のコミュニケーションと

いった部分についてでございますけれども、会社が設立して以降、町の広報で生涯活躍

のまちの広報のコーナーを設けまして、まちづくり会社の取り組み、委託事業の進捗と

いったものについて、まず一点広報をしているところでございます。 

  また、委託事業の実施に当たりましては、各業務担当が関係団体と打ち合わせ等も行

っているというところですし、今、商店街の旧まちなか交流サロンに事務所があります

ので、町内会の活動等にも参加しているというふうに報告は受けております。 
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  ただ、現状、やはり今回の今年度の事業につきましては、調査検討をするですとか、

人材センターを設立するとか、そういうどちらかというと検討業務のほうが多かったと

いうのが実態だったかなと思っておりまして、確かにまだまだ外に積極的に出て、町民

の方々、団体の方々といろいろな機会で接する機会というのは残念ながら少なかったの

かなとは私も思っております。 

  ただ、来年度は新たにその人材センターも開設されて、当然そこが、まちづくり会社

が窓口にもなりますし、あるいは生涯学習大学の運営ということで、町民の方々の学び

の場の事務局の役割も担うという点、また新規の健康づくり促進対策事業も事務局の役

割を担うということもございますので、新年度に向けましては、今まで以上にそういう

町民、団体等の接触、交流する機会がふえていくのではないかなというふうに考えてお

ります。 

  それと、２点目の重複する部分というご指摘がございました。これにつきましては、

団体とも打ち合わせを重ねておりまして、特に移住の部分については、やはりそのセミ

ナー等単独で実施するということも、28年度の委託事業も含めますと２年間行ってきた

ところでございますけれども、やはりそれは効率的に取り組んだほうがいいだろうとい

うことで、それ協議をした結果、先ほど申し上げましたとおり、独自のそういうセミナ

ーの実施からそれは移行いたしまして、移住希望者の町内でのマッチング支援ですとか、

中高年齢者向け住宅の検討ですとか、そういったものに特化して取り組んでいこうとい

うこととしたところでございます。 

  その他の事業につきましては、これまで取り組もうと思ってもなかなか取り組めなか

った部分でございます。特に介護職員初任者研修については、実施をしようという動き

がある中で取り組めなかったというものを実施しておりますし、障害者グループホーム

等の検討につきましても、今回まちづくり会社のほうで進めていこうとしているところ

でございます。人材センターについてもしかりかなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今、瀬下主幹のほうから説明もありましたけれども、私も取締役と

いう立場でかかわっているわけでありますが、お話のあったとおり、今、週会議、これ

毎週です。毎週定期的に会議を開いておりますが、これは発足、設立のいろいろな協議

の中でも、議会のほうからもそういった住民との中での交流なりも含めて、あるいは町

の状況なりを十分把握した人間がいないのではないかと。いわゆる町外から来られた方、

移住された方等々が配置されますので、そういったことに対する心配の声があったこと
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も事実でございますので、私はその辺を十分踏まえて、週会議は担当レベルでの週会議

がまずございますが、その後は私が入って、後半はその週のどんな取り組みをしてきた

のか、どんな動きをしてきたのかということの報告を受けて、なおかつ次週に向けては

こういったことをしていきますということを全て私のほうも各担当からお聞きをして、

必要に応じて、注意する点ですとか、あるいはこういった方法がいいんじゃないかとか、

これまでの行政の流れだとか、町民に対する対応だとか、そんなことを私なりにアドバ

イスなり指示をしてきたところでございますので、そういう意味では、動きを私も十分

把握をしてきているというふうに考えているところでございます。 

  また、会社のメンバーも非常に積極的に今動いておりまして、各事業所さんですとか、

先ほど説明がありましたけれども、行政区長さんですとか、あるいは具体的な調査の中

で、個別の方々との接触も今たくさん今図っているところでございますので、発足から

まだ半年ということでありますけれども、徐々に顔を覚えていただいたり、会社の動き

としては少しずつご理解をいただいているのかと思っています。 

  さらに、町内会でのそういった行事にも参加をしたり、あるいは商店街のそういった

事業にも参加をして、協力をさせていただいているということもお聞きしておりますの

で、時間はある程度かかると思いますけれども、しっかりと顔を覚えていただいて、そ

の上でまたお互いに心を開いて意見交換ができるような、交流ができるような、そんな

機会をこれからも設けていきたいというふうに思っていますので、ご理解をいただけれ

ばと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 状況については理解させていただきます。 

  それで、もう一点伺いますけれども、無料紹介事業、今役場の町民課のほうで対応し

ている部分を、労働費のほうで委託費ということでこの会社に委託をするということで、

今30年度の事業の説明もありましたけれども、無料職業紹介所については、私も昨年い

ろいろなことでそことかかわりがありました。 

  それで、無料職業紹介所は、やはり転入をされたり役場に何か用事があったときに利

用するというようなことが現状多いのかなというふうに思いますけれども、そういう中

で、会社のほうの体制がまだまだ、町民に開かれたという部分ではまだまだではないの

かなというふうに思います。そういう部分では、もう少し役場内に置いておくべきでは

ないのかと。これも委託してしまうという、ちょっと時期尚早じゃないのかというふう

に私は思うんですけれども、その辺どのようにお考えかお伺いしたいと思います。 



 

－29－ 

○委員長（佐藤 曻委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今回の無料職業紹介所の業務委託については、町側の行政側の窓口

を閉ざして、全てまちづくり会社に任せるという意味ではございません。これは委員会

のときにもご説明したかと思いますが、業務提携という形で結ばせていただいて、業務

委託をするということで、当然町側にも窓口は設けると。ただ、そこでの相談等は当然

受けますけれども、具体的な企業とのつなぎ役ですとか、細かいそういった事務処理が

ございますけれども、そういったところをこの会社のほうに委託をするという形になっ

てまいりますので、当然役場に来られた方にそういったお話があったときには、当然窓

口となる担当がお話を聞かせていただいて、さらに、具体的な作業についてはまちづく

り会社をご紹介させていただいて進めていくと。そういった、先ほど委員からお話あっ

たように、やはりいろいろなそういう事業、事務作業を通じて、よりまたまちづくり会

社と町民の方々の接触を多く図ることで、よりまたそういった理解も深まるというふう

に思っていますので、そういった事業をしっかりやっていくことで、さらに理解を深め

ていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 今の関係について質問いたします。 

  いろいろ詳細については早坂委員が質問したとおりで、いろいろ事業についても掌握

しています。その中で、３点にわたり質問したいと思うんですが、最初、介護職員初任

者研修の関係で、町がどう考えているのかということで、委員会でも質問させてもらっ

てはいるんですが、本議会ですのでよろしくお願いします。 

  29年度はこういうチラシがあって、15名のところを５名ということで実施されており

ますが、本来この事業は介護職員をふやし、いろいろな場でこの方々が活躍できるため

の募集を行い、資格を取った事業だと思いますが、30年についてはどういう、29年の反

省も踏まえて、どういうふうに実施するのか質問いたします。 

  それと、もう一点目は、健康づくり促進対策事業、新規とありますが、これは保健福

祉課もいろいろ健康増進にかかわる事業をしていると思うんですが、その関係で、どん

なふうに保健福祉課との関連を打ち合わせしながら進めるのか。これだけの事業だった

ら、別にと言ったら変ですが、これだけやるんだったら健康増進に即つながらないと思

うんですが、担当課と保健福祉課と連携しながらやらないと効果がないと思っています。 

  それから３点目は、かみしほろ塾の問題ですが、これも詳細、年３回の事業を組んで

いる講師の案も出ていましたが、それは町内向けに、本来なら町民の方が生き生きする

機会を設ける場なのかと思っているんですが、内容的には町外向け、ちょっと幅広くて
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難しい課題もあったりしますが、その辺は両方をとるということなのか、その辺につい

て説明をお願いいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 瀬下主幹。 

○瀬下充孝企画財政課主幹 ただいまの質問にお答えをいたします。 

  まず、１点目の介護職員初任者研修の考え方についてでございますけれども、この介

護職員初任者研修というのは、介護職として現場で働くために必要な知識、技術を身に

つけていただいて、基本的な介護業務を行うことができるよう研修するものと。旧ホー

ムヘルパー２級研修相当とされている研修でございます。 

  これにつきましては、まちづくり会社の事業計画をつくるときも、現在町内で、介護

現場で人手が足りないというような状況でございましたので、まずはこの入門の資格で

ある初任者研修を行って、現場で働ける方々の裾野を広げていくことが必要と考えまし

て、そういう計画を立てたところでございます。 

  29年度につきましては、５名の受講者であったわけでございますけれども、当初は上

士幌高校のほうにも説明会を行いまして、受講を見込んで、興味を持つ高校生の方々も

多かったところでございますけれども、部活動などとの時間調整が課題となりまして、

受講に至らなかったという経過がございました。 

  30年度につきましては、引き続きこの介護職員の初任者研修を実施して、そういう現

場で働ける方々の裾野を広げていこうという考え方で今予算を組んでおります。29年度

の反省も踏まえまして、高校生の受講が容易になるよう、開催時期等の調整も今進めて

いるところでございまして、こうした方々も含めて就労のほうにつなげていきたいとい

うふうに考えております。 

  次に、２点目の健康づくり促進対策事業について、町の保健福祉課との連携がどうな

のかというご質問でございますけれども、この事業につきましては、昨年来この健康づ

くりプログラムを提供している民間事業者の方々と打ち合わせを重ねております。その

際、当然保健福祉課も入っていただきまして、合同で打ち合わせを行っているところで

す。 

  確かにこの事業をするだけということではなくて、先ほどご説明申し上げましたけれ

ども、運動量ですとか体の体組成といったものを計測できて、そのデータが蓄積できる

ということでもございますので、そういったデータを踏まえて、健康増進サイドの保健

指導、健康増進の指導等につなげていくような役割分担、さらには、先般の打ち合わせ

には教育委員会の体育振興部門にも入っていただきまして、今後体育振興との連携とい

ったことで、運動とその健康づくりといったものを両輪にして、健康寿命の延伸につな
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げる事業にしていきたいということで今進めているところでございます。 

  ３点目のかみしほろ塾についてでございますけれども、かみしほろ塾につきましては、

先ほど申し上げたとおり、総合講座、専門講座、起業塾という３つで構成するとして今

検討しているところでございます。 

  総合講座につきましては、委員会でも現状の案というのをご説明したところでござい

ますけれども、各テーマに沿いまして、道外の方が中心の講師が多い状況でございます

けれども、受講者の想定としては、町民の方々はもちろんのこと、町外の方々も想定し

ているというところでございます。本州のほうのその道の専門家の講師の方々をお招き

することを想定しておりますので、この機会にこうした方々のお話をぜひ多くの町民の

方に聴講をしていただければと考えております。 

  また、活動中心の専門講座につきましては、現状、写真の講座ですとか郷土料理講座

といったようなものを想定しておりますけれども、こうした部分につきましては、町民

限定のプログラムも用意するなど、町民が生き生きと学んでいただく場づくりに努めて

いきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 介護職員の問題も、それから健康づくりの問題についても、

町と連携しながら進めるということで把握いたしました。 

  塾の問題では、町外の方が熱心に受講をするだろうという専門講座についてはよくわ

かるんですが、その前段の大学の先生とか呼んだりする事業については、やはりもうち

ょっと町民中心、町民の方々が、この生涯活躍というのは、もともと私自身は、町民の

方々が元気に活躍して、元気に長生きするということを目的にしていると私はずっと思

っているものですから、そういう意味では、今回のテーマはこれで把握されて、また来

年組むと思うんですが、その辺をぜひ考慮してもらって、難しい方の先生の話を私も聞

いてどう生かすんだろうかというときに、もうちょっと詳しいメリットなりがわからな

いと受講に結びつかないのではないかと。 

  それから、先ほど、町外の方がそこに来て受講した場合の、その町外の方がどんなふ

うに町とかかわって、町との関係ではいい方向にいくのかというのもちょっと見えてこ

ない。 

  先ほど起業の関係では、もしかしたら新たに起業を起こしてやる方が町に住むかもし

れないということもあるので、その辺も含めてぜひ、町が委託費を払うわけですから、

国の補助金も、委託費も交付金もありますが、ぜひその辺を検討しながら、町民のため
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の講座にしてほしいと思って質問させてもらいました。その点、答弁をお願いいたしま

す。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 瀬下主幹。 

○瀬下充孝企画財政課主幹 お答えをいたします。 

  30年度につきましては、このかみしほろ塾、初回ということもございまして、テーマ

としては、地方創生ですとかイノベーションですとか支え合う地域づくりということで、

大きなテーマを設定させていただいたところです。 

  委員ご指摘ありましたとおり、今回は初回でございますので、まず一旦このようなテ

ーマで専門家の方にお話しいただく機会を設けさせていただきまして、次年度以降、31

年度以降の展開につきましては、受講された方などのご意見等を聞いた上で、講座内容

等については検討していきたいというふうに考えております。 

  また、町外の方が参加したときにどうなのかという部分でございますけれども、今回

の講座でも、総合講座のほうでもバイオガスプラントの取り組みですとか、あるいはＩ

ＣＴの取り組みといった町の取り組みというのを紹介するような講座も設けております

ので、こうした講座の受講を通じて町のことを知っていただいて、上士幌町とつながり

を引き続き持っていただくような取り組みにしていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 同じ内容の質問をさせていただきます。 

  2,712万4,000円の生涯活躍かみしほろ塾の運営ですけれども、これは言いかえれば、

社会教育の一環ともかかわりが非常に深くなると。教育委員会がこういったことをやっ

ても何ら問題のないことだというふうに思うんですが、その辺との兼ね合いというのは

どういうふうに区分けをきちんとしているのか、教育委員会とどういう話の内容になっ

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（佐藤 曻委員長） 瀬下主幹。 

○瀬下充孝企画財政課主幹 ただいまの質問についてお答えいたします。 

  まず、教育委員会との連携につきましては、このかみしほろ塾の実施に当たりまして、

委託事業ではありますけれども、町が委託する事業ということでございますので、役場

内の関係課と打ち合わせをさせていただいております。１回まず関係課と打ち合わせを

行った後、実務者の打ち合わせということでそれを継続しているところでございます。

その中には当然、教育委員会の生涯学習部門の職員も入っていただきまして、この塾の

内容等について説明して、協力をしていこうということで進んでいるところでございま
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す。 

  内容につきましては、確かに生涯学習、社会教育という部分と重なるのではないかと

いうことでございますけれども、かみしほろ塾につきましては、地方創生の一環として

行うということがまず大きな前提になっておりますので、この部分につきましては、こ

ういった形で町民、あるいは町外の方も対象とした講座ということに設定をさせていた

だきまして、引き続き町民向けの講座につきましては生涯学習部門のほうで取り組んで

いただくということで今協議をしているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） それから、先ほどちょっと議論になった自動運転バスの関係

についても、この生涯活躍のまち株式会社についてはかかわりを持つ形になっていると

いうふうに思うんですけれども、どういう形のかかわりになるのかお知らせを願いたい

と思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 瀬下主幹。 

○瀬下充孝企画財政課主幹 お答えをいたします。 

  もともとのまちづくり会社の事業計画の中に、町なかの移動システムの調査検討とい

った項目がございました。これは28年度の調査検討の際には、何か本州のほうで施行さ

れているカートを用いて町なかの施設を回るといったような、そういった提案も出てき

たところでありますけれども、これにつきましては、もう既に29年度、自動運転バスの

実証試験等が実施され、また来年度以降もそういった取り組みが行われるということで、

まちづくり会社としては、この自動運転バスの取り組みそのものにはかかわるような今

の計画にはなっていない状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） わかりました。 

  さっきの生涯活躍のかみしほろ塾に関しても非常に気になることがあります。こうい

ったことに多額の予算が使われている一方、高齢者が免許を、交通安全確保上、自分で

の運転が厳しくなって免許を返納しても、うちの町は何の補助もなく、結局自宅に家族

の世話になって移動しなければならないというのは、委員会の中で、こういったものに

タクシーの割引パスなどを出せないのかという話をしました。そういうことが十分検討

されないで、こういったお題目だけが進んでいくことにちょっと私は心配をするもので

す。そういうものが私の耳に入るときには、町は何をやっているかわからないけれども、
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そんなこともしてくれないというような苦情になって入ってきます。 

  つまり、行政が十分実態を踏まえていないのではないのかと。町外から、例えばこう

いう活躍事業をやるときに、たくさんの方が来られることは何ら問題ないことでいいこ

とだと思いますけれども、まず、中高年の皆様と言われるところが、きちんと希望があ

れば参加ができるような形を、足も含めて考えていかなければならないなというふうに

思うんですが、これは恐らく担当課ではなくて、こういった施策を総体的に組む分で、

理事者の考え方というのが必要ではないかというふうに思うんです。 

  それから、この会社はもともとプロ集団だと。専門集団だからこういった会社を立ち

上げて、先進的に物事を進めていくべきだというふうに言われました。そのときに私自

身は、町内の実情を熟知できるような状況がなければ、なかなか仕事をする部分では難

しさがあるのではないかという指摘をさせていただいた経緯があります。 

  そういった中で、例えば移住についてもコンシェルジュが同じような業務をやってい

る。役場として人材センターにかかわる部分、これは許認可等もいろいろあるので、移

しかえには非常に時間がかかるのかもしれませんけれども、ある程度合理性を持って、

窓口を一つにしていくというほうが対象者からは理解しやすい、見やすいということに

なると思うんです。 

  ですから、このまちづくり会社が当初できたときには、サ高住というものは随分避け

られました。実質の資金調達上は会社開設時にはなかなか難しいということで、公契約

という形で話を進めた経緯があるんですが、どういうふうに見ても、なかなか地域実態

というものをきちんと踏まえた内容になっていないのではないかと心配をするんですが、

その辺について行政側の考え方はどうなっているのか、この際確認をさせていただきた

いと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今お話あった免許返納の関係でございますけれども、確かに委員お

っしゃるように、今全国的な中で、やはり高齢者のドライバーによる事故が非常に増加

しているということで、それぞれ自治体ごとに免許返納に対する取り組みをされている

ところもふえてきているというふうに認識をしております。 

  ただ、自治体によっていろいろさまざまな背景がありますので、その免許返納時にお

ける返納者に対するその後の自治体としての対応についてはいろいろございますので、

その辺について改めて、前回、前の委員会でも委員からもお話を聞いておりますし、町

としても非常に重要な案件であるというふうに考えておりますので、その辺については

これからそういった各自治体の状況も踏まえながら、できるだけ早期に検討作業を進め



 

－35－ 

ながら対応していきたいと。今回の初年度の予算には反映をできておりませんけれども、

そういったことで、新年度中にそういった検討作業を進めていきたいというふうに考え

ておりますので、そういうことでご理解をいただきたいと思います。 

  また、移住事業の関係については、先ほど瀬下主幹のほうからもお話をしております

が、すみ分けというよりも、やはりコンシェルジュが移住関係の全てを担えるというこ

とではございませんので、それについては、コンシェルジュがなかなか取り組みができ

ないところもあろうかと思いますので、その辺はしっかりとコンシェルジュのほうとも

調整をしながら、そういった難しいところは、またまちづくり会社がそういったことで、

もしできるとすればそういった取り組みをするといったようなことで、しっかりと、同

じようなことをするという意味ではなくて、それぞれの取り組みを進めながら、しっか

りお互いに連携をしていくと、そういう体制を今後構築していきたいというふうに判断

をしているところでございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ８番、山本弘一委員。 

○８番（山本弘一委員） 同じく移住・定住等、この中に予算があるわけですね。都市と

山村の移住交流ですとか、今までかなりこういうシステムで定住・移住でやってきてい

るわけですけれども、今出ているコンシェルジュというのはＮＰＯ法人、今回まちづく

り会社というのは株式会社の一般法人ですね。法人の中身が違う。ＮＰＯ法人というの

は実際的にかかった経費ですとか、利益というのはほとんどそこまではとらない。株式

会社というのは利益追従型という方法であって、それが副町長やなんかが入っている。 

  ただ、この移住・定住にしても、上士幌が非常に興味があって、東京方面からもかな

りの人が来てお試し暮らしですとか、私も何人か知っていますし、来たら必ず個人的な

接待だとかという、細かい話を聞きたがると。それはどういうことかというと、ただ行

政的に、来た人を、こういうところの住宅がありますよ、こういう方法がありますよ、

方法論だとか定住に係ったそれはパンフレットでわかるわけです。しかしながら、定住

する側、来る人の形から見ると、上士幌の人間性が問われている。誰がそれをサポート

してアフターフォローするのかということが、今のところはコンシェルジュであろうと

どこであろうとそれほどでき上がっていないんです。 

  まちづくり会社も、そういう役員や何か、もしくは協力隊という形、職員、それと行

政の職員とありますけれども、その人方が、例えば定住・移住で農村だとか食べ物だと

か、そういうところとどれだけのつながりを持っているかというのが最重要課題だと思

うわけです。だから業務時間中にやっていればいいという問題じゃないんです。彼らは

来て、こういうところに定住したいと希望している人がいます、はっきり言って。そう
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すると人間性で、じゃその細かいところからいろいろな悩み事、心配事、それを誰がそ

のサポートをするんだということが今のところは定まっていないわけです。それがコン

シェルジュでも、あそこまでふるさと納税なんかやっておったら、そこまで手が回らな

いと思うんです、あそこの組織、団体では。 

  だから、その辺を行政、もしくは今度できたまちづくり会社とどのような連携をとり、

なおかつ町民との形の中をやっていくのかというのが重要だと思うんです。その辺の考

え方が、難しいと思うんですけれども、瀬下主幹、なかなか答えられないものは私もわ

かります。答えられないのがあると思うんですけれども、基本的なやはりそういう問題

があるということを私提案しておいて、それをやはり今後解決していただきたいと。こ

れ直接言われたことですから、その辺、考え方を伺いたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 平岡主査。 

○平岡崇志商工観光課主査 まず、移住・定住の関係につきましては、委員がご心配され

ているとおり、まず第一義的には、ＮＰＯ上士幌コンシェルジュが本町の移住・定住の

ワンストップ窓口であるということがまず第一前提でございます。 

  ただ、委員がおっしゃるとおり、なかなかそこでは十分に受け切れないというような

実態もございます。それの中には十分、町民の方だとか先輩移住者の方だとか、そうい

った方々のご協力もありながら進めていかなくてはいけないことだというふうに私のほ

うも十分理解しております。 

  そういった部分では、町を挙げて協力しながら進めていく必要があるということで、

皆さんのご協力を得ながら進めていきたいというふうに今後も思っておりますので、ご

理解のほうお願いいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 瀬下主幹。 

○瀬下充孝企画財政課主幹 移住関連業務に関してのまちづくり会社とコンシェルジュさ

ん、そして町の連携という部分でございますけれども、今、平岡主査から答弁ありまし

たとおり、移住の窓口は当然ＮＰＯコンシェルジュとなっているところでございます。

そちらを中心に対応していただく中で、来年度行おうとしております移住希望者の町内

でのマッチング、仕事とか住まいの支援といったなかなか対応し切れない、できない分

野について、まちづくり会社が連携をしながら進めていければというふうに考えている

ところでございます。 

  来年度は人材センター等もオープンしますので、そういった面で効果的に取り組んで

いけるのではないかなというふうに考えております。 

  以上でございます。 
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○委員長（佐藤 曻委員長） ８番、山本弘一委員。 

○８番（山本弘一委員） そういう考えであれば、やはり移住しようとしている人のやは

り意見ですとか、またしょっちゅう来ているんですけれども、将来してくれるのかな、

どうなのかなという人もいるし、したいという人もいるんです、現実的に。その条件が

整えばという。 

  それはやはり都会と違って、先ほど出た公共交通というのは、ほとんど山だとか、町

の中だったらまだ歩ける、歩くとかなんとかという形。しかし、農村部だとかそういう

ところに住むと、どうしても車必需品になってしまうと。中には免許がないという人も

いたり。 

  だから、やはりそういう細やかに対応してやる方々が、来たらお越しくださいませと

いう行政は多分やるんだけれども、そのいる期間が、人によっては３日だとか１カ月だ

とかさまざまな人があって、その中のやはりサポートというものが、やはりもうちょっ

と親身になってやってあげる専門員みたいなのをつくったほうがいいのではないかなと。 

  向こう側からも、やはりこういうものが問題ですよというのは大まかに把握している

と思うんだけれども、その辺のやはり把握度の問題と、上士幌でできること、行政でで

きること、コンシェルジュでできること、それからまちづくり会社、それ以外に、私方

みたいに一般の人間でも、食べ物ジャガイモおいしいねと言ってたら、うちに来て食べ

なさいというような、こういうシステム的なつくりを今後なお一層やはり進めてもらわ

ないと、なかなかうまくないのかなというふうな考えをします。 

  これはそのように進めてほしいという要望ですから、意見があればどうぞ。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 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、そういった部分ではさまざまなこ

れから課題がございますので、うまく進んで、本町に移住・定住していただけるように

取り組んでいきたいと思いますので、ご協力のほうお願いいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ここで、15分間の休憩といたします。 

  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００分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１０分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 質疑を受けたいと思います。 
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  ６番、中島委員。 

○６番（中島卓蔵委員） 46ページの高度情報通信経費と、それから47ページの財政管理

経費について質問します。 

  高度情報通信経費につきましては、29年度におきましては237万9,000円の計上になっ

ていますが、今年度は40万1,000円です。そのうち委託料が、前年は219万円になってい

ますが、今年度は21万6,000円になっていますが、委託の業務内容は同じなんですが、

今年度の21万6,000円に対する委託の業務の内容というのはどういう内容なのかご説明

いただきたいのと、同じように、財政管理経費につきましても、29年度は278万円にな

っていますが、今年度は95万9,000円です。そのうち委託料が、今年度は26万円ですが、

前年度は209万6,000円になっていますが、同じように委託の業務の内容についてご説明

いただきたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 木田主査。 

○木田克則企画財政課主査 まず、私のほうから、高度情報通信経費の内容についてご説

明いたします。 

  こちらの減額理由につきましては、現在町のほうで運営しておりますインターネット

のブログポータルサイト、かみしほろん．ｃｏｍというサイトがございますけれども、

こちらを５月末をもって閉鎖するということを決定しておりまして、その委託料の減額

ということで、30年度につきましては、４月、５月の２カ月分のみの委託ということで

金額のほうが減額になっております。 

  こちらのサイトの閉鎖理由ということですけれども、近年インターネットにおきまし

ては、ＳＮＳというようなソーシャルネットワーキングサービスといった、手軽に無料

で情報の交換ですとか情報発信ができるようなツールが近年普及しておりまして、ブロ

グの利用というものが大幅に減少しております。 

  そこで、社会的にもブログというものがどんどん衰退をしているというような状況も

ございますので、私どもの町で運営しているかみしほろん．ｃｏｍにつきましても、利

用者もそうですし、１人当たりの利用料というところも毎年減少しているような状況に

ございますので、こういったことを踏まえまして、30年の５月末ということをもってこ

のサイトを閉鎖したいと考えておりまして、その委託料の減額という内容になっており

ます。 

  そして、５月末で閉鎖するという理由につきましては、閉鎖に当たりましては、これ

まで利用されてきた方のブログというものは歴史でもございますので、そういった内容

を自分でダウンロードして保存できるというようなシステムを開発して提供すると。そ
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のための閉鎖の猶予期間を２カ月間持っているというところで、５月末までの運用とい

うことにしております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 新井主査。 

○新井英次郎企画財政課主査 私のほうから、財政管理経費の委託料の減額についてお答

えしたいと思います。 

  こちらのほうは、29年度から国の基準に基づきまして財務書類を作成するようにとい

うことで、29年度は固定資産台帳の整備、それからシステム整備を委託しておりました。

こちらのほうは29年度中に完了しまして、来年度、30年度の部分につきましては、作成

に係る会計事務所さんへの相談対応の経費、それはメールとか電話等で対応していただ

けるということで、そちらのほうの経費だけを計上しております。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） ページは戻るんですが、43ページの平和首長会議についての

経費負担金2,000円組んでいますが、これ毎年組んでいると思うんですが、この内容に

ついて質問したいと思っています。 

  上士幌町は、この会議はもともとは市長会議といっていたらしいんですが、今首長会

議に変わりまして、上士幌町は市長会議のときに町長が率先して、管内でも１番か２番

目ぐらいに入った会だと思うんですが、その後について、この会の負担金を払うだけで

はなくて、会の趣旨に沿った非核平和の宣言について、核兵器について世界に広めると

いう運動をしている団体だと思うんですが、その点について、具体的な活動とかする予

定はないのか質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 冨川主幹。 

○冨川裕士総務課主幹 今お話ありました件につきまして、2,000円につきましては年会

費ということで予算計上させていただいております。 

  30年度においては、今の段階では特に町独自での具体的な取り組みというのは予定は

しておりません。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 会としては、例えば何かあった場合には、決議文を上げたり

だとか活動していますし、加盟している団体もいろいろしていると思うんですが、それ

とはまた別に、別な会がもう一つあるんですが、そっちのほうが物すごく熱心で、核兵

器廃絶協議会みたいな、そこには、前の質問のときには竹中町長、町長はそこには入る
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意思はないということで、平和首長会議だけ加盟しているんですが、ぜひその中でも、

ぜひ平和に、被爆受けた広島、長崎の地史を生かした団体活動をしている団体、その点

についてもぜひ何らかの活動をしてほしいなと。活動自体は事業を組むんじゃなくて、

こういうことを決めましたと、平和首長会議で決めましたということは情報が来ると思

うんです。それを例えば広報に流すとか、それでも十分だと思いますので、それについ

て質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 冨川主幹。 

○冨川裕士総務課主幹 非核平和の取り組みといたしましては、これまでも町の記念事業

にあわせて企画パネル展等を実施したりしてきておりまして、今後もちょっと時期は明

確にはできないですけれども、いろいろな平和に関する活動というのは実施していきた

いと。時期と内容については今後検討することになると思いますが、考えていきたいと

考えております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 何かはっきり聞こえなかったんですが、例えば、これは帯広

市の例で、平成27年にパリとかフランス、多発テロですか、起きたときには、声明文を

この会として上げたということを、帯広市のホームページですか、そこにアピールした

り紹介しているという、声明文をアピールするとかそういうこともできますので、具体

的な会の活動をするということに、この会自体は具体的な活動をする会議ではないと思

うんですが、その点についてこれからの課題にしてほしいなと思って質問いたしました。

答弁はいいですので。 

  それと、次の質問なんですが、44ページのふるさと納税自治体連合会というのが今年

度、29年度立ち上げて、上士幌町もそこの会に入って、多分団体としては役か何かにつ

いているかと思うんですが、その点について、今年度の活動どうなのかと、若干予算的

には減っていますが、今納税金に関しては、返礼品の上限が決まったりとか、広げるの

か縮小かわかりませんが、いろいろな意見がありますので、30年度の活動について質問

いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 ふるさと納税自治体連合の取り組みについてですが、昨年度

立ち上がりまして、昨年度予算は10万円で計上したんですけれども、その後補正予算減

額して、負担金は昨年度も３万円となっております。 

  当初６団体の首長が発起人、声かけ、呼びかけ人となって、そのまま６団体が共同代

表となって、竹中町長も共同代表に加わっているんですが、当初は27の自治体で、今後
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のふるさと納税制度の健全な発展を願う団体ということで設立しております。きょう現

在、74の自治体まで加盟数がふえております。なので、次年度は74の団体掛ける３万円

で222万円という事業費になるかと思うんですが、正式には４月に総会が開かれて、そ

こで事業計画が図られますが、今の予定としましては、ふるさと納税自治体連合独自の

ホームページをつくって、そこで加盟している自治体のよい取り組み、寄附金の使い道

としてよい取り組みですとか、交流人口の増加につなげている例なんかを、ホームペー

ジを作成して発信していくと。また、同じような優良事例集という冊子もつくって、そ

れを配布していくと。 

  また、大きな事業としましては、ふるさと納税の未来を考えるシンポジウムというと

ころで、共同代表の中に福井県知事も入っているんですが、来年は福井県でのシンポジ

ウムを予定しているところです。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 前回の設立のときの説明の中で、地方税はこれだけ入ると。

それと納税金はこれだけというような形で、どちらかが払えばどちらかが減るという形

で、地方税を超えるまでは無理なんですが、そういう形で納税金をふやす取り組みをこ

の会としてはしていくんだということがあったと思うんですが、加盟自治体がどんどん

倍以上にふえたというのは、自治体そのものはふえていると思うんですが、運動として

はやはりいろいろなことを考えながらやっていかなくてはいけないのかなと思っていま

す。 

  今回、オリンピックの関係でいきなりぐっとふえたと。それは目的があって、その事

業に対する目的があって寄附する方もいると思うんですが、今回も多分いろいろ議論に

なっていると思うんですけれども、納税金をもらったとしてもどう使うかと、どういう

ふうに活用するかということをきちんと町民にも明らかにしなければいけないと思いま

すので、これ自体余り私自身は、そんなに地方の自治体をどんどんふやしながら納税金

をふやしましょう、ふやしましょうという活動は余り好ましくないのかなと思って質問

させてもらいました。 

  これは町の方針ですので、私の考えとして質問させてもらいましたけれども、答弁が

あればお願いいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 自治体連合の方針としまして、超えたら都市から寄附金がふ

