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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、野村恵子委員長からご挨拶を申し上げます。 

○委員長（野村恵子委員長） おはようございます。 

  このたび、平成31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いたしたいと思います。 

  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、かつ簡潔に質疑をされますようお願いいたします。質疑の

過程で微妙な点、部分もあろうかとは存じますが、ご協力をお願いいたします。 

  それでは、ただいまより第１回予算審査特別委員会を開会いたします。 

  初めに、本日の本委員会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（野村恵子委員長） 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

これを指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） 異議なしと認めます。 

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

  それでは、本特別委員会の会議録署名委員を指名いたします。３番、中村保嗣委員、

10番、山本和子委員。 

  お諮りいたします。 

  ただいま委員長において指名いたしました３番、中村保嗣委員、10番、山本和子委員

を本特別委員会の会議録署名委員に指名することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） 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３番、中村保嗣委員、10番、山本和子委員

に決定いたしました。 

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

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

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

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

とに、５特別会計予算は各会計の歳入歳出を一括して審査を進めることといたしたいと

思います。 

  それでは、お諮りいたします。 

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

に、５特別会計予算は各会計の歳入歳出を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（野村恵子委員長） 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を一括して審査することに決定いたし

ました。 

  これより、本特別会計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31年３月５日に付託されました議案第15号から議案第20号までの

平成31年度上士幌町一般会計予算及び５特別会計予算の６件を一括して議題といたしま

す。 

  平成31年度各会計予算の提案説明は３月５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15号平成31年度上士幌町一般会計予算から質疑に入ります。 
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  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となっておりますので、委員各位のご理解をお願いいたしま

す。 

  なお、総務費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、ご協力をお願いいたします。 

  それでは、議会費から始めます。歳出の議会費は、37ページから38ページまで質疑を

行います。 

  質疑ありますか。 

  ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 38ページ、議会・委員会の中継システムですけれども、予算

をつけていただいて、これは議会の要請も含めて理事者にご了解をいただいた予算だと

いうふうに理解をしますけれども、この工事はいつごろできるのか。なぜそういうこと

を聞くのかと言えば、今回、今議会をもってここにいる議員全員は改選期を迎えます。

本来であれば、その当初、初議会と言われる当初の議会から中継があればいいのですけ

れども、本会議ですから中継はそのまま続くのかなというふうに思いますし、委員会室

への工事の方法論なども含めると、全体に稼働するのはいつに、工事が終わって稼働で

きるのはいつごろになるのかということと、その間、本会議そのものは継続的に中継が

できるかどうかも含めて、この際、お聞きをしておきたいというふうに思います。 

○委員長（野村恵子委員長） ここで暫時休憩いたします。 

（午前 ９時０７分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 ９時０８分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 杉本課長。 

○杉本 章総務課長 ただいまの議会中継システムのご質問についてですけれども、予算

が可決いただきましたら４月早々に発注をいたしまして、６月の定例会についてはこれ

までどおり議会の本会議のみの議会中継、これは支障ないように行うということとなり

ます。また、委員会も含めてについては９月以降の開催される委員会、定例会について、

本会議について新しいシステムで稼働して中継するということを考えております。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） そのほか質疑ありますか。 
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（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） なければ、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まで区切り、その後、

徴税費以降を行います。 

  総務費は39ページから59ページまで質疑を行います。 

  10番、山本和子委員。 

○１０番（山本和子委員） 41ページからなのですけれども、国民保護経費の中で何点か

質問いたします。 

  １点目は協議会の予定はどうなのかと、それから、瞬時警報システムの移転工事とい

うのがありますが、この内容について質問いたします。 

  あともう一点は、帯広市とかではＪアラートの実施訓練等を各学校で行っているよう

なことも聞いているのですが、多分そういうことは上士幌ではないと思うので、その辺

について質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 大塚主査。 

○大塚利晃総務課主査 ただいまの質問についてお答えをしたいと思います。 

  国民保護協議会の開催の予定についてですが、当初平成30年度で開催の予定をしてお

りましたが、改定に係る変更素案の作成作業の一部整理が終わっていない箇所がござい

まして、素案完成に至っていない状況にありますので、この変更の素案の作成作業を早

急に進めて、素案完成に向けて進めていきたいと思います。 

  あと、次の全国瞬時警報システムの移転工事についてですが、現在、役場庁舎２階の

町民コーナーに設置のほうしております。この機械の温度が上昇すると送風機が回るよ

うな形になっておりまして、その際に騒音が出てしまいます。夏場になりますと、機械

の温度及び庁舎内の温度も上がりますのでこの送風機が常時稼働することになりまして、

それに合わせて騒音のほうもずっと音が出るような状況で、あそこの場所で相談事とか

協議とか、いろいろな方々とあそこの場を使うことになるのですが、その騒音で支障が

出ている現状がございますので、この機械を、同じ２階の通信室のほうに機械を移設を

する工事となっております。 

  今、現状、通信室のほうは職員のほうが利用することなく、電気の基盤等の機材とい

うか機器のほうのみ配置になっておりますので、そちらのほうに工事で移転することに

よりましてその騒音の問題等も解決されますので、今回予算を計上させていただている

ところです。 

  あと、３点目の全国瞬時警報システムの実施予定の部分なのですけれども、こちらの
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ほうは、役場庁舎のほうで４回の通信テスト、それと、２回、緊急地震速報訓練という

ことで、この機器で受信を受けております。それに合わせて役場庁舎のほうでも、役場

庁舎職員等の避難訓練及び、もう一回はシェイクアウトの訓練を実施しております。も

う一点、あと北海道のほうで、シェイクアウトの訓練というかそちらのほうがございま

すので、そちらのほうは本町として参加をしているところです。その北海道のシェイク

アウトに合わせて、こちらのほうで機械を操作して訓練を進めているところです。 

  今後もこのＪアラート・全国瞬時警報システムを活用して、訓練等の実施は役場庁舎

のみになっているのですが、この訓練は実施を進めていきたいと思っています。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 10番、山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 前段ちょっと聞き取れなかったものですから。 

  素案を作成するというの、30年度策定予定ができなかったというふうにちょっととら

えたのですが、この素案というのは国民保護計画もありますので、どういう素案なのか

というをちょっと……そういうふうに聞き取れたのですがその件と。 

  それから、訓練というのは、今のところ、例えば地震程度だと思うのですが、その程

度の訓練なのかどうか確認いたします。今後、結構、オスプレイがどうのこうのという

うわさもあったり、帯広市でどういう訓練しているかわかりませんが、そこまで行くと

全然、実際に起こりもしないような訓練までになってしまうので、地震とか……津波も

ありませんので、ここでのそのＪアラートによる役場庁舎内の訓練というのはどういう

ものか質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 大塚主査。 

○大塚利晃総務課主査 まず素案のほうなのですが、こちらのほうは国のほうの国民保護

計画の改定部分を一般市町村のほうの国民保護計画に反映させる内容のものとなります

ので、文言の整理とか、あと、行政機関とかそういうところが変わったところの修正と

かそういうものの内容になります。あと、新たに追加されるような内容のものは、町村

等の国民保護計画の中でも同じように追加されるとか、大きく内容が変わるものではな

くて、その文言整理とかそういう部分の修正という形になります。 

  それと、次のＪアラートの訓練の関係なのですが、現状、全国で実施されているのが

地震の訓練と、あと津波とかその訓練もあるのですが、こちらの訓練のほうは沿岸部の

みの訓練となりますので、内陸のほうの市町村等につきましては地震のほうの訓練が２

回、消防庁のほうから、実施をしなさいということで来ますので、この２回を現状訓練、

町のほうもそれに合わせて避難訓練等の実施をしているところです。 
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  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） そのほか質疑ありますか。 

  ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 39ページの行政区運営経費の関係で質問したいと思いますけれ

ども、昨年も同じような予算組み立てたというふうに思いますけれども、費用弁償、そ

れから高速道路の使用料等、それから車両借り上げ料というようなことで組んでいます

ので、行政区長さんの研修を行っているのだというふうに思っているのですけれども、

そういうことでよろしいのか。そうであれば、どういう内容でどのように実施をしてい

るのかということについて１点目お聞きしたいと思います。 

  それから、２点目として、42ページの人件費に関連して質問していますけれども、こ

としの、平成31年度の正規職員の採用についてはどのような予定というか、採用予定に

なっているのかということを、事務職と技術職分けてその人員をお知らせいただきたい

というふうに思います。 

  それから……とりあえず、今の２点。 

○委員長（野村恵子委員長） 冨川主幹。 

○冨川裕士総務課主幹 私のほうからは行政区の関係でご説明をいたします。 

  行政区の道内研修ということで、昨年度から、平成30年度から実施をしております。

平成30年度には札幌の北海道町内会連合会の主催する研修のほうに参加をしておりまし

て、31年度は、まだどこにということは決まってはいないのですが、同じように道内の

研修ということで予定をしております。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 遠藤主査。 

○遠藤裕司総務課主査 採用予定の人数なのですけれども、事務職として４人、保育教諭

として４人、こども園副園長として１人、あと発達支援センターの関連の業務として１

人ということで、計10名の予定をしております。 

○委員長（野村恵子委員長） ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） その行政区長さんの研修の部分で、今、30年度から始められて

いるというところで、これ毎年全員が参加することでやっていらっしゃるのかね。 

  それと、もう少し、どういうことを目的というか、こういうことが今、こういう近年

重要になっているからこういうことを目的に研修をしているのですとかという、そうい

う部分はないのかどうなのか、ちょっともう一度お願いします。 

○委員長（野村恵子委員長） 冨川主幹。 
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○冨川裕士総務課主幹 今年度のまず研修につきましては、案内は全員にしているのです

が、参加する人は13名の方が参加をしていただいております。区長さんとしては13名の

方の参加となっております。 

  具体的な内容につきましては、平成30年度につきましては防災関係の内容での講演の

ほうに参加をしております。 

  行政区の役員の担い手不足等の問題もありますので、そのようなことも踏まえて、今

後研修をしていきたいと考えております。 

○委員長（野村恵子委員長） ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 行政区の関係については理解をしました。 

  職員採用の部分でちょっと聞き取れなかった部分あるのでちょっと。 

  全体は10名だということで、事務職４人とこども園の関係で４人、それから保育園の

園長さんが１でしたか。それともう１人、最後のやつがちょっと聞き取れなかったので

ちょっとお願いします。 

○委員長（野村恵子委員長） 遠藤主査。 

○遠藤裕司総務課主査 こども園の副園長としてお一人、あと、発達支援センターの職員

として１人ということになります。 

○委員長（野村恵子委員長） ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） ことしについてはそのようなことですけれども、来年度に向け

た職員採用ということでも、早い時期から町村会等でのそういう試験、募集の関係も進

められるというようなことでなっているというふうに思うのですけれども、来年は管理

職含めて６名か７名の方は……６名ぐらいの方が退職されるような年になってくるとい

うふうに受けとめているのですけれども、平成32年度の職員採用に向けては、今の段階

でどのような予定になっているか考え方をお聞きしたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 遠藤主査。 

○遠藤裕司総務課主査 平成32年４月採用に向けてですが、早坂委員言われるように、管

理職の方が退職されますので、その方への再任用の意向の確認ですとか行いまして対応

していくところですが、現時点では新規採用として３名を予定しているところです。 

○委員長（野村恵子委員長） 早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 職員の人員の関係は、非常に若い年代層の方が少ないというふ

うに思っていまして、これまでの一般質問等でも質問させていただいていますけれども、

この部分については、再度総括質疑の中で質問をさせていただきたいというふうに思っ

ていますので、この部分については、この人員の関係については、とりあえずこの部分
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について回答をいただいて終わらせておきたいと思います。 

  それで、次に51ページですけれども、職員住宅の改修事業ということで、工事請負費

ということで340万ほど予算計上されていますけれども、多分ＮＴＴから大分前に購入

されたところの改修かというふうにも思ったりもするのですけれども、どのような改修

をされるのかということと、職員のそういう住宅の確保という部分で、現状としては十

分、こういうことを改修していけば足りているという状況で理解していいのか、その辺

についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 鈴木主査。 

○鈴木隆嗣総務課主査 職員住宅改修事業についてお答えいたします。 

  委員からお話があったとおり、31年度に予定していますのはＮＴＴの元の職員住宅、

10区の２にあります１棟２戸の改修ということで、改修内容につきましては、特に今入

居している職員から苦情といいますか要望されています浴室のカビの発生とかに対応す

るために換気をよくする内容で、浴室内ユニットバス化を行うということと、あとトイ

レが、便座が温まるタイプのものが一応標準的についているのですけれども、これを洗

浄便座に更新していくということが主な工事で、それに関連する工事を含めて２戸分で

347万2,000円ということで予算要求しております。 

  次に、職員住宅の充足状況なのですけれども、今現在、管財担当のほうで管理してい

る職員住宅については17戸ありますが、うち、年間通じて出入りはあるのですけれども

15戸程度が今入っているような状況です。非常に古い住宅なのですけれども家賃が安い

ということで、正規職員以外に臨時職員の方が入居されているところも幾つかございま

す。 

  現状は、民間の賃貸住宅、新しいのが近年建ってきているというのもあって、職員に

ついては住宅手当の支給もあるので、古い住宅を敬遠して新しい住宅に入っていく職員

もいますけれども、そういったことも含めまして、現状不足しているという状況にはな

いというふうには考えています。 

○委員長（野村恵子委員長） そのほか質疑ありますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本弘一委員） ページ数で言えば41ページなのですけれども、町税等過誤納付

金経費300万。その下の過誤納付金の中で一般共用事務用品及びそこら辺のこの内容っ

てどういう……間違ってどちらか納めたとか取り過ぎた、そういうことで理解していい

のか。ちょっと説明お願いします。 

○委員長（野村恵子委員長） 木下課長。 
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○木下由季子町民課長 41ページの町税等過誤納還付金ですが、個人、会社問わず、当初

予定されていた金額から変更がかかってお返しする金額が発生するとか、国民健康保険

とかですと、年度当初加入されたのですけれども、途中、社会保険に加入されて変更さ

れたとかいうことが発生したりしますので、２の総務費の中で見ているのは町道民税で

すとか固定資産税等になると思いますが、そういう際の還付に必要となる経費をあらか

じめ償還金、利子及び割引料ということで予算立てをさせていただいております。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

  １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 45ページの委託料の中のふるさと納税特産品の中の、その中の

ＰＲ動画製作業務というのは昨年も同じ金額でした。このＰＲ動画というのはどのよう

なものなのかお聞きいたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 委員の質問にお答えいたします。 

  上士幌町のふるさと納税に関しましては、今ふるさと納税の専用のページを設けてお

ります。また、みんふるという、上士幌町でただいま起きている寄附金の使い道を紹介

するサイト。また、上士幌町に皆様からの応援をいただいて好循環が起きている事業者

さんのご紹介等を行っているサイトがございます。こういったところに、動画として上

士幌町の動きを伝えるための動画を作成して、ここのほうに伝えてまたＰＲを図ってい

くと、そのための動画の作成費用になります。 

○委員長（野村恵子委員長） 伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） これ、毎年更新するという形になっているのですか。 

  私はこれ勘違いして、ＣＤをふるさと納税の人たちにみんな１枚ずつ送るのかと思っ

た。それとは違うということなのですね。 

○委員長（野村恵子委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 ふるさと納税を広く広めていくためのサイトのための動画の

作成でございます。 

  今も月に２本程度記事を入れて、事業者さんのことですとか子育ての取り組みについ

てですとかお伝えしておりますので、時間があればぜひ、みんふると検索してごらんに

なっていただければと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） ほかありますか。 

  ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 総務費ですので、ここで、各課に臨時職員おられるわけで、
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分散はされているのですけれども、恐らく担当課は総務だというふうに思いますのでこ

こでお聞きをしておきたいというふうに思います。 

  次年度から法律内容が変わるということもあるのですが、どう見ても私は、臨時職員

の給与については決して高くない、むしろ安いというふうに思っています。それは、例

えば、町内対象とするそういう大きさ持つというのは農協等ですけれども、そういうと

ころの、あそこは臨時職員と言わず今は準職員という形になりましたけれども、そうい

う形で、まさに全体の年収というものを踏まえて金額が出ている。 

  それから見ると、町の臨時職員、これ昨年も言ったわけですけれども決して高くはな

い。それを十勝管内の平均値見立てで考えるよりは、上士幌の経済実態や雇用実態とい

うものを踏まえて、一定程度の引き上げということが必要ではないか。本町は大変いい

ことに、農業分野等については年収300万を超えるような年収が大体一般的であるとい

うふうに聞いています。もし具体的な統計をとっておられるのであれば、この際、その

内容について公表してほしいと思いますし、そういうことでなければ、昨年からことし

変化があったのかどうか。あったとすればどういう内容のその給与、賃金について変化

があったのか、この際お聞きをしたいというふうに思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 遠藤主査。 

○遠藤裕司総務課主査 今回の予算の反映につきましては、平成30年度の人事院勧告で平

均１％程度引き上げがあったのが初任給相当職として平均１％の引き上げがありまして、

月額として1,500円相当が引き上げされました。 

  そのことから、今回の予算の中で１人当たり月額1,500円の増額ということで処遇改

善という形をとっておりまして、あと、今現在は休暇制度につきましても拡充していき

たいなというふうに考えておりまして、今現在検討中というところであります。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 先ほど正職員については全部で10名増員という形になるのだ