えたよと、そういうことを広めていこうと、そういう団体ではもちろんありませんので、

どちらかといいますと、やはり取り組みのところで、いい取り組みを団体間で共有して、



 

－42－ 

使い道のところで、いかにいい使い道ができるかというところを共有していこうという

団体でありますので、例えば今、返礼品で問題になっているその３割というところを守

っていない自治体があるから、それを守るように強制していこうですとか、国にもっと

３割じゃなくて、そこは４割にしていこうとか、そういうことを言っていくという、そ

ういう団体ではございませんので、どちらかというと、本当に使い道のところのいい事

例を共有して、そういう取り組みを広めていこうという自治体連合であるということを

ご理解いただければと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 私は、56ページの交通ターミナルの維持管理費についてお伺い

いたします。 

  今回初年度ですから、この経費はわかるんですけれども、次年度以降もこれが毎年毎

年、一般会計からの繰り入れというか、一般会計から出ていくお金だと思うんですけれ

ども、そのことには間違いありませんか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 宮部主幹。 

○宮部直人企画財政課主幹 お答えいたします。 

  今、予算計上させていただいている金額734万1,000円ですけれども、この中には一部、

初年度オープンセレモニーに係る経費というのが若干ですけれども入っております。こ

れは十数万円ですけれども、その分については、次年度以降は当然かからないというこ

とになっております。 

  また、予算を積算して当初予算として計上させていただいた以降、やはり管理運営に

係る経費に関しては後年時もずっと続いていくものですので、そして、費用対効果を考

えて極力圧縮していきたいということで、その後も検討をしてきています。 

  管理体制も含めて、当初開放時間中、今６時から21時の開放時間で運営をしていくこ

とにしておりますけれども、その時間中、人を切らさず配置をしたいということも考え

ていましたけれども、民間のバス事業者さんに営業所機能を担ってもらうこととしてお

りまして、９時から５時の間、窓口営業をしてもらいます。この時間帯については、バ

ス事業者さんのほうに一部行政サービスとして管理について担ってもらいたいというこ

と。あと、それ以外の前後の時間についても、ドライバーの休憩が入る予定があります

ので、そのバス事業者の運転手さんにも見守り等をしていただくといったことで、別な

人員の配置を今取りやめることで検討しております。 

  そのことで委託料、清掃管理のところである程度人員を配置を考えておりましたけれ

ども、385万5,000円の予算計上分を今250万円ぐらいまでは圧縮できるのではないかと
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いうことで、執行に当たっては、このぐらいの金額に抑えていきたいということを検討

しております。これによって、執行の予算の総額は580万円ぐらいまで圧縮できるかな

というふうに思っております。 

  また、この予算の財源に関しましては、一部委託料相当分については、士幌線の基金

を繰り入れて、一般財源を極力減らしていくということにもしておりますので、なるべ

く次年度以降予算の圧縮をできるように、また検討しながら進めていきたいというふう

に考えております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ５番、野村委員。 

○５番（野村恵子委員） 空き地、空き家の活用にちょっとお伺いいたします。 

  町内の空き家、空き地の利用をしていきたいと。それとあと、空き店舗についてもチ

ャレンジショップだとか利活用していけるとは思うんですが、なかなか空き店舗に対し

ては、住宅と併用して進めていくにはちょっと難しいかと思うんですが、町としてはど

のような方法で、具体的にどういうふうに話を進めていくのかというのをちょっとお伺

いいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 平岡主査。 

○平岡崇志商工観光課主査 委員の質問なんですけれども、生涯活躍のまち上士幌創生プ

ロジェクト事業に関連した質問だというふうに思っておりますけれども、商工のほうで、

現在商工会のほうで空き家、空き店舗対策につきましては、今現在、商工会会員の皆様

に対しまして、今現在、高齢化ですとか後継者不足ですとかが今待ったなしの状況にな

っておりますので、そういった部分で、商工会の職員が商店さん等訪問させていただい

ておりまして、今後あと何年商売をしていくのかですとか、後継者はいるのかだとか、

事業承継をしていくのかと、そういった質問をしているところでございます。まだ回っ

ていないところもございまして、年度内には全てのところを回るというところで話を聞

いております。 

  その部分の聞き取りアンケートをもとに、委員がおっしゃいましたいわゆる店舗と住

宅で、既に店舗の部分がやっていない住宅で人が住んでいる住宅ですとか、そういった

部分が大変問題が出てきて、そういった部分の住みかえも含めまして、いわゆる商店街

の振興計画のほうを平成30年度策定したく思っておりまして、これは商工費のほうに、

商店街活性化事業の中に盛り込みさせていただいてはいるんですけれども、そういった

部分で、商店街の今後のあり方につきまして、平成30年度皆さんと議論をしていきなが

ら計画のほうを策定したく思っております。 

  以上でございます。 
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○委員長（佐藤 曻委員長） そのほか、質疑はございませんでしょうか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） それでは、質疑がないようでありますので、ここで暫時休

憩といたします。 

（午前１１時２９分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時３０分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 次に、総務費は57ページから66ページまでです。 

  質疑を行います。 

  質疑ありますでしょうか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 62ページのふるさと起業家支援プロジェクトチームというこ

とについて質問いたします。予算資料の中には一応書いてはいるんですが、もうちょっ

と具体的に説明お願いいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 ふるさと起業家支援プロジェクトについてですが、こちらも

ふるさと納税制度を活用した新しい取り組みになります。 

  クラウドファウンディングと言われるインターネットのサイトを使って、あるプロジ

ェクトでお金を集めたいというときに、募集期間を期限を決めて、目標金額を、このプ

ロジェクトをやるために幾ら資金が調達したいという目標金額を設定して基金を募ると

いう、そういう制度がございます。それをふるさと納税においても活用しようという制

度でございます。 

  このふるさと起業家支援プロジェクトにつきましては、上士幌町で新たに起業、創業

したい、お店を開きたいと、そういった方がいらっしゃった場合に、事業計画を提出し

ていただいて、それがクラウドファウンディングでふるさと納税を活用して資金を集め

ていくにふさわしい事業だと認定された場合には、ふるさと納税で全国の皆様からその

起業、創業を応援していただこうと。そのいただいた寄附をその起業を目指す方に支援

していこうと、そういった制度でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本委員。 

○１０番（山本和子委員） そうしますと、現在は上士幌に住んでいなくても、例えばど
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こかの方が起業を起こしたいという場合には、その方は上士幌に住むという前提になる

んだと思うんです。そして、そこで募集して300万円、400万円、わかりませんが、集ま

って、その起業を起こすということを前提なんだと思いますが、これとはまた別に、い

ろいろな別な形でいろいろお金もらって何かをするということもよくテレビであります

が、そういう形になるのか質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 上士幌町、もともと創業支援のメニューというのは持ってお

りまして、そちらの創業メニューというのは、上士幌町に住んでいるですとか事業所を

構えているとかという条件だったと思うんですが、こちらに関しては、もちろん上士幌

町に事業所を構えている会社ですとかＮＰＯ法人、そういったものが対象になるんです

が、それに加えて、上士幌町で今後上士幌町を拠点に、例えば町内の事業所さんですと

か町内の生産者さんですとかと連携をしながら、上士幌町の地域資源を活用するという

ことが明らかな場合は、そちらも事業計画の内容を審査して認めていきたいと思ってお

ります。 

○委員長（佐藤 曻委員長） そのほか。 

  10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 63ページの地区集会所の修繕と備品購入の内容について質問

いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 高田主査。 

○高田清蔵建設課主査 まず、修繕費の主なものなんですけれども、これも東居辺地区の

コミュニティーセンターなんですが、地域からの要望がありまして、和式のトイレを洋

式のトイレに改修するというものでございます。 

  それから、備品購入なんですけれども、こちらも地域からの要望がありまして、まず

一つ、暖房機というのは、北居辺コミセンの暖房機１台更新します。そして、センサー

ライトというのは、玄関に、暗いということで、センサーで照明がついたり消えたりす

るものなんですけれども、これが北門と町なかの西集会所と東集会所、３カ所要望があ

りましたので購入すると。それから、ワイヤレスアンプというのは、これも要望があり

まして、地域で研修会とかやるときに、高齢者の方が耳がちょっと聞こえづらいという

ことでマイク、これは南集会所と東集会所で要望がありましたので購入するというもの

でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 多分その集会所の方々の組合管理長含めて話し合いを持って
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いると思うんですが、いろいろ要望が上がって、多分上がったからではなくて、その会

議の中で要望ありますかみたいな形の進め方で決まっているんだろうと思うんですが、

私今、東以外３カ所を毎月利用しているんですが、例えば電気がぱかぱかなったりとか

いろいろあるんですが、それは管理組合長さんから要望を上げてもらわないといけない

ので、どこまでが管理組合で処理するのか。暖房機もちょっと調子悪いねとかあったり

するので、それがきちんと組合で処理するものか、その話し合いの中で要望を上げて直

してもらえるものか、その点についてきちんと進められているのか質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 高田主査。 

○高田清蔵建設課主査 ちょっと明確に、例えば消耗品にかかわるものに関しては地域で

負担していただく、それから設備の維持管理に関するものは町が負担するということで、

役割を明確に明記して管理を行っております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 65ページまで入ると思うんですが、マイナポータルの運営経

費がここに含まれておりますが、これはたしか29年度に設置した事業で、その後ずっと

この管理経費というか、それをちょっと払い続けるものかどうか。 

  それと、今時点でこのカードをつくって利用している方が29年度いるのかどうか質問

いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 木田主査。 

○木田克則企画財政課主査 マイナポータルの運用経費でございますけれども、今年度、

昨年度と同様の金額を計上させていただいておりますけれども、内容としましては、職

員に対する旅費のみという計上になっております。 

  具体的な内容としては、このポータルサイト運用に係る職員への説明会への出席、ま

たこのサイトを操作するための操作研修会への出席するための旅費という、旅費のみを

計上させていただいております。 

  あと、交付件数についてはちょっと私のほうでは把握していませんけれども、マイナ

ポータルの利用に関しては、マイナポータルというサイトの性質上、自分の情報開示が

どこで行われたかを確認することができるというのが一つと、それから、子育てワンス

トップサービスということで、子育て支援に関する申請などが電子上でできるというよ

うな機能を持っていますけれども、情報開示の確認に関しましては私どもで把握するこ

とができませんので、そちらのほうはカードを持っていらっしゃる方が随時確認をいた

だいているものと考えております。 

  また、子育てワンストップサービスにつきましては、今時点で約10程度の電子申請サ
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ービスを登録されていますけれども、現在のところ利用は一件もない状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 長良主査。 

○長良実穂町民課主査 カードの交付数についてお答えいたします。 

  先月末までで378枚、378人の方にカードを交付させていただいております。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） そのほか質疑ありませんでしょうか。 

  ６番、中島委員。 

○６番（中島卓蔵委員） 61ページの企業誘致テレワーク推進事業について質問します。 

  29年度は上士幌版テレワーク推進事業がありまして、前回の補正のときに減額補正に

なっていましたが、30年度はこれ企業誘致とテレワーク事業と、事業が一本化という考

えでよろしいでしょうか。その点を確認したいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 まず、上士幌版テレワーク事業に関しましてですが、これま

でテレワーク事業については、１年以上にわたって上士幌町でテレワークをする方、ま

たサテライトオフィスを設置する方ということが対象の条件になっておりました。それ

はなかなかハードルが高いというところもあって、利用が低調になっているのではない

かというご指摘もあったところです。 

  それで、次年度からは、テレワーク事業をもう少しハードルを下げて、お試しテレワ

ークオフィスというふうに変えて、あらかじめこちらで移住体験住宅と同じような形の

お試しオフィスというのをもう用意しまして、最短１週間からテレワークが滞在できる

ような取り組みに変えていきたいと思っています。 

  また、そのテレワークオフィスなんですけれども、お試しオフィスにしまして、例え

ばテレワークをするじゃなくても、企業誘致を考えている企業が例えば１週間にわたっ

てお試しオフィスに滞在して資源の調査を行う、そういったことにも活用できるように

したいと考えておりまして、企業誘致の事業とテレワーク事業を統合した、そのような

形になっております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） そのほか質疑ありませんでしょうか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 質疑がありませんので、次に、総務費は67ページから73ペ

ージまでの質疑を行います。 

  質疑ありますか。 
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  10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 68ページの十勝市町村滞納機構への予算なんですが、今回の

予算については、30年度は何人引き継ぐ予定なのかと、それから、そこに対する人の派

遣なんですが、29、30と２年間派遣するとなっていますが、本当は29年度も聞けばよか

ったんですが、そこを抜けた分の人材はどのようにしているのか、不足分について。お

金は補正で来るのはわかったんですが、その不足分についての体制はどうなっているの

か質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 木下課長。 

○木下由季子町民課長 滞納整理機構の引き継ぎの予定人数についてなんですが、滞納整

理機構に引き継ぐ案件につきましては、まず上士幌町のほうである程度の方を抜粋して、

こういう方を引き継ぎをしたいということを申し出をしまして、滞納整理機構のほうか

らお越しいただいたときにそれぞれで調整をさせていただいた結果、滞納整理機構に引

き継ぎをさせていただくというような形になっております。 

  今現在、その引き継ぎの件数について内部で調整中なんですけれども、昨年度、平成

29年度は７件で、例年７件から10件程度を引き継ぎをさせていただいている経過もあり

ますので、平成30年度についても同様の件数、人数になるのではないかというふうに今

想定しております。 

  人員の部分につきましては、すみません、また別の。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 職員の派遣につきましては、これは十勝市町村会のほうで協議をし

ておりまして、さまざまな団体への町村間の派遣というのが実際にございます。それに

ついては各ブロックごとに年度を割り振りまして、またそのブロックの中で、その年度

について２年ないし３年という形でそれぞれの町村が派遣をするということが、ある程

度もう計画的に予定をされておりますので、本町についても、現在の派遣はもう既に以

前から決まっておりましたから、当然のことでありますが、その派遣するという前提に

人材を確保して、いわゆる欠員という形ではなくて、当然そこに職員を配置をするとい

うことで進めてきております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） そのほか質疑ありませんでしょうか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 質疑がありませんので、ここで暫時休憩といたします。 

（午前１１時４４分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時４５分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 質疑を行います。 

  次に、歳出、民生費は73ページから91ページまで質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 79ページの高齢者及び障害者向けの除雪費用についての質問

をいたします。 

  これ29年度から体制が変わったと思うんですが、それの利用状況と、それから周知が

徹底したのかどうか、それも含めて質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 塩澤主査。 

○塩澤尚弘保健福祉課主査 お答えします。 

  高齢者除雪の支援としましては、これまでの除雪にかかった費用の助成方式に加えま

して、ボランティア方式による支援を実施しています。建設業協会加盟業者18社により

ます42世帯受けておりますけれども、それに加えて住民の方への協力依頼ということで、

事業開始当初に広報の11月号と12月号になりますが、周知を図ってきています。 

  現在までには、ボランティア除雪を希望された高齢者は９名、９世帯です。ボランテ

ィアとして除雪をしてもいいですよと言ってくださったのが３名なんです。需給調整を

しまして、３名の方に対して９名ですので、ちょっと需給調整に至らないお宅があるん

ですが、そこは現在のところ我々包括の職員で対応している状況になります。 

  30年度もこの費用助成の支援と、あとボランティアの支援ということで実施をしてい

きたいというふうに今のところ考えておりますので、ただ、ボランティアの確保という

のが課題になっているということは確かでありますので、事業周知を早目のうちから図

っていきたいなというふうに考えているところです。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） まだ途中ですので、この利用世帯と登録者は変わらないと思

うんですが、途中ですので、まだまだ除雪必要な方いると思うんですが、私も広報だけ

の、ちょっと私も広報１年分ばーっと見たんですが、広報だけの通知だけではなかなか

把握できていないのではないかと。 

  ですから、多分30年度に向けてはもっと綿密な、広報に書いたからではなくて、例え
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ば老人クラブとか何かいろいろな形で周知をして、受けたい世帯からやってもいいとい

う方もまだまだいるのではないかと思うんですが、その辺をきちんと広報で、広報だけ

じゃなくて周知を図ってほしいなと思って質問させてもらいました。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 塩澤主査。 

○塩澤尚弘保健福祉課主査 今年度実施しました日常生活圏域ニーズ調査というのがあり

まして、その中で、この除雪ボランティアに関する質問項目がありまして、ボランティ

アに手伝ってもらいたいことで、「除雪の手助け」と答えた方が81名ぐらいいらっしゃ

ったんです。それに対して、ボランティアとして手伝えそうなことで、「除雪」という

ふうにお答えいただいたのが48名いらっしゃいますので、恐らく除雪で活動も既にされ

ている方もたくさんいるんだと思うんですけれども、この制度を利用していただくよう

に需給調整、マッチングできるように、早目のうちからの周知と、あと今はポスターと

かつくっていないものですから、ちょっとあちこちの公共施設にポスター等張り出すと

か、そういう形でボランティアさんの募集を募っていますよというような周知を図って

いきたいなと考えています。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 多分希望者がまだまだいて、それがうまくかみ合うとすごく

いいまちづくりができるのかなと思っていますので、それはぜひ広報に書いたからだけ

じゃなくて、いろいろな形で周知してほしいなと思っています。 

  それと同様なんですが、ボランティア登録の関係も新しく始まりまして、かなり活動

されている方もいるんですが、なかなか私も研修会そのものに行ってはいないんですが、

説明会には何回か足を運んだんですが、なかなか利用できる項目がなかなか見つからな

いと。 

  いろいろな方がボランティアしていると思うんですが、その点について社協、ここに

対象となる事業とあって、またきょう研修会を予定しているんですが、もうちょっと具

体的なもうちょっとメニューがふえるといいのかなと。やはり社協の活動に参加すると

か、老健施設で何か手伝うとかというと、なかなか幅が狭まってしまうので、もっとも

っと、私、池田町の佐藤さんの昔聞いたときには、いろいろなメニューがあって、高校

生がちょこっと何とかするだとか、何かするというのは気軽に事務所に顔を出したとか、

そういうことがポイントにつながっていって、いろいろな方が参加できるようになって

いましたので、これは改善点としてぜひ検討してほしいなと思っていますので、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 今のは、答弁はよろしいですか。 
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  ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 76ページですけれども、町内防犯カメラ整備事業についてお伺

いをしたいと思います。 

  過去に防犯カメラの設置についてお聞きしたときには、警察からは、公共施設とかそ

ういうところに防犯カメラを設置してほしいというようなことの要望はありますという

ようなことの回答をいただいていたときがあります。 

  今回、通学路を中心に防犯カメラを設置をしていくということで予算計上がされてお

りますけれども、今回何基設置するのかわかっていないんですけれども、今回の設置で

ほぼ通学路等の防犯カメラの設置というのがクリアされるというふうにお考えなのか、

場合によっては翌年度以降も増設というか、ほかの箇所にもつけていくということが予

想されるのか、その辺についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 吉永主幹。 

○吉永雅一町民課主幹 ご質問にお答えします。 

  まず、今回予算で計上させていただいたこの防犯カメラの設置につきましては、委員

おっしゃるとおり、町内の主要道路交差点、それから通学路を中心に監視する目的で設

置させていただきます。これについても帯広警察署さんのほうから依頼があった内容で

ございまして、この予算を計上させていただいているものです。 

  この設置に当たっては、今のところ９カ所、10台の防犯カメラを設置する予定でござ

いますけれども、この契約をする段階で、契約の中で、実際カメラの画角ですとか設置

場所が適正なのかどうかですとか、そういったところを帯広警察署さん、上士幌駐在所

さんを立ち会いのもと確認していく作業も見込んでおります。 

  その中で、それから、この防犯カメラの設置については、決して町民の皆様の日常生

活を監視するものではないということを今後説明していかなければならないというとこ

ろで、関係機関、団体等と合意形成を図りながら設置していくという意味でも、そのご

意見をいただく中、それから警察のほうの要望等を聞く中で、設置場所の変更となる可

能性もございますし、もっと必要な設置場所も必要になってくるということもございま

すので、この平成30年度予算につきましては、当面、今のところ９カ所、10台でござい

ますけれども、今後、後年時以降、増設するという可能性も出てくるというふうには考

えております。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ５番、野村委員。 

○５番（野村恵子委員） 早坂委員と同じような質問なんですが、委員会のときに説明を
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受けていました。 

  それで、特に今回は小学校、中学校、高校の通学路の監視を重視し、子供たちへの見

守りを強化しますと説明を受けたんですが、一応設置場所としては９カ所、10個のカメ

ラということなんですが、設置場所を説明をいただいたときに、よくよく見ると住宅か

ら住宅街、例えば７区のところの家常さんのところ、７区の公営住宅から来る子供たち

が多いとか、あと小寺建設の通りのところの１区、２区のところから子供たちが通ると

ころは子供たちが多いとか、そういうところを踏まえて考えて設置場所を考案したのか。 

  あと、警察とか校長、教頭先生方と協議したとなっていますが、ふだんから交通安全

指導員さんというのは、朝通学路、子供たちの監視だとか、下校時に立ってくれている

とか、交通指導員さんたちのほうがどれだけ子供たちがここの場所を通るよというのが

わかると思うんです。指導員さん方とはちょっと話、立てる場所とか相談を持ったこと

があるのか、ちょっとお聞きいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 吉永主幹。 

○吉永雅一町民課主幹 ご質問にお答えします。 

  まず、委員会でお示ししました設置場所、これにつきましては、素案をつくるのに当

たって、帯広警察署、上士幌町駐在所長と十分に協議してまいりました。その素案をも

って12月の校長会、教頭会で説明を差し上げています。 

  委員さんのほうからありました、指導員会の指導員さんのほうがよくその通学路とし

ての見守りという面では十分熟知しているだろうということで、意見を聞いたのかとい

うことでございますけれども、指導員さんたちにつきましては、これからこの素案をも

ってご意見をいただこうという考えでございます。 

  先ほど、この整備事業のスケジュールといたしましては、５月までに町民の皆様、そ

れから関係機関の皆様と合意形成を図っていきたいというところでございまして、その

中でいろいろな関係機関、指導員会も含めてお話をして、説明をして、合意を図ってい

こうという考えでございます。 

  それ以上に、先ほどご説明したとおり、導入前に試験的に、高所作業車を使って画角

を見てみたり、それから監視位置がここで適正なのかどうかというところで見てみたり

というところで、駐在所さんを立会していただいて検討していくというところで精度を

高めていきたいというふうに考えています。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 吉永主幹。 

○吉永雅一町民課主幹 ご質問に十分お答えできていませんでしたけれども、委員さんの
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ご質問にありましたとおり、通学路における子供たちの見守りを徹底するというところ

で、より子供たちが集まるような場所、こちらのほうを監視したらどうだというところ

で、この９カ所、10台のカメラでは不十分ではないかというご質問でございましたけれ

ども、この辺につきましては、先ほどご説明したとおり、駐在所さんと検討した中でこ

の素案ができたというところで、これにつきましても今後、先ほど申し上げたとおり、

合意形成を図る中で、そういった場所の設置する、しないというところを検討してまい

りたいというふうに思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 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（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） ただいま審議している項目は、民生費の73ページから91ペ

ージまでの質疑であります。 

  質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 緊急通報の電話設置事業なんですけれども、これセンサーに変

えていると思うんですけれども、どのぐらいの執行状況なのかお聞きをいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 塩澤主査。 

○塩澤尚弘保健福祉課主査 お答えします。 

  センサーつきの緊急情報システムは、現在70世帯に設置してあります。センサーは玄

関と居間、寝室、３カ所についていまして、早朝の４時から大体午前11時ぐらいまでの

間に自宅内で動きがない場合に自動通報されるものであります。 

  今までにセンサーによって動きがないという、センサーで緊急対応したケースはまだ

ないんですけれども、入院中とかにご家族が出入りした短時間ですと、ちょっと誤作動

を起こして、中にいるはずなのに動きがないというような通報が何件かあります。 

  通報自体合計しますと、１月末までで279件ぐらい何らかの通報はあります。例えば

電源が切れたとか、あと電話回線が不通になっていますよとか、あとペンダントの電池

が切れていますというような通報が寄せられます。実際に緊急対応したケース、救急車
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が出動したようなケースは今までに６件あります。 

  以上であります。 

○委員長（佐藤 曻委員長） １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） もっとだんだん切りかえていくということで、全部切りかえは

終わったという、全部センサーになったということで理解してよろしいでしょうか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 塩澤主査。 

○塩澤尚弘保健福祉課主査 ５台だけまだちょっと旧式のものが残っておりまして、合わ

せると75台です。その５台はその古い機械といいますか、センサーのない機械になって

おります。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） この５台というか、これも多分取りかえるんだと思うんですけ

れども、今まで取りかえたのを再利用するということはできないのか。といいますのは、

農家の方で、お年寄りだけ日中一人になってしまう。あとは牛舎に行ってしまって、介

護保険を受けている介護３ぐらいの人なんだけれども、転んでもそこまでちょっと行け

ないというか、そういうところには、息子さんと住んでいるからそれはつけられません

よ。それから、ご主人がまだ健康だから、夫婦で住んでいる場合もつけられませんよと

いうようなことが多分あると思うんですけれども、希望者はまだまだたくさんいると思

うんだけれども、その再利用というか、今までのものをつけ直して使ってもらうという

ことはできないのかどうかをお伺いいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 塩澤主査。 

○塩澤尚弘保健福祉課主査 まず、その５台残っている件なんですけれども、長期入院が

続いている方とかいまして、なかなか新しい機械に変えても、ちょっと帰る見込みがな

いとかそういうケースもあるものですから、ちょっと古い機械のままで設置させてもら

っています。 

  外した後の再利用は、センサーつきの通報システムであれば、外した後、また違うお

宅につけるということはあります。その同居しているケースとかでも、やはり農村地区

でもいらっしゃいましたけれども、同じ敷地内にいるんですけれども、ちょっと離れた

ところに隣同士で住んでいるとか、あと日中独居になってしまうとかという方について

は設置をしているケースもあります。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） １番、伊東委員。 
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○１番（伊東久子委員） 高齢者、今はすごく元気でいるんですけれども、先日もうちの

中で転んで骨折をして、電話のところまで、多分緊急通報ついていない方なんですけれ

ども、電話のところまでも行けなくて、しばらくそのままの状態でいたというのが最近

結構何かあちこちで聞くものですから、ふだん健康でも、もう何歳以上になったらその

緊急電話の、この古いのでもいいからつけてあげたほうがいいのかなと、最近そう思う

ようになったので、つけられるかどうかということをお伺いしたいと思います。切りか

えた台数はもうなくなってしまったのか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 塩澤主査。 

○塩澤尚弘保健福祉課主査 新たに設置するケースとか、センサーつきを設置していく方

向にしていますので、古い機械を外したものは、また古い機械をつけるということは、

もう相当古い機械になっていますので、そこは新しい機械に更新をして、センサーつき、

自宅がすごく部屋数もそうなくて、公営住宅のような環境でもセンサーを３つつけるよ

うな形で対応はしております。 

  ついていない方の骨折事例、確かにこの冬に入って何件かありまして、病院に入院さ

れて、自宅に戻ったときには、じゃ今度そういうことがあったら困るので、まずこれを

つけましょうかとか、そういったお話はしながらつけるようにしています。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 81ページの災害時要援護者登録台帳等管理経費のところで質問

いたします。 

  今回新しいシステムを導入するということで、事業概要について記載されているんで

すけれども、説明資料のほうにあるんですけれども、もう少し内容について説明してい

ただきたいということです。 

  それから、昨年11月の十勝毎日新聞に、要支援者名簿の活用に差ということで、十勝

管内の各市町村別の情報共有の状況がどんなふうになっているかということで載ってい

たんですけれども、それで、上士幌は消防署と民生委員とは情報共有しているけれども、

消防団とか社会福祉協議会だとかいろいろなところとは情報共有がされていないという

ような形で記事になっていたんですけれども、今回のこのシステム導入等々と関連があ

るのかどうかわかりませんけれども、この点についてもちょっと教えていただきたいと

思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 深瀬主査。 

○深瀬一輝保健福祉課主査 災害時の要援護者登録台帳につきましては、本町におきまし
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て名簿管理に特化したシステムということで、平成18年度に導入を先駆けて行ってきて

おります。途中、災害基本法が一部改正されまして、平成25年でしたでしょうか、名簿

をつくりなさいというのが義務づけされたところでございます。 

  昨年の11月、新聞でごらんになられたということなんですが、要援護者の方からは同

意をいただいておりまして、町内会だとか民生委員、またそういった福祉関係機関のほ

うには情報提供してもいいというところで同意はいただいているところではありますが、

実際に自主防災組織であったりだとか社会福祉協議会がそれに伴って何か事業を起こす

かというところがこれまでなかったものですから、こちらとしては事業を行なうときに

提供するという形でというのが経過でございました。 

  今回、新しくシステム導入という形になりますが、初期の名簿管理のシステムから12

年ほど経過しております。当時はゼンリンの地図を用いた名簿管理のもので、要援護者

がどこにいてというのが地図、マッピング上だけでわかって、名簿を管理していたんで

すが、今、要援護者ないし通常町民の方がかかえる問題というのが、複合的な要素が非

常に強くなっているところでございます。ですので、災害時だけではなく日常的に見守

りが必要であったり、困り事を把握する必要があると。そのために実際に始めたばかり

ですが、町内会とともに事態調査を行いながら、その人がどのような悩みを抱えている

のか、どのような歴史を刻んできたのかというところも含めてご相談させていただいて

いるところであります。 

  私も事務担当者なので、途中で人事異動等が行ってくることもあります。ただ、私が

いただいていたものについては、今後経年的に引き継いでいかなければならないという

ところもありますので、新たに要援護者に特化した形の新しいシステムを導入し、また

地域包括支援センターのシステムと連動できる形で、町民の方の情報については集約を

して基盤整備をしたいというふうに思っております。それによって総合相談窓口として

の機能がより強まるのではないかというふうに思いまして、今回導入をご提案させてい

ただいているところです。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 90ページの子ども医療費給付事業について質問いたします。 

  上士幌町は高校生まで無料にしているんですが、給付の支援の仕方なんですが、窓口

負担なしの現物給付と償還払いと２通りでやっていると思うんです。現物給付について

は、国のほうでペナルティーをつけて地方創生交付金を減らしているということがずっ

と続いてきましたが、平成30年からは、未就学児までは減額を、減らしたものをやめる
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というふうになりました。その点でどれくらい、そもそも減額された分と今回の未就学

児分が減らされない場合に、どれぐらい予算的には財源が来るのかと、それを、できれ

ば償還払いのほうにも移行しながら現物給付をふやすことができないか質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志保健福祉課主査 子ども医療費の現物給付、保険証を提示することによって自

己負担分が発生しないという取り扱いによる減額部分のご質問でありますが、まず今回

影響額ということで、総額ベースでちょっとお答えになってしまうんですけれども、そ

の未就学分というふうなちょっと計算になると、ちょっと簡単に数値が出ないので、全

体ベースでのちょっと答弁になることをちょっとご理解いただきたいと思います。 

  ここ３年の影響額ですけれども、療養給付費の確定が翌年度になりますので、平成28

年度の影響額、29年度で措置する額ですが、104万3,000円、平成27年度につきましては

103万8,000円、26年度については252万6,000円。その現物給付というのは、やはりちょ

っとその年度によって差異がありますので、入院ですとかそういった部分でも対応が変

わってくるので、ちょっと一概にそこまで大きな財源にはなるとは思っていませんけれ

ども、今後、その30年度から未就学分が国庫補助金の減額調整を行わないということで

示されていますが、その影響額については平成31年度からの影響になります。平成30年

度については平成29年度の療養費の実績に応じてやりますので、今回、平成29年度当初

予算と同じベースの予算計上額103万8,000円を予算計上しております。 

  あと、現物対応をふやせないかというちょっとご質問なんですけれども、平成30年８

月より、子ども医療費などの福祉医療制度につきまして、レセプトに公費番号を新たに

設定しまして、それをレセプト併用化を行うということで、普通の医療費の請求と一緒

に子ども医療費の受給者証にも公費番号を設定することによって、現物対応になること

に変更になります。これによって、国保連経由で町のほうに請求されることになるので、

北海道内の医療機関で福祉医療の助成の、子ども医療費の助成、それを提示することに

よって自己負担が発生しない。今まで立てかえ払いをしてお支払いをしていた分が、今

後レセプト併用化によって、道内においては全部現物取り扱い、道外については今まで

どおり一回立てかえていただいて後日請求するような形に変更になります。 

  これについてはちょっと昨年11月に北海道から通知がありまして、この変更取り扱い

について、まだ公費の番号の設定ですとか事務の変更点、まだその部分がまだ詳細が示

されておりません。今後詳細が判明次第、システム改修ですとか受給者証の更新、あと

広報周知などを進めていく予定でございます。 

  以上であります。 
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○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） そうしますと、この現物給付対応になるというのは国保の加