という報告があったのですけれども、応募状況はどうだったのか。10名全員決まってい

るのだという、内定はしているのだというふうに思うのですが、応募状況、つまり雇用

環境が上士幌の場合こういった職種に関してどうなのか。これは臨時職員についても、

昨年はたしか１名欠員のまま来たというふうに理解をしているのですが、その辺につい

てそういったことがないのかどうかも含めて、この際説明をお願いをしたいというふう

に思います。 

  それから、地域協力隊の関係ですけれども、これも、その応募数、なかなか十分、出
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入りもあり満たしていないという理解があるのですけれども、その辺についての状況を、

現状はどうなっているのか。そして、それをどういうふうに解決しようとしているのか、

この際説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 遠藤主査。 

○遠藤裕司総務課主査 まずは臨時職員の状況ですが、昨年の当予算委員会の中で、現時

点で１名不足しているということでお話ししましたが、その後採用になりまして、退職

される方もいらっしゃるのですがその都度募集かけておりまして、現時点では不足して

いるという状況ではありません。31年度４月に向けましても、現時点で欠員という状況

の場所はありません。 

  協力隊の応募状況ですけれども、協力隊につきましては、現在８名の職種で募集をか

けているところですが、来週面接試験等を行いまして、またそこの中で内定等を出して

いきたいというふうに考えております。 

○委員長（野村恵子委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） １つ、これは提案も含めてでありますけれども、地域協力隊

の皆さん３年間勤務をいただくわけですね。勤務実態や勤務能力については３年間じっ

くり見られるわけです。ただ、今までの中であれば、それで正職員になろうとすれば十

勝町村会の試験を受け直して、そして、それの試験に受かって初めて、採用されるかど

うか、これも人事権、町長ですから判断されるという内容だというふうに思います。 

  ただ、この試験の内容、公務員試験独特なものです。それを、一定程度の年齢を過ぎ

てからやるというのは非常に大変な部分があります。これは、３年間いれば、その個人

評価というのは、同僚を含めて担当課で十分できることだというふうに思うので、その

採用の条件を緩和するということは考えていないのかどうか。例えば論文と面接のみと

か。 

  それで、条例上は町長が必要と認めればできないわけではありません。そういう利点

も含めて考えていかなければ、３年間で非常に大事な人材だという評価をした人が、そ

の後はやはり自分で、自助努力でいろいろなことを考えなければいけないというのはな

かなか厳しい状態ではないかと。 

  それともう一つ、本町の場合、どう見ても、町に定住をするための部分だけだという

よりは、通常業務をより高度化させるためにこういった皆さんに頑張っていただいてい

るという向きがいろいろあるのではないかなと。何年間か、もうこの制度続いてきたわ

けですけれども、こういう実態を考えると、こういう過疎町村では、やはりそういうこ

とも踏まえて、それも応募の１つの利点として対応していくという必要性があるのでは
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ないか。そういう中に、できれば、職員全体の年齢人口構成というかそういうものも是

正する要素にもなってくるというふうに思うわけですけれども、その辺についての全般

的な人事のありよう、採用のありようというものをどういうふうにお考えなのか。決し

て、今、少子化ということで子供たちは売り手市場という言い方をしていますけれども、

やはり能力の高い人をなるべく集めていくということは、まさしく行政組織としては求

められることですし必要なことだというふうに思うのですが、その辺も含めて全体的な

考え方がどうであるのかということをお聞きをしたいというふうに思います。 

  当然、こういうことは、採用に当たる前に総務課とは十分な協議がされているという

ふうに思うので、その辺どうなっているのかも含めて、この際お聞きをしたいと思いま

す。 

○委員長（野村恵子委員長） 副町長。 

○千葉与四郎副町長 まさに今、自治体、民間もそうでありますけれども、いかにいい人

材を確保するかということが最大の、今、各それぞれの事業主あるいは我々自治体にと

っても重要な課題でございます。 

  今おっしゃったように、協力隊の職員の中には途中で協力隊を退職し、町村職員を目

指して町村会の試験を受けて正職員として採用になった者も実際おりますし、あるいは、

町村会ではなくて専門職として試験を、町独自の試験ですけれども受けて採用になった

職員も実際におります。 

  委員おっしゃるように、非常に重要な、これからの人材確保というのは重要な時代で

ありますので、町村会の例えば試験もそうでありますが、以前は非常に法律ですとか、

非常にそういった専門的なことを、より知識としてどう持っているかということを重要

視する、そういう試験内容の部分もあったのですが、近年は大きく今変容しておりまし

て、もちろん試験は実施をいたしますが、それは一定程度基礎的な知識なりそういう学

習能力を見きわめる程度ということでありまして、むしろ今は、人格といいましょうか、

大変なコミュニケーション能力ですとかそういったことを十分に見きわめようと。そこ

ら辺が今非常に重要なところであるということで、町村会についても、以前は筆記試験

の後は各町村の面接でやった時期もあるのですが、数年前からは、実はもう面接を１次、

２次に分けてやって、そういった人間性の部分を見きわめるほうを重要視した、今試験

内容になってきているということもございます。 

  そういう意味では非常に、どんどんその人材の確保のあり方も変わってきているとい

うことも言えますので、例えば、今協力隊のお話もございましたけれども、例えば３年

間、あるいは２年という場合もありましたけれども、３年間就業していただいて、ご本
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人が正職員になりたいという場合、これ一般事務職の場合は、結果的に我々としては、

やはり町村会のそういった試験を受けてということを基本にしております。 

  今、委員のほうで、町長の裁量というお話もありましたけれども、この裁量というの

は非常に難しい。できないことはないのですけれども、やはり一定程度のそういったも

のをクリアしてくるということを前提に考えるというのが、今我々のほうではずっとや

ってきておりますので、その線はこれからも崩さない形でやっていきたいなと思ってい

ます。 

  一方で、今申し上げたように専門職、技術職については、十勝町村会も昨年からそう

いった技能職等の合同の採用試験というのも始めておりますけれども、それも活用でき

ると思いますけれども、一方では、見きわめ方によっては町独自でのそういった採用試

験も実施させていただいて、結果としては採用ということにつながる可能性十分あるな

と思っていますので、それは、臨機応変という言葉はちょっと余り正しくないかもしれ

ませんけれども、人材をしっかりと見きわめながら、必要に応じて、とりわけ専門職、

技能職については独自での採用ということも当然これからもやっていきたいと、そんな

ふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 募集の際、そういった告知というのはきちんとできているの

かどうか。つまり、地方公務員になりたいという、一定の技術があり、他方で個別なス

キルを持っているという人が、３年間頑張って一定の評価を受けたら正職員にもなれる

のだというふうに当初から思って応募すれば、もう少し全体の能力の向上というのは図

れるし、それが優位に募集にも影響するのではないのかなと。 

  一般職をどうするか。一般の新規採用される高卒、大卒の皆さんとの格差というよう

な問題もあると思うのですけれども、今の雇用条件の中では、仮に雇って１年間やらせ

てみてだめだったら首にするわなどということが簡単にできるわけではありません。と

ころがこの制度は、その制度が認めているように３年間きちんと務めて、その優秀な部

分であれば、あっても３年で終わりですという契約雇用ですから。だとしたらそのとき

に、プラスアルファ、評価を受ければそういう正職になれる。逆に言えば、この町にず

っといてもらうという部分で、今までにも恐らくその町村試験受けてなった職員確かに

いるはずですけれども、少しそれを……当初の時点で少し低目にして人材確保という制

度を上げるということが、僕はもう必要な時期ですし、この部分ではそういう利点を与

えながら募集も、過去募集も十分に応募がなかったということもありますからね。そう
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いうことを踏まえると、そういうことをもう考える時期ではないのかなということにつ

いてもう一度お伺いをしたいというふうに思います。 

  それから、臨時職員についても、臨時職員も、ただコピーとお茶くみというような時

代では今ありません。一定の一般事務をしていただいているという認識で私はいますけ

れども。だとすれば、やはり、他の臨時職員と同じような立場、農協は、過去は臨時職

員というふうに言いましたけれども今はそう言っていません。ほかにも、保育組織なん

かの職員もいるわけですけれども。責任度合いということも含めていろいろあるのです

が、もう少し、単に人事院勧告に従って上がったから上がるだけではなくてもう少し考

えていいのではないか。 

  町内の非正規雇用のその給与実態というのは、本来はきちんと調べて、そして、臨時

職員給与というベースを決めていく。あるいは、労働条件の変更等はしていくというこ

とが必要だというふうに思います。 

  昨年も似たような質問をしましたけれども、そういうデータをお持ちなのかどうかも

含めて、もう一度抜本的な改正というものを、十勝管内の平均だと言ったらいつも十勝

管内と同じです。そうすれば、地理的条件というのがやはりうちの町にはあるのではな

いか。だとしたら高い人材は望めない。行政は、日ごろ皆さんも言っているように、こ

れは間違いがあってはならないという団体ですから、そういうところにきちんとしたそ

の目を向けなければいけない。当然、どういった職員管理、職員教育をするかというの

も大きな課題ですけれども、その前にまずいい人材を集めるとすれば、やはり好条件を

出さなければいけない。それが、町内では同一条件だというのならいいのです。町内で

一定の高い条件、これ誰に聞いてもそういう話になります。だとしたら、やはり、それ

に近づける努力というのはやはり行政として、僕は財政が非常に厳しい状況であるなら、

余り、それはお互いに我慢しようという話をしなければならないですけれども、非常に、

これは町長の手腕だというふうに思いますけれども、財政状況については悪くない。ず

っと黒字決算で来ていますし、そういうことを含めると、そういったところも、組織強

化という意味合いからすれば必要なことではないかと思うのですが、そういった調査は

できているのか。ただ単に、人事院勧告がこうだから、上士幌の従来のベースがこうだ

からというふうに決めているのかどうかも含めて、その２点についてお伺いをしたいと

思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 副町長。 

○千葉与四郎副町長 初めに協力隊の関係でございますが、おっしゃるとおり３年間、最

長３年間ということで、１年ごとに実際には１回切れまして、最長３年間、この制度で
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の雇用ができるというのが協力隊の制度でございまして、ただ、３年間しっかり働いて

くれて、いい人材だから町長の裁量で４月から正職員だと、こういうやり方が果たして

いいかどうかという問題あるのですね。 

  ですから、やはり我々の場合は公共団体でありますから、やはり基本的には公平公正

に進めなければならないということありますから、例えば、１人あるいは２人採用する

ということになったときに、やはり原則はきちんと公表をし、広報等でちゃんと周知を

した上で、広く全体に、公平にそういった周知、募集を図った上で応募を受けて、その

中できちんと面接等々を行いながら優秀な人材を確保すると。この原則は、基本的には

変えないでいきたいというのがこれまでやってきた内容でございます。 

  専門職といえども、やはり、あきがないのに、どんどん、いい人材だからということ

で雇用ということにはなりませんので、その辺はしっかりと、実際のそういった配置の

問題も状況を見ながら、必要なところに必要な人材を確保すると。その際には、やはり

公平公正の原則をしっかり守りながら、募集、採用に当たっていきたいというふうに考

えております。 

  ただ、委員おっしゃるように、その優秀な人材をどう、また町にとどまってもらうか

ということ当然ありますので、その辺は必ずしも役場にということだけではなくていろ

いろな、特に本人の希望もございますけれども、町への残り方というのはいろいろな残

り方ございますので、もちろん、今まで実際に起業された方もいらっしゃるしいろいろ

な方いらっしゃいますけれども、いろいろなそういったときに、国もそういった支援制

度を持っておりますけれども、町としてもしっかりその協力隊のメンバーのそれぞれの

意向なり要望なりあるいは可能性なりを十分聞いていきたいと思っていますし、新年度

に向けては、今、例えば協力隊が３年目になった協力隊については、一定程度自分が、

こういった企業を目指す、こういった、次、自分の協力隊の隊員の期間が終わった後は

こういう形で町に残るためにこういう勉強をしたいとか、こういう体験をしたいとか、

そういったことについては、基本的にそういったこと、自分の選択でありますけれども、

そういったことも認めていくと。 

  例えばですけれども、今、きのうも議論したのですが、基本的には週休２日の形で働

いておりますけれども、今、週５日ですが、例えばそれを週４日にして、１日をそうい

った自分のスキルアップですとかそういったことに利用できるような制度にしていこう

ということの議論も今してきたところでございまして、そういう地域へ残るための、あ

るいは本人が、より自分をスキルアップするための条件づくりというのが、新年度に向

けてはやっていくというようなことも今考えているところでございます。 
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  それと、臨時職員の関係、昨年も実は同じような話をさせていただいたというふうに

思っておりますけれども、町内の実態については調べさせていただきましたけれども、

役場のようにこういった形で、非常にある程度の人数、臨時職員として仕事をさせてい

る事業所というのは、現実にはＪＡしかございません。その中で、ＪＡとＪＡの臨時職

員の方と町の臨時職員の方の賃金、あるいは待遇等々については承知をしておりますけ

れども、そういう意味では、委員おっしゃるとおり、そういった一定程度の差があると

いうことは承知をしているところでありますが、確かに町内での比較ということも重要

な要素ではあろうかと思いますが、昨年も申し上げたとおり、やはり同じ自治体で働く

職員と、それも十勝地域ということでありますけれども、そういった部分での比較も、

ある意味これは重要な要素ではないかというふうに考えております。 

  ただ、委員おっしゃるように、やはり処遇改善ということは、当然これは考えなけれ

ばならないということでございますので、特に、先ほど答弁いたしましたけれども、例

えば人事院勧告の関係についても一律１％ということはないのですね。初任給、いわゆ

る若い世代を少しでも上げようというそういった勧告になっておりまして、そういう意

味では、1,500円という数字ではございますけれども、これは一番、実は勧告の中でも

引き上げになった数字を用いて臨時職員のほうの賃上げに充てたということもございま

す。 

  また、昨年、一昨年からだったと思いますけれども、それまで長期で働いていただい

ている臨時職員の方いらっしゃいますけれども、３段階だったそのものも、今４段、５

段にまで上げて、少しでも賃金面についても、より条件をよくしようということで、こ

れ決して、職員の皆さんがそれで満足しているということではもちろんないわけであり

ますけれども、そういったことでの引き上げもさせていただいてきたところでございま

す。 

  また、単純に賃金ということだけではなくて、やはり権利面でも、これ見直しが必要

だというふうに今考えておりますので、それについては早急に、また検討させていただ

いて、より職員の皆さんが働きやすい環境づくりに向けてはこれからも検討を進めてい

きたいというふうに考えているところでございます。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

  ４番、佐藤委員。 

○４番（佐藤 曻委員） 51ページの山開センターの備品購入があるのですけれども、こ

れについては、現状のものと総体的に入れかえるのかどうか。入れかえるとすれば、そ

の既存のものをどういう処分するのかを確認したい。 



－19－ 

  それと、59ページに町営駐車場の管理経費がありますけれども、町営駐車場で駐車の

目安となるその白線が薄くなっているところが結構目立つのですが、そこら辺について

は今後の整備に当たっての考え方をお聞きしたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 石川主査。 

○石川志乃総務課主査 山村開発センター管理経費に計上しております会議用テーブルに

ついては、老朽化に伴い、大ホール用に120台、第２研修室用に40台、合計で160台の更

新を予定しております。椅子については既存のパイプ椅子を更新するもので、大ホール

用として250脚を積算しています。 

  なお、第２研修室については既存の椅子を利用していく予定です。 

○委員長（野村恵子委員長） 渡部主幹。 

○渡部 洋建設課主幹 町営駐車場に関しましてですけれども、現状、維持管理の中で確

認した上で、必要であれば白線整備していくという形をとっていきたいと思いますので

よろしくお願いします。 

○委員長（野村恵子委員長） 10番、山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 協力隊の関係なのですけれども、新たな配置箇所については

けさもらいました資料の中にあるのですが、それも踏まえて、そこそこの……担当が教

育委員会だったりするのでどこで質問したらいいのかちょっとわからないのですが、例

えばの話でＣＳコーディネーター、ことし切れるのですが、そこに新たに募集する場合

に、４月１日付では２人になったりとか、あと……その方がどうなるのか。その辺の関

係だとかいろいろ考えると、３年間で一応任期切れで協力隊員としては採用されないと

思うのですが、そういう個々にいろいろ、どういうふうに配置になるのだろうかという

のがすごく今回８名も予定しているので、その辺の関係どうなのかと。 

  もし本当に必要であれば、そもそもさかのぼれば、古いのですが、本当に必要だった

ら正職員として雇って、ずっと必要なら、今、ＣＳで言えば高校も置いていますし、次、

保育所はわかりませんが、そんなふうにあちこち置くのであれば、そこきちんと置くべ

きではなかったのかというところは何カ所かあります。 

  あと、教育委員会にかかわることなので、それはどうしたらわかるのか、読書推進員

も１年で抜けて、もともとはそこに司書がいる方が、その方が違うところに配置になっ

て、司書の臨職がいて、その方がやめて、たしか司書の免許のある協力隊を置いたので

すが、その方がまたちょっとやめてしまうと。図書館活動が継続されていかないような

気がするのですが、それは、そこそこの課で質問したほうがいいのかどうか、ちょっと、

必要な人材であればきちんと正職員を雇うべきだというのが私の考えです。そのことに
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ついて質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 副町長。 

○千葉与四郎副町長 先ほどの佐々木委員のことも絡んでまいりますけれども、協力隊と

して３年、例えば３年働いて、その後のことも含めてあるのですけれども、これ、やは

り基本的には、私どもが、３年後にこうなりますよなんて約束はもちろんできませんし、

基本的にはご本人が、そのまま残って同じ仕事を継続したいという気持ちを持つのか、

あるいは全く自立をして、独立してやっていこうとするかといろいろなケースはあろう

かと思いますけれども、私どももそういった３年間という見きわめ期間の中で、時期が

来れば、本人がどう考えているかということも確認する場合も基本的にはございます。 

  そういう意味では、先ほどＣＳコーディネーターの話もございましたけれども、これ

はご本人たちの意向ということもございますので、たまたまＣＳコーディネーターの方

で言えば５月末だったでしょうかね、期限があろうかと思いますけれども、ちょうどそ

の期間があるものですから、それに向けて、今どうするかということで本人ともお話を

しているところでございますので、その辺は町のほうもそういった状況を見きわめなが

ら、十分本人とも話をしながら、人材確保、あるいは、場合によっては新しい人材の確

保ということも含めて考えていかなければならないと思っていますので、そういうこと

でご理解いただきたいのですが、正職員の確保が一番ベターだというような話も今ござ

いましたけれども、私自身は決してそうではないと思っておりまして、やはりこの協力

隊という制度をしっかり活用させていただいて、全国からよりよい人材を確保するとい

うことが非常に重要だなと思っております。 

  ただご指摘あったように、中には１年以内にやめられる方がいたり、いわゆる３年間

務めることなく退職される方もいらっしゃいますけれども、それはこちらのほうでやめ

させたとかという意味ではなくて、むしろご本人の都合でやめたということがほとんど

のケースでございますので、その辺はやむを得ないのかなという判断をしていますので、

本町としては、やはりこの協力隊という制度をしっかり利用させていただいて、人材確

保にこれからもしっかり対応してまいりたいなとそんなふうに思っているところでござ

います。 

  個々の細かいことは原課のほうにちょっとお聞きいただくということがよろしいかと

思いますので、そういうことでよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） すみません。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 ９時５９分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○委員長（野村恵子委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１２分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 船戸事務局長。 

○船戸竜一議会事務局長 すみません。 

  協力隊の募集の時期等が４月１日になっているのですけれども、その部分と、今、在

職、在任中の協力隊の一部が重複するのではないかと、採用時期が。それについてお願

いしたいと思います。 

（「再質問」の声） 

○船戸竜一議会事務局長 では、もう一度再質問してもらって。 

○委員長（野村恵子委員長） 10番、山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 先ほどもらった資料の中で、時期的に４月１日採用するとそ

の前の方が６月ぐらいとなるとダブるのではないかということも質問したのですが、い

ろいろよく考え……例えば、３年間で終わる仕事として３年で切れる方もいるのかわか

りませんが、その方の事業についてはどういうふうに引き継ぎされるのかと。今度新た

な、10月で切れるけれども新たな募集かけていないと。それは３年で終わる事業という

意味で協力隊員でいい事業なのかと。 

  例えば、今回指摘した図書館だとか、図書館は今いないのでいいのですが、今採用

……６月で切れるのに４月１日で採用される方は、多分私の記憶ではかみしほろ学園構

想で重要な役割を果たすというので最初から必要な人材だったと思うのですよ。その方

を、なかなか募集決まらなくて10月で採用されて、今回３年で切れると。そういうのも

協力隊員でいいのかという、その協力隊員のあり方もそこそこ役割が違うのでその問題

と、先ほど言ったダブると。２人、途中、４月１日付は例えば２人になるのかと、そう

いう点についてどういうふうに考えているのか質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 協力隊の業務については、いわゆる３年間でその目的を達成するも

のがあれば、それはその時点で確かに期間としては切れるということもあるかもしれま

せんけれども、そういった事例は逆に少ないのかなと思っていますので、例えば３年間、

協力隊として仕事をされて、先ほど言いましたように、ご本人もぜひこの地域に残って

いきたいという意向がまず第一でありますけれども、行政側としても、ぜひその人材を

今後も確保して、地域づくり、その行政の中でぜひ仕事をしてもらいたいという、こう
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いうことが、双方が一致すれば、どういう形で残っていくのかと。制度は当然３年間で

終わりますので、その後は町が単独での採用ということも当然出てくるわけでありまし

て、それは実際に今も、現実にこれまでもそういった事例はございますので、その点に

ついては、今後もそういう形で本人の意向と行政側が必要とする人材ということであれ

ば、当然そういったことに協議をしながら、その後の新たな採用に向かっての流れにな

るのかなというふうに思っております。 

  今、たまたま実際に、今５月末ですか、の任期の方がいらっしゃって、その部分での

名簿的には募集の関係で名簿載せておりますけれども、この辺も、当初ご本人もどうす

るかということで、まだ最終的にはご本人の判断もまだ決まっていないところがござい

まして、基本的には３年間でもう５月で切れますので、言ってみれば採用時期としては、

５月切れてからまた改めて募集ということになりますと、やはりタイミングとして非常

に時期的に人が動きづらい時期になってまいりますので、できるだけそういった募集、

採用については、通常のそういった年度初めからということのほうがよりベターだろう

ということで当初募集もしておりました。 

  その後いろいろと協議もございまして、現時点では、ＣＳについては、今募集はして

おりませんけれども、それは、残るという、実際今の現在の方が残るという可能性もゼ

ロではございませんので、今ご本人もいろいろと検討しているようでありますから、そ

の結果を見て改めて判断をしていきたいと思っていますけれども。 

  そういうことで、例えば４月……その部分だけではありませんけれども、例えば１カ

月、２カ月重複する部分が発生するのではないかというような部分については、それは

ある意味、逆に言えば、そういった２カ月、３カ月の期間については、いわゆる引き継

ぎ期間として、むしろ、ばつっと切れて、新しい人が右も左もわからないで業務を始め

るというよりは、むしろ経験されている方が、１カ月、２カ月の間引き継ぎとしていろ

いろな形で情報提供したり引き継ぎをするということができれば、よりスムーズに移行

できるなという判断がございますので、重複期間はそういう形でぜひ、そういう意味で

の活用をしていきたいなというふうに考えているところでございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 10番、山本委員。 

○１０番（山本和子委員） はい、わかりました。 

  ケース・バイ・ケースですので機械的なことはしないということで確認させてもらい

ます。 

  それと、例えば、もう30、40、働き盛りの方がここに移住するということは物すごい

覚悟で来ると思うのですよ。それはそれとして、自分の人生を変えるぐらいの思いで来
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る方もいると思うのです。それやはり受けとめるだけのその、最初からのこの、本当は

ケース・バイ・ケースで、３年間でいいという方もそれはいるかもしれませんし、なか

なか自分のあれに合わないという方も、それはいろいろなケースがあるのですが、そこ

そこやはり自分の人生かけてここに来るわけですから、それをきちんとやはり踏まえた

対応をしてほしいなと。それには、やはり必要だったら、協力隊は３年で一応終わりで

すので、協力隊員の採用は、またその方はありません。全ての課にわたって。それをき

ちんと踏まえて、それであれば、本当に必要だったら職員として試験を受けるとかそう

いう方何人かいますよね。そういう形でやはり人材をきちんとやはり大事にすべきだと

思っています。それについて答弁があればお願いいたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 大変重要なことだと思っております。 

  私どももこの地域おこし協力隊制度を活用するという意味は、まさにその優秀な人材

をどう確保するかということが非常に大きな目的の１つでもありますので、当然、３年

後こうなりますよという約束を最初にすることはできませんけれども、しっかりと３年

間、そのご本人のそういった人材としての見きわめも期間としてございますし、もちろ

んご本人がこの地にこれから根ざして頑張っていきたいという思いがあれば、それはど

ういった形で残れるのかということを含めて、私どもとしても雇用している側の責任と

して、本人と十分相談をしながらしかるべきそういった方向性をつくっていきたいと。 

  最終的に、それが合意できるかできないかということはまたいろいろ諸条件によって

変わってくるかもしれませんけれども、十分その辺は、いわゆる３年間たったら、はい、

もういいですというようなそういったことは、これまでもしてきておりませんし、今後

もそういった対応でしっかりとご本人と話をしながら、基本的には地域へ残って行ける

ような環境をどうつくるかという部分で十分協議をしていきたいなというふうに思いま

す。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

  １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 57ページのおでかけ確保対策、ことし初めての、これ事業だと

思うのですけれども、これ委託をするのですけれどもどこに委託をするのか。それと、

どのような事業になるのか。町民の声をどう聞くのか。それと、高齢者福祉バスとの関

係もわかれば教えていただきたい。 

○委員長（野村恵子委員長） 宮部主幹。 

○宮部直人企画財政課主幹 おでかけ確保対策事業の関係ですけれども、まず委託先です
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けれども、まだそれはこれからになりますが、全国でも、北海道もそうですけれども、

道内もそうですけれども、幾つかの団体で、この地域公共交通網形成計画というのを策

定しておりますので、そういった団体の策定状況等を確認しながら業者の選定をしたい

というふうに思っています。 

  議論としては、形成計画を立てるための協議会を立ち上げる予定でおります。そこに

はいろいろな分野の委員さんに入ってもらうのですけれども、交通事業者と、それから

道路管理者、北海道ですとか国ですとか、それから地域の住民の代表の方にも入ってい

ただくということで、その中でいろいろな議論をしていただきながら、どうあるべきか

ということを議論していきたいというふうに思っています。 

  委託の内容ですけれども、平成27年に町のほうとしては調査分析しております。その

後計画も立てておりますので、それと重複しないような形で、実態はどうなっているの

かと。今の交通の実態がどうなっているのかというのを改めて調査をして、この後どの

ようなことを検討していけばいいのかという分析事業、これを委託かけたいというふう

に思っています。 

○委員長（野村恵子委員長） 伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） とてもいいことだと思うのですけれども、たまたまちょっと民

生費のほうに入っているのですけれども、高齢者の福祉バスの件については、利用がよ

くわかっている人については、もうすばらしい、いい利用で、時間帯もいいしというこ

となのですけれども、全く知らない人がすごく多いということは、町民の声をもっと聞

いてこういう計画を立ててほしいなと思ったので質問いたしました。もし答弁があれば

お願いいたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 宮部主幹。 

○宮部直人企画財政課主幹 現在福祉のほうではそういったサービスをしておりますし、

片方ではスクールバスですとか路線バスもあります。これら、それぞれの声を聞きなが

らやっておりますけれども、無駄な部分、効率的にしていったりだとか、もう少しきめ

細やかにサービスができるように、その辺も、全体的なものを見ながら調整をして、住

民の皆さんの足の確保に向けて検討していきたいというふうに思っています。 

○委員長（野村恵子委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 48ページの高度情報網光回線の整備事業についてお聞きをし

たいというふうに思います。 

  これは自主財源ではなくて国庫補助金等で、その一定枠、その補助をやられるという
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ふうに理解をしているのですが、これは確定をしているというふうに認識をしていいの

かどうか。まず財源の内訳と状況について説明をお願いいたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 岩隈主査。 

○岩隈亘史企画財政課主査 ただいまのご質問にお答えいたします。 

  高度情報通信網光回線等整備事業でございますが、今年度６月の補正によって調査設

計をしたものの、次年度、本体工事になるものでございます。 

  この事業の概要ですが、光回線を敷設するというものでありますが、その財源につい

て、半分が高度無線環境推進事業という総務省の新しい事業になります。それがおおよ

そ7.5億、その残り半分が過疎対策事業債、これも7.5億というふうになっております。

今回、総務省の事業、新しい事業でありますのでまだ確定ではありませんが、来週末ま

でに公募を出すというところで、４月の上旬には内示が出るだろうというふうなところ

であります。確定が、内示後にさらに本申請と、次年度のことになってしまうのですけ

れども、これが４月末ごろになるだろうというふうに見込んでおります。ですので、今

の時点で確定というわけではありません。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） ２番、佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 総額15億という大変大きな金額の事業です。これは財源措置

がされなければ自主財源という形では簡単にいかない話だというふうに思うのですが、

今の話からすればまだ確定をしていないと。万が一その採用に漏れた場合には、この事

業は１年先に延ばすという考え方で理解をしていいのかどうか。 

  道の駅の関係で、いろいろ一昨日議論した経緯もあるわけですけれども、その財源の

考え方、この財源にかかわるこの事業の考え方についてどう対応するのかをまずお聞き

をしておきたいというふうに思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 岩隈主査。 

○岩隈亘史企画財政課主査 ただいまのご質問にお答えします。 

  15億、大変大きな事業でございますので、もし国庫補助金が当たらないということで

あれば単独事業で、一般財源での実施は難しいということで実施しないということにな

るかと思います。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） ほかに質疑ありますか。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） ダブる質問もあるのですが、例えば今の高度情報の関係では
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農家地域萩ヶ岡、糠平地域を想定しているわけですが、何世帯ぐらい、例えば、これが

設置できたら予定されるだろうかと。 

  それから、企業誘致等にも活用したいという声が、委員会で説明があったのです。そ

の辺の関係についてどのようになるのか質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 岩隈主査。 

○岩隈亘史企画財政課主査 ただいまのご質問にお答えいたします。 

  加入世帯というところでありますが、実は今年度、光回線の加入意向アンケートを実

施しております。その中で農家167世帯にアンケートを出しまして、回答いただいた中、

77.8％の方が、加入したい、ぜひとも加入したいというふうな答えをいただいておりま

す。それをもって、町としましては、農家167世帯に、さらに大型農業法人等の寮が、

主に100世帯弱と見込みまして、さらにぬかびら源泉郷地区の50世帯、合わせて300世帯

ぐらいのうち７割から８割、200から250世帯は加入していただきたいなというところで、

サービス提供事業者とともに加入促進を図ってまいりたいと考えております。 

  また、企業誘致等に関しましてはまた別の者が答弁いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 高度情報通信網整備事業の企業誘致の観点からございますけ

れども、同じく総務費のほうで事業を実施しておりますジャパンイノベーションチャレ

ンジ回線支援事業、こちらもそうなのですが、ドローンによる山岳救助ですとか自動運

転バスの走行に関してもそうですけれども、いずれもＩＣＴ技術ですとか次世代の５Ｇ

の高度情報通信システム、こういったことが必要不可欠になってきます。 

  またそのほかにも、これは例えばですけれども、スマート農業ですとか、こういう情

報通信システムの整備というのがこれまでなかった分野、そういった意味では上士幌町

のように都市部から離れた自然環境が豊かな地方であっても、情報通信網が整備、しっ

かり整っているとなると、新しいビジネスモデルですとか新しいビジネスチャンスにつ

ながるという可能性もございます。そうなってきますと企業のほうから目を向けてくれ

る可能性もふえるということは期待しております。 

  また、うちで募集を行っております廃校の跡地の利活用なんかに関しても、そのエリ

アに光回線が整っているか否かということでは企業の反応も大分違ってまいりますので、

そういったことでもいいほうに変わっていくのではないかということで期待をしており

ます。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 私は、国の補助金がほとんどであっても、やはり有効な活用
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をされなければいけないのではないかと思って、国のお金と言ってもそれも私たちのお

金ですので、その辺含めて、十分、採用された場合については有効活用をしてほしいな

と私は思っています。この件についてはよろしいです。 

  それで、次に、ふるさと納税の関係なのですが、45ページですね。従来は当初予算６

億円ぐらい積んで、もちろん６億では済みませんので随時補正しながら来たわけですが、

今回は10億程度、最初から組んでいますが、こういうふうに見込んだ理由についてと、

あと、税制改正で、今は４割、返礼品４割に抑えていると思うのですが、その４割が、

ちょっとまた変わる予定なので、それがちょっとどういうふうになるかわからないので

すが、新聞報道等によると返礼品３割以下にして……もちろんうちの町は町の特産品を

使っていますのでその辺について影響があるのかどうかと、その辺について質問いたし

ます。 

○委員長（野村恵子委員長） 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。 

  ふるさと納税の予算につきましてですが、歳入ベースで言いますと、これまでは、大

体年度当初の当初予算としまして９億円から10億円という寄附金額を見込んできており

まして、それに伴うベースで歳出予算を組んできておりました。 

  次年度につきましては、当初予算から15億円という歳入予算を見込んでおります。平

成27年度に初めて寄附金のほう、歳入のほうで15億円を超えました。そして平成28年度

には、これまでで最も多かった21億円という、たくさん大きな応援をいただきました。

29年度、昨年度になりますけれども、昨年度はその総務省の通達ということがございま

して、上士幌町も率先してその割合を見直すということを行いまして、初めて寄附金額

が減少するという形になったのですが、それでも16億6,000万円という大きな応援を寄

せられております。そして今年度ですけれども、平成30年度、けさ時点で確認したとこ

ろ、きょう時点で再び20億円を超えまして20億2,000万円という寄附を頂戴しておりま

す。これまでのこの推移を踏まえまして平成31年度の当初予算は15億円を見込んでいる

ところでございます。 

  税制改正の影響に関するご質問ですけれども、税制改正とあわせましてふるさと納税

の制度自体が認可制度に移行するという報道がなされております。私も、今のところこ

の情報は報道で入ってきている情報しかないのですが、総務省から４月上旬に新たな基

準が公表されると。そして自治体はその基準を遵守することが求められて、さらに、そ

の寄附の募集の方法ですとかどういったことに使っていくのかといったそういう使い方

に関する計画書というのを国のほうに提出をして、国のほうで５月に適合する自治体を
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総務省が指定するとのことです。その指定から除外された自治体に関しては、税制、そ