入者だけなのか。広域になりますと、医療費は全部もう向こうのほうで支払いすること

になりますので、道のほうで。そうすると、国保加入者だけがそういうふうになるのか、

それとも上士幌町、高校までやっていますので、それは社会保険の方もいますので、そ

れはそれとして償還払い、その辺ややこしいんですが、そうなるのか。 

  もう一点は、現物給付になると、要するに窓口負担がなくなった場合に、ペナルティ

ーの問題で、町村に来ているペナルティーが道のほうに来るのか、その辺は道のほうに、

町自体が損しなければいいというものではなくて、道のほうに行って、もう全体的には

国保加入者の、道に請求されたら払うのかわかりませんが、その辺についてどういうふ

うになるのか質問いたします。通知来ていればですが、どうでしょうか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志保健福祉課主査 先ほどの取り扱いにつきましては、国保加入者だけではなく

て社会保険のほうも、だから社会保険支払い補助基金も絡んでいますので、そこの経由

で全て、一応でも最終的には国保連をちょっと経由する形で行うような説明を受けてお

ります。ちょっとまだ詳細の取り扱い、まだマニュアル等示されていないので、ちょっ

と詳細が判明次第また説明させていただきたいと思います。 

  あともう一点、ペナルティーの部分ですけれども、ちょっとその辺もまだ完全に見え

ていない部分が若干あります。その未就学児童分も正式にどのぐらいだよというのもち

ょっとまだ見えていない部分もありますので、その辺もちょっと判明次第、改めてちょ

っと説明するなり、委員会等で説明するなり対応を考えたいと思います。 

  以上であります。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） そうしますと、うちの町は高校まで無料ですので、それにつ

いては国保、社会保険関係なく窓口負担はなしというふうに確認していいのかどうか。

何かすごく制度がややこしくなって、社会保険のほうと国保の方が連携をとっているの

であればいいんですが、そうなるのか確認したいんですが。もし聞かれた場合に、やや

こしくて答えられなかったら困るので、その辺確認したいんですが。社会保険も国保の

方も全て、うちの町は高校卒業までですので、そこまでは窓口負担がないというふうに

判断していいのかどうか質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志保健福祉課主査 一応そういう方針だというふうにちょっと道のほうから説明
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を受けていますけれども、まだちょっと詳細が、本当にまだ事務取り扱い等まだですけ

れども、ただ、受給者資格がありますので、受給者証と保険証を提示することで、保障

割合が決まっていますので、その割合の分を助成を行うということで、これ道内の市町

村全部の取り扱いになりますので、そのような変更をする予定だということで通知を受

けております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 82ページの特別養護老人ホームの設備改修費の助成事業です

けれども、これは電動ベッドだということで聞いているんですが、台数はどのぐらいで、

今回この補助することによって、特別養護老人ホームの使用ベッドは全部電動になるの

かどうか。 

  それと、さらには、これは特老のほうの補助要請というのがあったのかどうか。さら

には、それ以外にも補助要請というのがないのか。補助というか、こういうことをぜひ

お願いしたいという要請は来ていないのかどうかも含めて、この際ご説明をお願いしま

す。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 弦巻主幹。 

○弦巻佳光保健福祉課主幹 お答えいたします。 

  今回、30年度予算で特別養護老人ホームすずらん荘の電動ベッドの更新につきまして

は、現在27台という形で見積もりのほうをいただいております。ベッドにつきましては、

全体で、まずすずらん荘が立ち上がったとき、昭和62年なんですが、そのときのベッド

が50台、その後、居宅関係ですとか、いろいろショートステイですとかという形で追加

で５台ほどがありました。今回27台なんですが、必要最小限という形で今回電動ベッド

に更新するような形の要望がございます。 

  それから、ほかに対する補助の要望等につきましても、文書で今回あったのは、この

電動ベッドについて最優先でやりたいという形で要望がまずありました。そのほかにも、

介護職が実は不足しておりますので、そういった負担軽減も図るような形で、いろいろ

手だてというのを考えたいんだという形で意見交換はしたんですけれども、とりあえず

今、30年度につきましては、例えば介護ロボットですとか、その辺がちょっとまだ現実

的に導入まで至らないというような形で、今の状況になっております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 話の内容についてはわかりましたけれども、今、特老に対す

る待機者というのはどうなっているのか。どのぐらいの待っている方がおられるのか。

もしわかれば町内、町外ということも含めて待機者の状況。 
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  それから、聞くところ、今45床ほどにしていると。介護をする方がなかなか定数に満

たないということで。そういった状況を踏まえて、町の福祉行政としてはどういう考え

をお持ちなのか。これは理事者のほうの答弁になるのかと思いますけれども、それも含

めてお聞きをしておきたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 弦巻主幹。 

○弦巻佳光保健福祉課主幹 １月現在でお聞きした入所等の状況なんですけれども、まず

全体のベッドでは50ベッドありますが、現在41という形です、現在入所者につきまして

は。ついこの間まで45というふうに聞いていたんですが、けさ再度確認をしたところ、

現状で41というような形にまずなってございます。 

  それから、待機者、こちらについては、すずらん荘とこまくさというような形で特養

がありますので、すずらん荘につきましては、入所者判定会議の名簿上は二十二、三名

おります。ただ、実際に順番が来ても辞退されるというような形で、実情を聞いたとこ

ろ、実際に待っている方というのは三、四名というふうにまず聞いております。 

  次に、こまくさにつきましては、現在20床全部満床なんですけれども、待機者名簿に

つきましては三、四名ありましたが、つい最近亡くなった方がいたというような形で、

そこに入りますので、現在の待機者については２名というふうに聞いております。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今、入所者の関係で、いわゆる介護職員の確保が難しい中で、いわ

ゆる入所者を制限せざるを得ないというようなことでのお話も、実は事業者のほうから

お聞きをしているところでございます。その点については、事業者のほうでも相当募集

活動を積極的にされてはいるんですが、なかなか難しいと。一方では、いわゆる職を離

れる方も実際に発生をしている。３月にも何人かいらっしゃるようなんですけれども、

非常にそこは苦労されているというようにお聞きしております。 

  きょうの委員会の冒頭でもありましたけれども、そういったやはり、そういった人材

を育成をするということも当然でありますし、一方では、人材を確保するということも

非常に重要であります。特に介護ベッドの今回の支援も、やはり介護職場が非常に厳し

い環境にあると。なかなか重労働であるということから、やはりそういう電動ベッドに

することで介護職員の労働軽減にもなると。管内的にもそういった事業所がどんどんそ

ういう電動ベッドを導入をして、介護職員の労働軽減を図る中で、そういった人員の確

保をするということも一つの手法というふうにもお聞きをしているところでございます。 

  また、人員の確保については、私もいろいろな場面で面接等を行う場合がございます
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けれども、やはり中にはそういった介護経験、職場で働いた経験のある方とかそういっ

た方もいらっしゃいますので、そういうときには私のほうからも、そういった職場があ

りますよということで、そういった情報提供をしながら、時には事業所のほうにも連絡

をさせていただいてつなぎをさせていただいていると。 

  ただ、そうはいっても、なかなかやはりご本人のもちろん希望もございますので、即

座にそういった希望の人数を確保するというのは非常に厳しいということでありますけ

れども、これからも行政側としても、そういった介護関係の人材確保については、さま

ざまな機会を通じて行政としても努力をしながら、事業者と連携をして、人員の確保に

行政としてもお手伝いをし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（佐藤 曻委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 行政、多種多様な政策を行うわけでありますけれども、優先

順位というのをどういうふうに考えるのかということはちょっと考えておかなければな

らない。これからの上士幌の未来を考えて、いろいろ前向きな事業をいろいろうちの町

はしていますけれども、50床あるところが、介護職員の不足でなかなか50床の運用がで

きない。 

  一番大きいのはやはり労働条件、特にこの業界は、厳しい労働条件の割には賃金は安

いということを一般的に言われています。ですから、ほかの町村ではいろいろ支援もし

ながら職員に対する実質条件の改善をしている。いろいろな手当を出したり、夜間手当

を出したり、時間外を引き上げたりというようなことをいろいろしているというふうに

僕は伺っているわけですけれども、優先順位からいえば、その50床がやはりきちんと稼

働できる、待機者がゼロということであれば問題はないんですけれども、そうでなけれ

ば、やはりこういった福祉施設については、やはり十分稼働させるということは、やは

り最大限優先順位としては高い位置にもって取り進めをしなければいけないというふう

に考えているんですが、当然町は優先も含めていろいろあるわけですけれども、そうい

った部分の考え方について、もう一度理事者にお伺いをしておきたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 介護職員の確保が難しいというのは、一面では、今委員おっしゃる

ように給与面等の関係もあろうかと思います。もちろん今お話あったように、夜勤の場

合の手当の関係ですとかいろいろなことがあって、今これは都市部、農村部にかかわら

ず、どこの今介護事業所も人員確保に大変苦労されていると。どんどんどちらかという

と都市部に集まっていくということで、それを何とかとどめるために、あるいは新たに

確保するために、各事業所もいろいろな手だてをとっているということもお聞きをして
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おります。 

  本町の事業所のほうからもいろいろな要望なりがありまして、担当のほうもその都度

協議をさせていただいておりますけれども、その中で、今回については特に、先ほど言

いましたように、特に介護労働者の労働軽減、やはり職場でのそういった労働軽減を図

ることが非常に重要であるということで、30年度については優先的にこの電動ベッドへ

の切りかえということに町としては配慮をさせていただいて、ご承知のとおり、それま

では80％の支援ということでしたけれども、100％と、10割の支援補助をするというこ

とで改善をさせていただきまして、対応させていただいているところでございます。 

  また、今お話あったようなさらに、手当等々の関係についても、これはまた今後また

事業所のほうと十分協議をする中で、どういったことが一番効果的であるのか、どの辺

が一番今優先的にやらなければならないのかということについては、さらにまた現場と

詰めさせていただきたいなと。その上で、いずれにしてもこの事業所、非常に重要な施

設であることは十分承知をしておりますので、そういった環境整備と合わせて、やはり

人員の確保については、先ほども申し上げたとおり、何らかの形で十分これから協議を

する中で決定をし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（佐藤 曻委員長） そのほか質疑ございませんでしょうか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） ないようですので、次に、歳出、衛生費は91ページから

103ページまでの質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 地域医療の振興対策、これについて反対はいたしませんが、こ

の町立病院並みの支出をするわけですから、これは仕方がないと思うんですけれども、

やはり法人であるから、企業努力というのか、それはぜひこの金額を支出するに限り言

っていただきたいんですけれども、第一番に、ここ病院移動する前に、改築するときに、

心臓病患者さんが上士幌町に六、七名いるんですけれども、その方たちも全部北斗のほ

うに移動しました、一回。そして、この新しく病院ができて、リハビリもあり、入院施

設もあっても、ここでは受け入れられないという状況がありますので、これは心臓病患

者さんもどんどん年齢を重ねていますし、１年の間に40日間は入院しなければならない

という状況で、ベッド１床ふやしてほしいという要望がありましたので、私も個人的に

行ってお願いしたら、それはできないということだったんですけれども、やはり町民の

要望もちゃんとしっかり聞くような医療体制になってもらわなければ、この大きい金額
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を支出するに当たり、やはり行政としても、きちんとこちらから言うことはきちんと言

わなければならないと思いますので、その分も含めて、いろいろな苦情も担当課として

聞こえてくると思いますが、それもきちんと伝えていただきたいなと。その返答もやは

り委員会に知らせていただきたいと思います。どうでしょうか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 弦巻主幹。 

○弦巻佳光保健福祉課主幹 今委員さんのおっしゃるとおり、町民の要望につきましては

できるだけ我々も酌み取って、その部分につきましては、クリニックに関することにつ

いては意見、要望含めて、全部町の要望も含めてお話をして、協議をしているところで

す。 

  単純に、先ほどのベッド数の増に関しましては、なかなかいろいろ難しいところもあ

りますので、協議については継続をして今後進めていきたいなというふうには考えてお

ります。 

○委員長（佐藤 曻委員長） １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 担当課としては、心臓病患者さんの意見も聞いていただきたい

なと思うんですけれども、その点についていかがでしょうか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 弦巻主幹。 

○弦巻佳光保健福祉課主幹 なかなか個別の案件ということで、今特別に出されましたの

で、そういった患者さんの実態等についてこれからちょっと、今までちょっと把握でき

なかったものですから、ちょっと聞き取り等を進めていきたいというふうに思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 例えば、企業努力をされていないと私が感じたのは、この心臓

病の患者さんというのは公務災害なんですよね。だから、一般診療とはちょっと違うん

です。一般診療よりちょっと高額なんです。だから、それを受け入れしないで、赤字だ

赤字だ、赤字だから行政に負担をお願いするというんじゃなくて、やはりそういう患者

さんも入れて、企業努力をしてほしいなと常々思っていましたので、今回質問させてい

ただきましたので、１点単価12円だと思うんですけれども、今はもうしばらく医療事務

から離れていますけれども、多分私がいたときはそうだったので、そんなに変わらない

と思いますので、その人たちの意見も十分聞いていただきたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 尾形課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 今、委員さんのほうからお話いただいた分、病院側のほうとも

事務レベル、それから現場レベルのほうでもちょっとお話をさせていただいて、どのよ

うな対応がとれるのかという部分については説明させていただきまして、またしかるべ
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きときにご報告を差し上げたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 伊東委員とダブる面もあるんですが、ぜひ、地域医療として

守るために支出はもちろん必要だと思うんですが、やはりいい医療をしてもらうために、

常に連携をとりながら、町民の要望も伝えながらやってほしいと思います。その辺につ

いてどんなふうにしているのかと、それから、この地域医療に関しては、僻地債、地方

債を使っていると思うんですが、今回四千何万円と。１億円借りるのに１億円というわ

けにならないのか、その辺の地方債借りるときの上限があるのか。できればそういうい

い制度を活用しながら、町立病院があれば交付税であると思うんですが、うち町立病院

でないので交付税は来ないと思いますけれども、その僻地債を借りるのに上限があるの

か。できるだけ制度を活用しながら補助したらいいかと思うので、その点について質問

いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 弦巻主幹。 

○弦巻佳光保健福祉課主幹 先ほども町民の要望というような形で吸い上げ方がありまし

たけれども、我々としましても、住民参加型の講演会ですとかを開催しております。そ

れから、ふれあいプラザでも各種集まりがあります。そういった場で寄せられた意見等

をできるだけ把握するようにするとともに、町内の医療介護事業者の代表によります、

今定例で地域経済でも行っております。それから、地域福祉連携会議という形で事務レ

ベル、あるいはトップレベルという形、それから、新たに他職種の現場の担当者による

研修会というのも現在開催をしております。 

  そういったところで、町民から寄せられた要望につきましても情報交換というような

形で皆さんにお知らせをし、改善していただくように考えております。 

  それから、例えばなんですけれども、非常にクリニックに対する要望の中で、待ち時

間が長いというような形、それから、その辺がなかなか、例えば電光表示板だとか、な

かなかわかりにくいと。どれぐらい待てばいいんだというような形の苦情等も寄せられ

ておりましたので、北斗のほうにその辺も改善するようにというふうに要望したところ

です。 

  その回答としまして、直近では、まず受け付けの段階で、待ち時間が長い場合、今大

体どのぐらいですというようなまず情報を提供しております。それから、中で中待合室

というのがあるんですが、その段階でさらに声かけをしまして、どのぐらい待ちますと

いう形、長時間待つ場合については、一度自宅に帰られるだとか外出される方もおりま

すので、それにつきましても、そろそろですというような形で電話連絡をとるというよ
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うな形で改善をされているというふうに聞いております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 新井主査。 

○新井英次郎企画財政課主査 私のほうから、地方債の上限についてお答えしたいと思い

ます。 

  結論から申しますと、上限はあります。今回本事業へは4,390万円を過疎債のうちソ

フト事業へ充てられる事業費を財源としております。この過疎債、ソフト分の借り入れ

の上限額につきましては、基準財政需要額と財政力指数の３カ年平均の計算式により定

められておりまして、本町の借り入れ上限は、30年度は7,740万円となっております。

この残りの3,350万円につきましては、平成23年から財源としているんですけれども、

上士幌高校振興会助成経費のうち通学費の部分の財源としております。逆に言いました

ら、こちらの残額を本事業の財源としているということであります。 

  また、交付税の関係もちらっとお話あったんですけれども、普通交付税ではないんで

すけれども、特別交付税のほうで病床数に応じた算定額というのがありまして、それは

29年度400万円算定されております。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ほかにございませんでしょうか。 

  ８番、山本弘一委員。 

○８番（山本弘一委員） ページ、これ労働費までいいのかな。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 91ページから103ページであります。 

  ほかございませんでしょうか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） それでは、次に、歳出、労働費は103ページから104ページ

で質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ８番、山本弘一委員。 

○８番（山本弘一委員） この104ページの緊急雇用対策事業というのは、多分これは日

雇い労働対策かなと思われますけれども、これは明渠の中の木を切ったり草を刈ったり

という、私はそういうふうに認識をしておりますが、これはこれでいいんですけれども、

絡みとして、農村部については地域保全隊というものが設立されて、それとの絡みで、

例えば昨年度は、北門でも明渠の中の雑木を切ったり片づけたりということを保全隊で

やったわけです。これは国だとか行政の補助をもらってやっているわけですけれども、

この辺の絡みというんですか、その辺というのはどういう話し合いでやって、今年度は
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ここをやりますよとか、それは各地区何地区もあるわけで、そういう方向性だとか、そ

れは保全隊との協力体制というのはでき上がっているんですか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 吉永主幹。 

○吉永雅一町民課主幹 ご質問にお答えします。 

  緊急雇用対策事業につきましては、おっしゃるとおり季節雇用労働者の対策として事

業をこの間進めてまいりました。例年12月予算の時期にどの場所を、おっしゃるとおり

明渠、それから町道側溝ということで対応する地区、これを決めているんですけれども、

大体想定させていただいています。 

  明渠にしろ、それから町道側溝にしろ、４月にこの緊急雇用対策事業については行い

ますので、融雪、雪解けが進んでいる地区、南側の地区を中心にその雑木の処理を行う

というような形で行っておりまして、特に委員さんおっしゃる農村地区の支援隊ですか、

こちらのほうとの連携というのは、この間とれていないという状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ８番、山本弘一委員。 

○８番（山本弘一委員） 多分今答弁されたようにとれていないのかなと。ということは、

そういうことが連携、それが課が違う、企画ではなくて、その辺については、今度建設

課かどこかの類いになるのか、農林課になるのか、明渠の場合は。だから、その辺の連

携というのは、それぞれの中で保全隊の頭というのがあるわけですから、年間の中でそ

の辺は調整したほうがいい。 

  なぜかというと、昨年も一昨年もあったんですけれども、道路の砂利敷きについても

各地区から出てくるわけですけれども、その辺が町の行政のほうと、ここですとかあそ

こですとかといって、そのときになって初めて調整しなければならないという状況です

から、年額予算の中で、建設課についても農林課についても、その辺の連携をどこかで

とるようなシステムをつくったらいいんじゃないかと。その辺いかがですか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 吉永主幹。 

○吉永雅一町民課主幹 お答えします。 

  おっしゃるとおり、明渠については農林課のほうと協議させていただいています。そ

れから町道側溝につきましては建設課のほうと相談させていただいて、次年度のやる場

所、雑木処理をする場所を決めさせていただいていると。 

  ただ、先ほど申し上げたとおり、雪解けが進んだところを対象にどうしてもやらざる

を得ないと。例年実施している時期というのは、４月の第２週ぐらいから４月の月末に

かけての９日間ということの実施でございますので、どうしても上士幌町内の北のほう
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の地域はできていないという状況で、私どものほうも保全隊のほうとはこの間、調整さ

せてはいただいていなかったんですけれども、その分でバッティングはしていないとい

う解釈でいました。 

  ただ、おっしゃるとおり、今後については保全隊のほうとの連携も図れるよう協議は

進めていきたいというふうに考えております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） そのほか質疑ございませんでしょうか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） それでは、ここで暫時休憩といたします。 

（午後 １時４３分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時４５分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 次に、歳出、農林水産費は104ページから125ページまで質

疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ８番、山本弘一委員。 

○８番（山本弘一委員） 108ページのジャガイモシストセンチュウなんですけれども、

承知のように、農林課もわかっているとおり、昨年度、町内北門地区で、私の地区です

けれども、新たなまたシストセンチュウ畑が出たということであります。 

  これはシロシストセンチュウではないから、もともとジャガイモシストセンチュウな

ので、その辺の洗浄機ですか、そういうことで、拡散防止対策を農協含めてやっておる

と思うんです。やはり網走あたりでも、本当にシロシストセンチュウが出たり、そうい

うものが出ると、品種の抵抗性品種が、ジャガイモシストセンチュウの場合は抵抗性品

種がありますのでいいんですけれども、ないシロシストセンチュウが出ないとも限らな

いと。 

  そういうことで、この町としても農協を含めた中で、やはり拡散防止を徹底してやは

りやって、ここに議長も息子さんもつくっておられますけれども、町のそういう馬鈴薯、

基幹産業の馬鈴薯を守るべくことでありますので、再度、もう一回新たに、農協とその

シストセンチュウ対策をきちんとして進めてもらいたいと。やってはいるんですよね。

やってはいるんですけれども、もう７年、10年たつとやはり薄れてくるから、もう一度

そこで、やはりこのジャガイモシストセンチュウを網走のようにならないような形の中



 

－68－ 

で進めていく考え方があるかどうかをお伺いをします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 青木主査。 

○青木弘彦農林課主査 まず、委員がおっしゃるとおり、昨年度におきまして、土壌検査

の結果、未発生生産者の土壌からシストが確認されたところであります。 

  この新規発生を受けて、昨年８月に対策本部会議開催してきております。その中では、

先ほどおっしゃられたように、危機感が薄くなっているのではないかというご指摘もあ

りましたので、会議体としては抵抗性品種への切りかえの指導ですとか、あと土壌検査

の際の適正な採取方法の徹底、あと運送業者の洗車の徹底などを確認するとともに、会

議全体の総意として、危機感を持って取り組むということを確認してきております。 

  あと、シロシストセンチュウの発生についてなんですけれども、こちらについては、

これも平成27年に網走において発生が確認されたところであります。当面の対応につい

てはこれまでどおりということで、蔓延防止策を実施していくということで確認してき

ておりますが、これで仮に新たな対策が必要になって、費用負担が発生するような場合

については、また追って補正予算等で対応していきたいというふうに考えております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ８番、山本弘一委員。 

○８番（山本弘一委員） それで、今内容は私も理解しておりますから、その対策として、

もう一度町内の、特に鷹巣種芋団地の入り口、出口、それから洗浄装置のあるところが

鷹巣の数カ所に、２カ所ですか、あるわけです。入るとき、出るとき、洗浄してくださ

いと。管理は農協、行政がやっておるかなと思うんですけれども、看板あたりが昔あっ

たんですよね。例えば種芋団地に入るときには、十分洗浄ですとか泥を持ち込まないよ

うに。それがもう風で飛んだり古くなってなくなったりとかで、もう一度農協と調査を

して、ないところにはやはり設置していくと。基幹産業の畑作の馬鈴薯といったら、本

当に収入の中で大きなウエートを示すわけですから、やはりその辺を、鷹巣種芋団地を

回るべく形の中でもう一度チェックをして、しっかりした対策を立てていただきたい。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 青木主査。 

○青木弘彦農林課主査 対策本部としましては蔓延防止に向けて、今おっしゃられた対策

のほか、季節によって山菜とりなどで圃場に立ち入ることのないように、新聞折り込み

チラシですとか、それは毎年入れてきております。そういった啓発活動を続けるととも

に、洗浄施設も看板の件出ましたけれども、こちらも雪が解けたら再度見回りをして、

必要なところには看板の設置等もしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 
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○委員長（佐藤 曻委員長） ほかにございませんでしょうか。 

  ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 111ページの農業技術研究センターのところで質問させていた

だきます。 

  先般、産経委員会のほうでは、６次産業化推進戦略の策定ということで説明がありま

した。また、町長の執行方針では、農業技術センターについては、地場農産品を原料と

した新たな商品開発、加工製造など６次産業化の拠点施設として再構築を図っていくと

いうようなことが述べられているんですけれども、この農業技術センター関連の予算の

中でそうしたことが数字として反映されているのかどうかということと、予算には関係

なく、こういうことで事業を推進していくんですというようなことがあるのであれば、

ご説明をいただきたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 青木主査。 

○青木弘彦農林課主査 今、早坂委員おっしゃられたとおり、予算の中で、新たな再構築

に向けたハード面の取り組みですとか、そういった部分はまだ当初予算には反映されて

きておりません。 

  こちらについては、産経委員会でも説明させていただいたとおり、平成30年度に入り

まして、農業再生協議会ですとか、あと農業振興審議会、そちらを通じて、今の技術セ

ンターが今後ものづくり等に対応できる施設にしていくための検討を進めていくという

ことで、そういった今言った再生協議会等を中心となって、まずは30年度は検討を進め

ていくという形になります。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ほかに。 

  ２番、佐々木守委員。 

○２番（佐々木 守委員） 予算化をされていないので、ちょっとお聞きをしたいという

ふうに思います。 

  過去一般質問で、北居辺41号から南の農地に関して、これは本町全農地に関して後継

者がいなくなって、いわばその農地に移動になるというような地域もあるわけでありま

すけれども、今言った地域に関しては、隣町の農業者から非常に要望が強くて、将来的

にそういったところに移動になるのではないかと。そうすれば、本町の農地であっても

経済行為そのものは隣町になってしまうという心配が非常に強いので、何らかの対策が

必要だと。 

  それでまず、農地を持っておられる地権者に、考え方も含めて、いろいろなアンケー

ト調査も含めてやるべきだということをお話をしたんですが、その結果についてきちん
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とした答えがまだ来ておりませんので、その辺の状況は一体どうなっているのか。ある

いは、そういったことに対する、その当時言っていたのは、一定程度価格の見直しをし

た上で、町からも町内で農地として買い上げるのであれば支援対策をすべきではないか

という話をした経緯があるんですが、これについての進捗状況についてお伺いをしたい

と思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 佐藤課長。 

○佐藤桂二農業委員会事務局長 それでは、今のご質問にお答えをいたします。 

  全部が把握、私のほうでもできていないかもしれませんけれども、わかる範囲お話し

のほうをさせていただきます。 

  今、一般質問のほうで以前にそのようなお話があったというふうにも記憶しておりま

すし、その後、農地流動化対策委員会という形で、こちらの予算書のほうには載ってお

りませんけれども、こちらのほう委員会を農協、町、農業委員会３者で立ち上げまして、

これまで毎年定期的に会議のほうを開催をし、対策等について話し合いを行ってきてお

ります。 

  アンケート調査の結果は、私はちょっと詳細持っておりませんのでお答えはできませ

んけれども、アンケート調査については、そこら辺の農地の地権者の方に対策協議会の

委員さんがそれぞれ割り振りをされて、そちらのほうに伺って、直接面談をして聞いて

きているというふうに伺ってきておりますし、来たことに対して若干の反発はあったと

いうふうにも聞いてはおりますけれども、いずれにしましても、これからどうしようか

というところでの取っかかりも含めて、今検討を進めている段階で、今も検討は進めて

いるところであります。 

  農地の隣町との境界の部分についての支援対策、あるいは借地等についての価格差と

いう部分はいろいろと以前から言われているところではありますけれども、現状、その

辺についてどうしようかというところについては、対策協議会の中でいろいろな議論を

しながら、農協や町のほうに持ち帰っていただいて、さまざまな施策の中で、何かしら

できることはないかということで進めていただいている部分でもございますし、今後、

現状の農地のほう、地代とかいろいろ土地代のことが当然ありますので、そのことを簡

単に上げるとか上げないとかという話は当然できませんから、まずそういった方々、地

権者とのつながりも含めて、深めていくための処方を進めているというところでござい

ます。 

  一遍にこのことが、何かしらの解決策ということにはすぐにはちょっと出てはきては

いませんけれども、少しずつそちらのほうに向けて議論の土台づくりを進めていって、
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今後さらに議論を深めていくような形で、ことしも協議会のほうを開催をしていこうと

いうことで確認をいたしております。 

  また、今後、そのことの農地を町として取得する場合には支援をしたらどうかという

ところにつきましては、そこら辺についても若干いろいろな対策も含めて検討をしてい

る段階でございますので、お話しできるような段階になりましたらまたご相談のほうは

させていただきながら協議をしたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 高橋課長。 

○高橋 智農林課長 農林課の立場としましては、今年度デントコーンの受託の関係で、

委託料を上げるということで予算を上げさせていただいているんですけれども、これは

流動化対策協議会の中からでも話し合って出てきた問題でして、要は、デントコーンの

受託の単価を上げることによって、畑作の方にも協力をいただいていくということで、

飼料不足もありますけれども、そういう流動化対策で、そういう町会に近い方にもそう

いうお話をさせていただいて、何件か町会の方も、二、三件も一緒にやっていただける

ということで話を受けて、補助させていただくんですけれども、そういう人間関係も含

めて、そういうところから少しずつ進めていきたいということも含めて、その対策をし

たところでございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ほかにございませんでしょうか。 

  ８番、山本弘一委員。 

○８番（山本弘一委員） 110ページのこの農業用ＧＰＳガイダンスシステム導入支援事

業ですけれども、これは29年度で申し込んだ（１）で畑作対策として出てきたわけであ

ります。大変今の現代技術のＧＰＳを使って、スマホを使って微調整をして、豆まき、

畝切り、芋掘り、あらゆるものに使えるというふうに、予想以上にこれがいいものだと

いうことになっているわけです。 

  町内の畑作農家においても、そんなものと言う人でさえ、入れたらこれは大したもの

だと逆になって、ビートあたりやるときに、畝を切って、また外してやるとなると非常

に手間がかかる。補助なしで買うのもきついんですけれども、これ１台は農協を含めた

中で何とかしようという対策事業であって、できればこれ国か道、町単独でもいいんで

すけれども、２台はやはり要望が物すごい強いんです。そうすると、担い手の後継者あ

たりも人を雇うことなく順調に春作業ができていくと。刈地から収穫の果てまで行ける

という、畑づくりまでできるという状況なので、この辺を、やはりなかなか国だとか道

だとかと難しいものもあるのかもしれないけれども、もう一台を対策を考える気がない
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かどうか、ちょっと伺いたい。 

  これ課長では無理なのかな。なければ総括質問でいきますけれども。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ここで15分間の休憩といたします。 

  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００分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１３分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 今質疑を行っておりますのは、農林水産費の104ページか

ら125ページまでの質疑であります。 

  まず、答弁、青木主査。 

○青木弘彦農林課主査 ＧＰＳガイダンス導入支援事業につきましては、３カ年事業の平

成30年が最終年度ということになっております。これまでの導入実績でいきますと、28

年に23台、29年に15台、30年の予定が18台となっておりまして、合計で56台、56戸に56

台というふうな形で導入がされる予定となっております。導入率にしますと76.7％とい

う形になります。 

  現在、そのＧＰＳガイダンスシステムにつきましては、先ほど委員もおっしゃられま

したとおり、全国的にも普及が進んでおりまして、出荷台数もふえております。中でも

道内に関しては、出荷台数の８割以上が北海道向けということで、北海道の大規模農業

に導入されてきております。と同時に、導入が進むということは、導入価格も若干下が

ってはきているという傾向にあります。 

  ＧＰＳにつきましては、正確な作業ですとか、あと労働負担の軽減といった効果があ

るものでありまして、このように進めてきたわけでありますけれども、町としては各戸

に１台というふうにここまで進めてきております。今後につきましては、複数台導入し

たい方もいると思いますが、国の補助事業等も、経営体育成支援事業等も活用していた

だいていくのがいいのかなというふうにはまず考えておるところあります。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ８番、山本弘一委員。 

○８番（山本弘一委員） 何か最後のほうがむにゃむにゃとしてよくわからなかった。 

  これは各戸に１台入れたらそれでよしという、本来はそうであったはずなんですよね。

ところが、私は入れたと、それからまだ入れていないところでも、やはり周りの状況を
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見ると、使ってみたら物すごい便利なものだと。ただ値段が高いと。やはり小中上士幌

の畑作の農地が3,800ぐらいあるのかなと思われますけれども、やはりその中でも後継

者あたりで人手不足、特にビート植え、馬鈴薯も畑をつくりながらまいていかなければ

ならないと。瞬時にまいていかなければならないということがあるので、あらゆるもの

にこのＧＰＳガイダンスが利用できるんだと。手放しでロータリー改革もできるし、夜

の夜中でも畝切りができますよというようなものなんですよね。 

  だから、実際的にこれ、農協だとか話し合った中で、私にはひとつ何とかしてくれな

いかという声が強いわけで、もう私農協の担当者でもないので、そういう希望があれば、

将来的にもう一台ぐらい何とかしてやるという気持ちがあるかないか、ちょっと伺いま

す。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今回の事業も、今委員おっしゃるように、農業労働の軽減なり、当

然生産性の拡大ということも当然かかわってくるわけでありまして、非常に重要な施策

だと思っております。 

  実際にちょうど３年目に入って、１戸に１台というようなことで、今終了年度を迎え

るということでありますから、次年度以降どうするかと、31年度以降どうするかという

ことについては、今回のまさに導入をした結果、相当数需要効果が高いということを背

景に、農業者のニーズなり等々があればということになりますけれども、その辺も含め

て、今委員おっしゃったように、ＪＡとも十分に協議をして、農業者のニーズ、ＪＡな

りのお考え、それにまた行政としても、どうこれからの農業振興を図るかという当然行

政としての仕事がございますので、その辺は十分ＪＡとも協議をして、その上で判断を

してまいりたいというふうに思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ほかにございませんでしょうか。 

  ６番、中島委員。 

○６番（中島卓蔵委員） 111ページの農畜産物加工研究事業について質問いたします。 

  29年度も同じように予算を組んでいますが、29年度の加工研究実績というのは、内容

的にはどういうことになっているんですか。 

  今年度、予算64万5,000円組んでいますよね。ということは、前年度の一応事業の継

承で、また今年度もこの事業をやると思うんですが、その事業の研究の中身というのは

どういう実績が出ているのか、それを。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 青木主査。 

○青木弘彦農林課主査 まず、この農畜産物加工研究事業の中身ですけれども、こちら予
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算組みとしましては、事業費、消耗品費ということで、技術センターで使うストック資

材、例えば本当の消耗品ですね、真空パックであったりアイスクリームの容器であった

り、そういった消耗品ですとか、あとは加工用の消耗品ということで、洗剤ですとかサ

ランラップですとか、そういった部分の消耗品を計上してきております。と同時に、あ

と研究用の試作用の消耗品ということで、こちらは肉ですとか牛乳、生クリームといっ

たものを計上しております。 

  実績ということですので、件数ということで理解してよろしいでしょうか。件数はち

ょっと持ってきていないです。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 中島委員。 

○６番（中島卓蔵委員） これ加工品の研究事業だから、資材関係ではなくて、どういう

畜産品の商品ができるかということじゃないかと思って今質問したんですが。 

  今度、本町でも道の駅ができるということで、そこでやはり販売するに当たっては、

町のそういうものを、特産品をつくるという声も出ていますが、その辺の関連性という

のは出てこないのか、その辺を聞きたい。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 青木主査。 

○青木弘彦農林課主査 実績としては、もちろん今試作等は行ってきておりますが、試作

ですとか、あと新たなものをつくるための研究といいますか、試作ですけれども、それ

を行ってきております。それは、実際今商品になったものとかというのは、そういうの

はございません。 

  今後の話ですけれども、今おっしゃられたように、道の駅等の構想の中で、地場産品

を使った加工品ですとか、そういったものを開発していくことが想定されております。

こちらにつきましては、技術センター職員が独自に開発していくのもありますし、販売

やその後の流通等も見据えて、農業者ですとか利用者自身が何か加工品をつくりたいと

いった技術相談とかにも応えるような形にはしていきたいというふうに考えておりまし

て、こういう予算計上の仕方となっております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 高橋課長。 

○高橋 智農林課長 今、技術センターで、農家の奥さんですとかサークルでソーセージ

つくったりジャーキーつくったりというのはしているんですけれども、先ほど早坂委員

の質問にもありましたけれども、そういう今やっているような加工のそういうのは続け

ていこうというふうには考えているんですけれども、今後は道の駅等も含めて、先ほど

答弁させていただいたように、また新たな機能として、そういうものをつくっていくよ

うな機能をこれから次年度、30年度で検討していきたいということでございます。 
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○委員長（佐藤 曻委員長） そのほかございませんでしょうか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） それでは、ないようですので、ここで暫時休憩といたしま

す。 

（午後 ２時２３分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時２４分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 次に、歳出、商工費は125ページから141ページまでの質疑

を行います。 

  質疑ありますでしょうか。 

  １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 128ページの熱気球の管理経費についてお伺いいたします。 

  これ昨年と大した金額変わっていませんが、昨年５名ですか、パイロットが誕生した

ということで、多分先輩パイロットたちの指導がすごくよかったのかなと思いますけれ

ども、その人たちの報酬とか、例えばガソリン代だとか、そういうのはどこの部分に含

まれているのかお聞きをいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 佐藤主幹。 

○佐藤泰将商工観光課主幹 ただいまの質問にお答えいたします。 

  平成29年度より人材育成事業を開始しております。これにつきましては、パイロット

やクルーの育成ということで、予算は熱気球、バルーンフェスティバル組織委員会に上

乗せした形で計上してきております。組織委員会の補助金の中にこの人材育成事業費が

含まれておりますが、パイロット育成に当たりましては、まずは一番大きいのは燃料代

ですね。１人10時間は最低でもフライトが必要ということで、そのガス代の助成をして

おります。さらに、あとは講師謝礼等については、ほぼ今、上士幌ＢＣの菅原さんがも

うびっちりトレーニングしていただいているんですが、ほぼボランティアという形でや

っていただいているんですけれども、それでも年に５人も昨年は育成してもらったとい

うことで、幾分かの謝礼は支払いをさせていただいております。 

  今年度も引き続きパイロット育成事業をやっているわけですが、ことしも５人がチャ

レンジをしまして、昨日４人目が実技試験合格して、あともう一方トレーニング中です

が、あと２時間ぐらいでもう実技試験を受けられるということで、ことしも５名のパイ
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ロットが育成できるかと思っております。 

  それなりにやはり成果は出てきているのかなというふうに思っておりますが、先日は

まるごと見本市のツアーのお客様に向けて、バルーングローをプレゼントということで

実施したわけですが、これもやはり昨年取ったパイロット、ことし取られたパイロット

がいたからこそ町内の気球のみでできたというふうに思っておりますので、もちろん取

得されたパイロットの方は、もう熱気球の振興というのを当然念頭に置きながらやって

きておりますので、今後ともまた熱気球の振興にかかわってきていただけるというふう

に思っております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 北海道バルーンフェスティバルのほうについては、何か80万円

ほど多く予算出ていますけれども、これで先輩のパイロットたちが十分報酬とか何か不

足するようなことはないのかどうか。熱心に指導してくれているのはわかっているんで

すけれども、これで十分なのかどうかということをお聞きいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 佐藤主幹。 

○佐藤泰将商工観光課主幹 インストラクター、本当菅原さん、本当にもう結構年齢も重

ねられているんですが、私のやれることは、もうこれからはもうやり切りたいといった

ところで、もう本当に報酬は要らないと最初はおっしゃったんですけれども、そういう

わけにもいかないということで、最終的な年度終わりに、わずかですがお支払いさせて、

受け取っていただいているという形になっています。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 今の熱気球のパイロットが新しい方が続々と誕生しているとい

うことで、非常にすばらしいことだというふうに思います。 

  それで、私のほうは、観光ビジネスとしてのＤＭＯ、それから道の駅、ナイタイ高原

レストハウスの関係というようなことで質問させていただきますけれども、29年度３回

でしたか、町民説明会されてきていまして、私も参加させていただいているんですけれ

ども、人数がたくさん来ていただいたり少なかったりということはあるんですけれども、

いろいろご意見も出ている部分があったり、なかなかああいう場で発言ができないとい

う方もいらっしゃるんだろうというふうに思います。 

  それで、30年度はそういう説明会等でも、もう少し説明会を随時開いてほしいという

ようなご意見が出ているというふうに思うんですが、その辺どのように対応していこう

とされているのかということが１点。 

  それからもう一点は、東大雪自然館の関係について質問させていただきますが、25年
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の５月にオープンしてちょうど５年がたったと思うんです。それで、25年、26年度は、

入館者ですけれども、７万1,000人、８万2,000人ということで、27年になると若干1,000

人ぐらい減って８万1,000人、28年は６万5,000人というようなことで、29年どうなって

いるかちょっとわかりませんけれども、多分28年と変わらないような数字になっている

のではないかと思うんですけれども、５年という期間が経過しているという状況の中で、

再度いろいろやっている事業なり、来館者をふやすための取り組みというようなことを

再度検討しなければならない、検証していかなければならないのではないのかなという

ふうに思っているんですけれども、その辺どうなっているかということをお聞きしたい

と思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 中田主査。 

○中田将雅商工観光課主査 今のご質問につきまして、まずことし１年、ナイタイ高原レ

ストハウスの実施設計、道の駅の基本設計、また観光地域商社づくりの会社構築という

形で、町民説明会を３回開催させていただいているところでございます。 

  また、町民説明会開催する以前に、関係事業者、団体の皆様にヒアリングを行ったり、

できる限りのことはヒアリングで行っているつもりでございますが、まだまだ足りてい

ない部分はあると感じているところでございます。 

  また、町民説明会にご参加いただけなかった方に対しても、まだまだ説明がこれから

必要だと思いますが、参加していただいた方に対しても、なかなかその場で言えないと

いうご質問につきましては、全ての回につきまして質問を後でファクス、またはご自宅

にご訪問しても構いませんという形でご案内させていただいて、その後、メールをいた

だいたり、いろいろな厳しいお言葉もいただきながら、また温かいお言葉もいただきな

がら、今進めさせていただいているところでございます。 

  また、新年度につきましても、会社、地域商社のほうは設立間近ではございますが、

道の駅につきましては実施設計に入る段階でございまして、まだ完成品ではございませ

んので、こちらも随時ご説明が必要な場合に町民説明会等を開催する必要があると感じ

ているところでございます。 

  また、自然館の入り込み等でございますが、私も当初、オープン当時もいたところで

はございますが、多くのお客様に、東大雪博物館から見ますとたくさんのお客様に来て

いただいているところでございますが、トイレタイム、ドライブの休憩施設的な機能も

ふえたことによって、この７万人、８万人ときているところでございます。また、一昨

年の台風災害、三国峠が通行どめになったりしたときもありまして、若干入り込みが、

秋口の入り込みが落ちたことによって減らしているところでございますが、今年度につ
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きましては、その分は回復しているところでございます。 

  ただ、まだまだこの機能というのは高めていかなければいけないというところもあり

まして、こちらがナイタイ高原レストハウスがオープンしまして、道の駅がオープンし

ましてという形で、本町の核となる観光拠点施設が３施設、またそこに伴うカフェ施設

ですとか、事業者の方々とも連携するためにも、今後のこの観光戦略を担っていかない

といけないと感じているところでございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） ＤＭＯの関係について質問いたします。 

  なかなかもう事業進んでいますので、これからどうするのかということになるんです

が、なかなか町民の方にはなかなかわかりづらいと。議員さん、私たちにも会社の設立

のどういうところが出資するのかと。その出資する団体がわかればおおよそ見えてくる

んですが、それがわからないので、どんなふうになっていくんだろうかというのがなか

なか見えないところがあります。でも、もう５月末には設立し、準備して、ナイタイレ

ストハウス、来年からオープンしますので、その辺をどんなふうにしていくのかと。 

  それから、先ほど早坂委員も言いましたように、町民説明会は、ＤＭＯに関しては１

月開きましたが、ほとんど私は、大体聞いてはいてもちょっとわかりづらい説明会だっ

たのかなと。つい最近はレストハウスの実施設計と道の駅の基本設計、それの案を示さ

れて、ようやくちょっと見えてきたかなという感じだったんですが、その辺がまだまだ

町民的にはわかりづらいと。 

  それから、広報１年間分ずっとさかのぼって見たら、私はいろいろな説明会は必ず参

加するようにしているんですが、広報で１年間で、ビジネス創出事業の話、山開センタ

ーで開いたのと、それからＤＭＯの基本何とかができましたと、役場とか何とか見てく

ださいというような資料と、あとこれが一番大きい12月のもので、ようやく概要が見え

た。それはどの時点というと難しいと思うんですが、基本設計なのか基本計画なのか、

実施設計はどこまでというのも難しいと思うんですが、これを見てようやく大体わかっ

たかなと思うところでも、事業自体はもう進んでいくと。 

  そういう意味で、私の質問といいますか、要望も含めてなんですが、小出しに出され

ていってもなかなか理解できないと。ですから、30年度の、４月以降30年度なんですが、

ＤＭＯが設立する前に、やはり大枠のわかりやすい資料をまとめて、冊子にまとめて示

したらいいかと。私は議員さんも同じ資料、基本設計何とか何とかと見たら同じ資料が

何件もついているんですが、それですら本当に隅から隅まで見て理解しないとわからな

い面もありますので、そういうのをやはりきちんとまとめて、わかりやすい言葉で、広
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報自体がこういう難しい言葉を書くと、間違いなく嘘は書かないと思うんです。わかり

やすく書くと。物すごい難しくて、わかりやすい言葉にしないと町民の方がわからない

と。その辺をうまくしながら理解を求めていかないといけないのかなと。 

  私たちも委員会でいろいろ議会の中で説明を受けたりしてきますので、その都度質問

してやりとりしてきているんですが、それでも私もなかなかわからないところがありま

す。その辺についてどう進めていくのか質問いたします。 

  これは、レストハウスについてはもう実施設計もほぼ終わるので、これ自体は多分い

じれないと思います。町民的に、レストハウスをつくることについては多分異論ないん

だろうと思うんですが、道の駅についてはまだまだ理解が不十分かなと思います。その

点を含めて、どんなふうに町民説明を求めていくのか質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 中田主査。 

○中田将雅商工観光課主査 今のご質問につきまして、３点という形でお答えしたいと思

います。 

  一つは、これまでも会社の概要等は、これまでも町民説明会も含めまして説明してい

るところでございますが、出資関係ですとか、役員はどうするのかというところは、今

まさに各企業体に、事業者の方にもお願いしているところでございます。こちらの回答

をいただけるのがおおよそ今週末と思っておりますので、この場ではちょっとご報告申

し上げられませんが、次回の委員会ではご報告できるところはもうしたいと。こちらも

何も隠すつもりはないんですが、相手方あってのものでございますので、ひとつそこは

ご了承いただきたいと思っています。 

  また、町民に対しての一応町民説明会をしましたが、随時私ども出せるところは出し

ているという形で、なかなかわかりづらいというところもございます。こちらにつきま

しては、この１年、観光ビジネス創出事業等、道の駅、ナイタイも含めまして、年度の

実績報告が上がってきますので、こちらは４月の早い段階の広報なりで皆様に周知でき

るように準備を進めていくところでございます。わかりやすいように冊子等で皆さんに

ごらんできるように努めていくところでございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 職員の方々も本当にいろいろな策定委員会だったり、何かい

ろいろつくりながらその都度やっているのはよくわかるんですが、それは町民にはなか

なか見えない。策定委員に入っている団体の方々は、それぞれ集まって１回、２回、３

回と積み重ねていって、その結果こうなりましたよというふうに議員さんにもらうんで

すが、じゃ、その策定委員に参加している方々がまた末端までいっている、それはわか
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りませんので、その辺がなかなか見えてこないのと、やはり申しわけないんですが、広

報はわかりづらいと思うのと、先ほどのボランティア何とか、除雪の関係も、広報にち

ょっと書いても、隅から隅まで見る方と、なかなか見ない、見ないのが悪いというのは

それは悪いんですが、やはりわかりやすいような形でできれば、先ほど言いましたＤＭ

Ｏの関係も来週には少し見えてくると。 

  それから、レストハウスはもうでき上がってきますし、道の駅も基本設計はもうでき

ました。それも含めたわかりやすい特集を組んだらいいと思うんです。そして、なおそ

れに、かつやはり質問は賛否両論、それは仕方ないと思うんですが、やはりいろいろな

意見を聞いてもらって受け答えしていくと。やはり100％は無理なんですが、やはり多

くの方の理解を求めながらこの事業を進めたらいいかと。それには、やはりわかりやす

い情報を流しながらいかなければいけないと。その点について再度質問して終わります。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 中田主査。 

○中田将雅商工観光課主査 山本委員おっしゃるとおり、今後もダイジェスト版も作成予

定ですが、流れでわかるような情報公開もしていきたいと考えております。こちらにつ

きましては、新年度につきましても考えていきたいと思っています。 

  私も感じておりますが、町民の方々、関係事業者の方々、まだまだ不満だったり不安

があるこの事業でございます。ただ、このお客様、町民の皆様に不安とか不満が解消さ

れますと、これが一番のファンになっていただけると僕は思っていますので、今後もこ

の情報公開、徹底していきたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ほかにございませんでしょうか。 

  ５番、野村委員。 

○５番（野村恵子委員） 132ページの19番、負担金補助金及び交付金の日本公衆電話会、

これ三国峠のところにある公衆電話のことなんですけれども、去年かおととしも私質問

したと思うんですが、ここの公衆電話というのはテレフォンカードでないと使えない電

話なんです。テレフォンカードというのは、今はほとんど皆さん持ち歩いていないと思

うんですが、使えない電話を置いておいても仕方ないんじゃないかと思うんですが、テ

レフォンカードを何とかどうにかして配置というか、置くようにして使える形をとるの

か、設置しているからにはどういうふうに皆さん考えているかお聞きいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 中田主査。 

○中田将雅商工観光課主査 以前からご質問いただいているところでございまして、こち

らも公衆電話のほうの会社のほうにもご依頼申し上げているところでございますが、立

地的な条件等がございまして、スムーズに進んでいないところでございます。 
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  ただ、ことしもさまざまな車両トラブル等で公衆電話が必要とされた経緯がございま

す。これはもう本当に緊急的な措置ではありますが、ちょっと観光協会の事業として、

緊急のために使ってくださいという形で、公衆電話の裏にテレフォンカードを今置いて

ある状況でございます。これはもう本当に性善説にのっとってやっているところでござ

いますが、今はこちらで代替措置として行っておりますが、今後の公衆電話の改善につ

きましても依頼はしていきたいと思っております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ほかに。 

  ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 一点だけお伺いをしたいと思います。 

  138ページの観光基本計画策定、これ委託先はどこでしょうか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 中田主査。 

○中田将雅商工観光課主査 こちらの観光基本計画づくりにつきましては、今年度の観光

ビジネス創出事業で、ＤＭＯ構築に含めまして、このようなことがこの町の観光基本計

画戦略が必要だというところまで議論しているところでございます。 

  委託先につきましては、こちらは慎重に考えていきたいと思っておりまして、こちら

は財務規則にのっとった形で考えたいというところでございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 新たにできるＤＭＯの会社に委託する形になるのではないん

ですか。そうであるとすれば、戦略的にどう考えればいいかということがあると思うの

で、それも含めて説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 中田主査。 

○中田将雅商工観光課主査 もちろんこの観光ビジネス創出事業の中から生まれた観光基

本計画戦略づくりをしなければいけないというところがございますので、観光地域商社

づくりの中でこういうことができたらということは考えているところでございます。 

  ただ、その課題とか、今後2020年に対して外国人誘客を4,000万人、30年度に対して

6,000万人という目標等、さまざまな課題をクリアするためにはつくっていかないとと

いうところもございまして、ここを町内の方々とこの観光地域商社と考えることをでき

たらというところまで検討しているところでございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ほかに。ほかにございませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） ないようですので、ここで暫時休憩といたします。 

（午後 ２時４６分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時４７分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 次に、歳出、土木費は141ページから154ページまで質疑を

行います。 

  質疑ございますか。 

  ５番、野村委員。 

○５番（野村恵子委員） 146ページの中央公園整備と管理業務、これ3,296万円になって

いるんですが、どういう管理業務をするのでしょうか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 高田主査。 

○高田清蔵建設課主査 これは町内の公園、遊園地などの草刈りだとか、あとパークゴル

フ場などの草刈りなどです。あとは町有地の草刈りなどが主な業務となっております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ５番、野村委員。 

○５番（野村恵子委員） すみません、中央公園管理業務3,296万円、これはどういうこ

とをやるのかと今質問しているんですが。中央公園管理業務。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 高田主査。 

○高田清蔵建設課主査 中央公園等ということで、中央公園以外の公園全ての管理業務を

行っておりまして、たまたま事業名称が中央公園等という代表した名前を使った事業と

して管理をしております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） よろしいですか。ほかにございませんでしょうか。 

  10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 北団地の改善工事なんですが、平成29年度は耐震制度を行っ

て、実際に30年に、ここで見たらたしか２戸分を直すということなんですが、その耐震

工事の結果どうだったのかと。 

  もともと多分８戸分改修するんだろうと思うんですが、その辺のことと、それから、

これは去年の３件出された資料なんですが、北団地の改善の方法が若干修正があったと

いうんですが、このこと自体がどういうふうに北団地の方々が把握しているのかと。い

ずれ西団地からここに移り住んだりしますし、このことについてどんなふうに考えてい

るのか。全体の改修計画と今回の空き家８戸の改善の中の２戸分が30年の工事と。その

辺について質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 渡辺主査。 
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○渡辺正史建設課主査 まず、北団地の29年度の体力度調査の結果のほうですが、こちら

につきましては、今回コンクリートブロックづくりのほうの住宅の基礎やはりなどの状

態について調査したことになりますが、こちらにつきましては、それぞれ強度や劣化の

状態は問題なしということで判定されております。 

  この後、また30年度につきましては、コンクリートブロックづくり以外のつくりの住

宅、Ｂ、Ｃ棟ですけれども、そちらのほうの構造の住宅をまた調査いたしまして、今年

度の調査を終わった住宅、30年度につきましては、その29年度に調査をした住宅につい

て、２戸改修をしていくという予定となっております。 

  入居者の方への説明ですけれども、こちらにつきましては、まだ北団地の方向けの住

民説明会というのはしておりませんが、この後、関係各課と調整しまして進めていきた

いとは考えております。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 29年の耐震の中では、劣化等については問題ないという結果、

それは結果として問題なかったと。そして、２戸分をバリアフリー化すると。この中に

はユニットバスとか何とかかんとかといろいろ書いてあって、それが30年に４戸、32年

に４戸を要するに戸別改善するということがあるんですが、これはユニットバス化だけ

でことし２つ分終わって、ほかの８戸分のユニットバスとか給湯だとかいろいろありま

すが、それはやらないのか、その辺はどんな計画を持っているのか質問したいんです。 

  それと、先ほど質問し忘れましたが、玄関のドアについて予算がないので、玄関につ

いてもどこを修理するのかと。いずれ全部修理するわけではないと思うんですけれども、

この計画を見ますと、一部建てかえをするところ、それから戸別に改善するところあり

ますので、その辺の全体的な計画について、私も何回見てもどこを壊すのかとかわから

ないのと、その辺をどんなふうに考えているのか。やはり北団地の方に、やはり団地の

方だけで十分ですので、周り７区全体要らないと思うので、その説明をやはりまとめて

すべきだと思うんですが、質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 名波課長。 

○名波 透建設課長 北団地の改修につきましては、昨年体力度調査をいたしまして、今

年度は２戸改修したいということでございまして、そのとおり進めていきたいなと思う

んですが、北団地の構造が何パターンかございまして、今年度も北団地の改善の実施設

計業務見させていただいているんですけれども、そこで今年度の実施設計業務の中で、

構造が違う部分をまた設計をしまして、その中で大体網羅できる範囲の設計ができると
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いうふうに考えてございまして、その北団地の方の説明については、それが大体見えた

段階でご説明したいというふうに考えてございます。 

  それから、ドアの部分については、これはもう劣化が進んでおりまして、改修すると

ころもドアも一応やる予定にはなっているんですけれども、そこの手戻りのないように、

ドアについては劣化の度合いを見ながら優先順位を決めて、ドアの部分だけ先行して今

年度と同程度を実施したいというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） この説明を見ますと、1,156万円については北団地の２戸分

を改修すると。内部をバリアフリー化するという予算だと思うんですが、これはこれで

別にいいんですけれども、じゃ、８戸分はどうするのかと。８戸分調査したけれども、

４戸直すというふうに、４戸分、バリアフリーではなくて、ユニットバスは随時やって

いると思うんですけれども、ユニットバス、給湯、手すり、何とかといろいろ段差解消

あります。 

  そういうことを含めて、８戸戸別改善するといって、こっちのほうを見たら４、４の

８戸ですね。その辺の計画がちょっと見えないので、30年の分２戸分はいいんですが、

残りの６戸分ですか、それはいつするのかと。来年なのか、再来年なのか、やらないの

か、その辺が全然見えてこないんですが、耐震検査結果については問題ないというのは

わかったんです。わかったというか、わかったという結果なので、改修しながら利用で

きるというのがわかったと思うんですが、それをどんなふうにやっていくのかというの

は、私自身あそこのすぐそばに住んでいて、聞かれても答えられないし、いずれ西団地

の方が、あそこの町なか住宅に来る方もそんなにいるみたいじゃないので、北団地に移

るときにどこに移るのかと。やはり修理したところに移るんだと思うんですが、いつ修

理が終わるのかと。西団地の方はもうすごく急ぐ課題ですので、その辺が全然見えてこ

ないんですが、どうなんでしょうか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 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５７分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時０８分） 

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



 

－85－ 

○委員長（佐藤 曻委員長） ただいまの質疑については、土木費の141ページから154ペ

ージまでとなっております。 

  それでは、先ほどの質問に対して答弁をお願いします。 

  渡辺主査。 

○渡辺正史建設課主査 先ほどはすみませんでした。 

  先ほどご質問いただきましたまず戸数の件です。当初の予定、先に出させていただい

てごらんいただいていました資料のほうでは、30年度に４戸、32年度に４戸、合わせて

８戸ということで予定されておりましたが、そこが新年度に２戸ということで、残りの

６戸につきましては、空き状況を見ながら年度と戸数のほうを検討していくということ

になります。 

  その施工場所につきましては、北団地の中の西側の部分に位置します、今回体力度調

査を行いました４棟８戸、そちらの中の住宅について、退去した空き家になっている住

宅を、その中から２戸ありまして、そこを施工していくということになります。 

  もう一つ、北団地の玄関ドア、こちらにつきましては、今回30年度につきましては、

修繕料のほうにドアの改修費用をのせております。そちらのほうの修繕ということで行

っていく予定ということでまとめさせていただきました。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 玄関の修繕料、ちょっとどこかわからないんですけれども、

何戸分見ているのか。 

  それと、やはり外側からだけではなくて、外側は１回修理していても中が物すごく腐

っているところがあるんですけれども、そういうのをどういう、点数をつけるならつけ

てもいいんですが、やはりひどいところから直したほうがいいなと思います。その辺に

ついて、やはり聞き取り調査をしたほうがいいんじゃないかという気がいたします。そ

うでないと、なんであそこはついたんだろうというふうな、お互いに違和感といいます

か、不協和音になりますので、その点について質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 渡辺主査。 

○渡辺正史建設課主査 ドアの改修予定戸数ですが、それにつきましては、今回も12戸程

度を予定しております。今回修繕費ということで見ましたので、それぞれの住宅の状態

によりまして、ドアの中、玄関の中、あわせてできそうなところありましたら、それも

まとめて直していきたいと思います。 

  こちらのほうで外見、こちらのほうで見た目でわかる範囲では、全戸のドアの状態を
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見まして、それでこの住宅をやっていこうということで予定していたのですが、この後

もそれぞれ各戸、家のほうを回らせていただいて、その家の状況によって必要に応じて

行っていきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ほかにございませんでしょうか。 

  10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 定住促進賃貸住宅の建設なんですが、たしか29年は上限を決

めながらやっていると思うんですが、今回予算的にかなり多額になっていますが、多分

これ要綱変更していると思うんですが、その辺について質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 山崎主幹。 

○山崎浩司建設課主幹 賃貸住宅助成事業でございますけれども、平成27年度から事業者

のほか、施工業者の方も町外の方を認めることとしたため、建設戸数が飛躍的にふえ、

年度内に何度も増額の補正を承認いただき、事業を執行しているところでございます。

このため、平成28年度から予算の上限を決めて事業を執行しており、平成30年度も予算

額8,000万円を上限として事業を行なってまいります。 

  また、予算額が、29年度が6,000万円から平成30年度は8,000万円にふえておりますけ

れども、ふえた理由としましては、30年度の予算要求に向けて、今までに建設実績のあ

る事業者や施工業者に聞き取りを行ったところ、42棟86戸の建設希望があったところで

ございます。ですけれども、この建設戸数を現在の要綱の助成額で算出すると１億円を

はるかに超えることとなることから、より多くの建設事業に助成を行いたいと考え、４

月から要綱を改正し、助成額を引き下げて事業を実施してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） そうしますと、予算的には上限を8,000万円に抑えて、要望

があった方が入れるように金額を下げたりしているんだと思うんですが、それと、空き

家状況については、かなり空き家がないというデータがあるんですが、本当なんだろう

かというのがちょっと心配なのと、それから、今回また申請を受けた方、申請を出した

方々が、うちのすぐそばもまた建っていましたけれども、あそこも建つのかと、またす

ごくあちこち住宅が建つんですけれども、その先に、業者の方が建てるんですから、民

間の方が建てますので、町がどうのこうのではないんですが、その後、こんなに建って

大丈夫なんだろうかというその後についての見通しといいますか、いろいろな農業関係

の方、それからいろいろな方々が来て、どんどん人口がふえていいんですが、その辺の
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見通しというのはどんなふうに把握しているのか質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 山崎主幹。 

○山崎浩司建設課主幹 まず、入居の状況でございますけれども、入居の状況調査という

ことで、毎年秋ごろに実施しております。昨年の10月ですけれども、平成20年度から28

年度まで建設された258戸について調査を行いました。その結果ですけれども、調査時

点で空き家である戸数が258戸のうち21戸、現在入居中である住宅が258戸のうち233戸

となりますので、入居率としては92％ほどとなっております。 

  また、今後ですけれども、現在の要綱は平成31年度までになっておりますけれども、

30年度に賃貸住宅の建設による町への経済波及効果の調査を委託して行いますので、こ

の調査結果などを参考としながら、今後の事業の実施について検討していきたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ８番、山本弘一委員。 

○８番（山本弘一委員） 149ページの負担金、補助金及び交付金の大型特殊免許等取得

費助成12万円とあるんですけれども、余りこんなようなこと聞いたことがないんですけ

れども、これは業者の方の運転手不足でこういうことをするのか。 

  問題は、一度するとこういうことは永続的に、例えば大型免許がないから助成してく

れとか、これは特殊免許でありますけれども、そういうことの要綱だとかなんとかと、

きちんと決まっているのか。その辺をちょっと教えてください。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 田中主査。 

○田中義朗建設課主査 今ご質問のございました大型免許等取得助成ということで、除雪

の企業体のほうで、おっしゃられたように、オペレーター不足ということがございまし

て、少しでも解消していただいて迅速な除雪に努めたいということで、大型免許と、あ

と建設系作業機械の取得助成を行っております。 

  ということで、要綱のほうにつきましても一応整備いたしまして、ＪＶに所属してい

る企業体の従業員ということで、その者を対象として、１件につき４万円を助成すると

いうことになってございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ８番、山本弘一委員。 

○８番（山本弘一委員） ということは、これ除雪に限りということになってしまうのか

な。それとも、例えば普通の大型を持っていれば大型ダンプや何か乗れますし、ショベ

ルや何かでも夏場でも関係すると。これは除雪だけではなくて、年間通じた中でこうい

うものを利活用していくと、こういう解釈でいいのか、それとも、この12万円というの
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は何％になるのかな、取得金額の。例えば半分だとか３割だとか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 高田主査。 

○高田清蔵建設課主査 要綱の中では、あくまでも除雪にかかわる免許として補助すると

いう要綱の内容になっております。ただ、夏場、採用するということを妨げるものでは

ないということがあります。 

  あと、補助金につきましても、一応札幌市の同じような制度がありまして、それを参

考にしておりまして、大体、例えば第一特免許約10万円なんですけれども、作業免許と

セットで取れば15万円ぐらいなんです。そのうちの約３分の１程度の補助という感じに

なると思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ほかにございませんでしょうか。 

  ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 144ページの車両車庫等管理経費で、工事請負費ということで、

道路管理資材物置建築工事ということで2,300万円ほど計上されているんですけれども、

どこにどんなものをつくるのかということを説明いただきたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 高田主査。 