の法律のほうで縛りをかけて、その自治体に寄附しても税の控除が受けられなくなると、

そういう認可制度に移行するとの情報です。 

  これに関しましては、本町のように、これまでも過度な返礼品競争には加わらずに寄

附者に使い道を知ってもらうこと。その寄附者の方々とイベントを開催したり、寄附者

等を応援人口とらえて、どうつながっていくかというそういった取り組みを重視してき

た自治体にとっては逆に追い風になるのではないかと。これまで行き過ぎた返礼品を提

供した自治体に数千億円というお金が寄附として行っていたわけですので、それが逆に

行かなくなると考えますと、本町にとっては悪影響になるとは考えておりません。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 返礼品の関係で、返礼品受けた側……あれから３割以下にと

いうことは、今よりも返礼品を抑えることになるのか、一部にはいろいろ含めた形の何

ぼとかあるからその関係はわからないのですが、多少その影響で、前は、昨年度はその

影響でちょっと減ったと。それを今回は同じ形で行っても盛り返したということでその

影響がないのかということでちょっと、追い風になるかどうか私はよくわかりませんが、

その辺はどうなのかということをまた質問いたします。 

  それとやはり、納税金そのものは、私はやはり国に、逆に厳しくしてもらったほうが

いいと思うのですよ。じゃないと、過度な競争、何とかの商品券、何とかだったら、本

当に競争、競争になるので、逆に総務省ではこういうふうにきちんと基準を設けてもら

って、うちの町みたいにそれに沿ってきちんと対応していくというふうにしたほうが私

はいいのかなと思っています。 

  それで、返礼品の関係も、これから４月に新しい基準が出るということなので、それ

に沿って十分検討して、過度にならないように、竹中町長も過度にならないようにとい

うことは新聞報道で宣言していますので、その辺について再度質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 ただいま委員がおっしゃったとおりでございまして、新たに

基準が出されますので、そのルールに従った中で上士幌町は返礼品を提供するというこ

とは継続して行っていきたいと思っておりますが、そのルールの中では守っていくと。 

  というのは、昨年度減ったというのは、本町が総務省の通達、昨年度の通達は地場産

品ということはなかったのですけれども、とにかく調達価格を３割以下にしなさいとい

うところで率先して見直しを行ったわけなのですけれども、そのときにほかの自治体が

様子見しているようなところもあって見直しを行わなかった自治体が多かったのですね。
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そのために本町が影響受けて減ったということだと認識しておりますので、委員おっし

ゃるとおり、全自治体がこのルールをしっかり守った中で、同じものが、全国どこでも

同じ調達価格のものが返礼品として返ってくるとなれば、じゃあその使い道がどうなの

だというところにさらに目を向けていただけるようになると思っていますので、本町に

とっては悪いことではないと思っております。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） わかりました。 

  返礼品の関係、いつも４割以下、４割以下と思っていたのですが、全体的には３割以

下という今答弁もありましたので、多分新しい制度になって新たに厳しく影響を受ける

ということはないと私も判断いたしました。 

  次に、山開センターの購入の関係で、先ほどパイプ椅子150ほど購入ということなの

ですが、それは、収納はどうなるのかということで質問いたします。 

  今までの椅子がすごくやはり物すごくうるさくて、座り心地もよくなくてひっくり返

ったりする面もあって、その辺は従来どおりステージの下に収納する形になるのか質問

いたします。これで足りるのかという感じもするのですが質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 石川主査。 

○石川志乃総務課主査 収納についてですが、椅子についてはこれまでステージ下に収納

しておりましたが、今回は折り畳み式のパイプ椅子から積み上げ式の椅子に変更をする

ため、現在テーブルを収納しておりますステージ両側の物品庫と大ホール後部の物品庫

に分散して収納を予定しております。 

  数については現在の数と大体同じぐらいで、椅子は250脚ということになっておりま

す。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） わかりました。250ですね。聞き間違いました。 

  生涯活躍のまちまで入ってよろしいでしょうか……では入りたいと思います。 

  生涯活躍のまちは実際委託しているわけですので、どこまで担当課に聞けるかちょっ

と疑問もあるのですが、今回のこの地方創生推進交付金は３年間の事業で、前にもらっ

た資料も申請の用紙も探して見つけたのですが、３年間で申請していますので、次年度

以降について、32年度以降について新たな申請になるのだろうと思うのですが、それに

ついてまず質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 瀬下主幹。 

○瀬下充孝企画財政課主幹 生涯活躍のまちの推進交付金の関係についてでございますけ



－30－ 

れども、ただいまご指摘ありましたとおり、現在の計画といいますのは平成29年度から

31年度までの計画ということになっております。それが計画期間となっております。 

  生涯活躍のまちづくりは地方創生の取り組みの一環として実施しておりますので、

2020年度以降も地方創生推進交付金を活用して事業を進めていきたいというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） その考えはわかるのですが、多分申請自体は31年度中にやる

のか、それも、前もそうですが、申請して、今回もそうですが、申請したから、じゃあ

31年度の終わりまでにおりるとも限らない。その辺はわからないのですが、そうなった

場合に、多分来るだろうと、この事業自体は、来ても来なくても続けなければいけない

事業になるのかと思うのですが、もし申請が受かればいいのですが、でなければ何千万

ですか、7,000万ほど随時予算組まなければいけないと思うんです。その辺についてど

んなふうに考えるのかと。 

  それからもう一点は、31年度のメニューで、いろいろ塾の問題、いろいろな町民向け

の講座があったりすごくいい……いいといいますか、参加者も多い講座もあるのですが、

かみしほろ塾についてだけをちょっと質問させてもらいたいのですが、この塾はもとも

と高齢者のいろいろな要望を聞きながら構成する内容だったと思うのですが、そういう

メニュー等についてどんなふうに町民の意見が反映されているのかと。これは委託した

から委託先が決めるだけではなくて担当課も一緒になって取り組んでいる事業かと思う

ので、その辺について質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 瀬下主幹。 

○瀬下充孝企画財政課主幹 まず１点目の地方創生推進交付金の関係でございますけれど

も、これまで本町において生涯活躍のまちの取り組みを進めてまいりましたことから、

こういった取り組みの実績を土台にいたしまして、次回の計画におきましても交付金の

対象事業として採択されるよう、その計画の磨き上げに努めてまいりたいというふうに

考えております。 

  スケジュール的なもので申し上げますと、ことしと並べますと、大体、本年、ことし

の末に国からその事業計画の提出指示があります。年明け早々に計画を提出して、その

年度内に内示というふうなスケジュールになっておりますので、それのスケジュールを

念頭に置きながら計画づくりをしていくことになろうかと考えております。 

  それと、２点目の「生涯活躍 かみしほろ塾」の関係でございますけれども、生涯活
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躍のまちの目標といたしまして、健康づくりですとか就労、生涯学習などの健康でアク

ティブな生活を送るということがございます。 

  こうした中、「生涯活躍 かみしほろ塾」は地方創生をコンセプトに町の特性を生か

したさまざまな学習機会をご用意いたしまして、人口減少問題の克服という観点で、町

民の方々はもちろんですけれども、それ以外にも近隣市町村、道内、道外から受講者を

募って開催したところでございます。 

  それで、今年度は大きく、地方創生、イノベーション、支え合える地域社会づくりと

いうことで３期にわたって開催してまいりました。こうした中で、今回参加者のアンケ

ート、受講者のアンケートをとっておりますので、講座メニューにつきましてはそうい

うアンケートなどを踏まえて、演題ですとか講師を検討をしていくということにしてお

ります。 

  受講者アンケートを、まだ委託契約期間中でございますので実績報告自体は出てきて

いないのですけれども、アンケートを途中で私もちょっと見たところでございますけれ

ども、今年度確かに、課題の設定は私ども町のほうとまちづくり会社のほうと協議して

カリキュラム等を設定したところでございますけれども、アンケートを見ますと、会場

の音響ですとか照明、空調など運営面で改善すべきというご意見もありましたけれども、

講座の内容につきましては、例えば、多様な観点から地域づくりの考え方を学べること

ができたですとか、ふだんは聴講できないような方々の講義を聞くことができた、ある

いは、自分が暮らしている上士幌町のよさを再認識できた、地域に住みながらもよく知

らなかった町のあり方を学べたと、専門の講師に指導していただいてよい体験だったと

いったような声が寄せられており、おおむね好評だったというふうに考えております。 

  来年度の─繰り返しになりますけれども、講座の内容につきましては、こうした

アンケートを踏まえながら検討をしていくこととしております。 

  以上でございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 金額的にこの学習塾に関する予算がかなり大きく、多分、会

社も町もエネルギーを使っているのだろうと思うのですが、ちょうど時期的な問題もあ

って、７月ごろ……９月、２月ごろっていろいろな災害とぶつかったりしてちょっと厳

しかったのかなと。主催者側にしてはね。だから、年３回ではなくもうちょっと絞って、

みんなが参加しやすい時期と、それから土日丸々というのはなかなか参加しづらかった

りするのかな、その辺も踏まえて、もうちょっと検討の余地があるのではないかと私は

思っています。 
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  ずっと見ますと、31年─32年まで予定はあるのですが、ありますので、その辺もう

ちょっと検討の余地があるのかなと思うのと、それからやはり担当課とまちづくり会社

がいろいろ頭を悩ませながら決めて、どうやったら町民の方に、新しい社会というかい

ろいろな知識を得てもらおうとする気持ちはわかるのですが、余り幅広くて、日本とい

うかいろいろな世界まで行くようなことまでなると、ちょっとついていけないようなと

ころもあったりしますので、もうちょっと町民のアンケートも踏まえながら、今回でも

鎌田先生の話、物すごく好評で、すぐいろいろな方が実践したりするような、そういう

中身ももちろんあって好評な面もあるのですが、その辺も十分踏まえて、来年度、31年

度検討してほしいなと思って質問させてもらいました。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 瀬下主幹。 

○瀬下充孝企画財政課主幹 今ご指摘ありましたとおり、講座の中身につきましてはそう

いうアンケートをとっておりますので、こうした声を踏まえて検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（野村恵子委員長） そのほか質疑ありますか。 

  佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 今議題になっている部分についてお聞きをしたいというふう

に思います。 

  本来、そのまちづくり会社という会社をつくった、これは民間ベースで新たなことを

進めていこうという趣旨もその中に含まれている。当然、町民が生涯活躍というか生き

生き元気に過ごせるように、そういったことを含めて、その基礎となる基礎講座という

ふうに見える向きもあるのです。 

  例えばアンケートを今とったと言いますけれども、町内と町外の人のアンケートとい

うのは違いがあるのかどうか。これはやはりうちの町の事業です。近隣町村を含めて来

ていただくことについては全然問題がありませんけれども、それが高い評価を受けるの

だったら、やはり、株式会社であるのであれば、財源の問題もありますけれども、町民

無料、町外者有料と言っても、もう少し採算ベースに合う金額というのを考えてもいい

というふうに思いますし、そういったことも含めて企業努力というのはどうされている

のか。それをどういうふうに行政としては求め、あるいは理解をしているのかというこ

とについてお聞きをしたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 瀬下主幹。 
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○瀬下充孝企画財政課主幹 生涯活躍のまちの取り組み、特にかみしほろ塾の関係でござ

いますけれども、まず１点目のアンケートなのですけれども、確かに私がざっと見たと

きは町内、町外という区分はしておりませんでしたので、今後、これ、実績報告が上が

る段階でそういった町外の人の傾向、町民の方の傾向というのが出てくるのかなと思っ

ております。そういったものは見ていく必要があると思いますが、ただ、出席者を見ま

すと、やはり圧倒的に町内からの出席者の人が多かったということもありますので、傾

向というのはそんなに大きな違いは出てこないのかなというふうに今時点ではとらえて

おります。 

  それとあと会社の経営努力という点でございますけれども、今回、町外の方からは受

講料、資料代ということで有料にさせていただいた部分もありますけれども、それ以外

にも、執行に当たっては、少ない体制ではありましたけれども、町民の方々のボランテ

ィアなども募りまして効率的な執行に努めていたのではないかなと思います。 

  いずれにせよ３月20日までが委託期間で、それで報告が上がってまいりましたので、

そういった取り組み状況などをまた見ながら、会社として、あと、今後どういうふうに

自律自走していくのかといったことを検討していくことになるかと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 10番、山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 58ページの交通ターミナルまで入ってよろしいでしょうか。 

○委員長（野村恵子委員長） はい。 

○１０番（山本和子委員） 平成30年度の利用者数というのは何回か質問された、私も一

般質問で質問させてもらったのですが、利用者数……利用者というかカウントされた数

とその傾向についてわかれば、どういう方が利用しているかと、それについて質問いた

します。 

  それから、今後の活用で、ナイタイテラスに誘導する形でパックツアーやレンタサイ

クル等を集約するとしていますが、具体的にはどういうふうにしていくのか質問いたし

ます。 

○委員長（野村恵子委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 ただいまの質問についてお答えいたします。 

  まず私のほうからは、利用者数と傾向についてお話しさせていただきます。 

  カウンターを導入した８月から２月までの７カ月間の来客、利用者数ですけれども、

平均しますと１カ月1,500名以上の利用がある状況です。１日当たりの平均ですと51名

ぐらいの利用者数というふうになっております。 
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  傾向についてですけれども、この７カ月間で見たときの１つの傾向としては、町内の

イベント関係がある際、やはりこういったときにはターミナルの施設の利用者数という

のが上昇するというような傾向として１つはございます。また、この間、11月の利用者

が若干、少し少ない状況でしたけれども、それから２月までの間どんどん上昇している

状況で、今利用者数としては右肩上がりに上昇している状況とはなっております。 

  以上になります。 

○委員長（野村恵子委員長） 石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 私からは、今後の活用につきましていただいたご質問につい

てお答えいたします。 

  まず、ナイタイテラスと交通ターミナルを活用したツアーについてですが、７款商工

費の観光ビジネス創出事業において周遊観光ルート開発検討業務として予算計上をして

ございます。株式会社カーチへの委託業務の中で、交通ターミナルを拠点としましてナ

イタイテラスを結ぶ路線の商品化を検討するための実証実験を行います。帯広と本町を

結ぶ路線バスとの接続、二次交通のネットワーク化について検討し、帯広バスターミナ

ル発着のバスツアーの造成・販売を行います。また、交通ターミナル発着の貸し切りバ

スによる夜間のナイタイテラスへのツアーの試験的な実施も予定してございます。 

  続きまして、レンタサイクルにつきましては町観光協会により事業を運営しておりま

す。平成30年度までにつきましては、市街地では町内の自転車店とかみしほろ情報館で

の貸し出しを行っておりましたが、平成31年度からは、市街地での貸し出しにつきまし

ては交通ターミナルへ集約することとしております。例えば、バルーンフェスティバル

の時期には、公共交通機関を利用して来町予定のお客様が、航空公園までの交通手段が

ないとのことでお困りのお問い合わせなども多々ございます。また、近年は、ナイタイ

高原を初め自転車を利用して本町内をめぐる方もふえてきております。貸し出し場所を

集約することで、レンタサイクルと交通ターミナル双方の利用者の増加につなげたいと

考えてございます。観光協会では、自転車で町内をめぐる方へご案内する既存のパンフ

レット等の更新も予定しております。 

  これら２つの取り組みにつきましては、地域内の周遊観光及び滞在時間の延長を促す

ことで、町内での消費額の向上を目指す、向上に寄与すると考えてございます。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 利用の傾向なのですが、イベントの関係のときは多いという

のも、それもわかるのですが、多分カウントするその前の野村恵子さんだったか質問し
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たセンサーか何かでカウントされるというふうな話も聞いているのですが、結構、中高

生が利用しているような傾向もあったり、そこの場所が結構Ｗｉ－Ｆｉがあるので、ち

ょっといろいろな方がつなぎながらそういう傾向もあるのではないかということも視野

に入れながら、ぜひ有効的な活用と健全な活用になるように、それも目配せ必要なのか

なと思っています。 

  それと、これからの今後の活用ではいろいろなメニューが、多分あちこち散らばって

いると思うのです。それをやはり一本化した形の、多分チラシなり何なりできてくるの

かなと。今までは利用が、私も会うたんびに、あそこ利用少ない少ないと言われて、こ

れからどうなるのだろうかという物すごいやはり心配されている方多くいますので、そ

の点含めて、きちんと自転車のレンタサイクルだとか観光のバスがどうのこうの、それ

も含めた形のやはり１つパンフといいますかそういうふうに改めて、町内の方も町外の

方にもぜひ普及してほしいなと思っています。その辺についての考え質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 ただいまの質問にお答えいたします。 

  委員のおっしゃるとおり、私もターミナルに何度か行ったときには、小・中学生が勉

強をしていたりですとかゆっくり滞在している。特に冬期間なんかは冬場の寒さしのぎ

で利用したりとかというところもよく見かけるところでございますし、またＷｉ－Ｆｉ

環境につきましても、そちらを利用して、お仕事等であちらを使う方等さまざまな方が

利用しているなというところで把握しているところでございます。今後も、施設をより

快適な施設として、１つの交流の位置づけとしても利用者がよりふえるように、今後も

しっかりと対策をしていきたいと思います。 

  また、もう一点は、レンタサイクルですとかそういった交通の部分の対策も含めなが

ら、双方向であの施設の利活用というものを促進するように今後も取り組んでいきたい

と思います。 

  以上になります。 

○委員長（野村恵子委員長） 石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 ただいまの観光バスツアーだとかレンタサイクルにつきまし

ても一緒にご案内するというようなお話しですが、ナイタイテラスとターミナルをつな

げるツアーにつきましては、31年度の事業につきましては、あくまでも試験的な事業と

して、通年で常に販売するようなものではございません。ここで試験をいたしまして次

につなげていく検討をして、32年度以降、どういった商品化ができるかというような検

討事業になってございますので、今後、実際にそういったものを商品化、しっかりと販
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売していくときには皆さんにご案内できるようにと考えてございます。 