○高田清蔵建設課主査 これは今、選果棟跡地というか、今大型車両の車庫ありますけれ

ども、その空き地の横に建てます。そして、目的は砂置き場になります。今現状、大型

車両の車庫の一角に砂とか置いているんですけれども、実は28年度にタイヤショベルを

１台増車しまして、それを入れる場所が今ないというような状況になっていまして、今

ＪＶのほうでちょっと預かっていただいているというようになっておりまして、車庫が

足りない状況なんです。それで、今砂置き場を新たにつくりまして、その場所に増車車

両を入れるということで考えております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） それから、あわせて聞くんですけれども、一般の公用車、すぐ

役場のクリニックの西側に今仮置きしているということですけれども、もう車庫がなく

なって３年、４年たつというふうに思うんですけれども、車庫をどうするかということ

で、話は中で検討はされていないんでしょうか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 高田主査。 

○高田清蔵建設課主査 今、車庫をどこに建てるかということで、役場内部で関係機関と

協議しながら検討を進めております。 

  ただ、なかなかいろいろな消防のことだったりとか、あと今度、今後の公園のことだ

ったりとか、あと役場の今後の改修工事の予定だとか、いろいろな要因がありまして、
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そういうことを総合的に含めて、どこに整備していくのが一番いいのかということで今

協議をしている途中でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 現に町の財産を管理するという立場から言うと、今のお話でい

くといつになるかわからないような話にしか聞こえないんですけれども、これは要望と

して申し上げますけれども、できるだけ早く適正に管理するように、相互調整が必要な

んでしょうけれども、そういうふうに進めるべきだということを意見として申し上げて

終わります。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 意見ということでよろしいでしょうか。 

  ほかにございますでしょうか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） それでは、ないようですので、ここで暫時休憩といたしま

す。 

（午後 ３時２３分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時２４分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 次に、歳出、消防費は155ページから159ページまで質疑を

行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 質疑がないようでありますので、ここで暫時休憩といたし

ます。 

（午後 ３時２４分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時２５分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 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。 

  教育費は159ページから181ページまで質疑を行います。 
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  質疑ございますか。 

  10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 160ページの子育て推進計画について質問いたします。 

  今回は32年からに対するアンケート調査だということなんですが、まだ１期目は、今

ちょっと１期目の冊子探してきたらありまして、これなんですが、そのときには、前回

は子育て推進室がありましたので、その方、道から派遣された方なんですが、今はいな

いんですけれども、それでアンケートをとってやったというのが記憶にあります。 

  こういう形でつくるんだと思うんですが、アンケート調査をしてやるとしても、27年

からまだ３年しかたっていませんので、これの評価もしなければいけないのではないか

と、検証をしなければいけないんじゃないかという点について、その検証の方法とか課

題とかあれば、現時点でわかればそれを答えていただきたいのと、それから、これには

子ども・子育て会議というのが、条例で定まった方を委託して、委嘱して決めたんです

が、今回もそういう形になるのかと。 

  この方々はいろいろな形で、子ども・子育て会議はそれぞれ会長さんかわりますので、

かわってもいろいろな会議に顔出しして、私のサークルの方も会議があって参加しまし

たが、そういうふうにかかわってこの会議自体は続いていると思うんですが、メンバー

はもうどんどんかわっていますので、その辺について子ども・子育て会議がかかわって

くるのか質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 有賀主幹。 

○有賀孝行子ども課主幹 まず、子ども・子育て支援事業計画の評価の関係についてなん

ですけれども、今回30年度の予算案に計上させていただいていますのは、第２期目の計

画策定の準備のための経費として、ニーズ調査を業者に委託するための経費を計上させ

ていただいておりますけれども、最終評価につきましては、31年度中に進めさせていた

だく考えでありますけれども、今回１期目の計画でありましたので、中間年度でありま

す本年９月に計画の一部見直しを進めてきてございます。 

  見直しの内容につきましては、関係課で構成する子育て支援検討委員会作業部会、こ

れは関係課の職員のみで構成する組織でありますけれども、こちらのほうで直近の状況

について整理させていただいて、その後におきまして条例委員で構成しております上士

幌町子ども・子育て会議を開催させていただきまして、見直し内容について了承を得て

きたところでございます。 

  中間年の課題といたしましては、認定こども園における入園児童数の増加、移住増に

伴う量の見込みの変化と、それに対応する確保の方策を見直しする必要があったという
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ことでございまして、既に山村開発センター内に分室を設置する計画が進んでおりまし

たので、子育て会議におきましては詳細の内容を説明させていただいております。 

  その他の特徴的な事項といたしましては、学童保育所と発達支援センターのわっか移

転に伴いまして、子育て関連施設の一部集約化が図られましたので、そういった要因に

伴いまして、さまざまな事業のニーズが変わってきておりますけれども、特徴的にはフ

ァミリーサポート事業、これは主に送迎を保護者が依頼するものなんですけれども、フ

ァミリーサポート事業のニーズがちょっと減少してきているということが出てきており

まして、量の見込みについて見直しを進めております。また、妊婦健診にかかわっても、

妊婦数の減少などから量の見込みを若干見直ししてきているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 以前のこの子育て支援事業計画は、保育所が認定こども園に

なるときに対する、たしかそういうことをも含めてつくった計画だったと思うんですが、

ですから、私中間見直しを行ったというのは、自分のサークルの方々、代表がうちのサ

ークルはころころ１年でかわるものですから、何か会議あったんだといってもなかなか

ちんぷんかんぷんで、なかなか今初めて見直しの会議に参加をして了承したというのも、

今ちょっと申しわけない、把握したことです。 

  ですから、確かに言われてみれば、これでつくった計画で保育所の人数とか決めた、

人数まで決めたかわかりません、計画があるので、もちろん見直しをしなければいけな

いんだなというふうに、今質問して気づきました。すみません。 

  それで、次は32年からですので、そのときには多分保育所の人数等にも、条例改正し

ましたし、いろいろなニーズを含めながら、それから５年間について多分計画をつくる

んだろうと思いますので、十分ニーズ調査をしながら先も見据えて、余り過大にやって

しまうとまた大変ですので、その辺十分踏まえながら計画つくってほしいなと思って、

今回調査だけですので、答弁があればお願いいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 有賀主幹。 

○有賀孝行子ども課主幹 アンケート、それからニーズ調査の実施に当たりましては、で

きるだけ第２期の策定を進める直近の状況を把握させていただくために、時期について

は30年度末には納品になるようにということで今考えていまして、就学前の幼児、それ

から小学生の保護者を対象に、350件程度のデータを集めさせていただいて、ある程度

７割以上の回収を目指して有効なデータを集めたいと考えております。 

  以上でございます。 
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○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） これは質問というよりも意見なんですが、この計画をつくっ

て、27年から要するに認定こども園が開設しました。それで、28年からいきなりプラン

が変わって、幼稚園の無料化じゃなくて保育所が全部無料化になったというのは、かな

り町の政策が変わったので見直しが必要になったと思うんですけれども、その辺がやは

り町の方針を貫くのか、国からの少子化対策での政策がおりてきまして、１年で方針が

変わりましたよね。それで今は幼稚園の人数の希望が少なくなって、３歳以上無料なん

ですが、当時20名見ていたのを今回15人ですか、そうなると、実際に受けているお母さ

ん方が、変な話ですが、だったら前のままの無料のほうもよかったかなみたいになって

しまうので、余りいきなり計画を変えることをしないように、長期的な見通しでやった

らいいのかなと私は思っています。 

  それは時期の流れがありますので、27年から28年にかけてはかなり政策的に変わった

のかなと、これは私の考えですので、余り振り回されないように、しっかり町の皆さん

の要求に沿った形で計画をつくってほしいなと思っています。これは私の意見です。 

  それから、次の質問なんですが、認定こども園に大学連携派遣教員というのがどこか

にあったと思うんですが、それどういう仕事をするのか質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 有賀主幹。 

○有賀孝行子ども課主幹 大学連携派遣についてでございます。幼児教育の質の向上です

とか教育職員の離職防止、それから定着促進に努めたいと考えておりますけれども、そ

のために、ちょっとアドバイザー等を招聘する経費を計上させていただいております。 

  １点目には、幼児教育の拠点となる認定こども園に幼児教育アドバイザーを招聘した

いと考えておりまして、依頼先につきましては、札幌国際大学人文学部心理学科教授、

それから同大学短期大学部学長の２名を予定しておりまして、どんなことをやっていた

だくかということなんですが、延べ回数については年間６回程度を予定しておりますが、

カリキュラムマネジメントの実際についてですとか、２歳児から３歳児への移行につい

て、それからスタートカリキュラムについて、専門の方からアドバイスを請うというこ

とでありまして、もう一点目には、遊びを通した学びの連続性ですとか、子供の主体性

を育む視点に立った体験等を指導を仰ぐ考えでございます。 

  それから、もう一つあるんですが、教育職員の離職防止、定着促進を図るということ

を目的といたしまして、改善のためのコンサルタントの招聘を考えておりまして、依頼

先については、藤女子大学の人間生活学部保育学科准教授の方１名にお願いすることで

予定しておりまして、回数については年間３回程度を予定しております。 
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  どんな内容になるかということなんですが、無理、無駄、むらをなくした魅力化、園

務改善におけるＩＣＴ化による事務軽減、それからワーク・ライフ・バランス、労務環

境の改善等について指導を仰ぐことにしております。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） いろいろな大学の方々の協力を得ながら、カリキュラムや遊

び等を、いろいろな管理については学ぶことなのかなと思っていますが、これは対象は

保育所の先生方対象なのか。 

  それと、もちろん遊びを通すというのは、先生方に対するこういう指導をしたらいい

んじゃないかという勉強会だと思うんですが、研修そのものは物すごく大事な問題です

ので、これは先生方対象にした遊びを通した学びとか、あともちろんカリキュラムもそ

うですが、そうなのかどうか質問いたします。質の向上ではすごくいい取り組みだと思

うんですが、その辺について質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 有賀主幹。 

○有賀孝行子ども課主幹 幼稚園教育要領の改訂がございますので、もちろん職員、保育

教諭自身の研修のために、職員を対象とした中身として今考えておりまして、質を高め

ていきたいということと、あと、なるべく、子供たちが今ふえてきておりますので、職

員を安定的に雇用したり、離職をしないような取り組みを進めたいということで、先生

から指導を仰ぎたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 次に、180ページ、学校教育推進支援教員ということで質問

したいんですが、前にもらった委員会資料の中にはこの方の役職とかそういうのがなか

ったものですから、どういう方なのかと、どういう採用をするのかと。多分金額的に、

年間何回か来る形の役割なのかなと思うんですが、この点について質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 山本主査。 

○山本敦志子ども課主査 まず、活用方法についてご説明いたします。 

  現在上士幌中学校では、教育力向上のため、指導工夫改善の教諭が１名、数学で加配

措置されてございます。指導工夫教諭の配置で、小グループによる学習形態やＴＴの役

割により、学力格差の是正に結びついているんでございますけれども、全国学力・学習

状況調査の結果から、改善の兆しは多少見られるものですが、基礎問題に結びついてお

らず、応用問題の数とか式、図形等の分野で課題が見られることから、新規でＴＴの役
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割として、町費で１名配置するものでございます。 

  任用方法としまして、週４日以内の勤務としまして、１時間目から６時間目までの数

学を主体としつつ、空き時間については教材研究や英語、音楽などのＴＴとして支援し

ていただく考えでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） わかりました。 

  算数、数学というのは、一回できないとどこまでもこぼれてしまうので、私はできれ

ば、中学校はもちろんそうなんですけれども、小学校も、小学校ＴＴいますけれども、

クラスに派遣されているＴＴで、例えば特別支援に行っている子がどこかで学ぶときに、

ちょっとおくれても手だてができていないんじゃないかなという気も、小学校の面です

ることもあります。中学校では先ほど言いましたようにＴＴ対応になると思うんですが、

やはり個別に差がありますので、算数だったら、数学なんですけれども、ちょっとつま

ずいたらもう全然ついていけないんです。その辺について、やはり個別にやはりこうい

う指導が必要なのかなと思って、今多分算数か数学だろうなと思う気がして質問しまし

た。 

  それはやはり生活支援員が一緒にできればいいじゃなくて、やはり勉強できない限り

なかなか学校に行ってもわからないと。一斉教育は本当無理といったら無理、特に算数、

数学は無理ですので、私も専門が算数、数学なので、ずっと子供を見ているんですが、

足し算ができないのにいきなり割り算だ、引き算だと学校でやってもできないのに、支

援の先生がそれをフォローできるかといったらできないんです。やはりこれは専門的な

立場の人がきちんと小学校でも中学校でも段取りよくやっていれば絶対できる。それが

できないと次進めないんです。いきなり学校の授業はここだからといって、教科書やっ

てどうのこうのやっても絶対不可能だと思うんです。やはりきちんとその子に合った、

小学校に戻っても仕方ないです。中学校のこれできるんだといってもできなかったら、

小学校に戻って足し算からやっても引き算からやっても、それやらなければ進めないの

で、それはきちんと専門的な先生を呼んでやることについては私は賛成で、質問させて

もらいました。 

  私の考えで言ってしまったけれども、答弁はいいですので、すみません。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 前段のはご意見ということでよろしいですか。 

  ほかにありませんでしょうか。 

（「なし」の声） 
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○委員長（佐藤 曻委員長） それでは、ここで暫時休憩といたします。 

（午後 ３時４３分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時４４分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 次に、教育費は181ページから202ページまで質疑を行いま

す。 

  質疑ございますか。 

  10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） それでは、簡潔に質問させてもらいます。 

  芸術鑑賞事業なんですが、従来でしたら120万円という予算の中でやってきて、長期

計画の中では、30年から倍に240万円という声も、計画もあったんですが、今回予算を

大変つけてもらいました。それで、今後について、こういうふうに見たい事業があれば、

作品は委員会で紹介されましたのであえて聞きませんが、こういうすばらしいものを見

たいというときには、予算を上限決めないでこれから決めていくのかどうか。その年に

よっては100万円、200万円のときもあってもいいと思うんですが、これ見せたいという

ときには300万円、400万円つけていくのか、その基本的な考えについて質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 松下主査。 

○松下慎治生涯学習課主査 芸術鑑賞会事業について、昨年に比べて予算額大きくふえて

おります。平成30年度は２つの事業を行いますが、そのうちの一つが北海道150年記念

ミュージカル「松浦武四郎～カイ・大地との約束」と、そういうものをやります。こち

らが今回見た予算のほとんどになりますが、町の一般財源の持ち出し負担が大きくなら

ないように、現在補助事業２つ要望しております。そういった町の負担のことも考えな

がら、今後芸術鑑賞機会、町民に対して提供していきたいというふうに考えております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 金額的には大変大きい金額なんですが、補助事業を探しなが

ら、できるだけ経費削減も努めながらやっていくということだと思います。 

  その次に、子どもの夢・未来応援事業なんですが、これは前回から変わりまして、文

化的なことも含めてやりたいという話ですが、限られた子供対象ではなく、年間何回か

企画すると思うんですが、どこかの形で全ての子がかかわるような事業にすべきと思い

ますが、その点について質問いたします。 
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○委員長（佐藤 曻委員長） 松下主査。 

○松下慎治生涯学習課主査 子どもの夢・未来応援事業は平成27年度に創設し、今年度も

含めて現在まで10の事業を実施している上士幌町一流プロジェクト事業の名称を変更し

て実施するものでございます。 

  事業の目的ですが、すぐれた講師を招聘し、その高い技術や考え方に直接触れる機会

を子供たちに提供し、子供の夢を育むことを目的としています。 

  平成27年度、28年度は実行委員会を組織して、スポーツ少年団や部活動、各種サーク

ルなどに希望を募って事業を実施してきましたが、実行委員会の中では、高い金額を払

って講師を呼んでいるのに、参加対象を特定の少年団や部活動に限定して行うのはもっ

たいないというような意見、議論がございました。 

  今年度からは、実行委員会ではなく教育委員会が直営で事業を実施しておりますが、

当時の実行委員会の意見、議論を踏まえ、全ての子供たちを対象にするとともに、子供

の夢を支える部分では、保護者、教育関係者、地域住民にも役割がございますので、町

民なら誰でも参加できるように事業を実施しております。 

  今年度事業について、参加できないというふうに誤解されている方がもしいらっしゃ

ったのなら、チラシの内容や周知方法に問題があったと思いますので、そこは改善して

まいりたいと思います。 

  今年度は既に２つの事業完了しておりますが、この後、３つ目の事業を予定しており

ます。春休み、３月29日16時から生涯学習センターわっかにおいて、テレビなどで活躍

するけん玉パフォーマー、ＺＯＯＭＡＤＡＮＫＥ、これ反対から読むとケンダマーズに

なるんですが、上士幌に来ていただいて、国際的に評価の高いけん玉ショーを披露して

いただくとともに、夢や努力について語っていただくという事業です。子供が主ですが、

町民なら誰でも参加できます。山本委員もご都合が合えばぜひ来ていただいて、子供た

ちの笑顔や感動に触れていただきたいと思っております。 

  新年度についてですが、今年度同様、特定の少年団などに参加対象を絞って開催する

ことはございません。講師と事業内容を調整し、全ての子供たちを対象に事業を企画し

てまいりたいと考えてございます。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 30年度の事業はこれからの検討だと思うんですが、そんなふ

うに全ての方が参加できるように、私もけん玉、本当にチラシずっとぶら下げていきた

いんですが、ちょうどその日都合が悪くて行けないんですが、すごくみんなが興味を持
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てるような事業で、もちろんプロですので、それはすばらしいなと思っています。 

  また自分の考えを言ってしまいました。すみません。 

  186ページのかみしほろ学園推進事業について質問いたします。 

  この事業は毎年検証を行いながら進める事業で、29年度の事業、今年度は28年に検証

を行って、何点か改善していましたよね。「ｉＢノート」だとか。今度30年に向けては、

29年度のもう３月ですので、今検証中だと思うんですが、検証して30年度に生かされて

いくんだと思うんですが、その点についてどんなふうに改善されていくのか質問いたし

ます。 

  それから、教育専門員が今回この学園構想の中の位置づけになっているんですが、全

体の学園の構想の組織図からいったらどこの立場になっていくのか質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 石王課長。 

○石王良郎子ども課長 まず、前段の質問について、私のほうからお答えしたいと思いま

す。 

  まず、28年度のかみしほろ学園の事業、これが検証されて引き継がれているかという

ことでありますが、持続可能な組織を目指して、ＰＤＣＡサイクル、計画をして実行し

て点検、評価、それに基づいて改善していくと、そういうサイクル化を意識して事業の

目標を確認して進めているということでありますが、28年度の評価を受けて29年度、例

えば変えてきたことということであれば、組織の中に本部推進室を新設をしまして、教

育委員会でそれまで主催していた救急救命講習などの内容を学園のほうに引き継いで、

もっと効率的にということをしておりますし、また、萩ヶ岡小学校、今回閉校に伴いま

して平成28年度の３部会を再編成し、事業内容を見直しをする中で、事業の効率化を図

ってきているということがあります。 

  また、お話がありましたサポートブック「アーチ」や、あと自己管理手帳「ｉＢノー

ト」につきましても、関係職員、教職員や、必要に応じて保護者のアンケートも実施す

るなどをして、随時内容の改善や、関係職員の学習会の実施によって、その活用の促進、

それを図ってくるような取り組みを進めておりまして、29年度の検証については今現在

評価、総括している段階でありまして、その出てきた評価、改善内容を今後確認しなが

ら次期総会において反映をして、取り組みを進めていきたいと、そういうふうに考えて

おります。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 私のほうからは、教育専門員につきましてご説明申し上げます。 

  平成30年度から新たに配置いたします教育専門員につきましては、社会教育分野の専
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門員として生涯学習課に配置するということになっております。そのための今回賃金等

を要求させていただいております。 

  かみしほろ学園推進事業に関して言いますと、かみしほろ学園推進本部の中にスタッ

フとして入っていただいて、全体を把握していただきながら、主に各種検定ですとか、

ふるさと学習、あとは少年団活動連携などの学校教育の枠を超える部分のテーマにつき

まして担当していただくというような形で考えております。 

  また、かみしほろ学園推進事業以外にも、その専門的な知識を生かしまして、コミュ

ニティースクールですとかシルバー学級、あるいは放課後子ども対策事業ですとか、社

会教育事業に広く携わっていただきたいというふうに考えております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） そうすると、この専門員の方については、従来どおりの多分

業務は引き続きやるんだろうと思うんですが、いろいろな調整をしながらやっていると

思いますので、高校との連携だとか、何かいろいろコミュニティーも入りますが、そう

しながら、ただ、この学園推進本部の中のスタッフというのは事務局員になるのか、本

部長、教育長ですので、例えば事務局長は、これは前の資料を見ていますので、28年の、

子ども課長が事務局長とか、事務局次長が学習課長とかあるんですが、その中の推進本

部の中にスタッフとして入るということなのか。そうすると、全体的なスタッフの中に

入るのであれば、何かの役職がつくのか、単なるスタッフでいいのか、その辺について

質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 かみしほろ学園推進本部の中に推進室というのがございます。

まだこれはこれからの内部の議論にもなろうかと思いますけれども、例えばその推進室

の中に専門員として入っていただくと。今既に学校教育としての教育専門員が１人入っ

てそこにおります。30年度からはプラス社会教育分野の専門員として、そこにもう一人

新しい専門員が入るという形を今ちょっと想定しておりますけれども、その辺につきま

しては、今後学園構想の中で議論していきたいと、それで決定していきたいというふう

に考えております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） わかりました。 

  いずれにしろ、いろいろな部会の29年度の検証も含めて、30年度に向けた体制も含め

て、いろいろこれから、今３月ですので、年度末ですので、検討していくということで

把握いたしました。 



 

－99－ 

  その次の質問なんですが、コミュニティースクール事業で、認定こども園に４月から

導入する予定で進められているというのはこの間説明を受けたんですが、組織や体制づ

くりが余り先行し過ぎているのではないかという気がいたしました。 

  そのとき、委員会での説明では、余り組織を何とか専門部じゃなくて、もうちょっと

オーソドックスにやるようなこともあるということが聞かれたんですが、それも含めま

すと、４月からの組織というのはちょっと厳しいのではないかと。そんなに急がなくて

も、まだ保育所に入って４月で、まだ子供たちはなれのための短期の方もいれば、初め

ての子もいるし、親も初めての人がいますので、そんなに急ぐことはないのではないか

と。できればお母さん方がなれて、おしゃべりすることが始まって、クラスごとの長ぐ

らいはいてもいいんですが、そんなふうに組織づくりこだわらないで、スムーズに活動

ができるような体制を時間をかけてやったらどうかと思いますが、その点について質問

いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 松下主査。 

○松下慎治生涯学習課主査 コミュニティースクールの導入についてですが、コミュニテ

ィースクールとは、学校運営協議会が設置された学校のことをコミュニティースクール

といいます。学校運営協議会とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、

教育委員会が設置する法定の協議会です。学校運営協議会の委員さんは、各学校区の町

民や保護者、校長先生、または教職員など10名以下の委員さんで構成されるということ

になっております。認定こども園では、今町内小・中学校それぞれ設置しておりますが、

認定こども園には４月の設置に向けて、現在委員さんの推薦作業を進めているというこ

とでございます。 

  一方で、今山本委員からお話があったのは、ＰＣＴＡ、保護者、地域、先生の会と称

しますが、こちらは法律に基づく組織、団体ではなく任意の団体になります。現在、認

定こども園には保護者の会などの保護者同士、あるいは保護者と先生がつながるような

組織がないということが一つ課題になっておりましたが、生涯学習課が社会教育の立場

で事務局を担い、設立に向けた支援をしているということで、まずはご理解をお願いし

たいと思います。 

  組織や体制づくりが先行しているのではないかというご意見だったかと思いますが、

これまで開催してきた準備会やそういった中で、各保護者、先生からも意見をいただい

て進めております。その中では、どんな活動ができるのか、こんな活動がやってみたい、

できる人ができるときにできることを、そういったことを中心に話を進めておりまして、

組織や体制づくりではなく、活動内容に重きを置いて議論を進めているところでござい



 

－100－ 

ます。 

  しかし、一方で、組織ですから、ある段階では組織図や規約、こういったものはつく

らなければなりません。ただし、先日委員会でもご意見いただきましたが、それらにと

らわれることなく、がんじがらめでなく、柔軟に緩やかにスタートできるよう、保護者、

先生がよりスムーズに活動できるよう、設立に向けてこの後も引き続き準備を進めてま

いりたいというふうに考えてございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ここで暫時休憩といたします。 

（午後 ４時０１分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ４時０１分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 図書館費で質問したいと思います。193ページです。 

  教育長の報告書の中に、教育方針の中に司書、これは昨年もずっとそうなんですが、

司書教諭、図書館司書、読書コーディネーターを中心にとありますが、司書教諭は小学

校のほうにいるんだろうと思うんですが、図書館司書というのは今いるのかどうか。 

  それから、読書コーディネーターというのは私もよく把握していない。どういう方が

なっているのかと。そのことについて質問いたします。 

  それと、協力隊も図書館司書を持っている方がいますが、その方は多分ですが年度末

で切れるのではないかと。そういう方々の連携をどんなふうにとっていくのか質問いた

します。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 山本委員おっしゃったように、司書教諭につきましては、12学

級以上のクラスを持つ学校に配置されるということで、現在上士幌小学校に１名配置さ

れております。 

  また、図書館司書につきましては、平成29年10月１日から、図書館司書の有資格者１

名を地域おこし協力隊として採用しております。図書館活動推進員という名前で採用し

ておりまして、今現在図書館で働いておりまして、貸し出しですとかレファレンスサー

ビス等の図書館機能の充実に現在も取り組んでいるところです。 

  あと、読書コーディネーターの部分につきましては、上士幌町の子ども読書推進計画

の中で配置するという形になっております。これにつきましては、平成28年１月１日か
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ら、これも地域おこし協力隊１名を採用しまして、その業務を担ってきていただいてお

ります。 

  読書コーディネーターにつきましては、町内小・中学校の読書環境の整備に当たって

いただいておりまして、その中で、学校に配置されています司書教諭、あるいはその他

の学校図書の担当職員とも連携しながら、気軽に本に親しむことができる学校図書環境

の整備、魅力あふれる配本、あとは子供を主体とした新刊本の選書などを、地域の方々

を巻き込んだ憩いと触れ合いの場づくりなどに取り組んできております。 

  また、公立図書館とは長期休業中の読書を推進いたします、にこよむチャレンジなど

を形を変えながら一緒に企画するなど、読書コーディネーターを中心として司書教諭、

図書館司書の３者が連携、共同しながら読書の魅力化に努めているところでございます。 

  現在の読書コーディネーターにつきましては、地域おこし協力隊としての任期が平成

30年12月末までとなっておりますけれども、それ以降も現在のこの連携による取り組み

が維持、向上が図られますよう努めていきたいというふうに考えております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 今時点ではこの３名の方はいるんですが、その前の昨年の10

月に司書免許を持っている協力隊員が配置されたと。その前は司書はいなかったと思う

んですが、それから、今度読書コーディネーターの方は４月以降はいないというふうに

なりますので、司書免許は確かに必要なんですが、もともと図書館における司書が一回

いなくなりましたので、その辺の柱がどこに行くのかなというのがちょっと疑問に思っ

ています。 

  この図書館司書の方は協力隊員ですので、３年たてばまたいなくなるのか、ひゅっと

司書の免許あるからといって、図書館に入ったからといって、すぐに連携とってどうの

こうのということにはならないと思うんです。そこにいる働いている職員もいれば臨時

職員もいて、ずっと図書館業務をやっている方もいますので、そこをきちんと連携をと

りながら、ばらばらではなくてやってほしいなと思っています。 

  何か、ある方が退職したから、前も言いましたよね、図書館の協力隊員で司書免許は

なかったんですが、協力隊員で窓口業務で来たんですが、ほんの何カ月かで去っていっ

たという例もありますので、余りころころ図書館の窓口の方が変わったり、司書がつい

たから、つかないからとかではなくて、やはりきちんと一貫したそこに職員が、職員は

変わることはあり得ると思うんですが、やはりきちんとした図書館司書をそこに配置を

して、ずっと図書館業務をそこを中心になりながらやってほしいなと思っています。そ

の点について、今後この図書館司書の免許を持った方がどうなるかわかりません。その
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辺きちんと柱にしてほしいなと思っていますが、その点について質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 まず、現在図書館に配置されております地域おこし協力隊１名、

図書館司書の資格を持っているものですけれども、先ほども10月１日から採用するとい

うことで申し上げました。それの以前、臨時職員の方で司書免許資格を持った方がいら

っしゃって、その方が事情でやめられて、どうしても司書資格を持った方で、できれば

有資格者であって実務経験のある方という形の方を採用したいということで、全国向け

に地域おこし協力隊ということで募集して、今の１名が採用されたという経緯がござい

ます。 

  即戦力ということで、実務経験もある方ということで来ていただいてはおりますので、

その職種を頑張っていただきたいというところはあるんですけれども、今山本委員おっ

しゃったように、来たばかりですので、まだいろいろ前の職場との違いですとか、そう

いったところにもいろいろ悩みながら今、日々業務を遂行しているところでございます。 

  先ほど読書コーディネーターもことしの12月までということで、今の読書コーディネ

ーターも図書館司書の資格を持っております。それから司書教諭の免許も持っておりま

す。いろいろ資格を持っている方なんですけれども、その方も、でも残念ながら任期を

迎えると。これ今、段階的に今勤めていらっしゃる司書免許なり図書館司書の資格を持

っている方というのは、いずれは期間が来れば当然任期を満了するということで、これ

はやむを得ないことでございますけれども、それはそれとして、その辺のうまくバトン

タッチができるような形で、読書環境の整備、今子ども読書推進計画に沿って進んでい

るものが停滞しないような形で考えていきたいというふうに考えております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 最後の質問にいたします。 

  学校給食の201ページなんですが、ドゥコンディショナーというのはどういう器具な

のか、機械なのかというのと、あと、中学校に栄養教諭として配置されていると思うん

ですが、どんなふうに、小・中学校含めた栄養、依頼があれば学校に行って指導するの

か、その辺について質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫こども課主幹 まず、ドゥコンディショナーなんですが、この機械はパン生地

を自動的に発酵させる機械です。機械の中にホイロと呼ばれる温度と湿度を一定に保つ

発酵庫という場所がありまして、これに冷凍機能がついております。そして、給食セン

ターではパンを焼く前段の作業、処置ですね、そのためにこのドゥコンディショナーが
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必要となっております。 

  ドゥコンディショナーについては、ちょっと簡単なんですが、以上でよろしいでしょ

うか。 

  次に、栄養教諭の活動なんですけれども、栄養教諭は児童・生徒への食に関する指導、

まず１点目として。２点目として給食センターの管理を行っております。平成17年度か

ら新たに新設された教員制度です。上士幌町におきましては平成27年から導入しており

ます。そして、身分は給食センター、中学校におりますが、北海道職員となっておりま

す。 

  実際の活動なんですが、現在の栄養教諭がこの４月に赴任しております。ですので、

ことしの活動について若干触れたいと思います。 

  まず最初に、なかなか時間というものは限られてきますので、まずは給食指導という

ことで、子供たちが給食を食べている時間帯、この時間帯に各学校、各教室に入って、

１学期に郡部校、２学期に上士幌の全クラスを給食指導に入りました。 

  一番大事だと思われるんですけれども、食育事業というのが当然あります。食育事業

につきましては小学校を対象にして行っておりますけれども、今年度にやったことをち

ょっと報告しますと、学校農園というのが学校へ行けばあるんですけれども、そこで収

穫された野菜を使いまして調理実習を行いましたり、それから、低学年になりますけれ

ども、かむことの大切さ、そういうことを教えてあげるような授業、こういうものを行

っております。 

  それともう一点、これは大事なことだと思うんですけれども、交流事業を行っており

ます。具体的に言いますと、ふるさと給食だとか、あとＪＡの青年部の皆さんが食材と

してジャガイモを寄贈してくださっております。そういうときに生産者の皆さんと実際

に食べる児童が交流を持てるような場所、そういうものを学校をお借りして企画してお

ります。この作業をやはり郷土愛、それから感謝の心を育てる、このようなことをテー

マにして行っております。 

  その他の活動としまして、町の食にかかわる関係職員が集まりまして、食育ネットワ

ークというものがあるんですけれども、そこの事業ですとか、あとふれあいプラザ、こ

ども園、給食センターの栄養士が集まりまして、夏休み、冬休みにおきまして子供の料

理教室などを行っております。 

  以上が活動の報告になります。 

○委員長（佐藤 曻委員長） そのほかにございませんでしょうか。 

（「なし」の声） 
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○委員長（佐藤 曻委員長） ないようですので、ここで暫時休憩といたします。 

（午後 ４時１４分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ４時１５分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 次に、歳出、災害復旧費は202ページから203ページまで質