  また、レンタサイクルにつきましてはもう31年度から集約を行いますので、皆さんに

しっかりとご案内できるような形で連携をとってご案内をさせていただきたいと考えて

ございます。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 宮部主幹。 

○宮部直人企画財政課主幹 若干補足の答弁させていただきますけれども、先ほどご質問

ありましたおでかけ確保対策事業の中では、計画自体は２カ年で策定をしたいというふ

うに考えておりますけれども、その中でおでかけマップ的な、町内の交通について網羅

されたようなわかりやすい、そういったパンフレット的なものを作成する予定もありま

すので、町民向けの色が強いかもしれませんけれども、それらを活用してまた観光向け

にも使えればというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） ここで15分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１０時５６分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時０７分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 質疑ありますか。59ページまで。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） ありません。 

  なければ次に進みます。 

  次に、総務費は59ページから68ページまで質疑を行います。 

  佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 高齢者運転免許自主返納支援事業、この内容についてご説明

をお願いします。 

○委員長（野村恵子委員長） 木下課長。 

○木下由季子町民課長 佐々木委員の質問にお答えいたします。 

  今回新規事業ということで、高齢者運転免許自主返納支援事業のほうを上げさせてい

ただきました。 
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  高齢者による交通事故の減少を目的として、運転免許証を自主返納した高齢者に対し

運転経歴証明書申請手数料及び、申請に係る交通費を補助し、免許返納制度の利用促進

を図る目的で、今回、経歴証明書の実費代、手数料1,100円、それから、申請時の交通

費相当額の補助ということで、上士幌町から運転免許試験場までのバス運賃相当額の４

分の３を助成していただくことで計算をさせていただいております。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） これ昨年もお話をしたと思うのですが、少し思いやりに欠け

るのではないか。 

  タクシーパスを少し考えていただきたいという話をしました。現実にそういった要望

があるのです。片方で自動運転、これは財源の部分もありますけれども、金額を見れば

歴然としていますね。そんなに数が多いわけではありません。しかし、今まで自由に行

動できたのが、山間地というか市街地外のコミュニティーバスに乗る以外に、あとは家

族に無理なお願いをしなければならないという実態があります。これはほとんどが農村

部の話ですけれども、やはり農村部、自由に、せめて町まで、月に４回程度行けるよう

なパスを考えて、財源的にそれが組めない状態ではないというふうに思っていました。

ですから、一定の予算化はあるものだというふうに期待をしていましたが非常に残念で

す。 

  おでかけの部分についても、２年かけて町内事情を検証するという話をしているので

すが、返納しようとしている、あるいはもう返納をしてしまっている、こういう人たち

はやはり不自由を感じているということをはっきり言っています。生涯活躍のまちとい

うことを片方で大きく掲げているのだったら、そのやはり実態に踏まえた予算措置とい

うのがされるべきだ。残念ながらそういう結果になっていない理由は何なのか。どうい

う検討をし、今回これだけでやむを得ないという判断をしたのか説明を願いたいと思い

ます。 

○委員長（野村恵子委員長） 木下課長。 

○木下由季子町民課長 委員からのご質問のとおり、今回、以前からお話をいただいてお

りました高齢者の運転免許の返納に係る部分について、町のほうでどういう対応ができ

るのかということを理事者のほうともいろいろご相談をさせていただきました。 

  今回、農村地域の方のタクシーの助成という部分につきましても議論の中ではさせて

いただきました。ただ、運転免許返納に特化してという形になることを想定した場合、

もともと免許をお持ちでない方、農村部におられて今も不便を感じておられる方、そう

いう方との部分も含めて、やはり全体的に必要なものの確保ということを考えていかな
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ければならないのではないかというようなお話もいただきまして、先ほどお話しありま

した企画財政課のほうのおでかけ確保対策の事業の中でも、町民の皆様のおでかけの本

当に必要なところ、買い物なのか通院なのか、ちょっとした趣味の場所へのお出かけな

のか、そういうことも含めて、あわせて高齢者の運転免許自主返納の部分についても検

討をいただけるというようなお話をいただきましたので、その中で議論させていただく

部分とあわせて免許返納については今回、実際に係る実費用というような形で算定をさ

せていただいたところです。 

  今回、例えば今現在ですと、免許返納に対する直接的な補助だけではなく十勝地区の

バス協会のほうでは、十勝バス、拓バスについては、免許の証明書を提示されればバス

代が半額になるですとか、高齢者の割引ということでハイヤー協会さんのほうでも65歳

以上の高齢者の方の１割引だとか、そういう事業者さんの取り組み等もありますので、

今後、おでかけ確保対策の中でもタクシー料金等の助成について十分にご検討をいただ

けたらなというふうに考えています。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） そういう需要がまだ十分に調査できていないから出さないの

だと言いますが、現実に僕の知っている方も、そういうものがあればいいと。おじいち

ゃんが申しわけなさそうに、お前きょう忙しいのか、ちょっとこんなことがあるから町

へ運転していってくれ。それがなかなか言いにくくて、地域内の免許を持っているお年

寄りにちょっと乗せていけというような話をしていると。いやそれは、昨年予算審議の

中で一定の話をさせてもらったので実態については理解していると思うから、恐らく予

算化されるだろうなというふうに言いました。 

  やはり実態に即してスピード感ある対応をするというのが１つ必要で、それは時限立

法的に、総合的な交通体系の調査が済んだ段階に、この事業を廃止をして新たな方向性

ができると。片方で自動運転、これ町民が見れば1,000万のお金をかけてやっているけ

れども、それは、僕は町民の皆さんに、今すぐ、来年から自動運転バスを巡回して走ら

せるという話ではなくて、道交法との関係もあって、国の全体の流れの中でそういうも

のを、こういうへき地における交通体系網の中に繰り入れるために今から準備をしてい

るという予算だというふうに説明をしています。説明が間違っていれば間違っていると

指摘をいただきたいと思いますが。 

  そうしても、いや、今困っているのに、そんな５年、10年先だと言ったら、そんなも

のやらんも同じだと。命あるかどうかもわからないという話もされています。 

  そういうことに思いやって政策を組むというのが前提ではないのかなと。そういう声
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は、行政には一切入っていないのかどうかお聞きをしたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 木下課長。 

○木下由季子町民課長 免許返納の部分の声の部分につきましては、個人的にいろいろお

話をお伺いして、高齢者の親御さんの返納を実際にさせたとかいうようなお話はお伺い

をしているのですけれども、町民課のほうに直接、何か手だてがないのかというような

お話をいただいているのは数件というふうに伺っています。 

○委員長（野村恵子委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 委員のお話も十分承知をしているところでございますけれども、今、

課長からご答弁したように、いろいろな角度から議論はさせていただきました、検討さ

せていただきました。 

  特にやはり、課長からも答弁あったように、確かに免許返納のためのインセンティブ

としてそういったサービスを考えるということは当然のことでありますけれども、ただ、

やはり例えばのお話であったように、タクシーの何枚かその券をお渡しするというのも

１つの方法として実際にやっている自治体もございます。その際に、いわゆる実際に免

許を既に返納されている方というだけではなくて、実際に免許そのものをもともと持っ

ていない方の高齢者もたくさんいらっしゃって、その方々は今ある高齢者福祉バス等々

を利用されているということを考えますと、その免許返納者に限り、特別にそこだけ焦

点を当ててそういった対応をするということが果たしてどうなのかと。いわゆる、公平

公正ということも考えますと、やはりしっかりその辺は十分、今ある、今既にある高齢

者福祉バスの状況も含めて、どうあるべきなのかということをしっかり検討した上で、

１つの免許返納者に限らず全ての高齢者の方々が、交通弱者と言われる方々が、これか

ら外に出るための手段をどう確保していくのかと。ここをしっかり議論をしていかなけ

ればだめだろうということで、今回予算化していますけれどもおでかけ対策の関係も、

２年という、調査等々に２年かけるということはございますけれども、そこをしっかり

やった上で、町内への全体の交通網のあり方というのを考えていくべきだろうと。その

中で、いわゆる高齢者の方々の町内へ出かけるそういう交通体系というのをしっかり考

えておこうということで実は整理をさせていただいたところがございます。 

  そういう意味では、ではそうなるとどうするかということで、今、当面、今年度につ

いては手続等にかかる経費と交通費については最低限、行政として支援しようという結

論に達したということでございますので、確かにその時間差がどうしても出ますので、

そのことによってそのインセンティブが弱くなるということはあろうかと思いますけれ

ども、ぜひその辺は、全体的な、高齢者全体を見ての交通体系づくりということをこれ
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から進めてまいりますので、そういう意味でのご理解もいただければというふうに思う

ところでございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 僕は納得できませんね。 

  まずある現状を踏まえて、本当に生涯活躍のまち、高齢者に快適なということで、快

適と言わず、ところまで行かなくても、年に５度や６度は、急に思い立ってというとき

にパスで、ある程度の金額は自己負担もやむを得ないと思いますけれども、使えるとい

う仕組みをまずつくっておくという必要性があるのではないか。 

  確かに、僕はだから、そのお出かけの調査をするということについては何ら異論を挟

むつもりはないです。そういう総合的な調査は必要です。交通ターミナルもできている

わけですから、そういった一連の流れを考えて、住民の足というのを将来的にも当然考

えていかなければならないというのは十分理解できます。しかし、今困っている人がい

て、今までは、返納する前までは自由に出かけていたのです。それは制限受けるという

こともわかって返納するわけですけれども、緩和策レベルにしかならなくてもそういう

ことが必要ではないのかなと。あと２年は頑張ろうという人もこの話を聞けば出てくる

のではないかと。 

  やはり現状に即した側面ではそういう予算が必要だと思うのですが、補正も含めても

う一度検討するお考えはないかお聞きをしたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今回初めて事業費を予算化をさせていただいたというところでござ

いますので、実際にその、このことを通じてどういった方々がまた返納ということにつ

ながるかということがありますので、ぜひその辺は新年度におけるそういった状況を踏

まえながら、その状況によって考えていきたいなというふうに思っていますので、当面

は新年度予算のこの中で、ぜひ取り組みをさせていただいて、状況を見ながらまた判断

をさせていただければというふうに思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 今、僕が言ったように、要するに、やはり思いやりというも

のを持つべきだ。いろいろな政策を先進的に進めることも、将来展望を描く上でこれは

必要なことです。私は一切、否定はするつもりはありません。ただ、現状がそういう状

況にあるのだったら、即対応ということも含めてしなければならないのが行政の役割で

はないのかと。 

  僕は実施せよと言わなかった。せめてそういう実態が、本当に佐々木が言うようにあ
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るのかどうかという調査をして、そういうことがあるのであれば、その補正も含めて検

討をするということすら言えないのか。計画がなかったらその政策が組めないというこ

とではないというふうに思うのです。 

  その辺、例えばほかのことも含めて、その膨大な予算、うちの町は帯広近隣に近いこ

としは予算を組んでいます。大きなことが幾つもあります。そういうことで、町民に説

明も含めてきちんとしていかなければならないのですけれども、小さなことにもきちん

と目が向くという必要性があるとすれば、再度検討するぐらいしていただいていいので

はないかなというふうに思うのですが、検討は十分したというふうにお答えになるのか

どうか、もう一度お答えを求めます。 

○委員長（野村恵子委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 先ほども若干申し上げましたけれども、このおでかけ対策の関係が

全て終わるまで対応しないということではなくて、今回の新年度事業の中でそういった

返納に関する状況を見きわめながら検討をさせていただいて、いわゆる２年後でなけれ

ばやらないという意味ではなくて、その状況を踏まえて考えていきたいということで申

し上げておりますので、ある意味、委員のおっしゃるように、そういった状況を踏まえ

ての対応はさせていただきたいということでございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 松岡課長。 

○松岡秀行企画財政課長 このトータル的なおでかけ確保対策の事務につきましては企画

財政課ですね、交通網の整備ということで私どものほうで所管していきます。 

  その中において、最終的な報告は２年の後に出て行くことになろうかと思いますけれ

ども、その議論中いろいろなお話があると思います。今、佐々木委員さんがおっしゃっ

た生々しい話ですとか、そういうようなお話も実態としては出てくるのかなというふう

にも思います。 

  今いただいたご意見も重々頭に入れながら、ある意味そういったところのお考えは、

皆様方どうお考えになりますでしょうかというふうなこともご意見としていただく場も

積極的に持ちながら、その場において、やはり今、例えば補正の考え方もないのかとい

うお話でありましたけれども、必要に応じてその辺はまた措置のほうも出てくるかなと

いうふうに思うところでありますので、その辺は、考え方としてはしっかりと持ちなが

ら進めてまいりたいとそのように考えます。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本弘一委員） 私も、今のこの免許証の、あと、おでかけの関連なのですけれ
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ども、やはり、今まで、私方も老人のほうに入ってくるのかなと思われますし、将来の

やはり不安があると。地域の中には、やはり、もう早目に免許証を返してほしいと願っ

ている家族はいるけれども、実は親であって、なかなか親というのは、息子たちに、俺

は俺だよというふうな話をしているのだと。悩みがあると。 

  これは、企画課なりがどうとるかわかりませんけれども、保育所あたりは、家族がい

るところは燃料代で送り迎えをどうしているとかというシステムがあるわけですよ。家

族のいない人はこの公共機関、タクシーなのか何なのかというシステム、そのシステム

のあり方を、やはり家族に直接言って、送ってくれ、迎えに来てくれというのはなかな

かやはり言いづらいという年寄りが多くて、だから公共機関だということではなくて、

そういう行政でシステムがあるというのであれば、ある程度親からもそこの家族からも、

頼むよと言ったら素直になるのではないかなと。 

  町内には連合の老人会ですとか地区にあるわけですから、その辺の意見も十分吸収し

ながら、佐々木委員が言うように、農村部、町から遠ければ遠いほどやはりそういう、

食べ物がやはり買いたいだとか医者の問題、医療の問題というのが身近な老人の問題で

すから、ついでに一緒にやってきたいとかって。だから、上士幌の町まではこういう場

合にタクシーだとかただで、帯広まで行く場合は公共機関使ってくれとかいろいろなシ

ステムをもうちょっと具体的に考えた中で相談したらいいのではないかなと。 

  やはりこのことについては、市街地から遠くに住めば住むほど、ましてや家族いない

老人にしてみれば大変な問題なのですよね、生活していく上で。せっかく、このいい、

おでかけということを企画の考えたわけでありますから、もうちょっと内部で、理事者

を含めて検討をした中で、ぜひそれも前向きに、早いうちに検討していただきたい。私

からもお願いするところでありますけれども、意見ありますか。 

○委員長（野村恵子委員長） 松岡課長。 

○松岡秀行企画財政課長 今のご意見は、より細やかに見る行政であれということではな

いかなというふうに思います。 

  福祉対策は福祉対策で打てるところは打ってきているというふうに考えるところであ

ります。福祉バス等々につきましても、それは、全くないところから、今、もう週何便

かということで決めて、それに対してご用意いただいているところでございます。 

  今後につきまして、今、健常者も含めての話になろうかと思いますけれども、その辺

の今のご意見もしっかりとそのおでかけ確保対策について、やはりどうあるべきなのか

と。健常者は健常者で自立しなければならない。ただ、やはり遠くから来る場合の足の

確保。今のお話でいきますと免許返納に対してどうするのかというお話ですので、話の
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ほうは少し分けて考えなければならないと思うのですね。何でもかんでもという話には、

これはなってこないと思いますけれども、ただ、やはり、先ほど佐々木委員さんからも

ありましたように、やはり温かい行政であれということですね。その辺を念頭に置きな

がら、どこまでできるのかというのはおでかけ確保対策の中でしっかりと私どものほう

の意見も持ちながら、ご意見のほうも頂戴しながらいいものをつくり上げていく必要が

あるだろうということで答えにさせていただきたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

  早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 61ページから62ページにまたがっているのですけれども、職員

構成管理経費のところで、会計年度任用職員の関係での委託業務が予算化されています

けれども、この委託業務の内容について説明いただきたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 遠藤主査。 

○遠藤裕司総務課主査 会計年度任用職員制度の例規整備支援業務なのですけれども、こ

ちらにつきましては、現在ある例規に載っている例規集の中の改訂の分野ですとか、あ

と新規に提案しなければならない条例や規則の部分、その部分について業者に委託して

いきたいというふうに考えております。 

○委員長（野村恵子委員長） いいですか。 

  ほか。 

  佐藤委員。 

○４番（佐藤 曻委員） 67から８ページにまたがっているのですが、電子計算機等の更

新経費4,600万余りですけれども、ほとんどがパソコンの購入になっているのですけれ

ども、これ庁舎内のパソコン全部入れかえるのかどうか。内容についてちょっと教えて

いただきたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 遠藤主査。 

○遠藤裕司総務課主査 このパソコンの更新業務についてですが、ウインドウズ７のサポ

ートが、来年、2020年の１月14日に終了するためにパソコンの更新を行うというもので

あります。各課で予算措置するものもありますが、基本的にはこちらのほうで185台の

パソコンの更新を考えているところです。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

  佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） これは幾つか、その事業的にはかかわりを持つものだという

ふうに思いますけれども、ウィワークの借り上げ料について、実際にどういう運用にな
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るのかということも含めて、全く新しい部分ですので簡単にご説明をお願いします。 

○委員長（野村恵子委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 ウィワークの借り上げ料に関してですが、委員会のほうでも