疑を行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） ないようでありますので、次に、歳出、公債費は203ペー

ジの質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 次に、歳出、予備費は204ページの質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 次に、給与明細費の事項別明細書は205ページから212ペー

ジまで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（佐藤 曻委員長） 次に、継続費の事項別明細書は213ページを一括して質疑

を行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 次に、債務負担行為調書の事項別明細書は214ページから

216ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 次に、地方債の現在高調書の事項別明細書は217ページを

一括して質疑を行います。 

  質疑ございますか。 
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（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） ここで暫時休憩といたします。 

（午後 ４時１７分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ４時２０分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 次に、事項別明細書の歳入は、11ページから35ページまで

を一括して質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 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

を質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 次に、一般会計予算書の１ページから８ページまでを質疑

を行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 以上をもって平成30年度上士幌町一般会計予算に対する質

疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  本日の会議はこれにて終了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（佐藤 曻委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議はこれにて終了いたします。 

  次回の委員会は、３月12日月曜日、午前９時でありますので、ご承知願います。 

  本日はこれで終了といたします。 

（午後 ４時２２分） 
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（午前 ９時００分） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 皆さん、おはようございます。 

  本日は３月８日に引き続き会議を開催してまいります。 

  審議に当たりましては、会議規則及び議会運用例に基づき進めてまいりますので、よ

ろしくご協力をお願いいたします。 

  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。 

  本日の委員会傍聴の取り扱いについて、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（佐藤 曻委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の委員会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。 

  初めに、第１回予算審査特別委員会において、一般会計の質疑が終結したところです

が、町理事者より予算に対する補足説明を行いたい旨の申し出がございますので、発言

を許します。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 貴重な時間にもかかわらず発言の機会をいただきましたこと、まず

もって感謝を申し上げたいと思います。 

  現在、30年度予算についてご審議をいただいているところでございますが、本日、お

手元に配付をさせていただきましたとおり、先日、３月９日付の北海道新聞におきまし

て、生涯活躍かみしほろ塾事業に関する事前の告知が掲載されたところでございます。

本事業につきましては、新年度の予定事業として両委員会にもご説明をさせていただい

ているところでございますけれども、新年度予算において実施する事業でございますの

で、事業実施の決定は議会における予算議決が大前提でございます。過去には実施時期

の関係などで議決前に作業を進める必要がある場合には事前に議会にご説明をさせてい

ただきまして、ご理解を得た上で準備作業などを進めさせていただいたところでござい

ますが、このたびの広告掲載についてはそういった手続を経ない形での掲載となったと

ころでございます。このたびの広告掲載につきましては、まちづくり会社がかみしほろ

塾の開講準備の一環として平成29年度予算において実施したものでございますが、予算

議決前の事業に関する広告掲載でございますので、表現ですとか内容については十分配
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慮が必要であったと思うところでございます。 

  このたびの問題につきましては、行政側の配慮、あるいは認識の不足によるものであ

りまして、心からおわびを申し上げる次第でございます。 

  また、私自身もまちづくり会社の取締役として本業務に関する打ち合わせなどに参画

をしていたところでございまして、このような事態になってしまったことに対しまして、

会社の役員としても心からおわびを申し上げる次第でございます。 

  今後はこのようなことが二度と起きないように自分自身への戒めとともに、関係職員

に対しても注意喚起をしたところでございます。大変申しわけございませんでした。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 補足説明につきまして終わりましたが、これから質疑を行

います。 

  これについて質疑ございますか。 

  ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 先日の委員会で、私はこの会社の関係のことについて質問させ

ていただいて、副町長が取締役ということでお聞きをしたときには、１週間に１回は会

社のスタッフと打ち合わせをしている、そういう連携をとりながらやっていますという

ことでしたので、このような状況は発生するとは思っておりませんでしたけれども、私

もこの新聞報道を見て驚きました。それで、まだ30年度の予算が議会で審議中という中

で、まだ委託も受けていない事業について広告がされているということで、それで、私、

先日は余り細かい部分まで申し上げませんでしたけれども、私の聞くところによると、

直接聞いたわけではありませんけれども、非常に会社の事務体制、各仕事をそれぞれ担

当を決めてやっていらっしゃるということで、担当を決めてやるのは当然いいことです

けれども、どうも横の連携がうまくとれていないのではないかという、ちょっとそうい

うことが思われますので、その点、連携をきちんととって進めていただきたいというこ

とと、今回の新聞広告をこの時期に全道に、これは全道版になると思うんですけれども、

まだ町民の皆さんにも広報等で何も周知をしていない段階で、新聞広告を出すというこ

と自体が、このまちづくり会社は町民のための会社じゃないんですか。何かほかの町外

の方に向かって、こういう講座に参加してもらおうということが悪いということを言っ

ているんじゃないんですけれども、まずその手順としては、町民の皆さんに周知をし、

さらにこういう広告が必要であればしていくということで、その手順も違うというふう

に私は思うんです。その辺の見解についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今回の広告掲載、周知については、先ほども申し上げましたとおり



－113－ 

まちづくり会社については、このかみしほろ塾事業については平成30年度に開講すると

いうことは、これは推進交付金の中で３カ年事業としてお認めいただいていますけれど

も、開講準備をするということはプロジェクトの委託業務として町から発注をしている

ところでございまして、その点では各カリキュラムの内容ですとか、あるいは講師陣の

関係ですとか、あるいは体制の関係については、29年度中に作業を進めるということを

これは委託の事業として委託していたということでございます。 

  もちろんこの事前告知の関係もその一環として進めるということでありましたので、

その点については、先ほど言いましたように告知の内容、これは十分議決前に広告を出

す分については、内容等について十分配慮する必要があったというふうに認識をしてい

るんですが、その点が今回は欠けていたということで、その点についてはおわびを申し

上げるしかないというふうに思っています。 

  また、これからさらに周知をしながら新年度に向けた、町民の皆さんも含めて多くの

皆さんにご参加いただくようなことで作業を進めたいと思っていますけれども、今回の

件については、そういった面での配慮に欠けていたということについては、改めておわ

びを申し上げたいというふうに思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 具体的な中身について質問したいと思うんですが、既に補正

予算ではこの会社に対する委託金については全額実施されたと思うんですが、それで補

正は、事務費関係で減ったというので補正は終わっているんですが、あと事業の報告は

多分３月15日で終わるんだと思うんです。それで、私は委託の内容の1,820万円ほど、

その内容の生涯活躍大学のお金の中で、どこのお金を使ったのか聞きたいと思うんです

が、その中で広告料、パンフレット作成50万円とあるんですが、これを使ったのか、新

聞の広告、トップ面の裏というか、結構いい場所ですので、このお金は幾らかかったの

か。では29年度につくる予定のパンフレットはつくらなかったのか。私は事業を進める

のは、それは認めてきましたので、委員会でもこの説明、事業の中身の説明を受けて、

昨年、事業の具体的な積算根拠を示してもらいました。その中の広告料を新聞広告に変

えていいのか、それと私は再三、この事業については本会議の予算委員会でも言ったん

ですが、本当に町民向けの事業になるんだったらいいんだけれども、町民の方々が生涯

元気に活躍できる事業ですよねと。それと、町外も含めて両方なんだということは、そ

れで私は答弁を受けました。それを抜きに新聞にぽんと出るということは、私は町民向

けを軽視しているように思えてなりません。その点について質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ここで暫時休憩をいたします。 
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（午前 ９時１０分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 ９時１１分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 瀬下主幹。 

○瀬下充孝企画財政課主幹 今回の生涯活躍かみしほろ塾の広報の関係でございますけれ

ども、予算といいますか、契約に当たっての委託料の積算の中では、広告料ということ

で50万円ということで計上しています。その他もろもろの経費ということで計上してご

ざいますので、このかみしほろ塾の予算の中で、範囲内で今回の広告のほうに対応して

いただいたと。 

  あくまでもこのように積算したということですので、効率的な執行に当たっては、そ

れを実際執行する段階で協議をしながら進めていったという状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今回のかみしほろ塾については、基本的には町民の方に参画をして

いただくということがまず第一でありますし、あわせて広く周知をさせていただいて、

全道、全国からもご参加いただくような、そういった塾にしていきたいということでご

ざいますので、少なくとも今ご発言あったような町民を軽視するとか、そういった考え

は全くございませんので、その点については改めて申し上げておきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 予算の出どころなんですが、事業ごと決まっていますね。生

涯活躍大学にて210万2,000円というふうになりまして、その中で人件費、諸経費、管理

費、それから直接経費と分かれているんですが、これは総体的に自由に使っていいとい

うお金ではないと思うんですけれども、あえて言えば諸経費を回すことができたのか、

広告料というのがパンフレット作成50万円なんですが、このパンフレットは作成したん

でしょうか。広告料は幾らだったのか。あえて言えば、先ほど諸経費か何かという話が

あったと思うんですが、諸経費は18万6,000円ですね。あの広告では18万では到底いか

ないと思うんですが、どういうふうにやりくりして、お金はすぐ払うわけではないと思

うんですが、まさか30年度のお金で払うわけではないと思う。その辺のお金はどういう

ふうに出どころをしたのか。それは町のほうに３月15日、まだですね。ですから、事業
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報告は多分出されると思うんですが、そこもきちんと説明されないと私は納得できない

んですが、どうでしょうか。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 瀬下主幹。 

○瀬下充孝企画財政課主幹 委託料についてでございますけれども、委託契約自体は総体

での契約になってございます。それぞれの事業ごとに予算の上限を決めて、これで事業

を実施してくださいという委託契約にはなっていない状況です。事業を進める中で、や

はりこの部分については手厚くという部分は当然出てくると思いますので、それは余り

枠をはめずにポイントのところはポイントのところという事業執行ができるようになっ

ている状況でございます。 

  確かに積算の内訳を、これは11月の委員会の段階でお出ししておりますけれども、こ

れは委託契約を結ぶに当たりましての予定価格の見積もりの金額ということになってお

りますので、当然事業執行する中では若干の動きが出てくるというふうに考えておりま

す。生涯学習大学の検討につきましては、人件費、諸経費、管理費、直接経費といった

ものが挙げられておりますので、この範囲で、ちょっとこれは実際にどのような形にな

っているかは確認が必要ですけれども、総体的に委託事業の範囲内で委託した業務を実

施していただいたという状況になっております。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） このほかの予算的な内訳、もらった記憶はないんですが、こ

れは委託契約を結ぶ上での積算根拠ですので、そうすると30年度もこれから委託契約を

結ぶわけですが、総体的に大枠で約2,000万円、国から来るお金もありますので、それ

も含めて総体的に使えるというふうに委託したということなんでしょうか。先ほど言っ

たパンフレットをつくる、つくらないは、総体的に考えれば、ここでつくらなければい

けないというわけでもありませんので、その辺は総体的に、単なるこれは積算根拠を示

すだけであって、お金は自由に使えるという委託だったのかどうか。私はそこまでの記

憶がなかったものですから、前の、最初の4,500万円のときにもそうですね。あのとき

にも根拠はいっぱいあるんですが、実際には事業というのは国に対する申請の段階の国

に示す根拠で、人件費どうのこうの、実際の事業というのはかなり変わったりしていま

したね。それで委託契約を結び直したりしたんですが、それは委託事業を結ぶというの

は、総体的でこの事業をやってもいいという委託だったのか、ちょっと委託契約書を今

持っていないものですから、そんなふうに30年度もいきますので、そうなのかどうか質

問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 瀬下主幹。 
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○瀬下充孝企画財政課主幹 今回の生涯活躍のまち上士幌町創生包括プロジェクト業務の

委託なんですけれども、委託業務についてはそれぞれ契約の仕方、実施の仕方、種々あ

ろうかと思いますけれども、今年度のこの事業につきましては、仕様書でそれぞれの項

目に従ってこの業務を実施してくださいということを示した上で、経費についてはそれ

ぞれの内訳の経費の枠といいますか、制限というのははめずに総体の契約金額として契

約をしております。 

  その契約を行うに当たりまして、当然事業費の積算が必要になってまいりますので、

その積算としてそれぞれの項目ごとで経費を積算して、その総体でもって見積もり合わ

せをした上で契約をしたという状況です。自由にというのが、ちょっとどこまでという

部分もございます。当然それは勝手にある事業をとりやめて、この事業だけやりますと

いうことには当然なりませんので、当然そういう制約がある中で、実際に事業を執行す

る中でこの部分については厚目にという部分があればその分については余り経費の縛り

と申しましょうか、そういう制限というのは設けないという形で事業を進めてきており

ます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） そのほか質疑。 

  ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 私もちょっとこの広告を見て驚いた１人ですが、まず生涯活

躍のまち株式会社、つまり別法人になっているから、今、経費の関係で例えば委託事業

で、今回も5,000万円相当の事業費が組まれているんですけれども、委託してしまえば

後は会社の中でそのときの状況や実情を踏まえて的確にやるというのが正しいんだろう

と思うんです。ただ、それが町民にどうはね返ってくるかという成果というものは非常

に大事にしなければいけない。先日の質疑の中で十分に質疑しなかったのかもしれませ

んけれども、かみしほろ塾に関しても町内の皆さんをまず対象にきちっとするという姿

勢がこの会社にあるのかどうか。道新は恐らく半分ぐらいの世帯しかとられていないの

ではないのかなと。まず、町広報というのは基本的には全戸に配られるという原則があ

りますから、そういうものできちっと連絡をする。広報であればお金もかからない。問

題は、なぜこの会社をつくりたいという形でつくって、それを議会で認めてきたのか。

僕自身がどうして認めたのかといえば、そういった自由裁量と、この町のまちづくりに

十分役立つという前提がなければならない。まちづくりに役立つためには、町内の意向

というものをちゃんと把握できるような仕組みを持っていなければならないということ

だと思うんです。 

  もう平成29年については委託が終わっていますし、議会で認めていますからいいけれ
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ども、平成30年度の予算に関して、特にかみしほろ塾のような予算に関しては、町内の

受講数はどのぐらい見積もって委託をしようとしているのか。そういったものを考えて

おられるのかどうか、まずお聞きをしたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 塾の中身でいきますと、会場が基本的には学習センターわっかを予

定しておりますので、当然そこに入る人数は一定程度制限があるというふうに考えてい

ますけれども、この時点で具体的に町民何名、町外何名とかという、そういった形での

人数を押さえて事業を進めているわけではございません。ただ、広く周知をして、町民

はもとよりでありますけれども、ぜひ町外の方にもご参加をいただいて、そういった生

涯活躍のまちの事業を進めていきたいということは、これまで委員会でもご説明をして

きたとおりでございますので、その辺は割合とか、人数までは具体的に決めてこの作業

を進めてはいないということでございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 委託する側というか、町の側としては、過半数はせめて町民

に来てもらおう、この町のためにやることなんだからと。しかし今、著名な先生方です

から、町外からも恐らく希望があるだろうと。であるならば、半数は町外でもやむを得

ないなと。この町のためにやる、つまりそういった基本精神がこの会社にどのぐらいあ

るかということを僕は心配するんです。 

  例えば、僕が想像するに、50％は町内の町民でなければならないなんていう、委託内

容はそうなっていると。結果としてどうなるかわからないけれども。そうしたら、まず

町内の人にまず来てもらおうという意識になって、会社の人は、日ごろ会っている人た

ちに、何日はどの先生が来て、これはこういう先生だから、ぜひ来てくださいなんてい

う話ができるのではないのかな。そういうのがやっぱり次に行う、かみしほろ生涯活躍

のまちの会社の方針というか、町が希望した方針になっていくのではないか。そういっ

た数字がないのではないか。今回もとりあえず予算があるし、予算の中でそう決めて、

決まっている額があるので、まず何かやらなければいけない。手っ取り早く道新に出し

て、これは７月ですよね。講師を決めるというのはもっと先で、一定のこういう著名な

方だと時間がかかると思うんですけれども、４カ月も先の事業を周知して、何回もやる

という予定なのかもしれませんけれども、周知効果ということを考えても、なかなか重

要だというよりは、むしろ薄いのではないのかなという心配をしてしまう。 

  議会もこの生涯活躍のまち株式会社を認めてきました。幾つか行政寄りにすべきだと

いうことで、出資割合についてもいろいろ意見を言わさせていただいた経緯があるんで
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すけれども、最も必要なのは民間のノウハウをきちっとこういうものに活用したいとい

うのが１つ。できれば、民間の競争力だとか、経済の非情さみたいなものも織り込める

というのも１つ。さらにまちづくり株式会社、町のためになるというのが大前提でなけ

ればならない。だとしたら、そういう配慮があれば、これを出すときにどう悩んだのか

わかりませんけれども、これで果たしていいのだろうかという疑問が生まれなかったの

かどうか。これは会社の部分ですからちょっとそこまでは立ち入れないのかもしれませ

んけれども、そういうところに非常に心配を感じるんです。 

  その辺について、そういう心配はないと、あってはならないんですけれども、ないと

言える要因はどういう行動やどういう内容によって今理解をしているのか。ことしも

5,000万円に及ぶ予算を出しています。確かに経費については国の支援がありますから、

全額ではありませんけれども、町の予算を使うということについては当然ですので、そ

の辺を含めてもう一度お答えをいただきたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 町民の参加については大前提でございますし、なかなか町外といっ

ても、そんなに多くの方が参加ができるというふうには思っておりません。できるだけ

周知はさせていただきますけれども、基本的には町民の方に多く参加していただくとい

うことが基本になってまいりますので、これまでの事業の進めに当たっても、これも行

政側もということで関係各課、教育委員会はもちろんでありますが、そういった関係課

に対しても、私のほうからともに協力してやっていくんだということも確認をさせてい

ただいていますけれども、その背景には、当然、今、教育委員会であればシルバー学級

等のそういった学習組織もございますので、そういった団体にもしっかりとお声かけを

させていただいて、積極的にご参画をいただけるような、そういうことはきめ細かく、

新年度に入ってからはそういった作業を進めてまいりたい。そのことによりまして、で

きるだけ多くの町民の方にご参加をいただく、そういった事業展開になるものと私は判

断をしているところでございます。 

  また、今回の件については、前段申し上げましたとおり、やはり私もきめ細かく週会

議等にも参加をさせていただいて、本件に関しても確認をさせていただいておりました

けれども、やはり自分の中ではこれまで議会のほうにもご説明させてきていただいたと

いうふうに思い込んでいた、そういうところがあったのではないかと今反省をしている

ところでございます。 

  いずれにしても、その内容、タイミングもそうでございますけれども、これから十分

その点については注意をしていきたいと思っていますし、私だけではなくて担当する者
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もそうでありますし、もちろん私もまちづくり会社の役員でございますので、そういっ

たところも改めて、そういったことについては徹底をしてまいり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（佐藤 曻委員長） そのほか質疑ございませんでしょうか。 

  ８番、山本弘一委員。 

○８番（山本弘一委員） この件について、やはりどちらがやっているのか、ここのパン

フレットにあるように、株式会社生涯活躍のまちかみしほろと主催は上士幌町とこうな

っているので、その辺の考え方の基礎が行政サイドで考えたんじゃないかな。やはり株

式会社という法人のことになると、やはり法人のモットー、会社のきちっとした目的が

あるわけですね。それで、やはり行政と違って補正予算ですから、そういう予算の使い

方は極力ないわけです。ですから、その辺の株式会社のあり方というのは、当然、取締

役会議、それから事務局がいるわけですから、もう一度きちっと見直した中で、もし行

政の職員がバックアップする、重要な箇所にいるのであれば株式会社と行政の違い、き

ちっとやっぱりその辺を勉強してもらって、二度とこういうことを起こさないように、

やはり我が町というのはどうも本会議の前にいろいろなものが出てしまうのが多過ぎる。

その辺も一つ一つ積み上げるようにやっていただきたいし、やはり50％以上我が町で予

算を出しているわけですから、そういう考え方になると、町の町民の方をある程度主体

に置きながら町外の方にも参加してもらうという基本方針をきちっと再確認していただ

いた中で、まちづくり会社がもう一度将来に向かって頑張っていただきたい。そうでな

ければ、ちょっと最初からくじけていたら問題になるのかなという心配があるので、そ

の辺の考え方のこれからの進め方、あったとしたらお伺いしたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 確かにまちづくり会社、民間会社ではございますけれども、先ほど

来申し上げたとおり町が50％以上出資をしている会社でございます。なおかつ、今現在

実施している事業もほぼ町の事業委託の事業を行っているということでありますから、

ここは民間会社とは言いながらも、非常に行政との結びつきが強いということでござい

ますので、当然のことでありますけれども、今回のようなミスがあってはならないと、

こういうふうに考えているところでございます。 

  私自身も、先ほども申し上げましたが、取締役として中に入りまして、週会議等でき

め細かく事業の進捗状況あるいは今後の進め方等について打ち合わせに参加をさせてい

ただいている立場でございますので、そういう意味では非常に私の責任が大きいという

ふうにも感じているところでございます。今、ご指摘ありましたとおり今後においては
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十分その点も会社の職員に対しても徹底してまいりたいと思いますし、私自身も反省を

させていただきまして、二度と起きないように十分これからも注意をしながら事業推進

を図っていきたいというふうに思っていますので、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） そのほか質疑ございませんでしょうか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 質疑がありませんので、以上をもちまして町理事者のほう

から提案されました補足説明につきまして質疑を終結いたします。 

  それでは、次に議案第20号平成30年度上士幌町国民健康保険特別会計予算は、219ペ

ージから254ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

  10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） まず、予算全体のことで質問させてもらいます。 

  30年度から広域化になりますが、そのための条例改正等、保険料も含めて、一部条例

改正、最終日に出るようですが、料金については今回は出ていませんが、それも含めて

広域化する前提としての予算の組み方をしているのかどうか、それをまず質問いたしま

す。 

  広域化の問題については、ここで質問はしませんので、委員会でまたいろいろ提案あ

ると思いますので質問させてもらいます。 

  それと、もう１点は、特定健診の関係なんですが、29年度から国民健康保険加入者、

それから18歳以上を無料にしましたが、それについてのどのような効果があったのか、

それから30年度に向けてさらに受診を促進しなければいけない、その点について質問い

たします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志保健福祉課主査 まず、国保会計の都道府県化に想定された予算組みかという

ご質問ですが、都道府県化を想定した予算組みの編成としております。なので、大きな

歳入歳出の減があると思いますけれども、その分で今回国保会計当初予算を計上してお

ります。 

  あともう１点、特定健診の部分ですが、今回、無償化ということで取り組んでまいり

ました。今年度から無償化の対応ということで、周知については４月の受診案内ですと

か、その際には無料ということをわかりやすく出して周知を行ってきております。あと、

個別の受診券を送付、４月にしているんですけれども、その部分についても無料受診券

ということでレイアウトをわかりやすく変更して対応してきました。この無料受診券と
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いうのは見た目にわかりやすかったので、周知効果は十分であったと思います。 

  受診率については、まだ法定報告について、30年10月ですので、まだ正確な数字はお

答えできないんですけれども、前年度、平成28年度の数値が46.3％と、この46.3％とい

うのはここ数年で結構高い数字であります。それを平成29年度は上回る数値ではないか

と想定をしております。 

  以上であります。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 歳入歳出の面では道の負担金がゼロだったり、いろいろそれ

は確認させてもらいました。 

  特定健診に関しましては、従来よりも、もともと60％目標だったものですが、それに

かなり近づいているという点について把握いたしました。まだ29年の途中ですので30年

に向けて、さらにいい施策等あれば質問いたします。 

  それでこの件については終わります。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志保健福祉課主査 30年に向けて、さらなる施策ということですけれども、もう

既に重点的に結構取り組んでいる部分がありまして、近年、保健師さんの未受診者に対

する訪問というのを地区担当ごとに重点的に行っております。その地道な成果が結構、

成果につながっているかと思います。また、今年度の無料という部分も結構ＰＲ効果が

大きかったので、新たな施策というよりも、今まで取り組んできたことを継続して頑張

ってやっていきたいと考えています。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） そのほかございませんでしょうか。質疑ございませんです

か。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 質疑がありませんので、以上で平成30年度上士幌町国民健

康保険特別会計予算の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第21号平成30年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算は、255ページか

ら272ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 質疑がありませんので、以上で平成30年度上士幌町後期高

齢者医療特別会計予算の質疑を終結いたします。 
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  次に、議案第22号平成30年度上士幌町介護保険特別会計予算は、273ページから302ペ

ージまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

  10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 介護保険につきまして４点質問がありますので、一括して４

項目質問させてもらいます。 

  まず、１点目は確認なんですが、保険料の条例改正については当初でしていませんの

で多分最終日になるんだと思うんですが、それについて見込みをここの予算の中には組

んでいないのか確認いたします。 

  ２点目は、介護予防日常総合サービス事業等については、従来どおりの希望される方

の事業がきちんとされるかどうか。 

  それから、３点目は、30年度から基本チェックが導入されるということを報告受けて

いるんですが、従来どおり介護予防を受けている方々はきちんと受けられるのか。それ

から、介護認定をする場合、チェックで振り分けたりすることがないのか。要するに、

介護認定を受けたい方はもともと基本チェックを受けていると思うんですが、それも含

めてきちんと認定審査会のほうに渡すのか。 

  それから、４点目は、家族介護支援事業が減っているわけですが、その点について質

問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 市川主査。 

○市川貴邦保健福祉課主査 ご質問にお答えします。 

  １点目の介護保険料の関係でありますけれども、今回ご審議いただいている平成30年

度の介護保険の予算案の中には介護保険料の改定については含まれておりません。こち

らはやはり委員がおっしゃったとおり介護保険の条例において、介護保険料が制定され

ているものになりますので、介護保険条例の改正があった段階で新たな介護保険料につ

きましては予算に反映していくというような形になります。 

  ２点目になりますけれども、総合事業の関係です。従来どおりサービスが受けられる

かどうかというご質問になるかと思いますけれども、総合事業につきましては、平成27

年から29年度の間に全国の市町村が行わなければならないというような事業になってお

りまして、本町では平成28年度に４月１日から行っているところであります。平成30年

４月１日からは、今まで国の基準を準用して行っていたものにつきまして、町の基準に

おいて行っていかなければならないということになっておりますけれども、今回の国に

よる報酬改定等を見る限り、特に報酬についても総合事業については改定されておりま
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せんので、今までと同様に同じ単価で同じように、同じ内容でサービスを受けられると

いうようなことで、現在、事業者の指定も含めましてサービス提供の体制整備に向けて

事務を進めているというところになります。 

  それから、３点目になりますけれども、基本チェックリストの関係でありますが、総

合事業につきましては、要介護認定を受けずとも基本チェックリストで要支援１の相当

するであろうということが確認されれば事業を使うことができるというようなことが事

業の特色になっておりますけれども、要介護認定を受けたいというような方につきまし

て、基本チェックリストをするから要介護認定をしないというようなことは決してあり

ませんので、要介護認定を受けたいという方につきましては、当然今までどおり審査会

を通して要介護認定を受けていただくというような形になります。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 塩澤主査。 

○塩澤尚弘保健福祉課主査 ４点目のご質問につきまして、私のほうからお答えします。 

  家族介護支援事業の減についてということですけれども、29年度までは介護会計の家

族介護支援事業としまして介護用品の支給事業を行ってきています。この介護用品の支

給事業につきましては、地域支援事業であったんですけれども、厚労省の通知によりま

して実施要項の取り扱いがちょっと変わりまして、30年度から町の独自事業として位置

づけることとしました。この介護用品の支給につきましては一般会計のほうで予算計上

しているところであります。30年度の家族介護支援事業に予算計上している内容は、認

知症高齢者見守り業務ということで、内容としましては認知症高齢者の行方不明時の早

期発見、あと保護に対応する、そういったスマートフォンアプリを活用したネットワー

クの導入になります。この事業は認知症サポーター養成講座などを所管している全国キ

ャラバンメイト連絡協議会というのがあるんですけれども、そちらが事務局となりまし

て、国のモデル事業を経てから本格運用とするということで30年度にこの分の予算計上

をしているところであります。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） そのほか質疑ございませんですか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 質疑がありませんので、以上で平成30年度上士幌町介護保

険特別会計予算の質疑を終結いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午前 ９時４２分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 ９時４３分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 次に、議案第23号平成30年度上士幌町水道事業特別会計予

算を、303ページから321ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ございますでしょうか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 質疑がありませんので、以上で平成30年度上士幌町水道事

業特別会計予算の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第24号平成30年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算、323ページから

347ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

  ６番、中島委員。 

○６番（中島卓蔵委員） 333ページの下水道施設管理経費の中で機器等の修繕料が今年

度370万4,000円増額で予算計上されていますが、同一に335ページの下水道施設整備事

業で今回事業で１億5,406万3,000円計上されていますが、その中の下水道整備計画事業

の中に計上されている設備の事業と下水道管理費に入っている設備の修繕料とは同一じ

ゃなくて別々の整備なんですか。その辺を確認したいんですが。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 山崎主幹。 

○山崎浩司建設課主幹 下水道管理センターの施設修繕費ですけれども、一応大きな工事

は国の交付金で実施しておりますけれども、それ以外の部分、官費でやる部分で修繕費

のほうで計上してございます。 

  あと、工事請負費のほうですけれども、今年度、額が結構大きいんですけれども、長

寿命化計画に基づいて機器の更新を行っておりますけれども、なるべく年度間、事業費

の増減がないように機器の設定をしておりますけれども、30年度は汚泥脱水機の更新と

いうことで分割して２年にまたがることはできませんので、単年度の施行になりますの

で、工事費の結構増額となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） そのほか質疑ございませんでしょうか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 質疑がありませんので、以上で平成30年度上士幌町公共下

水道事業特別会計予算の質疑を終結いたします。 
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  ここで暫時休憩といたしますが、再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前 ９時４６分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１４分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 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。 

  質疑ございますか。 

  10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 町長に総括質疑をする前に、歳入のところでちょっと質疑を

抜かしてしまいましたので、基金の関係についてまず質問させてもらいたいんですが、

基金の平成30年度は約11億円の基金繰り入れなんですが、その後の財政調整基金約6.9

億、７億円の分、ふるさと納税金分として指定寄附でもらっている分が約２億円なのか、

その確認をしたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 新井主査。 

○新井英次郎企画財政課主査 私のほうから、繰入金のご説明をしたいと思います。 

  財政調整基金の６億9,010万9,000円の繰り入れですけれども、内数としましては指定

寄附の充当額が２億242万3,000円、残りの４億8,768万6,000円になりますけれども、こ

ちらのほうが実際の財源の調整分ということになります。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 今のことを確認いたしまして、総括質疑を町長のほうに３点

質問したいと思います。 

  １点目は財政問題です。いろいろな個々の福祉等高齢者向けの施策については充実し

ている面もあります。それも納税金を活用している面もあるんですが、先ほど言いまし

たように財政調整基金はふえ続けておりまして、平成29年度末、約17億円、30年度末、

11億円、これは多分、納税金入ってくればまたふえると思うんですが、その点含めて、

今回、平成30年度のいわゆる指定寄附以外の比較的自由に使える基金の財政調整基金の

繰り入れは約５億円だと把握いたします。そうしますと、これからの納税金はまだ不透

明な面もあるんですが、財政調整基金をもっと活用し、さまざまな低所得者向けの施策

を行ってはどうかという点で、まず１点目、質問いたします。 
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  次、２点目、まちづくりの問題ですが、昨年度からのまちづくり会社、またこれから

オープンします道の駅とかＤＭ等について、これはまちづくりの本当に根幹をなす事業

なんですが、なかなか町民合意に至っていないと私自身は判断いたします。情報の出し

方、進め方をもっと丁寧にするべきではなかったかと思います。特に、先ほどから質疑

等ありました生涯活躍のまちが、これが本当に町民向けの、町民の生涯活躍するための

事業なのかと、今回のことを含めて私は新たにといいますか、前から指摘しているので、

そんなにふうに思っております。 

  ３点目は平和の問題です。今回の30年度の予算の中には、瞬時警報システムが導入さ

れる予算が組まれていますが、その中には北朝鮮を視野に入れているんだと思うんです

が、いろんなことを想定して鳴らすということも含めて予算が組まれました。今、北朝

鮮とアメリカがどうなるかわかりませんが、世界的には非核平和のほうに向かっている

と私は思っていますが、その点について、自衛隊のあり方、自民党を含めた平和的解決

ではなく戦争を想定している動きが強まっていると私は判断いたしますが、こういう自

衛隊のあり方、国民保護についてどのようにお考えか質問いたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） これは総括質疑ということですね。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、基金の活用について、もっと積極的に活用すべきではないだろう