ご説明を申し上げましたが、ウィワークに関しては都内に21カ所展開されているシェア

オフィスになります。また、利用に関しても１カ月単位から申し込みが可能なところに

なります。ですので、拠点も、代表してどこか当初１カ所申し込むという形にはなりま

すが、場合によっては移転するということも踏まえながら、そこで職員が常に１人配置

してそこで仕事をするということではなくて─そういうことにももちろん使えるの

ですが、ほかの企業はそういった使い方をしているのですが、本町としては、そこのウ

ィワークのネットワークに入る。そして、そのウィワークを活用している企業─人

数にすると今6,000人ぐらいが日本全国で利用しているのですけれども、この人たちと

どうつながって、上士幌町に企業と連携した誘致を図っていくかというところを目的と

しておりますので、上士幌町としましてはそちらのほうを重視して、月単位で借りられ

るということですので、ウィワークに関しては、今、年間の予算ということで計上させ

ていただいておりますけれども、柔軟に、移転も含めて利用していきたいというふうに

考えております。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） いわば企業誘致の窓口として、そういった情報の窓口として

ウィワークを使うというふうになるのだろうというふうに思うのです。ただ、このウィ

ワークというの、恐らく起業家支援だとかそういうことから始まってあらゆる分野に入

っているというふうに思うのです。人材派遣も含めてありますし、いろいろ、使い用途

はいろいろあるのかもしれませんけれども。 

  今までの説明ではなかなかそういったことが、どういう形で具体的にうちの町にプラ

スの影響、あるいは経済的なその有利な情報というのを得られるのかというのが見えて

こない部分があるわけですけれども、これ、町民にウィワークのこの借り上げ料をやり

ましたと言ったら、このウィワークって何と言ったら、いわば、一定程度の施設を持っ

て、そこを自由に貸し出すという、オフィスを貸し出す側面、それと一緒に、企業情報

にかかわるあらゆる情報を出すという会社ですよというような説明になるかと思うので

すけれどもね。これ、わかりやすい説明をちゃんと一度しなければまずいのではないの

かな。 

  もっと言えば、企業誘致というのを上士幌がどういう形で、どういうネットワークを

使ってどういう形でやっていくのかという体系的な説明がなかなかできていない。僕ら
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もなかなかできていない。個別に聞いているという側面もありますよね。それが、いわ

ば上士幌でつくる、シェアオフィスも含めて一連の流れを持っているものなのかなとい

う説明をどういうふうにしていくか。そういうふうに問われたらどういうふうに説明な

さるのかなというふうに思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 お答えいたします。 

  まずウィワークに関してなのですけれども、そもそもウィワークがどういうところを

ターゲットにどういう運営をしているかといいますと、やはり企業のほうのオフィスの

あり方自体がもう今変わってきているのですね。昔は、オフィス、企業のそれぞれのオ

フィスの中で、例えば仕事に集中できるような隣とつい立てをしたり、オフィスがちゃ

んと、オフィスでありながらプライベート空間を意識したようなオフィスが10年前程度

ははやっていたと思うのですね。何なら、音楽を聞きながら仕事をする人もいたりとか、

そういうことが重視されたと思うのですね。 

  さらに、５年ぐらい前、我々テレワークという取り組みを始めましたけれども、つい

にテレワークという、もう出勤しなくてもいいよと。自宅で完結できる仕事なら自宅で

仕事をしてそれを企業のほうに送るという、もうテレワークというやり方になっていま

す。そこがまた今変わってきて、シェアオフィス、もう逆にオープンな環境で、いろい

ろな企業が入り込んで、企業同士が連携して、またいろいろな情報を使えたり、いろい

ろな資格がある人もいらっしゃいますので、よりオープンな環境で仕事をしながら企業

同士が連携してやって仕事をさらにふやしていこうと、そういうふうに今やり方が変わ

ってきて、そこに目をつけたのがこのウィワークですね。なので、我々もこちらに入る

というか、ここのシェアオフィスを使いたいということよりは、このウィワークのネッ

トワークに加入していくと。 

  また、この……もちろん、ウィワークのシェアオフィス内での連携というのも図られ

ているのですけれども、このウィワークだけで構成するＳＮＳがあるのですね。この中

に、この日この企業が朝イベントをします。例えば、某健康食品の会社が新しい野菜ジ

ュースの試作品を使ったので、始業前に、７時半に野菜ジュースを配りますから、皆さ

んちょっと早くウィワークに集まってうちの試作品を飲んでいただけませんかと、そう

いった情報をウィワークを利用している企業にネットワークを使って投げるのですね。

そういったことができる。 

  なので、上士幌町もここに入ることによって、そのネットワークを活用しながら上士

幌への誘致を図る。また、上士幌町に、昨日、予算可決していただきましたけれども、
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上士幌町にシェアオフィスが、交付金が採択になって建てることができるようになれば、

こちらに引き込むようなそういったプレゼンなんかをウィワークのネットワークを使っ

て、またウィワークの実際のオフィスを使ってＰＲしていきたいと、そのように活用方

法も考えております。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） もう一点確認ですけれども、上士幌のその施設について、同

じような仕組みですよね。場所は東京に、この会社が運営している、日本では東京にし

かないけれども、似たような形でシェアオフィスというレベルで言えば、この上士幌が

その枠の中でやれる。だから、そういうつながりを持って、今度つくる施設についても

活用を図っていく。だから、活用度合いは一定程度見込めるというふうに理解していい

のかどうか、最後にお聞きをしておきます。 

○委員長（野村恵子委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 ウィワーク、先ほど全国21カ所と申し上げましたけれども、

実は東京が15カ所で、それ以外全国に、福岡ですとか大阪ですとかに６カ所ありまして、

全国で21カ所で、もちろん上士幌町は町が建設する運びになりますので、上士幌町がそ

のウィワーク、上士幌町の施設をウィワークで営業してください、ウィワークの中に認

定してくださいということはできないのですけれども、本当に、おっしゃったように、

ウィワークのいいところ、こちらもちょっとある意味、こんな住みながら、もちろんウ

ィワークに今入っている企業さんというのはそもそもそういったシェアオフィスですと

かテレワークといったところに非常に関心が強い企業だと思っておりますので、上士幌

町がウィワークに入るということではありませんけれども、そのシステムを少し活用さ

せていただきながら、ウィワークで活用している企業のネットワークを使って誘致を図

っていくということ。 

○委員長（野村恵子委員長） 早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 今のウィワークに関連して質問させていただきますけれども、

ちょっと説明が多分……言葉尻をとらえるわけではないのですけれども、この予算二百

四十何万の予算というのは、利用料が月単位であって、年間借り上げするということで

料金は月単位だよという意味で先ほどおっしゃったのか、あるいは、必要なときに月単

位で借りるという話ではないと思うのですけれども、ちょっとその辺まず確認させてく

ださい。 

○委員長（野村恵子委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 ウィワークの利用料に関してですが、ウィワークの利用料に



－47－ 

関して200万円程度を見込んでおります。これに関しては、先ほども申し上げているよ

うに月単位での支払いになりますし、また場所によって料金が異なってまいります。例

えばギンザシックスですとか丸の内というところはちょっと高くなっております。その

ほかにもみなとみらいですとか神谷町とかいろいろあるのですけれども、場所によって、

立地条件によって多少異なるものです。年間通して200万円という予算を計上させてい

ただいているところです。 

  あとの残りの50万円に関しては、追加クレジットというのを購入できるのですけれど

も、これは、もちろんウィワークに入れる１つの、限られて。例えば登録した人が顔認

証等で入っていくのですけれども、そういったときにセミナーを打つだとか、そのウィ

ワーク内でイベントを開催するといったときに通常利用していない方が入る形になりま

すので、その方たちが利用するための追加クレジットを発行するという費用で45万円を

見させていただいております。 

○委員長（野村恵子委員長） 早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） ちょっと、今の……わかりました。 

  それでまた再度伺いますけれども、まずこのウィワークというかここのやっている会

社と基本的な契約を結んで、そしてさらに、そのイベント等の実際にやるときには、そ

れぞれの、その、全国21カ所ある会場のどこかをそのときそのときで予約をして借りる

ということで、そういう意味なのですか。 

○委員長（野村恵子委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 はい、そのとおりです。 

○委員長（野村恵子委員長） 早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） それで、町の意味合いとして、そういうところに入って、そこ

でのネットワークを利用していろいろな町の情報を発信したり情報を得るということの

意味合いというかそういうウエートが大きいのか。それとも、その共用スペースを借り

てイベントなりいろいろなことをやるということの意味合いがあるのか、両方とも全部

重要なのですというのか、その辺はどうなのです。 

○委員長（野村恵子委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 おっしゃるように、そこで仕事をするというよりはそこのネ

ットワークを活用するということを重視しておりまして、とにかく、これまでもその企

業誘致推進の取り組みということで予算を計上させていただいておりまして、例えば３

町合同のセミナーなんかを新聞社の主催で都内で開催したこともあります。ただ、なか

なかこの１回きりのところで来られる企業というのも、ある意味試食の提供なんかも行
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いましたので、そういったところが目的であったりといった、一部そういった企業もご

ざいました。なかなか企業誘致という中で、本町がその東京のところでアクセスできる

ネットワークといいますか、どういった形で、ダイレクトメールを全ての企業に投げる

わけにもいきませんし、そういったテレワークですとか、北海道にサテライトオフィス

をなどということを、もともと意思として持っている企業を探すということ自体もなか

なか難しいという。どうアプローチをしていくかというのが大変企業誘致の取り組みに

関して難しいところがあったのですけれども、少なくともこのウィワークを活用してい

る企業というのはそういった意向を持っている企業が多いというふうに判断をいたしま

して、今回このウィワークのネットワークに加入することとしてこの取り組みを始めさ

せていただきます。 

○委員長（野村恵子委員長） 早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 最後にちょっとお聞きしたいと思うのですけれども、１つは、

今回、新聞では、北海道では自治体で借りるのは上士幌が初めてというようなことのよ

うな報道がされていましたけれども、全国的にこういうものを利用されているような自

治体があるというふうな情報をお持ちなのかということと、それから、共用スペースを

借りるということでイベント等に活用していくということなのですけれども、早い段階

から年間のいろいろな、こういうことで利用するというようなことで、週末だとかそう

いうときはどのぐらいの利用頻度がされていて、どのぐらい、どうなっているのかちょ

っと実態わかっていないのですけれども、そういうことで言えば、早い段階で年間のい

ろいろな、こういうことをいついつするというようなことを決めて、そういうことの予

約をとって確実にできるようにしておくというようなことにしていかなければならない

のではないかなと思うのですけれども、その辺についての状況がどうなっているのかと

いうことをお聞きしたいと思います。２点です。 

○委員長（野村恵子委員長） 梶主査。 

○梶  達企画財政課主査 まず１点目なのですけれども、新聞報道はそのようにあった

かもしれませんがそれちょっと誤報でして、自治体としては日本で初めて静岡市が利用

されていることをウィワークのほうから聞いておりますので、自治体としては上士幌町

が２例目ということになるかと思います。 

  もう一点ですけれども、本当にそのウィワークの、私もこれから契約させていただい

て初めてそのシステムに、そのネットワークに加入ができるものですから、どういった

ものかというのがまだ承知していないのですけれども、説明を聞くところによりますと、

そのオープンスペースがいつあいている、例えば私どもが入ろうとしているところ以外
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の施設でも、この日このオープンスペースがあいています、この時間帯あいていますと

いうのがそのＳＮＳでも確認ができるそうなのですね。そこであいていれば、料金関係

なく、ここ加入している企業であれば予約することができると。それがそのシェアオフ

ィス、ウィワークのよさでもあるのかなと思っていますので、ある意味フットワーク軽

く動くことができる。なので、もちろん、いつまで先が予約できるかというのもちょっ

と承知していないのですが、早目に計画を立てていくということがあるかと思うのです

が、あいているところでもっとも効果的にＰＲを打てる時間、例えば上士幌町のふるさ

と納税のイベントですとか、あとは、移住のほうでもイベントに行ったりもしたいと思

いますので、より効果的にＰＲを打てる日程を考えてやってまいりたいと考えておりま

す。 

○委員長（野村恵子委員長） 早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 最後の意見ということで申し上げますけれども、こういうこと

で借り上げするというようなことで、十勝毎日新聞さんでも１面で報道がされています

ので、町民の皆さんにしっかりとお知らせをいただきたいということと、それから……

そういうことですので、この予算を有効に活用するというようなことで、共有スペース

の活用というようなことも進めていただきたいということを申し上げて終わります。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） なければ次に進みます。 

  次に、総務費は68ページから77ページまで質疑を行います。ありますか。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 69ページの十勝市町村税滞納整理機構について質問いたしま

す。 

  31年度については引き継ぎ件数は何件予定しているのかと、それから十勝複合事務組

合では業務の縮小や解散含めたあり方について議論している最中ですが、その点につい

て、状況どうなっているか質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 木下課長。 

○木下由季子町民課長 山本委員のご質問にお答えいたします。 

  平成31年度については、今、十勝圏滞納整理機構のほうと、上士幌の状況を説明して、

どのぐらいの件数が引き継げるかを相談させていただいている途中なのですね。なので、

まだちょっと件数的には確定をしていません。 

  予算的には、一応12件程度を想定して予算組みをさせていただいております。例年７
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件から12件ぐらいまでの幅で引き継ぎをさせていただいておりますので、平成31年度も

同じような件数になろうかなというふうに思っております。 

  あとは、滞納整理機構の体制のあり方というか今後の方向性については、先月ですか、

開催されております滞納整理機構の担当課長会議の中でも、ちょっと方向性というか機

構としての考え方と、各町村でちょっとご検討いただきたいというテーマをいただいて

おりまして、平成19年の導入期から、今回、平成33年度で派遣の職員が一巡するといい

うか、全町村から職員の派遣が終了するというような形になっています。このタイミン

グで、今までの滞納整理機構の位置づけというか意味合いというところも変わってきて

いるところがあるというふうに判断をし、機能、体制、分担金等について見直しを行い

たいということで、個別に考え方の骨子みたいなものを今いただいております。それに

ついて、各町村の中で理事者とご協議をいただき、３月末ぐらいまでに機構のほうにご

意見を集約していただきたいというようなお願いをされているところです。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） そうしますと３月末までに町の意向を伝えるというのは、例

えばこの機構で、平成19年からありますので、当時滞納機構に移して税収入が、分担金

よりもずっとこの間は多目に来ているわけですが、そういうことも含めてメリットもあ

ったと思うのですよ、確かに。でも最近では、うちの町は10件程度ずっと来たのですが、

町村によってはゼロ件のところもあって、多分、どういうふうに調整するのかわかりま

せんが、なかなか相談件数が減ると滞納整理機構に入る分担金が減っていくと。そうす

ると、変な話、うちの町が10件でいいのに、ちょっと、もうちょっと出してほしいとか

そういうことも多分出てくる可能性もあったかとも思うのですが、その点含めて、町と

してはどんなふうに検討し、３月と言ったらもうすぐですので、どんなふうに方向性を

お示しし報告をするのか質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 木下課長。 

○木下由季子町民課長 滞納整理機構のほうからも、各市町村それぞれ費用対効果という

ふうに表現したほうがいいのかちょっとわからないのですけれども、必要で、そういう

スキルを学ぶことができて大変、体制としては継続してほしいという思いがある町村も

あり、逆に、そういうところに引き継いでも費用を分担するだけのメリットが見当たら

ないというようなご意見とかもあり、滞納整理機構としても結構、どういう形で進めて

いくのが一番、全ての町村にとっていいのかというところがなかなか判断をし切れない

でいるというのが現状なのかなというふうに思っています。 

  今回もその機能、体制、分担金ということで、機能面でいきますと、例えば、新しい
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税目を引き受けるように拡充をするだとか、逆に研修とかの機能のほうを拡充していた

だて、その滞納差し押さえですとかそういうところのスキルを得るための取り組みをし

てほしいだとか。あと、現状維持、縮小。体制についても、増員がいいのか維持がいい

のか減員がいいのか。分担金は、機能とか体制のあり方によって変わってくるかなとい

うふうに思うのですけれども、その部分について、それぞれの市町村で、どの引き受け

の増加がいいのか現状維持がいいのかというところの回答をまとめたものを、再度滞納

整理機構のほうで集約をさせていただいて、その後、体制のあり方について検討をする

材料にさせていただきたいというようなお話をいただいています。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） そうしますと、まだ町としての、メリット・デメリットそれ

は両方あると思うのですが、そこのまとめはまだ至っていないというふうに判断してい

いのかどうか。 

  例えば今までは、例えば帯広に移ってしまったとかいう点については滞整機構のほう

から、行ってもらうと助かるということもあったり、あと、町の中で悪質な……よく整

理機構に移すのは、いろいろ事情があって、大口だったり、悪質と言ったら失礼ですが、

そういうことを受け継ぐのだという説明があって来たのですが、その辺について、私は

やはり、基本的には町内の税については町内の徴収員もいたりするので、町内でやはり

完結すべきだというふうに考えていますので、滞納整理機構に移すということは、そん

な件数が少ないと言っても、移すよというふうにやはり一旦言うと思うのですよ。実際

に移すのは別としても。それはやはり町民に対するちょっとしたプレッシャーをかける

ことになるのではないかと。その点について、まだまとめていないというふうに判断し

ていいのかどうか、その辺質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 木下課長。 

○木下由季子町民課長 一応、滞納整理機構のあり方の部分につきましては、今、理事者

ほうとご協議をさせていただいている最中というか経過途中というふうにはなりますが、

上士幌町的には、今現在主査職を１名派遣をさせていただいております。もともと税等

の経験のある主査でしたが、滞納整理機構の中でいろいろなスキルを学んできたり、や

はり滞納者のところの世帯に行って、こういうことが実際にあったよということも含め

ていろいろ学んでこれているのかなというふうに思っているところもあります。 

  実際の滞納の引き継ぎの部分でいきましても、今、委員おっしゃっていたとおり、滞

納整理機構に引き継ぐことになると思いますがいかがでしょうかという予告の文書を出

させていただいているのですけれども、その段階で、やはり滞納整理機構に行くのは困
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るので払うと。例えば、分割でもいいから何とかするというようなことで、上士幌町の

ほうで、納税を引き継がないで上士幌町のほうで収納体制を組むというようなケースも

実際にあります。そういう意味では、滞納整理機構のあり方というか、今までの経過も

含めたそういうスキルアップだとかそういうところも充実しながら体制を維持していた

だけたらいいかなというような思いは上士幌町にはあります。 

○委員長（野村恵子委員長） よろしいですか。 

  ほか質疑ありますか。 

  山本委員。 

○８番（山本弘一委員） 70ページ、固定資産標準宅地鑑定、これ宅地になっていますけ

れども、税金は固定資産の、例えば倉庫だとかそれも固定資産なのですけれども、これ

宅地になっていますけれども、固定資産の評価のあり方として伺いたいのですけれども、

近年、酪農家らにおっても、規模拡大に伴って倉庫ですとかそういう畜舎以外のものが、

乾燥庫ですとか非常に大きなものが出てきているわけですね。我が町の課税評価のあり

方として、多分条例だとか規定に入っていると思うのですけれども、これが道の基準だ

とかそういうものに従ってこれつくられているのか。 

  例えば確認申請を取った建物と、それから、確認申請を……農村部の市街地以外のと

ころは確認申請の要らない場所があるわけですね。それで、業者と相対で、もうちょっ

と安くしてくれと言ったら確認申請よりもはるかに安く建物が建つという状況があるわ

けですよ。それで、町のその課税評価のあり方として、私も過去にあったのですけれど

も、鉄骨の幅が何センチの何センチ、厚みが何センチだから、そして大きさがこれだか

らこういう課税対象になりますよということを言われた経過あるわけですね。実際に私

は確認申請取っていませんでしたから、その金額の３分の２くらいでできたのですけれ

ども、今後、例えば業者に支払った金額として、それに対しての固定資産評価というこ

とは考える余地はないのかどうか、その辺いかがですか。 

○委員長（野村恵子委員長） 木下課長。 

○木下由季子町民課長 70ページの固定資産標準宅地鑑定評価事業の委託料なのですけれ

ども、固定資産税の評価替えというのが３年に１回行われる形になっています。原則と

して、３年間価格を据え置いて３年ごとに価格を見直すというような形の制度で、本来

であれば毎年行うとかということが望ましいのかもしれないのですけれども、今は３年

ごとに見直しをかけるというような形で、制度としてなっております。 

  価格のその変動があった部分について、均衡のとれた適正な価格に見直すというふう

な作業が必要になりますので、この作業のために、不動産鑑定士による委託という形で、
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評価替えに向けた鑑定評価ですとか路線価格を敷設するための調査を実施しなければな

らないというふうに制度で定められておりまして、このための委託料の委託費というよ

うな形になっております。 

  評価額につきましては、今、制度的には評価の基準みたいなものが定められておりま

すので、それに基づいてその３年ごとの見直しというのはありますけれども、それに基

づいた評価の状態になりますので、個別にこの部分がこうというふうにはならないのか

なというふうには思っております。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○８番（山本弘一委員） 定められているからというのは規定の今までの考え方であって、

これからそういう乾燥庫ですとかあらゆるものが規模拡大に伴った中で大きくなったわ

けですよ。ですから、減免措置もあることは私も理解していますけれども、そういう中

で実際に払って建設した価格に対して、今、課長言ったように３年に１回は見直すのだ

と。しかし、路線価格だとかある程度、それは規定のことを今言っているわけですね、

上士幌の今までの。規定の範囲のお答えなのですよ。私が言っているのは、そうではな

くて、例えば建てた価格が本当は1,000万のやつが、いや、実際的に700万で建ちました

と。払った金がそういう金額ですから、固定資産評価士だったか土地内調査士だとかっ

てそういうところへ行くと路線価格だとかそういうところになってくるわけですよ。で

は、その路線価格って何ですかって。それは国道通っているだとか道道が通っているだ

とか、そういう町から役場から何ぼだとかとそういうことが評価になっているのではな

いかと思われるのですけれども、実際的に払ったのは町の固定資産でありますから、町

の中でそういう考え方があるかないか私伺っただけだと、そういうことなのですね。 

○委員長（野村恵子委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今、こちらで予算化しているのは土地の関係での評価額の関係です

ので、ちょっと分けてお考えいただきたいと思いますが。 

  委員おっしゃっているのは建物の関係でのお話かと思いますけれども、これは、もち

ろん法に基づいての評価をすることになっていますので、それを変えることは困難であ

るというふうに認識をしていますけれども、おっしゃるように、例えば同じ車庫を建て

る。Ａさんは同じ業者に頼んだ、ＡさんとＢさんが同じものを建てたと。ただ、Ａさん

はたまたまその業者と知り合いだったので少し値切って、1,000万円のところを900万円

にしてもらったと。Ｂさんは予定どおり1,000万円払ったと。ここに100万円の差が出る

わけですけれども、100万円の差があるから、安く値切って得したほうが固定資産税も

安くなるのかなということになるとそういったことにはならないのですね、これはね。
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あくまでも評価額というのは、基準に基づいて評価をして公平に税をかけるということ

になりますので、お気持ちとしては十分わかるのですが、例えば、極端なことを言うと、

ただでもらったから固定資産税かからないのかと言ったらそういうことにならないので

すね。やはりこの辺は十分ご理解いただいて、確かに、そのときは、安く手に入れたと

いうことは、そのとき個人の方がその分、確かによかったなということになりますけれ

ども、税はまた別の考えでございますので、そこはあくまでも評価額ということでご理

解をいただければというふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） ありません。 

  それでは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（野村恵子委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 次に、歳出、民生費は77ページから94ページまで質疑を行

います。 

  質疑ありますか。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 83ページの高齢者及び障害者除雪費助成事業について質問い

たします。 

  これ昨年から始まった事業ですが、ことし余り雪がそれほど多くないのですけれども、

登録者の状況、利用状況について質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 お答えします。 

  高齢者宅の除雪支援としましては、平成29年度より除雪費を助成する事業と、ボラン

ティアによる支援事業ということで実施をしております。それと、建設業協会加盟業者

によるボランティア、こちら39世帯を対応していただいている状況であります。ボラン

ティア事業につきましては、昨年６月の行政区長会議にして事業の説明をさせていただ
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いたほか、広報での周知と、あと公共施設各所にポスターの掲示などを行って周知を図

ってきたところです。 

  今年度は、昨年から引き続きの登録者のほかに─この方１名ですけれども、１名

のほかに町内の若手有志団体、ボランティア団体があるのですけれども、そちらの登録

を団体として登録いただきまして、支援を希望する５世帯に対して４名のボランティア

を担当制にして対応していただいてきました。ただ、ボランティア様も日中は仕事をし

ているという関係上、要求に対して即対応ということはちょっと難しいのですけれども、

昼休みの時間ですとか出勤前とか勤務終了後などに対応していただいているような状況

になります。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 次に、高齢者等福祉バス運行事業について質問いたします。 

  ベンチの設置、委員会でも説明はあったのですが、ベンチの設置が予定されておりま

すが、どの箇所にどの程度と。 

  それから、循環バスの経路等についてバス停の要望とかあるかと思うのです。その点

についてどんなふうに要求に沿った運行を検討していくのか質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 深瀬主査。 

○深瀬一輝保健福祉課主査 まずベンチですね。形状としましては木製に近い樹脂のもの

を設置する予定になっております。現在、町のほうで、過去に木製のものを設置してい

る箇所があるんですね。そちら、過去にはサポートセンターの製作されたものが寄贈さ

れていたりというところがあるのですが、今現在のところ置いてあるところを中心に、

また、余分に様子を見ていますので置けるところに置いていきたいなと。また、今ある

木製ベンチにつきましても状態を確認しながら、一部は切断して短くしたりということ

もあるかと思いますが、置けるところに置いていきたいなというふうに思っております。 

  ２点目、運行経路につきましてどのような要望があってどのような対応をしているか

というところであります。 

  要望につきましてはその都度、お聞きさせていただいております。もし要望があった

際につきましては、私のほうで現地の確認、また、委託業者と一緒に現地の確認を行っ

ております。どういったことかといいますと、道路が、バスが通っても大丈夫なのか、

また、除雪の状況、過去はこんな感じだったけれども大丈夫なのか、路上駐車の状況な

ども鑑みながら、また、時刻表と運行経路とを何度か打ち合わせをさせていただきまし

てご本人様にも回答をさせていただいているところでございます。 
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  本年度につきましては内海林業さんの北側のところ、11区の一部走っていないところ

もありましたので、そちらのほうを遠回りしながらちょっと走らせてみたいなというふ

うに思っています。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） ベンチのことなのですが、これから設置する箇所も決めてい

るところもあるかと思うのですが、もうちょっと確認をしながら進めていきたいという

ことでいいのかと。 

  それから停留所の関係なのですが、多分、いろいろ要望があれば多分検討するのだろ

うと思うのですが、その点について、要望があることをまず伝えてもらわないと検討の

こともできないので、いろいろ要望が寄せられたりするのですが、その点について広報

等で、一応年間のあれは決まってしまうと思うのですよ、４月ぐらいに。それと別に、

対応できるのであればそのように。すぐに今年度からということには多分ならないと思

うのですが、あと、これからの全体の見直しの中でも検討されていくのかと思いますが、

それについてまず要望を伝えることができるのだと、変更できるのだということをまず

は知らせていけないのかなと。自分のところは言ってもつかないだろうとか、運行経路

見てもかなりもうわかりづらくて、最初から利用しないという方も多分いるのかなと。

その点についてきちんと、整理すれば利用できると。それから、要望してほしいという

ことも含めてぜひ周知してほしいなと思っています。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 深瀬主査。 

○深瀬一輝保健福祉課主査 要望につきましては、通常の我々の訪問、いろいろなご相談

がある際にも訪問させていただいて、その都度、バスの利用のほかにもお話しさせてい

ただいているところです。 

  また、いろいろな高齢者のサークル等、体操なども訪問させていただくことがありま

す。その中でもお話を聞きながら、いつでもこっちに来てねというような、また、お電

話来た際には、僕のほうからも訪問しますからというところでお伝えさせていただいて

いるところです。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） なければ、次、歳出、衛生費は94ページから106ページま

で質疑を行います。 
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  質疑ありますか。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 99ページの健康増進センターの施設修繕料の内容についてと、

それから、以前にも一般質問したことがあるのですが、あちこちじゅうたん……カーペ

ットは全面改修されましたが、例えば屋外の木製のデッキみたいなあれもどうなのかと

いうことも含めて質問させてもらったことあるのですが、その全体的な修繕の計画はあ

るのかどうか質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 31年度予定しております工事の関係ですけれども、ふれあい

プラザのホールの高い天井の水銀灯ですね、そちらのほうが、そちらの照明はＬＥＤ化

の工事を行うというものと、あと湯上がりサロン、お風呂上がりに皆さん休むところで

すけれども、そこもかなり照明がふぐあい生じていまして交換する電球もないというよ

うな状況ですので、それもＬＥＤ化の工事をするということで、大きな工事はその２点

となっております。 

  おっしゃいました木製のデッキの部分ですけれども、デッキの部分での修繕の予定は

ないのでありますが、昨年実施した樹木剪定で、その周辺かなりきれいになってはきて

はいるのですけれども、もし修繕の中でそういうことが生じればまた検討していきたい

なと思っております。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） ちょっと後半聞こえなかったものですから、そのデッキにつ

いて、今予定はないけれども、いずれ気になるようであれば直すということでいいのか

どうか。 

  結構あそこを利用するに、リハビリセンターまで行くとよく見えるところなのです。

外側、道路側のほうは結構あれはあれで、木もあったり、木も結構伸びていますけれど

も、いいのですけれども、デッキのところが結構気になって仕方ない。いずれは、あれ

は多分使わない……使わないというか使う……あそこ多分、露天風呂の予定だったのだ

ろうという気もするのですが、いずれあそこは使う予定ないのであればやはり外したほ

うがいいのではないかと。であれば、むしろ花を植えるとかちょっとした樹木を植える

とかのほうがいいのかなと思って質問させてもらっているのですが、そのようで、見か

けが悪いのであれば直すということでよろしいのかどうか質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 そうですね。おっしゃるとおり、デッキの上で何かするとか
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デッキを活用しているというような実績がないものですから、あそこを通る方の見ばえ

の問題になりまして、おっしゃるとおり木製なので、もう木が欠けてきたりだとか色が

あせてきてちょっと見ばえが悪いなという状況になればその辺も検討していきたいと思

っております。 

○委員長（野村恵子委員長） 尾形課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ちょっと補足で説明をさせていただきますが、デッキについて

は、構造的に木の下はコンクリートが全部打たさっていますので、すぐそこをほかのも

のに転用するというのは、コスト的な面もございますので、ちょっと十分将来的な活用

も含めて検討を行ってから改修のほうも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（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 97ページの予防費の予防接種経費の関係で質問いたします。 

  今年度から風疹に対する予防接種が、多分、調査の執行方針等であったり見ているの

ですが、その辺について詳しい、国の基準等がもう出ていると思うのですが、その点に

ついて質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐藤主幹。 

○佐藤眞由美保健福祉課主幹 働く世代の男性に対する抗体検査及び風疹予防接種に関し

ては、その背景となるのは、昨年の７月以降に、特に関東地方において風疹の患者数が

増加しているということ。その方たちが30代から50代の男性に罹患者が多いということ。

また、その世代の方たちが今まで風疹の予防接種を受ける機会がなかった世代だという

こと。それらによって、ほかの世代に比べて抗体の保有率が低いということで、今後の

風疹の発生や蔓延を予防するために速やかに対応する必要があるとして、昨年12月に厚

生労働省のほうから通知がありました。 

  実際には対象になる方にクーポン券をお送りして、その方たちが検診や医療機関に行

って抗体検査をまず受けていただく。そして抗体検査の結果が陰性というふうに判定が

あった方に対して、定期予防接種とし接種するというふうな流れとなっております。大

体対象者は、現在39歳から56歳の方になりますので500名ぐらいを予定しており、その

中でも平成31年度については39歳から46歳の方にクーポン券を発行して実施する予定と

なっております。実施期間は、一応３カ年の時限措置となっておりますので、2021年度

末までの期間に実施することになります。 

  12月の厚労省の通知から現在も情報が順次更新されている状況で、予算を計上すると
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きにもまだ不確定な部分が非常に多かったことから、概算で要求、計上させていただい

た経過があります。 

  そして、詳細の今後のスケジュール等に関しましては３月12日の委員会のほうでご協

議させていただきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

  中島卓蔵委員。 

○６番（中島卓蔵委員） 96ページの老朽施設解体撤去促進事業なのですが、ことしは

100万減額の700万になっていますが、これの事業経費の計上の中で、対象物件を一応把

握して予算つけていると思うのですが、本年度はどのぐらいの対象物件があるのかお尋

ねしたい。 

○委員長（野村恵子委員長） 吉永主幹。 

○吉永雅一町民課主幹 ご質問にお答えします。 

  平成30年度の実績でございます。きょうまでの実績でございますけれども、合計で、

件数で11件、交付額ベースで424万円ということになっています。 

  11件の内訳でございますけれども、一般住宅、市街地での解体でございますけれども

８件、農村地域で１件、それから牛舎等の営農施設、農村地域でこれが２件と、合計で

11件ということになっておりまして、31年度の予算は800万ということで、この事業の

上限額が50万ですので18件ですか……16件ほどの予算を見込んだということで……ごめ

んなさい。30年度が、30年度、今年度ですね、今年度が、平成30年度が800万でござい

まして16件の予算、上限額50万ということで16件の予算額を見込んでいたと。それが、

先ほどご説明したとおり、今年度の件数がきょう時点で11件でございますので、100万

落として、31年度については14件分、上限額50万で14件分の700万を見込ませていただ

いたということでございます。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 104ページ、２つ一緒に質問します。 

  まず初めに健康診査の関係で、がん検診受診率といいますか人数といいますかその辺

の推移と、それから、31年度から胃カメラを導入するということなので、その概要につ

いて質問いたします。 

  それから、女性がん検診の普及率の関係なのですが、これも町政の現況は人数で減っ

ているのですが、この傾向と、27年にピンクリボンの運動をキャンペーン張ったときに

はかなりふえたのですが、その後は、減ってはいませんがちょっと横ばい状態なのかな
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と。その点について対応等あれば質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 大腸がん、肺がん、胃がんの受診率ですが大体20％前後の見

込みです。特に大腸がん、肺がんは上昇するかなというふうに見込んでおりまして、大

腸がんは、今年度イベントを実施しまして、そこの１日で54名というような受診者を確

保しておりますのでふえるかなというふうに思っております。 

  胃カメラなのですが、胃カメラは横ばいの受診率かなというふうに見込んでいるので

すが、その原因として、胃カメラ検診は人間ドックでしか実施できないような状況で胃

のバリウム検診が主になっております。これを希望する方がおりますので、北斗病院に

よる胃がんの単独検診で胃カメラを実施するというようなことを新規拡大する予定です。 

  あと、女性がん検診のほうなのですが、これ横ばいで来ているのですが、次年度も乳

がんは若干昨年度よりふえるかなということと、子宮がんが30％少し割るかなというこ

とで、27年度から実施しているのですが、若い世代の、特に20代くらいの方たちの受診

が少し減少しているかなというふうに思っております。 

  対策としましては、特定検診の受診者がふえていますので、そこで、ご本人、それ以

外の家族に受診勧奨を広げていくということと、こども園の保護者へのＰＲ、そのほか、

若い世代が関心を高められるような案内の工夫をして、とにかくコール・リコールを充

実させて受診数を伸ばしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） まず胃カメラの関係なのですが、これは病院のほうに行って