かと、そんな話であります。今、一方では新しいまちづくりといいますか、この後に向

けたさまざまな施策に取り組んでいるところでございます。それらの１つ、特に大型事

業としては新年度ナイタイの崩壊したレストハウスの再建ということがありますし、新

年度からもっと具体的に実施設計に向けた道の駅の取り組み、ハードの面だけでも相当

臨時的に歳出が出てくるという状況にあります。この町もさまざまなインフラというの

は必要になってきますし、まちづくりのために財源が必要でありますけれども、こうい

ったたぐいの大型事業が今安心して実施できる、財政的には非常に逼迫した状況という

ことでなくて、財政計画に基づいて持続的に将来ともに町民に大きな負担をかけない範

囲の中で予算は組めるという状況であります。 

  これは非常に、承知のとおりかなりの部分はふるさと納税の全国からいただいた寄附

によるものであるということであります。寄附というのはそもそも、歳入として安定的

に見ることができる財源でありませんから、そういった意味では、これまでもこの財源

を使って子育てや、あるいは福祉、さまざまな歳入を含めていろいろなところに使わせ

ていただいておりますけれども、しかし、将来をずっと担保されているということでは

ありませんから、少なくても教育については向こう10年間だとか、そういった状況の中
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で時限立法的に政策を打っていかなければならないということがあります。それはどの

ような状況が起きても、その後の財源も安定的に確保できて、安定的に事業ができるよ

うに、そしてまた町民に負担、不安を与えないように、将来にまた大きなツケを残すこ

となく財政運営をしていく、そういう前提の中に立っての財政運営をさせていただいて

いるということであります。 

  ですから、今、道の駅の中でも財政に対する不安をいただいておりますけれども、そ

ういったしっかりした裏づけと、それから、この後は事業についても自立していくとい

う前提での取り組みをさせていただいています。そういうことでありますから、決して

町民の人方がみんな安心してどんどん使いなさいということではないだろうと。慎重に、

かつ大切に予算を執行していくというのを総体的な認識だろうというふうに思っていま

す。 

  その中で、今、低所得者についてのさまざまな支援策というふうにお話しありました。

これは議員も承知だろうというふうに思いますけれども、個別にこれもしてほしい、あ

るいはこれについてもっとサービスの向上をというのはありますけれども、総体的に町

の福祉政策については、自信を持って、本当に貧困で困っている人方等々に対策は打た

させていただいているというふうに思っております。医療にしても、介護にしても、あ

るいは保健にしても、ぜひこれはそれぞれの立場から、絶対感で見られたら足りないと

いうことはあるかもわかりませんけれども、それぞれの自治体、みんな予算がある程度

枠組みが決められております。交付税だとか、そういった中でやりくりしているわけで

ありますけれども、そういったことを比較してみると上士幌町の取り組みについては、

全道あるいは全国レベルでも福祉についても相当高いレベルにあるということをまずは

ご理解いただいて、これからも本当に必要なところには必要な施策を講じていきたいと

いうふうに思います。 

  その結果として、どの財源を使うかということが出てきますので、今、特定に財調が

あるからという、そういうようなくくりで考えなくてもいいだろうというふうに思って

おります。 

  それから、先ほどもかみしほろ塾のお話がありました。今、ＤＭＯもそうであります

けれども、これからの自治体経営のあり方、あるいは地方創生のあり方というのは、ま

ずは出発点にそこがあるということなんですね。したがって、今のこのかみしほろ塾に

しても、通常の町民の趣味や、あるいは文化活動、芸術活動、そのほかのボランティア

研修、さまざまな研修等については通常の財源の中でそれぞれの担当課からの要望等、

町民のニーズを含めて上がってきたものを、それを事業化させていただいております。 
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  今回のこのかみしほろ塾については、これは全体が地方創生という枠組みの中での事

業なわけであります。そこに手を挙げて採択されたということでありますから、ここの

中における町民の一般財源はできるだけ使わないようにしておりますし、しかも今回の

交付金事業については、５割が交付金ということでありますけれども、残りの５割につ

いては交付税措置をされるということでありますので、これは今、国が、あるいは地方

自治体全ての自治体が大きな課題になっています地方創生であります。地方創生という

のは、地方の人口減少をどう克服するかということと、地域の経済活力をどう活性化さ

せるかと。凝縮するとこの２点が最も大きな意味を持つということでありますので、今

回のこのかみしほろ塾についても、この町民のほうを向いているかどうかというお話が

ありますけれども、この町の将来にとってこの塾の活動が必要かどうかということでの

私どもとしては認識のもとで事業を進める必要があるということであります。 

  これは主体が町であって、運営するのはかみしほろ塾、まちづくり会社になっていま

すけれども、主催としてどんな内容をこの事業の中で取り組んでいくかということは、

私どもの行政課題の範囲の中で仕様書の中に取り組まさせていただいて、かみしほろ塾

をやるということでございます。 

  今回も町外、町民という話がありますけれども、今、町が抱えているさまざまな大き

な課題であります。この課題に向けてみんなで考えようというのが今回の塾であります

から、決してそれが楽しいということだとか、日々このことを日常的になかなか考えづ

らい内容であるかというふうに思っております。大きく分けて３つほどありますけれど

も、１回目は７月でありますが、そもそも地方創生とは何なのか、それから移住、定住

や、なぜそれを進めなければならないのか、今どういうニーズがあるのか、こういった

ことを塾にして聞くという話であります。これは今までもやってきていますけれども、

この確認と、それからその必要性をみんなで改めて勉強する必要があるのではないだろ

うか。よく町外の人方に、なぜいろいろなことをやるの、移住者はなぜそんな政策をや

るの、町民という話はありますけれども、そういう前提に、人口が減って町の経済の活

力がなくなる、商店街もなくなる、あるいは学校がなくなる、こういった状況の中では、

そもそも自治として成り立つかどうかという前提のもとで、この地方創生がやっている

というのが、これが１つであります。 

  それから、今、町政の課題としては、例えばバイオマスが農協の指導のもとで会社が

立ち上がって、そして町内でバイオマスの電力をみんなで賄うことができる、こんな町

になっていこうとしているわけであります。ついこの間まで、ふん尿の問題点は、にお

いにしても、あるいは環境の問題としても大きなお荷物だったわけでありますけれども、
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そうではなくてこれがもっと、電力になって、資源になって、この町の大きなイメージ

が、変化がこれから起きようとしています。しかし、実際、このバイオマスについて町

民がどのように、ある意味では理解が伴っているのか。それから、将来、このバイオマ

スや再生可能エネルギーというのはまちづくりにとってどんな意味を持つのか。これは

ふだん、ニーズというよりも今、大きな課題として抱えていることをみんなで考えよう

と。それと同時に、この問題というのは、町民だけで、町内だけではなくて、国として

も再生エネルギーの問題、これは関心あることだろう、国民的な課題でもある。今、特

にきのう、７回忌を迎えましたけれども、あの福島の事故があって以来、再生可能エネ

ルギーが自分たちの自然エネルギーが、あるいはこういったバイオマス、あるいは水力、

これは非常に価値のあることだろうというふうに思っております。 

  しかも、この後、農業においても、電力の使い方の問題、町民にとってもそういった

問題、これは非常に意味がある。こういったことと、もう一つは、新たに交通弱者をど

う解決するかといったときに、改めて、今、段階では本当にそうなるのかと、こう思っ

ておられるかと思いますけれども、運転手のいないときの足の確保の問題、免許証の返

納の問題、こういったときにどう対応するかといったときに、ＩＴの問題、農村におい

てはネットがつながらない、遅い、これはもう経済に直接かかわってきているという問

題でもあります。 

  こういったことがこれからどうなっていくのか、これは非常に大事なことであるとい

う私どもとしては大きな政策課題であるということから、これもまた町民の人方にも知

ってもらいたいし、こういう資源のある町だということを町外の皆様方にも知ってもら

いたい、これは大事なことだと。３回目の最後のところは、これは包括ケアです。これ

は今までやってきていることであります。 

  このようなことでありますので、この町にとって必要なこと、町民にとっても大事な

ことだという前提でご理解いただいて、この講座の中でぜひ多くの人方がまちづくりに

参加してもらう。そういうことにつながっていくことだろうと、そんなふうに思ってお

ります。 

  それから、専門講座の中では起業塾、なかなかこの町には企業が育たないということ

でありますから、そういうところに意欲的な人方がぜひ関心を持ってもらいたい、この

ようなことでありますので、決して町のことだとか、町民のことだとか考えないという

ことよりも、この町の将来にとって必要なことをやるということであります。しかし、

この事業については地方創生ということで大きな枠の中では、やっぱり都市部から地方

のほうに人や物や金がどう回すかという、こういう前提のお金がほとんど入ってきてい
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るというお金であります。一般財源はできるだけ使わないようにということをやってお

りますから、そういうことであります。 

  最後の問題、平和の問題であります。昨年もＪアラートが鳴って、緊急の、北海道は

特にミサイルがここを通過していたと。結果的には通過した後にそういう告知がされた

ということでありますけれども、いずれにしても、やっぱり国というのは領土や、ある

いは国民が安心して生活できるという環境というのは、これは必要なことだろうと、そ

んなふうに思っております。ついこの間まで、極めて危険な状況があって、再三再四に

わたってミサイルあるいは核実験のことが近隣の中で起きているという現実がございま

す。多くの国民はそれに対して大変不安を持っているというふうに思っております。そ

れはやっぱり国を守るというのは国家として極めて大事なことでありますし、今、その

役割の自衛という側面で自衛隊が国民の安心、安全のために頑張っていただいていると。

特に災害時になったときには、もう喉元過ぎるとあの苦労については忘れがちでありま

すけれども、まさに東北の大津波、そしてその後の対応については多分、人にも語れな

いような苦労があったのではないかなと、そんなふうに思っております。私どもとして

は、ぜひ日ごろの活動に対しては敬意を申し上げたいと、そんなふうに考えております。 

  平和は、とうとい話でありますので、これを侵すということは決してあってはならな

いことだというふうに思います。自衛隊の存在についても、今、大方は護衛をされてい

るのではないかなと、こういう認識でいます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） １点目、財政問題の関係なんですが、税金が入ることにより

さまざまな町民、子供たちから高齢者の方までいろんな恩恵を受けている面は本当にあ

ると思います。ただ、いろんな個々の要求は物すごくありまして、それ全部という意味

じゃないんですが、例えば入浴券にしろ、福祉トイレにしろ、本当に困っている方がそ

れをもらうと物すごくうれしいという、私、質問させてもらって実現しそうなんだと思

っているんですが、それは個々の方について物すごく町政が身近に感じて、財政的に助

けてもらっているということが物すごくあります。そういう実際に実感できるものが必

要だと。それについては何千万もかかるお金ではありませんので、ぜひそういう事業を

使ってほしいと私は思って質問させてもらいました。 

  それから、大型事業がこれから続きますので、財政的にいろいろあると思うんですが、

担当の方々はいろんな起債なり活用しながら、公共整備基金を今回も１億円ほど入れて

いますが、公共整備基金は29年度末で17億円あります。財政調整基金よりもはるかに多

いお金で、これは納税金関係ありませんので、多分これを活用しながら、これからナイ
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タイは大体財政の見通しはついていますが、道の駅についてももし大変ならこのお金を

使う方法もあると。ですから、少なからず財政調整基金がなければ大型公共事業ができ

ないということにはならないと私は判断しますので、そういう意味で財政調整基金は、

多分これから納税金が多少、ちょっと下火、今年度も減りそうですけれども、財政調整

基金はまだまだ健全だろうと私は思っています。その点について、きめ細かい、低所得

者に対する予算について質問いたします。 

  それから、２点目のまちづくりの問題なんですが、何となく逆転しているような感じ

がいたします。町長が最初に、ここからが出発点だと言ったのは、いろんなことが、例

えばまちづくり会社とか、ターミナルもそうですが、道の駅、ＤＭＯはこれから本当に

出発点だと思う。そういうことができて、これからまちづくりをどうするかということ

を整備が整ったというふうに捉えたのかどうか、ちょっと私はそうではないと思うんで

すが、それに事業に至るまでの必要性とか、今、そしてこれから10年先、20年まではち

ょっと見えないので、そこまでこの事業が本当に町民のためになるのかという事業を、

100％は無理なんですが、多くの方の合意を得ながら進めないと出発点にならないと私

は思っています。例えば道の駅でも、どうだったのかとさかのぼって考えても、ターミ

ナルもそうなんですが、地方創生の関係でお金が来る。地方創生で国からお金が来ます

ので、町の財源がかなり浮きながら事業計画をつくれるというので、そっちのほうに目

が行って、政権がそのほうにどんどん、地方創生、人口が減るからどう、今回の増田さ

んもそうなんですが、それを言った張本人なので、そういうことで何か逆じゃないかと

いう気がします。本当に町のために考えるのであれば、ちょっと待てと。町民はどう思

っているのかと。本当に5,000人弱とか4,000人で大変なのかということも踏まえながら、

事業を進めてほしいなと思っています。その点が、何となく今回のかみしほろ塾のこと、

これは再三言っている問題なんですが、それも含めてそんなふうに感じました。 

  それから、３番目の平和の問題なんですが、自衛隊が７年前のときもそうなんですが、

災害救助で本当に命がけで頑張っている、それはそれで大事な仕事もしています。ただ、

今回の予算、例えば北朝鮮がどうのこうの飛ばしたといって、アラートがうちの町も鳴

ったらしいんですが、それによって、まさか訓練はしないと思うんですが、結構自治体

ぐるみでそれの訓練をして、子供たちが机の下に隠れるだとか、そんなこともあったり

して、これが頻繁に飛ばしたといって鳴らしたと。じゃ、災害の練習するんだとか、そ

ういうふうに誘導されていくのではないかと。特に今回の予算案はそういう予算を含ん

でいますので、ちょっと私自身はこの平和の問題については町長とは若干違うなと思っ

て質問させてもらいました。 
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○委員長（佐藤 曻委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 お金の使い方、私どもとしては本当に困っている人にどう差し伸べるか

というのは、これは基本的には行政の仕事だと、そんなふうに思っております。それは

行政というのは町だけということでなくて北海道あるいは国を含めて総合的にそういう

ことだというふうに思います。営利を目的とするというよりも、町民、国民が安心して

生活ができるような、そういう環境をどうつくるかということでありますから、そうい

った意味で相当、町としてはやらせていただいていますし、今、実感のできるという話

がありました。そもそもお風呂の話はずっと前から出ていまして、前からお風呂はどう

いう立場でのお風呂なのかということが１つの判断の基準として私どもとしては押さえ

させていただいている。公衆浴場として、まずはそこはそことして経営をしているんだ

という前提であります。経営ということは、収支の問題というのは当然そこに伴ってく

るということでありますけれども、お風呂がないときに町の中にあったというのが始ま

りでありますが、今、温泉という前提で、温泉での公衆浴場、温泉つきとなると、そも

そも大体が収支で動いているところであります。そこでの380円にしても、これは公衆

浴場の単価から見て、その下限以下であるということ、それから福祉的な視点も含めて

100円券の回数券を発行させていただきました。今回は改めて、もう１つはこれからの

健康寿命をどう伸ばすかということが大きな課題だという前提のもとでお年寄りの人方

については、できるだけ外に出て人と交流をする機会をつくってもらいたい、このよう

なことも政策的に大事な１つとして、皆さん方のお話も含めて意見を反映をさせていた

だきました。多分公衆浴場の300円、子供の100円というのは、全道あるいは全国でも公

衆浴場としては最も低いのではないか、調べてはいませんけれども、多分そういうレベ

ルだということでありますから、このことについて一方ではかなりの財源が投入されて

いるということも理解をお願いをしたい。できれば、今回安くした分、今までお客さん

が少ない、入浴者が少ないということもありましたから、町民のみならずいろいろな人

に入ってもらって、収支の改善というのもたくさん利用してもらうことが大切だなと、

そんなふうに思っております。 

  そのターミナルや道の駅についても、交付税があるから飛びついたのではないだろう

かという話がありました。しかし、そもそも道の駅の話というのは、こういった議会の

中でも、あるいは商工会の中で、いろいろなところで話が、もうかなり前から出ていた

のであります。しかし、それがしっかりとした経済に本当につながっていくのかという

こと、地域の活性化につながっていくのか、そういう意味では、私どもとしては自信を

持てない側面があって、本当にそれが町民にとってプラスになるのかどうかということ
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で、ずっとそれについては、そういう状況ができたときに考えたいという答弁もこの議

会の中でもさせていただいておりました。そういうタイミングが、今、ちょうどいろい

ろなことで重なって出てきたということであります。 

  当初、道の駅の認定の基準というのは、24時間の駐車場とトイレと、それから交通に

関する情報インフォメーション、こういったことが軸になって、整えば道の駅として採

択され、そこに町の直販だとかやっていたのでありますけれども、それだけではとても

経営的には難しいし、町民の理解を得ることも難しいだろうということで、様子を見る

といいますか、時期を見ていたということでありました。それが26年、全く大きく国土

交通省が、道の駅に対する考え方を変えてきております。それだけでは十分でないとい

うことで、新たな道の駅のあり方、本当に必要とされる道の駅はどんな道の駅かという

ことを、実際稼働している道の駅、それからこれから計画しようとしている道の駅、い

ろんなところから公募をしたわけであります。本町としても、そういった道の駅が今ま

であったことも含めて、上士幌町独自として一定の町民の理解を得、そしてまた経営と

して稼働できるのではないだろうかという前提で、例えばそこに新たに防災の基地だと

か、あるいは地域のコミュニケーション、加えてもちろん直販だとか、そういう産業振

興の側面、同時に今、ずっと観光立国と言いながらも全国で1,000万円余りくらいでと

どまっていたインバウンド、外国からの観光客が急に伸びてきております。2020年を目

途にして4,000万人となっておりますから、それは別に東京や札幌だけの話じゃないだ

ろうというふうに考えておりますので、そういったニーズもこれから広がってくるだろ

うというようなこと、あるいは移住、定住の窓口だとか、ふるさと納税の評価を得てお

りますから、何らかの形でそういったところの展開も必要になってくるのではないか。 

  そういうようなことでの提案をさせて採択されたということでありますので、突然と

いうよりも、ずっとそれが表だって町民の中で、みんなで議論したかどうかというのは

別としても、それぞれの組織や、あるいは町民の意見を踏まえた議員さんの声として、

私どもとしては受けとめてきていたということの流れの中で、タイミングよく動いたと

いうことでありますから、それはまた財源的な問題も含めて、今やるべきときだろうと

いうふうに判断をさせていただいたということであります。ＤＭＯも含めて、非常に私

はこれは期待をしている新たな動きだというふうに考えております。 

  最後のＪアラートの関係で、それをもって国民に危機意識をあおって、防空の戦前の

ような訓練につながるのではないかと、そんなお話がありましたけれども、あのＪアラ

ートも局地的に来たわけでありますけれども、あれが全国に流れている。例えば北海道

に来たときに東京のほうなんかは、本当にそれが必要なのかどうかという、そういった
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議論も今出て、決してあれが万能だということではなくて、まだまだ改善をしながら、

しかしちゃんとした情報はしっかり届けなければならないということで、国民の生命、

財産をという前提のもとで、いろいろまだやっているというふうに考えております。 

  大体だと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ほかに質疑ございますか。 

  ８番、山本弘一委員。 

○８番（山本弘一委員） 総括の部分、基金の中なんですけれども、農地取得基金という

のは3,097万7,000円あるわけですが、他町村、町内の農地流動化の関係から、農地流動

化対策協議会というのが設立されていると思うんですが、この予算の中に本年度資金で

すとか、その予算というのはどこかにあるのか、ないのか。まだ農業委員会、行政を含

めて流動化的なものはあるとは思うんですけれども、少なくても本年度、方向性なり、

資金的な対応というのは30年度には出ていないのか、もう１年おくれるのか。何かの関

係で出てきた場合はどう対応するのか。まずこの辺の質問が１つ。 

  それから、もう１つ。この国民健康保険事業基金とあるわけですけれども、見ると毎

年400万円前後積み上げてきたわけですね。ところが、平成29年で残高がなくなり1,000

円、30年については２万3,000円、この400万円前後積み上げないということは値上がり

につながるのか、それとも中で基金がなくても間に合うということなのか、その辺をち

ょっとお答えください。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 具体的な個別の内容になってきますので、担当課のほうから答弁させて

いただきます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 担当部署、高橋課長。 

○高橋 智農林課長 農地流動化のほうにつきましては、ただいま委員さんのほうからあ

ったように、農地流動化対策協議会を設立しまして、そちらのほうで対策を検討してい

るわけですけれども、ただ、基金を含めた今後の施策については、今、協議してはおり

ますけれども、具体的なものはまだはっきり決まってきているわけではないので、これ

からもその辺の、どういうふうにお金を使っていくのか、何か対策が必要なのかという

部分については現在協議中であるということでございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 保健福祉関係もございますね。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１０時４８分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時４９分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 尾形課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ただいまのご質問の国民健康保険の事業基金でございますけれ

ども、委員会でも説明しているとおり平成30年度から国民健康保険税の運営につきまし

ては、北海道が主体となりまして運営をするという形で大きく事業運営の内容が変わっ

てまいります。その部分での使い方といたしましては、こちらの基金に変動がございま

しても、国民健康保険税へのそれぞれの負担への影響というのはほぼないのではないか

なというような見解でございます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） よろしいですか。ほかに。 

  ２番、佐々木委員。 

○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。 

  本町、３年連続で人口がふえた。これは本当に竹中町政、高い評価を受けるに値する

というふうに理解をするところです。しかし、実際に細かいところできちっとした目が

行き届いているのかという心配をちょっといたしますので、その辺を含めて質問させて

いただきたいと思います。 

  まず、１点目、転出されるのは従来と同じような理由の人が大変多い。転出の中に多

いのは、１番、仕事が本町、結構あるんだなというふうに思うんですけれども、仕事の

都合でというのが一番比率としては多くなっています。ただ、一般的に言われているの

は、それと同時に非常に住宅事情がいい、あるいは子育て支援ということで子供への無

料等が大きく影響しているのではないかというふうに客観的な判断ができるのではない

か。そういった中で、幾つか質問させていただきたいと思います。 

  残念ながら日本の国は格差社会と言われて久しいわけですけれども、その格差は縮ま

るどころかむしろ拡大をしている。そういう中で、過疎地としての地域環境というもの

がいろいろあるわけであります。そういった中で、貧困の問題というのは相当きちっと

した目を持って、関心を持って見ていないと、町内に転入される方、例えば認定こども

園が無料であれば、実質収入が上がる、ほかの地域にいるよりははるかに経済的優位性

が高いということも大きな１つだというふうに思います。 

  そういった中で、本町の臨時職員に関しては、予定した定足数を年間を通して残念な

がら１人満たさなかった。労働条件というのはやっぱりきちっと考えていく必要がある

のではないか。最低賃金よりは、一般的に模範となるべき行政というのはそういうこと
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を起こさないような労働水準というのをきちっと踏まえて募集をしていくということが

まず１つは必要ではないかと思うんですが、これは幾分、予算審議の中で前向きな話も

ありましたから、あえて強く言うつもりはありませんけれども、そういう姿勢が行政に

は必要ではないかということがまず第１点。 

  それから、そういった中で今回、上士幌クリニックには１億1,000万円の赤字を補填

することを目的とした支援をすることに予算上なっています。医療機関がなくなるとい

うことは大変重要な問題ですし、ライフラインという部分では一番最初にきちっと対応

しなければならない部分だと思うので、これについても私は反対をするつもりはありま

せん。でも、この上士幌クリニックに関しては老健施設も持っています。その老健施設、

決算内容上というか、収支内容上は分かれていますけれども、老健にもその部分の赤字

についても補填する方向になっているのではないかというふうに理解をするんですが、

一方、特別養護老人ホームには今回大きな予算としては電動ベッドを中心として1,000

万円の予算が組まれていますが、ここの特別養護老人ホームは残念ながらベッド数をあ

けて介護職員が募集に十分満たないために100％の稼働になっていない。そういうとこ

ろにはやっぱり、待機者がゼロということであればまだ理解できるんですけれども、一

定の待機者があるということであれば、そういったところに緊急的な支援は必要ではな

いのかなと。今、一般的にテレビ等でも言われていますが、介護職員の労働条件という

のは非常に劣悪だというふうに言われています。そういうことも含めて、中には施設で

暴行等があるということも報道をよく受けるわけですけれども、なり手がなく、仕事が

多忙になればどうしてもそういった心配すらしなければならないような状況になるので

はないかと。 

  こういったところに今回手当てをしなかったのは、一定程度、別法人ですから、長期

的なシステムであるとか運営計画というのは必要だというふうには理解するんですけれ

ども、そういうことが直接町の、町民の生活に影響を及ぼすという可能性は十分考えら

れると。介護度の関係もありますけれども、そういうことをきちっと踏まえなければな

らないというふうに思うんですが、その辺についての考え方についてもお聞きをしたい

というふうに思います。それについてひとつお願いします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 職員の採用、職員は人がかかわって初めていい仕事をして町民にサービ

スができるということでありますから、それらについて、人材確保の問題についてはい

ろいろ課題、それは賃金や、この町で住みたいと思ってもらえているかどうか、さまざ

まな要素があってのことでありますけれども、たまたま臨時職員が１人欠員というのは
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ありますけれども、そういうためにこれは多少増減はあります。しかし、安定的にこの

町で働いてもらいたいということでの人材確保については、相当いろいろと手厚くさせ

ていただいているということであります。 

  ただ、行政という仕事であります。人勧があって、いろいろなところを基準にしなが

ら一定の給与水準というのを勧告しておりますけれども、それは収益を上げられないと

いうところで、そういった第三者の諮問の中で踏まえてやっているということでありま

す。これはこれとして、私どもとしては尊重しなければなりませんので、前段、副町長

も答えたように近隣の状況だとか、あるいは町内の状況等勘案して判断していくという

ことであります。 

  町内もいろいろなところがあります。十分高いところもありますし、低いところもあ

ります。ですから、それは低くすると誰も来ないということでありますけれども、かと

いって想定以上になってくると今度は一般の企業のところに圧迫をするということであ

りますので、ある程度のその辺のさまざまな、行政だからこそ配慮しなければならない

要素があるということで、単なる人を集めればいいという話ではないということを思い

ます。そういった意味では、こういったところにまちづくりにかかわるという、これは

精神論で言うのも変ですけれども、それだけではありませんけれども、やっぱりどう自

分たちのやっている仕事が町民の幸せやまちづくりに生かされるかというあたりも、私

どもとしては非常に仕事を進める上での、あるいは職員のモチベーションを高める上で

もその辺のことも大切ではないのかなと、それは人間関係だったり、労働時間の問題だ

ったり、いろいろな要素があると思います。そういう総合的な改善を含めて、有能な人

員を確保していきたいというのがあります。 

  それから、地域の医療、これはもうこれまでも地域包括ケア、この必要性というのは

どうしてもこれからこの町に住んでもらうために欠かせない、しかもきめの細かいサー

ビスが必要だという前提でやってきました。ここ一、二年、特にこの議論をしてきたと

ころでありますけれども、幸いなことに、いよいようちの町の包括ケア、介護を含めて

全て順調にいっているんだというお話が返ってきて、今さら何をやるんだということも

ありましたけれども、そうではなくてもっとスポットの抜けているところもあるのでは

ないのかというようなことでの積み上げをして、より安心して住めるような老人福祉、

介護、医療等々の整備についてはやっていくという前提でおります。 

  そういった中で、今、介護施設のお話が出ました。議員多分知ってお話をされている

のではないかと思ってはいますけれども、人の問題が話があって、実は27年に地域密着

型だとか、ショートステイだとか、デイケアだとか、施設が整備されてかなり充実をさ
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せていただきました。ハードの面もいろんな面で支援をさせていただいております。そ

のときのもう一つの議論というのは、あそこの老人ホームの経営がある程度収支がとれ

るというのは70床なければだめだということだったですね。それはいろんな自治体のそ

の経営の状況を見ると、70床あるとそれでいけると。そんなようなことももう一つは前

提で言えました。それから、地域の人も入れないというようなことで地域密着型の整備

をして20床の増床なんかもして70床にしました。 

  そういう方針が決まる中で、その２年くらい前からだと思います。前倒しで職員採用

の町は補助をしました。これからその人方が新たな施設の中で担い手となるんだという

ことで、できる前でありますから、直接仕事というよりも、よそのところを見習いなが

ら育ててきたということがありました。そこに町の一般財源、これは国からではなくて

一般財源として4,000万円以上投資しているんです。最近聞くところ、そのときに採用

された人方がほとんどいなくなっているという話を聞きました。これは何だろうという

ことですね。その間にしっかり人材を育てていくということ、それからその途中であっ

たのが、介護保険の介護報酬の見直しがあったと。改善をされたら介護報酬が今度下が

るわけですよね。介護度の重篤の人方を民間のほうでは入れてしまうということであり

ますけれども、うちの介護施設はしっかり頑張っていたというふうに思いますが、それ

が介護度が下がって経営が圧迫するという相談があって、それであれば、介護度頑張っ

た、それは施設として非常に頑張ったことだから、町としてそれに対してはしっかりと

応援をしましょうということで、介護報酬で下がった分のマイナス分は補填をさせてい

ただきました。加えて、企業努力として頑張ったんだから10％上乗せの支援をさせてい

ただいています。これは今までもそれはやっています。この支援策というのも多分、全

道、全国でもそうそうないだろうというふうに思います。今、国が介護施設のありよう

について考えなければだめだ、介護度が高くて黙っている、ある意味では民間で利益だ

け考えると一番手間ひまかからないのが一番いいわけでありますから、そうすると介護

度が３だとか４だとか、薬漬けとは言いませんけれども、そのようなことでということ、

これでは何のために、本当に生きているのか、生きるということはやっぱりできるだけ

自分の意思で行動をし、そしてまたおいしいもの、実感をできる、こういうためには介

護のためには非常にいい話なわけでありますから、そういった意味での支援策というの

も当初からやらさせていただいてきております。 

  今もこの介護人材はうちだけでなくていろいろなところで問題になってきています。

先日も十勝管内の町村長のセミナーと、それから長野県の今回もかみしほろ塾の講師と

して来ていただきますけれども、鎌田先生が、あそこには諏訪病院の院長として非常に
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経営が厳しかったのが、そこにお医者さんが相当今、どんどん来ているんだという話を

していました。管内の町村長の中でも、よそよりも賃金がいいのに来ない、それから違

った形で支援をしたんだけれども、それも来ていないという話がありました。鎌田院長

が言うには、それもあるのかもわかりませんけれども、それ以上にやっぱりどう経営を

するのか、経営がメッセージとしてどう伝えていくのかということはモチベーションの

問題だとか、そういったところでも非常に大切なことではないでしょうかと。給料は大

事だと。給料の問題でも言いますと、それはもう途中経過の中で、介護施設の経営者の

ほうから伺っておるのは、上士幌町の給与は決して安くはない。それから、正職員化に

して対応もしっかりやっているという話もずっと受けてきていました。 

  そのようにつくる前から町としては積極的に支援をしてやってきております。今もそ

ういう話が出ていますから、じゃ、なぜ前倒ししてやったのが、住宅の関係もそうです。

民間賃貸住宅が始まったのもそこからなんですね、そもそも。住宅がないからというこ

とでやったのもそうなんです。何でほとんどがいなくなったか。全てを確認しておりま

せんけれども、そのときの前倒しで採用した人方がほとんどいなくなっているというこ

とは何なのか、この辺のところをやっぱりもう一回聞いてみたいなと。その上でどんな

課題があったのか、必要なことはしっかりやっていかなければならないということです。 

  これまでもいわゆる介護施設、生涯活躍のまちで寄与してきたのは、やがてここのお

年寄りそのものが、あと何年かで減少に入るよと。そうすると、ここの経営をするため

にはどこから人が来てもらうだとか、こういう戦略をやっていかないと難しくなってく

るということで話を、それが今回の生涯活躍のまちの大きな軸の１つでありましたけれ

ども、今、現実にそういう話を聞くと、50床のところがもっと少なくなってきたという

ことが、もっといろんな課題がそこにあるのかなと。改めて今伺いましたので、その辺

は何でこうなっているのか、あるいはこの後の戦略はどうしていくのかと、非常に自分

としても大きな問題として受けさせていただきました。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ここで15分間の休憩といたします。 

  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０６分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１８分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） それでは、町理事者に対する質疑を進めてまいります。 
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  ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 特別養護老人ホームの関係については、今までの経緯につい

ては、決して努力してこなかったとか、先んじて手を打ってこなかったというつもりは

全くないんです。やっぱり現状が現状で、なぜそれでも職員がなかなか本町にいついて

いただけないのかというのはやっぱりきちっと解析をして、手を打っていかなければ、

実際にベッド数を縮めなければならないような事態がこれ以上、その幅がさらに大きく

なれば町民生活への影響というのは避けられないというふうに思うところで、今後そう

いったことも分析するというような話もありましたので、その辺については理解をする

ところです。 

  そのほかの部分ですけれども、かみしほろ塾、さっきも冒頭の質疑の中でお話をしま

したけれども、株式会社にしたというのはそれなりの理由がある。民間の厳しさという

か、民間の動きのよさ、そういったものをうまく活用していくことだというふうに理解

するんですが、ただ、心配をするのは、町外からのいろんなノウハウというものをまち

づくりに生かしたいということについても十分理解はできるんです。しかし、町民が一

定の理解を持つような形で進めなければ、成功できないのではないかと。その辺がなか

なか、新たな問題ですし、個々に地方創生というこの問題に関して町が行っていること

が、町民に対して何らかの優位性を与えるというような状況になかなか町民の皆さんは

理解をしていないという部分が非常に多いのではないのかと。これはできたばかり、ま

だ間もないものですから、今後について、今までの指摘を踏まえてどういうふうに考え

ていくのかということについて答弁をお願いをしたいと思います。 

  それで、もう１つは、これは予算審議の中でもお話をしましたけれども、実際に高齢

者に不便を与えるようなことがあれば、それはやっぱり政策順位として早目、早目に対

応していくというのが筋ではないのかと。ほかの町村では運転免許証の返納に関して、

例えばタクシーの割引パスであるとか、そういったことで返納した方々への利便性を図

っていく、あるいは今回、循環バス、町内、市街地内は３回ということで回数をふやし

て利便性を高めるけれども、農村部に関しては従前どおり２回だと。僕はある種の差別

になるという話を議会でしたところですけれども、そういった細かいところに、財源が

ない、厳しい状況だというのであれば、それもある程度合理性を踏まえなければならな

いということで理解をしないわけじゃありませんけれども、私はこの程度の財源という

のは十分あるというふうに思いますし、対象人数もさほど多くはないと思うんですよ。

そういうことで、交通安全の向上であるとか、あるいは高齢者の利便性というのを図っ

ていく必要性は十分あるのではないかなというふうに理解をします。 
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  それから、農業に関して１点だけ、先ほど山本議員も基金に関して質問がありました

けれども、私はさきの議会の中で北居辺南地域に関して、将来、隣町の方が営農用地と

して利用する状況が大変予測をされると。この対応をきちっとしなければ数億に及ぶ農

業生産というのが本町の経済にかかわっていかないのではないかという心配をしたとこ

ろです。それに向けて、アンケート調査もしていただいた。そこまでは理解するんです

けれども、その後の対策をどう考えているのか。これは早目、早目の対応をしていかな

ければ、結局隣町に農地の所有権が移るということは、残念ながら今の農業委員会の中

では絶対に阻止できるようなものはありません。これはどの辺まで進んでいるのか。そ

ういう中で、非公式にいろいろ農業関係者、農協関係者にお話を伺うと、当時の一般質

問では、農地区画、これは農業委員会が一定程度地域の実情に合わせて決めているわけ

ですけれども、これをあの地域だけ見直すというようなことは非常に難しいと。特に農

協の運営上にも大きく影響するという話を伺っています。だとすれば、別な手だて、こ

ういった基金を使って一定の支援対策、そういったものを打ち出しながら、これから一

定程度、年齢の関係等も含めて営農を、恐らくしなくなるだろうというか、そういう農

家の地権者の方と話を進めていく必要性があるのではないのか。農業の基盤というのは、

うちの町の経済基盤の非常に大きな部分をなしているわけですから、そういう部分も含

めてどの程度今検討されているのか。あるいは方針をお持ちなのか、それも含めてひと

つ答弁をお願いしたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、まちづくり会社の設立ということでありますけれども、おっしゃ

ったとおり民間の自由の裁量がある、そういった性格あるいはスピード感というような

ことだとか、こういった意味では、これまでもやりたいけれども、なかなかできないと。

特に人材センターなんか、今回は改めて無料職業紹介所も含めて具体的になっていくだ

ろうというというふうに思っていますけれども、無料紹介所にしても、あそこには１人

の人件費を投入して、当時、協力隊でありましたけれども、やっぱりやっていると機動

性だとか、どうしても限界が出てくるというようなことがあります。人材センターにつ

いては早くからシルバー人材センターのことだとかいろんなことがあって、それはいろ

いろなところに働きかけても結果的に動き切れないというようなことで、かなり公共性

の高い事業でもあります。農業関係の、いわゆるデメンさんという人方も、従来はかな

り多かったのですけれども、今はほとんど少なくて、よそから派遣の人方だとか、ある

いは個人的な努力によって賄っているということであります。 

  これも、だからといってそこで収支がとれるようなことにはなるものではないだろう
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と。本当に、例えば１時間で働きたい人だとか、そのようなことも含めて、マッチング

をどう図っていくかという、結構これは人手や何やら、金やらかかる話だろうというふ

うに思いますけれども、こういったことでの動きであります。 

  それから、これからも今、健康寿命の関係でやりますけれども、必ず内部的な協議を

してくると人の問題、いない、大変だということで、どうしても、先ほどあったように

スピード感だとか動きがなかなかできないということで、それぞれ餅は餅屋で、行政は

行政で本来サービスしなければならないし、それからそうでないところは、そういった

ところがやればいいんだろうということであります。１つのモデルというのは参考にし

ているのが、上士幌コンシェルジュであります。これはＮＰＯという組織でありますけ

れども、これも法人です。法人という意味では会社でも、そちらのほうも法人でありま

す。株式会社は本来、営利が直接ということになりますけれども、これまでの議会経緯

があって、議員も指摘するように、これについては公益性の高いところなので、町はし

っかりそれに対してサポートをしてやるべきだというお話が出されていました。 

  このように、わかりやすいのは、移住、定住の取り組みを直接窓口はどうしても行政

というのが、行政の一番の、信頼がかなり強いというのが行政であります。民間であれ

ば、果たしてそれが本当に信用できるかどうかというのが出てきますから、その意味で

は、行政が窓口になって、そして具体的な運用のほうを、移住者をお試し暮らしのとこ

ろでお世話をしたり、それから細かい相談に乗ったりなんかするという意味で、役割分

担をしながらやっているという、こういうスタイルがまちづくり会社というのも、そこ

が求められていくことではないのだろうかと、こんなふうに思っております。 

  あとは、独自にやれるものについては、それはそれで考えればいいわけでありますけ

れども、そういった意味では行政からの委託事業、行政がこんなことで今までできなか

ったことを頼んでいって、それができるか、できないか、相手も自分たちの人手の問題

や能力の問題、別に何もかにもできるというわけじゃありませんから、自分たちのでき

ること、できないことというようなこと、そういう意味では今回の、先ほど副町長がお

話ししましたけれども、これは私どもとしては計画に基づいて、ことしじゅうにそれを

告知をすると。それは地方創生に基づいて道内外も含めてそれを告知するということで

すから、それはそのとおりやったのでありますけれども、私どものほうの指導体制がそ

の辺についてはやっぱりしっかりしていなかったということがあります。これについて

も本当におわび申し上げたいと思います。 

  そういった意味で、さまざまな取り組み、地方創生についても理解度の問題も確かに

そうだろうというふうに思います。新しい事業に取り組むときに、同時並行的に町民も
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一緒になって理解をしていくというのは、それは大変難しい話でありますけれども、し

かし、そのことについてはしっかり努力はしていかなければならないというふうに思い

ます。 

  今、道の駅の環境の中でも、あるいはＤＭＯでも、町民説明という話が出ております。

これについても今出せるタイミング、出せるときに逐一説明をさせていただいていると、

そんなふうに思っております。町民のほうも情報が足りないのか、あるいは理解してい

ない、あるいは反対という人も、さまざまな人がいるだろうと思いますけれども、出せ

る段階で出させていただいていますけれども、しかしそれは議会という前提があった上

で基本的には出していかなければ、やっぱり議会のないがしろになるということでもあ

りますので、そういった意味では議会と、私どもとしては、道の駅にしても、何にして

も、これまで随分時間をかけながら一つ一つやってきているというふうに思っています

し、その範囲の中でまた町民の意見を聞きながら変えていくと、この姿勢については変

わっていないというふうに思っております。この間、担当のほうからもいろんな人が意

見があると。それを踏まえた上でやっていくことが大事だというふうに話をしておりま

したから、そういう方向性でいきたいということであります。 

  どこまでできればそれがいいのかということは、これはなかなか難しいというふうに

思いますけれども、１つ、道の駅の立ち上げから、それから説明会の経過を、今、いろ

んなところで道の駅をつくっておりますけれども、これだけ丁寧にやっているところは、

多分上士幌町はたっぷりあるだろうと。だからといっていいというわけではありません。

それぞれの見方があって足りないという人もいるだろうから。でも、そういう今の中で

は、そういう一定の手続を踏みながらやらせていただいて、これからも理解を求める努

力はしていくということは変らないことであります。ＤＭＯにしても、横文字３つつい

たら、なかなか何のことかわからないということがありますから、この辺についてはし

っかり説明していくということと、もう１つ最終的に大事なのは、その結果については

私どもとしては責任をしっかり持ちたいということであります。新しいことに挑戦する

わけですから、いろいろな不安というのは、出されるのはそれも十分承知した上で、今、

取り組むべき課題なのか、あるいは何もしないのがいいのか、こういう判断がされて、

いろんなことをやってきたということであります。これからもその辺はしっかりやって

いきたいというふうに思います。 

  それから、交通弱者の関係であります。これについても、結果的に今回は、今できる

ことからということで町内が１つ動きましたけれども、町内、町外も含めて免許証の返

納の問題、それから農村地域において、やっぱり町と違って人数の問題あるいは地域的
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な距離の問題、それからそこに配送、運送する運送会社の対応の問題、いろんなことが

あって物事が動いていくということをひとつ理解していただきたい。免許証の返納の問

題というのは、これはもうまずは大事なことだというふうに思っております。そのため

にも環境が１つずつつくられていって、ただ単に幾ら安くすればいいのか、これが最も

今打つ手なのか、その辺あたりについては住民のサービスを安心して外に出ると。 

  今回のターミナルが、あれが国からのお金がもらえた、事業が採択されたというのは、

農村地帯の人方だとか、いわゆる交通弱者が安心して外に出て、そして人と交流したり、

買い物をすることによって、自分の健康の維持や介護にかからないという、こういう説

明をもって国からの交付金を採択してもらえたということがあります。そうでなければ、

一般財源でしかなくなったという背景がありますから、これについても、今、差別とい

うことではなくて、それはもういろんなことでやりたいと思っているけれども、今段階、

きょう段階ではまだ調査をさせてもらうなり、研究させてもらっているところなので、

ぜひその辺については農村、少ないから粗末にしているなんていうことは絶対あり得な

い話なので、言われたときには、少なくとも安心できる環境をつくっているということ

をお伝えいただきたいなというふうに思います。 

  それから、農地の関係であります。これはこれまでもお話をしていただいております

けれども、農業者、農協、そして行政、農業委員会含めて、農地の流動化対策協議会と

いうのをつくって、今、議員からお話しあったようなことを含めて、そこで議論をして

いる最中であります。お互いに基金を持って買い取りをするという方法もあるのではな

いだろうかとか、それからいろいろ議論の中で、とりあえずことしは、よそに土地を出

さなくてもいいように耕畜連携でのデントコウの耕作を町と農協と、そして受益者等の

負担で単価を上げようと。これは聞くところによって結構評価をしていただいていると。

わざわざよそに出さなくても町の中で動かすことができるのではないか、こんな話を聞

いているところでもありますから、これも１つの流動化といいますか、地元から農地を

出さない政策の１つとして動き始めているということであります。 

  この後もどうするかという問題は、これはみんなそれぞれの立場で真剣に考えている

ところでもありますから、時間をいただきたいというふうに思います。 

  副町長もその委員として入っておりますので。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 十分町長のご答弁でいいのかなと思いますけれども、今、お話しあ

ったように私も対策協議会のメンバーとして入らせていただいて検討させていただいて

いますけれども、本当に協議会のメンバーの皆さん、直接農家さんのところに出向いて
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いろいろな聞き取り等々もするということで、非常に時間と手間ひまをかけて作業をし

ているということでありますけれども、なかなか、今、特に農地の価格の問題等につい

ては、一気にそこに入るというのは難しいのかなと思っていますが、いずれにしても将

来的には委員おっしゃるような、状況はどう対策を練っていくか、非常に重要なことだ

というふうに思っておりますので、私自身も協議会の中での行政の立場でのご意見も申

し上げたいと思いますが、協議会のその辺の推移をしっかり見きわめて、行政として何

ができるかということについては十分内部的には協議をさせていただきたいというふう

に思っております。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） １番、伊東久子委員。 

○１番（伊東久子委員） 私は、佐々木委員と関連する質問をさせていただきたいと思い

ます。 

  町長は福祉、医療は上士幌町では十分であるというようなお話を先ほどされましたが、

私は地域の包括ケアが十分、それを前提として行っているという福祉と医療の関係につ

いてお伺いをいたします。 

  予算審議の中でもお聞きしましたが、北斗クリニックに１億1,000万円、これは仕方

がないという一方で、管内の町立病院の経営を見せていただきましたが、これは老健施

設が入っていない、たまに厚沢部町だとか、浦幌、中札内、10名ほど入っておりますが、

これと今のこの上士幌の状況とは全く違うのではないかと思っております。病院がだん

だん縮小される中、主に福祉のほうに重点を置いているのかなというふうに思います。

例えば先ほどすずらん荘の話もしましたが、これはこのクリニックの老健ができる自体

で同じようなことをする施設が、この町内で２つもあれば多分どちらかが赤字になるだ

ろうというのは、これは多分、皆さんも想像していたと思うんですけれども、今まさに

そのような状態、患者さんの行ったり来たりが十分にされていないというか、そういう

状況にあるんだと思うんです。その老健施設というのは、重症患者を受け入れて、６カ

月だけはここで見て、あとは自宅に返すというような施設だと思うんですけれども、そ

れがうまく動いているのかどうかということが担当課としてわかっているのか、町長も

わかっているのか、それをお聞きしたい。 

  それから、医療については、病院を企業と言ったらいいのかどうかわからないけれど

も、やっぱり努力が足りない。前から要望しております振動病患者さんについては、１

床残してほしいと。そういうことの意見もきちんと言わなければ、この１億1,000万円

というお金は町民のためにはならないのかなと。医療にお金がかかるというのはわかる
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んですけれども、主に病院と老健施設の赤字分を出してもらいましたけれども、大方は

老健施設のほうの金額だと思うんですよね。それを一緒にして幾ら幾ら足りないから欲

しいということにはならないのではないかと。企業努力をしないところで町の税金を使

っていいかどうか、いつもそう思っておりますので、今回、町長はどのように思って要

求された金額を全て出そうとしているのか、お聞きします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 老健、細かいところは担当課のほうが詳しいと思いますけれども、介護

保険制度が変わって、介護施設の主流と福祉業界、そこでの基本的な受け入れというの

は、介護度が重い、３だとか、基本的にはそういうことだというふうに認識しています。

今まではかなりその辺が緩和されていて、介護度が低いところも含めて入っていたんだ

ろうというふうに思いますけれども、その辺は厳しくなって、先ほどもお話しあったよ

うに介護報酬が低いほうについては介護報酬は下げるというような政策になっていた。

本来、介護度の高いところを特養のほうにはやるべきだということ、それから老健施設

のほうは介護度が低いという前提。そこで、本来はすみ分けができているという前提で

あるべきだというふうに思いますし、そのように動いているのではないかということで

すから、そういった意味ではすみ分けがされているはずだろうと。重篤な人だとすれば、

それは介護施設に受け入れてそちらのほうに入ればいいんじゃないかというふうに思い

ます。老健施設は基本的には自宅に帰るという前提での施設なので、リハビリだとか、

そのようなことについてもかなり丁寧にやっていると。これは大事なことだろうと。介

護施設に１回入ってしまったらずっとそのままいるんじゃなくて、やっぱり現役復帰す

るというのが人として生まれている限り、死ぬまでどう元気で生きるかということが非

常に大切なことですから、それはそれとして、その精神については非常に大切なことだ

と、そんなふうに思っております。 

  赤字の関係ですけれども、これは私の認識としては、病院のほう、クリニックのほう

が大きな赤字だというふうに思っております。ベッドを抱えることによることの介護士

の一定の定数が必要になってくるだとか、このようなことで老健のほうはそれほど、マ

イナスにしてもそれほどの話ではないというふうに今までは認識しております。多分、

この間の結果についてもそうではないだろうかと、そんなふうに思います。やっぱり一

定のベッド数が必要だと、これはどうしても私どもとしても社会的な要請といいますか、

町民の安心のためには緊急の場合には入院してもらう、そういったベッドがなければ、

これはいつも帯広やよその町に行くのかというのは、これは非常に医療に対する不安が

募るという話でありますから、ある一定のベッド数が必要だということで、今、５床で
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ありますけれども、大体そこに満床ということはなくてちょうどいいぐあい、入って出

ていく、そこに入って、あそこで基本的には第一次医療圏ですから、手術をしたり、高

度な医療、治療をあそこでやるという状況ではありませんので、所見を踏まえた上で必

要な病院のほうに、専門的なところで、またしっかり治療してもらうと、こういうよう

な役割だというふうに思っておりますから、でも、そのことであってもベッド数を抱え

るということに関することの、いわゆる経営的な負担増、経営のことだけ考えるとベッ

ドがなくてクリニック、本当の意味の日中の診療だけすると、そう大きなマイナスにな

らないだろうというふうに思いますけれども、これはこちらのほうの要請として、ぜひ

そこはやっていかなければならないところであります。 

  今、さまざまな課題があります。これは経営は、企業努力は別に医療法人だけが経営

の努力をして、福祉法人は企業努力しなくてもいいということにはならないだろうと思

います。先ほどあったように、そもそも70床という、これが採算ベースとしてあった議

論計画がありますし、民間でもいろんなところでやっておりますから、それはそれなり

の経営というのはあり得る話だろうと思います。ただ、こういう地方の中において、ど

う介護施設を維持するか、お客さんの問題だとかいろいろありますから、そういった意

味で、いわゆる行政サービスの側面もこれは無視できないというふうに思いますけれど

も、そもそもは都市部においては基本的には経営的視点でやっているはずだというふう

に認識をしております。 

  もちろん病院のほうもそういった意味では企業努力していかなければならないし、そ

れからこの振動病の関係も、これは町の林業振興対策という前提もこれまでもありまし

たから、そういった意味では、向こうのほうでどういう経緯でそれはできないのか、こ

の間も答弁にあったように、それについてもしっかりと要請をさせてもらうということ

がありました。これらについても、これはうちの町として、そういう疾病を持って困っ

ている、大変であれば、それはそれとして町として要請をすると。しかし、それが受け

る側として、新たな体制が必要になってくるのかどうか、今のままでいいのかどうか、

これはあるだろうと思うけれども、病気だということになって、今までも国を含めて、

それらの対策を講じてきたことでありますから、それはもう一回申し入れをしたいとい

うふうに思います。 

  企業努力の話もそう、それらも含めて、経営側についてはしっかりやっていきたい。

私どもとしても、地元の病院を地元でどう使うか、これも片方としては必要になってく

ると思いますが、それはお互いに信頼関係が必要になってくるんだと思います。今まで

あったように、診察時間が長いとか、議論が出されておりましたけれども、そのような
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ことだとか、それから町は町として特定健診の受診率向上だとか、それは病院のほうに

もお願いしなければならないということがありますので、そういったところでの連携の

問題だとか、企業であっても、行政と非常に密接な保健事業、医療の事業として社会性

のある、そういう法人でもあるという認識の上でこれから向き合っていきたいと思いま

す。 

○委員長（佐藤 曻委員長） １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 町長が言われるように企業努力、とても大事だと思うんです。

私がいつも言っている振動病患者さんについては、これは一般診療、公務災害ですから、

１点単価10円じゃなくて12円、１人が40日間、年間入院しなければならない。この患者

さんを受けることによって、１ベッドを用意しておけば赤字になることは多分ないと思

うんです。だからこういう努力もしてほしいのと、あと、すずらん荘とこの上士幌クリ

ニックの格差がないと言いますけれども、当直の金額にしても、すずらん荘は2,000円

ぐらいだし、こっちは１万円もいただいている。だから介護職員が向こうからこっちに

移るという状況も結構ありますので、そこら辺もきちんと行政としては見直す、知って

いただきたい。それで予算づけをしていただきたいなと思って質問をしましたけれども、

答弁があればお願いいたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 個別な対応の問題のお話もありますけれども、やっぱり総合的にしっか

り今まで検証した上で、何が不足をして、どう手当てを講じればそういう人が回ってい

くのかということでないと、一現象面だけのところでやっていたのでは、今の状況を解

決していけるのだろうか、そういう不安があります。 

  ですから、もう１回この際、今までのこと、これから、じゃ、何が課題になってきて

いるのか、それをどう解決していこうとするのか、これは今の夜間の、それも１つとし

てあるかもわかりません。でも、それだけではないいろんな要素が含まれていると思い

ますから、かなりこれはやっぱりそこのところを胸襟を開いて議論をしていく必要があ

るだろうなと、そんなふうに思います。 

  今、振動病の話がありましたけれども、その単価にしても、それは赤字にならないと

いうことであれば、これは逆に言うと、なぜそこにはないのかということに対する疑問

のほうがあるというふうに思っています。だって、いつもそんなに満床だということは

なくて、救急搬送しなければならないときに、大体はそういうことで１泊だとか２泊だ

とか、そんなことでちゃんと回っていくように、ベッドのほうは役割としては、そうで

はないかと、そんなふうに思っておりましたので、経営的にプラスになることについて
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は積極的にやってもらいたい、改めてそれらについては了解させていただきます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 最後なのかもしれませんけれども、平成30年度の予算、新規事

業も含めて大変中身の濃い予算だというふうに思います。実際にこの予算を執行してい

くのは各課、部局の職員ということになります。各課、部局の職員の皆さんには、この

間、非常に頑張っていただいているというふうに私は思っております。ただ、そうした

中で、この間、見たり、お聞きをしたりすると、職員を募集しても事務補助職員がいな

いということで欠員になっていたり、理事者に人員の増を要望してもつけてもらえない

というお話があったり、主査職が１人でスタッフがいないというようなことがあったり、

そういう状況が見受けられました。それから、今も管理職、課長も丸くなって仕事をさ

れているような場面も見ますし、主幹職も割増し賃金のない裁量労働制ではありません

けれども、夜遅くまで仕事をされるような状況も拝見しています。 

  そんな中で、これらの予算、平成30年度の予算執行に当たって、新規採用の職員等も

含めて、どのような行政体制、あるいは考え方でこの執行に当たっていくのかというこ

とをお聞きしたいと思います。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 委員のお話があったように、今の本町の行政事務業務量というのは

同規模の自治体に比較しても、多分かなり多いというふうに私自身も日ごろ感じており

ます。もちろんですけれども、職員も相当その中で努力をしてくれていると。時間外も

そうですが、土日の勤務も含めて、さまざまな事業の中で職員が本当に一丸となって頑

張っていただいているというふうに私も認識をしているところでございます。一方で、

ご指摘のあったように主査１人職場とか、担当がいないという職場があるということも

現実でございます。もともと背景にありましたのは、やはり当時の平成の合併のころに

自主自立を目指そうというときに、そのためには何といっても行政コストをいかに下げ

るか、将来的に交付税が相当目減りするということが当時は想定されておりましたので、

それに対処するためには、まずは行政コストを下げることが第一だという方針を示す中

で、かなり急激に職員を減少させてきたと。その中には課、部局の統合、担当の統合等

によって、例えば今まで２人、２人でやっていた担当を１つにして、４人になったとこ

ろを３人にするとか、あるいはその他統合してなくしていった担当もございますけれど

も、かなり急激に減少させたということを、私も今の立場でやってきた人間ですので承

知をしておりますが、ただここ数年は事業量が非常にふえておりますので、かなり積極

的に実は職員の採用も行ってきております。あわせて、ご承知のとおり協力隊、そうい



－150－ 

った国の制度等も活用して、そういった人材確保にも努めてきたということであります。 

  ただ、協力隊については、私ども非常に全国的にも早い取り組みをさせていただきま

して、当時は募集に対して相当多数の応募者がありまして、それこそ書類選考でも非常

に時間をかけて採用したという経過がございますが、ご承知のとおり全国的にこの協力

隊制度を活用する自治体がふえておりまして、そういう意味では、必ずしも募集をした

からといってたくさんの方が応募されているという状況ではない。むしろ、まだ新年度

に向けても今募集中というところもございまして、これについてはこれからも積極的に

募集を続けながら、できるだけ人材の確保を図っ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。 

  また、新規採用の職員の関係については、今、新年度、５名の職員、これは一般事務

ですけれども、一般事務で５名の職員を採用するということで、ほかにこども園の保育

士ですとか、教員ですとか、そういった職員も含めますと、たしか11名ほどだったと思

いますけれども、新規採用で、いわゆる全く新規で採用する部分と、準職員から正職員

になるという方もいらっしゃいますけれども、そういった形でかなり多くの正職員の確

保ということで今動いておりますので、その辺は十分事業量等勘案しながら、新規採用

職員についてはこれからも十分考えて採用に取り組んでいきたいというふうに思ってい

るところでございます。 

  いかんせん、全職場が十分な人員配置ができているのかと言われますと、やはり厳し

い面もございます。その年によってはさまざまな、３年に一度、あるいは５年に一度と

いった、そういった計画づくりとか入ってきますと相当事務量もふえてまいりますので、

その際、非常に厳しいんですけれども、今、職員も大変な努力をして、お互いに課内で

の連携をしていただきながら作業を進めていただいているという状況であります。 

  私の頭の中では、何カ所か本当にそういった増員ということも考えなければならない

なと思っているところもあるんですが、いかんせん、ことしも新年度に向けてのいろん

な作業の中で、実は定年退職はもともと事前にわかるんですが、途中で退職される方が

いらっしゃいます。それはさまざまな事情がありますので、具体的に申し上げることは

できませんけれども、私にとっては想定外の中途退職者が出てまいりまして、それが昨

年末あるいはことしに入ってからということでございますので、そこに実は対処するこ

ともなかなか難しいと。今、私もそれぞれの職場に対しては一方的なことはできません

ので、課長なり管理職を呼んで事情を聞いたり、あるいはこれからの体制でこういうふ

うに考えているんだけどということで、私どももできるだけそういった職場に対しては

意見を聞き、状況を聞きながら最大限何ができるかということを考えて対応させていた
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だいているということでございます。ただ、そういう中でも実際には足りないと。非常

に時間外が多かったり、休みもほとんど取れていないという職員もおりますので、この

辺については、今後、私のできる範囲で対処したいと思うんですが、ただ、正職員を次

から次へと採用するということにはなかなかなりませんので、その辺も含めて十分私ど

もでも考えながら理事者としての責任を果たしていきたいなというふうに思っておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午前１１時５８分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○委員長（佐藤 曻委員長） ただいまの質疑は、町理事者に対する総括質疑を行ってお

ります。 

  これより質疑を受けます。質疑ございますか。 

  ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 午前中答弁いただいているところですけれども、私もスタッフ

制にかかわった人間の１人でございますけれども、係からスタッフ制にかえるというこ

とで、より横の連携をとりやすくする、あるいは協力して仕事しましょうということ、

そういう形になったわけですけれども、今の状態のように健康を害してでも働いてくだ

さいという意味のものではないので、その辺十分、各職場の状況に応じて配慮しながら

予算執行を進め、業務に当たっていただきたいというふうに思います。 

  そんなことで、各課と業務量等に応じながら随時協議してほしいと思うんですけれど

も、そういうことでよろしいですね。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 以前にも答弁させていただいたことがあろうかと思いますが、特に

例年、これは毎年やらせていただいておりますけれども、一定の時期が来ますと私も全

課、部局長と個別にそれぞれ時間をとって、職場の状況、職員の健康状態、あるいは業

務量の問題等々について意見交換をして、課の全体のそういった状況の把握には努めさ

せていただいております。当然その中には、やはり体を壊している方もいたり、あるい
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は業務量の関係で調整が必要だというような、そういったことも当然のことながら課、

部局長のほうからお話がありまして、そのことはその後の人事関係についても、私のほ

うで町長とも相談をさせていただきながら対応をさせていただいているということであ

りますから、そういったことでの通常の職場の把握にあわせまして、当然のことであり

ますけれども、必要に応じて状況を見ながら個別にまた課長あるいは主幹、主査も含め

て、そういった職員とも協議をさせていただいて、今後の対応をどうするかと、そうい

ったところを今までもやってきておりますので、その辺をこれからも、この時期しかや

らないとかという意味ではなくて、随時必要に応じて職場実態について十分聞き取りを

しながら、その後の体制づくり、人事等に反映をしていきたいというふうに思っており

ます。 

○委員長（佐藤 曻委員長） ほかに質疑ございませんでしょうか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） ほかに質疑がございませんので、町理事者に対する総括質

疑を終了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（佐藤 曻委員長） 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。 

  以上をもって、議案第19号から議案第24号までの平成30年度各会計歳入歳出予算に対

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19号平成30年度上士幌町一般会計予算に対する討論を行います。 

  討論ございますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に本案に対する反対の討論を行います。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 平成30年度一般会計予算案に対する反対討論を行います。 

  町民の暮らしはますます厳しくなる中、国は年金引き下げ、いろんな社会福祉の基準

となる生活保護基準の引き下げなど強行しています。さらに、消費税10％引き上げ等今

後予想されますが、町民の生活をますます厳しくするものです。国民には我慢の生活を

押しつけながら、2018年の軍事費は過去最高の５兆1,911億円となっています。さらに、

憲法改悪に向けて着々と準備を進めています。 

  このような中、上士幌町の平成30年の予算案を見ますと、各種町民生活を応援する新
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たな政策予算も含まれていますが、国の悪政から町民の国民生活を守り切った予算にな

っていないと判断いたします。 

  １、財政問題です。 

  ふるさと納税金の活用で教育施策や高齢者等への福祉の充実が図られていること、平

成30年度においては町民要望の多かった福祉灯油や100円入浴券が月８枚を10枚に拡大

等、低所得者向け、高齢者向け施策や新たな教育の充実のために施策も提案されており、

そのことは評価いたします。ふるさと納税金を財源にさまざまな施策を行ってきていま

すので、結果的には財政調整基金中心に基金はふえ続けています。財政調整基金だけで

見ますと、平成29年度末見込み額約18億円のうち平成30年度の基金の繰り入れは約７億

円で、そのうち約２億円はふるさと納税の指定寄附金ですので、ふるさと納税以外の繰

り入れは約５億円にとどまっています。もっと基金を活用してきめ細かい低所得者向け

の施策を行うべきと判断いたします。 

  ②まちづくりの問題です。 

  昨年度からの生涯活躍かみしほろ会社や今後オープンする道の駅、ＤＭＯ等、まちづ

くりの根幹となる大きな事業がまだまだ町民合意に至っていないと判断いたします。特

に運営会社ＤＭＯについては、会社の概要がはっきりしないまま、５月末の設立予定と

なっています。情報の出し方、進め方をもっと丁寧に行うべきです。 

  また、平成30年度においても生涯活躍のまちかみしほろ会社に事業の委託を予定して

いますが、予算の議決や国の交付金決定、町との委託契約も済んで正式に事業が動くも

のと判断いたします。平成29年度中にその準備、企画を委託することについては問題な

いと思いますが、新聞への募集広告を３月９日に載せています。これは30年度の正式事

業に入ってしまう問題であると判断いたします。また、事業そのものも疑問に感じると

ころです。 

  ３、平和の問題です。 

  今、しきりに北朝鮮問題を上げて自衛隊の強化、瞬時警報システムまで導入するなど、

平和的な解決ではなく戦争を想定しての動きが強まっていると判断いたします。また、

政府は戦争放棄をうたっている憲法９条に自衛隊明記まで調整する方向で動いています。

今の自衛隊が災害救助等に尽力していることは認めますが、ますます戦争に引き込まれ

ていくことに反対いたします。自衛隊の協力会の補助金や、瞬時警報システムの改修で

特殊攻撃や弾道ミサイルへの対応まで含むため反対といたします。 

  以上で反対討論といたします。 

○委員長（佐藤 曻委員長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 
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  ほかに討論ありませんでしょうか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第19号に

対する討論を終結いたします。 

  これより議案第19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（佐藤 曻委員長） 起立多数であります。 

  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。 

  次に、議案第20号平成30年度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（佐藤 曻委員長） 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20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（佐藤 曻委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第20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21号平成30年度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（佐藤 曻委員長） 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21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（佐藤 曻委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第21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22号平成30年度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。 
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  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 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22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（佐藤 曻委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第22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23号平成30年度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（佐藤 曻委員長） 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23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（佐藤 曻委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第23号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第24号平成30年度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（佐藤 曻委員長） 討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第24号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第24号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

  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20日の本会議において報告

するものであります。 

  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
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せんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（佐藤 曻委員長） 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、心より厚く御礼を申し上げます。 

  以上で、本特別委員会を閉会いたします。 

（午後 １時１４分） 
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