受けるということでいいですよね。私的には、私最近バリウムは飲んでいないので物す

ごい、いつからかもう気持ち悪くて気持ち悪くて胃カメラしか飲んでいないのですが、

その点も含めて、もし病院まで、そこではできないので大変だと思うのですが、できる

なら胃カメラで一発終わってしまうので、その辺もぜひ、逆に勧めたほうがいいのかな

という私は気がしていますが、その点も含めて。 

  それから、女性がん検診の乳がん検診が、これ２年に１回ですよね。それから、前年

受けなかった方は２年に……２年に１回というか年は奇数、偶数あっても受けることが

できるように多分改善されていると思うのですが、人数が90名というのは、年間通せば

90ではなくて３回ぐらいあれば200人になるのですか、それは、その申し込んだ人は全

員受けられているのかどうかを確認したいのです。90で、もしもうちょっといるのであ

ればそこの枠を広げることができるのかどうかということも含めて質問いたします。 
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○委員長（野村恵子委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 胃カメラ検診は、おっしゃるとおり集団検診では実施が不可

能ですので、病院へ行ってそこで直接実施するということで、これまでバリウム検査で

精密検査になると必ず胃カメラを実施するというような手間になっていましたので、そ

こが、希望者には削減されるかなというふうに考えております。 

  女性がん検診なのですが、集団検診はやはり受診できる総数が限られています。この

総数を超して申し込みにあったことは１回ぐらいあったのですが、それはどうにか定員

をちょっとふやしていただいて入れることができました。なので、集団検診でお断りし

て受けられないというようなことはほとんどないですね。というのは、集団検診以外の

個別検診がとてもふえていて、乳がん検診の約半分は個別の受診を希望するというよう

なことがふえていますので、今はこの定員で十分補充できているかなというふうに思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） なければ、次、歳出、労働費は106ページから107ページま

で質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） 質疑ありません。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午後 １時２１分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時２１分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 次に、歳出、農林水産費は108ページから127ページまで質

疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） まず、今、農業情勢、近年はＴＰＰが発行された。ＥＵとの

通商交渉についても発行されました。近々、恐らく日米通商交渉が始まるということで、
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これは過去に、ＴＰＰが発行されればどのぐらいの町内の農産物というか経営に影響が

あるのかということを出した経緯があります。そのときにはアメリカが入っていて相当

大きな金額になっていましたけれども、今の状況でどういう実態が生まれるかというか、

被害が起きるかという想定や協議はされているのかまずお聞きをして具体的な中身に入

っていきたいというふうに思いますが、そういった協議や会合を、例えば審議委員会の

ところでされていれば、いつこういう形であって、その結論はどうであったということ

をぜひお知らせを願いたいと思いますが、なければなくてそれはもうよろしいですが、

その内容についてお答えをいただきたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 高橋課長。 

○高橋 智農林課長 ＴＰＰ、それから日ＥＵ・ＥＰＡ、これはもう立て続けに発行した

ということで、今後また、今度個別にまたアメリカとのまた交渉に出てくるということ

で、実際にどういうふうな影響が出るかという部分ですけれども、具体的に町内の団体

の中でそういうものを協議したということは、今のところはまだ行ってはいないという

状況であります。 

  一応、国のほうとしましては、ＴＰＰ11等の関連政策大綱ということで、それを策定

していろいろな対策を講じているという状況ですし、北海道においては北海道のほうの

どういうふうな影響があるかという、ＴＰＰ及びＥＰＡにおける北海道の影響について

というのを取りまとめて、これもホームページ等で開示されております。この中では、

ＴＰＰにおいては最大470億円程度影響があるのではないかと。それから、ＥＰＡにつ

いては299億円程度でないかという試算が出ているという状況でございます。 

  そして、このように対策について、その大綱によってあらゆる施策が出されておりま

すので、それらによって対策が講じられれば、かなり影響は緩和されるのではないかと

いうことで道のほうでは押えているという状況でございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 道の言い分については僕は甘いなというふうに思っています。 

  近年新聞等で見るように、もう牛肉の輸入量が前年対比で150％を超えてきている、

こんなニュースも出ています。これはまだ前哨戦の意味合いだという解説がついていま

す。アメリカとの通商交渉が始まってそれが妥結をすれば、従来から言っている大きな

影響が出るのではないか。 

  町も、これ関係団体、農協等も、あるいは農業委員会もそうだと思いますが、やはり

そういったその予測をきちんとした上で、本来はやはり予算が組まれ、それに対する具

体的な対応があってしかるべきかなというのが僕の考えです。 
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  確かに、今のその自民党安倍政権がやっていることですから厳しい内容になるだろう

なと。辺野古のように、地方のことは考えないというのが、今の、僕は政府だと私自身

は認識をして、その対抗をやはり、うちの町の基幹産業をどう守るのかという議論を基

本的なところではせなきゃならない。国の流れになかなかさお差すことはできませんが、

その対応策だとか、それに、その一番影響起きるのはどこなのかということも予測をし

て予算としては組んでいくというのが基本だというふうに思います。残念ながらそうい

った議論が今のところないというのであれば、早急に関係機関も含めてそういったこと

を情報として持って予測する必要があると思いますが、そういう考え方について見解を

いただきたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 高橋課長。 

○高橋 智農林課長 今、佐々木委員申し上げられたように、牛肉はもう昨年の１月に比

べると６割増し、それからもうスーパーではチーズの値下げ競争がもう始まっていると

いうことで、これについても間違いなくもう影響出るのは間違いないと思うのですけれ

ども、今後そういう対策について、上部段階でもそういういろいろな対策に出てくる可

能性もありますし、町としても、こういうことについてどういうふうなものが予測され

るか等について、どこかの時点で早目にやはり対策・対応を考えていかなければならな

いと思いますので、農協等にそういうものを提起していきたいなというふうに思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） これストックポイントの、これはたしか３カ年の事業だとい

うふうに押えておりますけれども、今回は何個ぐらいを予定しているのかお聞きをした

いというふうに思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 木田主査。 

○木田克則農林課主査 ストックポイントの整備事業についてお答えをさせていただきま

す。 

  こちら３カ年の事業ということで計画をしているわけですけれども、平成31年度につ

きましては、個数で言いますと41基、面積ですと40.8ヘクタールを予定しております。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 受益者負担は２分の１、実行団体の農協が４分の１、町が４

分の１と。ただしこれ税別だと。そうすると、これ、今回の定例会において予算が執行

される。決まれば執行できる形になります。これ、工事費は恐らく根菜類のその収穫時

期ですから８月ぐらいまでには一定程度のその事業が終わらなければならない。ところ

が10月に消費税が10％になります。町で補助しているのは４分の１ですね。受益者にそ
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の10％を払わせたら、これ事業効果が相当落ちてくると考えなければならない。 

  さっきも私、高齢者の免許証返納で温かみのあるという言い方をしたのですが、そう

いう実態を踏まえて、消費税も最低限、例えば４分の１は持ってあげるぐらいの腹があ

っていいのではないかと。その逆算をすればすぐ出る話なので。そういう、大した大き

な金額でもありませんし、今畑作のその経営者に対してはちょうど大きな補助というの

はなかなか難しい、なくなってきている状況にあるというふうに理解をしています。そ

ういうその考えが持てなかったのかどうか。 

  ということは、何を言いたいか。今回の予算の執行の中で補正も含めて、来年の３月

まであるのだけれども、10月には消費税が８％から２％上がって10％。言い方を変えれ

ば１割が消費税になる。そうすると、受益者に対する補助のその度合いというのが薄ま

っていく。しかし、税だという部分もありますから、全てにその消費税の分を持てとい

うことは、今までもやってきていない部分もありますからいろいろあると思うけれども、

もうそろそろ考える時期ではないかというふうに考えるのですが、そういった議論はな

されているかどうかお聞きをしたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 木田主査。 

○木田克則農林課主査 さきの委員会においても委員のほうからご質問いただいた件では

ございますけれども、まず基本的な考え方としまして、消費税に対する町の補助という

ことになりますと、課税事業者に対しましては、後ほど課税事業者が消費税を納める際

に、仕入れにかかる消費税控除というのがございますので、基本的にはこの分に対して

補助をするということは二重の補助というか加重となってしまいますので、この辺はち

ょっとできないという判断はしているところではございますけれども、あと、その辺の

消費税10％になるというところも含めまして、今後、その補助率をどうするのかですと

か、経営状況等も勘案しながらその辺は今後検討していきたいとは考えております。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありませんか。 

  早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 110ページの農業労働者受け入れ協議会運営経費について伺い

たいと思うのですけれども、生涯活躍の会社をつくるときに人材センターというような

ことを、そういう事業もやっていくということで、そのときに農業労働者の受け入れの

……農家の労働者の関係についても生涯活躍の会社の中でやっていくというような方向

で農協さんにも株主になっていただいたという経緯があるというふうに私は理解してい

るのですけれども、その辺の……そういうことを踏まえて、ここに82万円ということで

協議会に対しての補助金ですか、ありますけれども、その辺の関連はどうなっているの



－65－ 

かということについて伺いたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 木田主査。 

○木田克則農林課主査 農業労働者の関係でございますけれども、生涯活躍のまちのほう

で取り組んでおります人材の事業、こちらにつきましては、今、私どもで聞いていると

ろによりますと、もちろん農業分野に関しても対象ということで募集はされているとい

うふうには聞いております。ただし、現在のところその希望者がなかなか集まらないと

いうことで、実際には農業関係の労働力には結びついていないということで話は聞いて

いるところでございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 農林課のほうにお聞きするべきことではないのかもしれません

けれども、ちょっとそれはまた改めて後ほど総括かどこかでお聞きしたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 松岡課長。 

○松岡秀行企画財政課長 生涯活躍のまちの話になりましたのでお話しさせていただきた

いと思います。 

  この受け入れ協議会82万円につきましては、これまで、まさに農家の出面さんという

ような呼び方もあったのかもしれませんけれども、かねてからやはりそういう形で農民

同盟が窓口になりながら派遣をしてきたというところかと思います。 

  やはり、その方たちも毎年毎年ご活躍いただいてお手伝いいただいているところであ

りますけれどもやはり高齢化が進んでいると。ただ、その方たちはその方たちでまだ頑

張れるというところですけれども、そこだけで次のその労働力の確保を考えたときには

なかなか難しいだろうということで、私の記憶しているところ、それを収れんして、こ

のまちづくり会社の中で労働力を確保していくということではなかったと思います。こ

れは、できる限りこの受け入れ協議会は続けながら、そこでやはり、なかなか厳しい部

分については、農業の、農協のほうも人手が欲しいというところで、それはまちづくり

会社でも考えていきましょうと。人材センターのほうで考えていきましょうということ

だったかと思います。それは、まちづくり会社が担当は担当で、また募集をかけながら

今行っているところでありますけれども、これが果たして十分かというところでいきま

すと、まだ、今、農林課のほうでも話がありましたようになかなか厳しいという部分は

ありますけれども、その窓口、門戸を広げながらそこでも対応をしていくという経過で

今日至っているということで、片一方がこちらのほうに収れんしていくということでは

なくて、やはり足りないところを補いながらそれは対応していこうというところだった

かと思います。 
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  ただ、なかなか厳しいと言いながらも、そのままでいいのかということになると、ま

ちづくり会社のほうも、そうではないというふうに考えておりますので、また次年度以

降も、農協の、あるいは農家さんの、また畑作さん、酪農家さんのニーズに応えられる

ような制度になればいいなというふうに考えているところでございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 私の理解の仕方が違っているところもあるのかもしれませんけ

れども、意味合いとして、生涯活躍の会社がそういうことを担っていくのだということ

での役割があるのだということの説明があったというふうに理解しているものですから、

平成29年度から会社が動き出してきているわけですけれども、いきなりどれもこれもや

るということは難しいことでしょうし、また、農業労働者ということでの、それはそれ

だけの人材が町内に確保できるのかという、いろいろなことの難しさもあることも事実

だと思いますので、ただ、ちょっと農林課の今農業費のところですけれども、そういう

部分で、生涯活躍のほうで、やはりそういう人材センターを設けているということです

から、やはり最大限頑張ってほしいなというふうに思います。そんなことで、意見とい

うことで終わります。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

  山本委員。 

○８番（山本弘一委員） 私のほうから、これここでいいのかな、110ページでいいのか

な、鳥獣被害対策。これは実施主体と書いてあるのですけれども、鳥獣の被害対策は農

林課で通常やっているわけですけれども、ご承知のように国有林で誤砲がというのか、

間違って人が撃たれたということによっての道有林の鹿対策ができなくなったと。イコ

ール、町有林はいいと思うのですけれども、やはり今年度雪もなく、やはり鹿がそこら

中に、町有林からも見受けられると。国有林も近いし。この、言ってみれば、それイコ

ール農業被害、デントコーンから大豆、ビートですとかそういう大きな被害が出てくる

確率が上がったということなのですけれども、そのことによって、当然、道だとか国に

対しても早急にそれの解除と被害対策を推進するようにということをしないと、相手は

動物ですから自動的にふえていくという形になるので、その辺の考え方はどのように持

っているのかお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 高田主査。 

○高田清蔵農林課主査 国有林が狩猟できなかったということにおきまして、恐らく鹿が

ふえてくるということの可能性ありますけれども、今後、国有林の担当者とも話をしな

がら幅広い有害駆除の対策を検討していきたいと思っております。 
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○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

  佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） ゲノム解析の黒毛牛の事業ですけれども、この事業の対象数

というか頭数等は一体どのぐらいになるのかということを含めてちょっとお聞きをまず

したいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 岡田主査。 

○岡田 直農林課主査 委員の質問にお答えいたします。 

  本事業の対象頭数は、事業の中身が３段階に分かれておりまして、移植の推進、移植

牛の預託推進の２種類が500頭ずつで、ゲノム解析繁殖牛の保留推進費として40頭を計

上しております。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 今、畜産も非常に高度な解析のもとに、よくビッグデータな

どという言葉が使われるのですけれども、そういったものを含めて農業の新時代だとい

うようなことを言われています。 

  ＩＴにかかわって、うちの町は今年度の予算で光回線、インターネット、さらには５

Ｇというようなことも念頭に入れてその基盤整備というのをやっています。それと同時

に、その農業分野で、先ほどは別な課が、スマート農業等につなげていくのだとこうい

う話があったのですけれども、その担当課としてはそういった部分に、どういうふうに

そういった新技術、膨大なデータ処理であるとか何か、これは、特に畜産なんかは非常

に重要な経営分析だとか、牛の脂質解析とかということについてはかかわりは持つので

すが、そういったことは、実質は受益者を抱える農協がやることなのかもしれませんけ

れども、そういった部分がどのぐらい今進んでいるのか。片方で、町は15億もかけてそ

ういう事業をやる。とりあえずはインターネットが即座につながって、分析とか解析と

かということが一般のネット環境として使える。そういうときに、今種苗メーカーだと

か乳業メーカーではそういったデータ解析なんかも含めてやっているところもあるわけ

ですね。飼料分析から牛の乳質までというか、あるいは受胎しやすいとか体型的なもの

とか。遺伝という側面の部分で。そういったことはどのぐらい協議をされて、具体的な

案として出そうとしているのかちょっとお聞きをしたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 林主幹。 

○林 峰之農林課主幹 スマート農業の関係なのですが、畜産におきましては、協議会と

いうことでエネルギー地産地消のまちづくりコンソーシアム、こちらを道のモデル事業
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でやっているのですが、そちらのほうで、今、畜産版ＥＭＳ、畜産版のエネルギー・マ

ネジメント・システムというところで、当初まず酪農家につきましては非常に電力を使

うというところで電力の見える化、こちらを進めていこうという部分でスタートはして

いるのですが、それの付随機能といたしまして牛舎環境の見える化というところで、今、

牛舎内の温度だとか湿度とか、あとＣＯ２濃度、この辺をモニタリングして、それこそ、

今後整備されるであろう光回線を通してクラウド上にアップさせて、それを酪農家のス

マートフォン等に答えを返すというような形で今検討しているという状況でございます。 

  この件に関しましては酪農試験場等にも相談しておりまして、できればビッグデータ

活用という部分までつなげられればということで、いろいろ相談しながら、後の５Ｇに

つながるような形で、今、画像診断等できないかという話も相談はしているところなの

ですが、なかなか画像診断というものが実際に研究され尽くされている部分でもないと

いうのと、やはり画像から牛の正確な体温をはかるだとかそういうのは難しいと。やる

のであれば、もしかすると角膜等から直接はからないとだめでないかだとか、その辺相

談しならがやっているところではございますが、まずは牛舎環境の見える化と電力の見

える化、ここでサービスが提供できるような形で１つ組んでいきながら、こちらは道の

モデル事業で形づくっていきたいなと思っておりまして、そこに付随するデータにつき

ましては、今後農協等も含めまして、関係する団体だとか、もう既にスマートセンサー

のほうでは相当メーカーのほうでも研究されていますので、その辺とのドッキングがで

きるかだとか、その辺を今後検討しながら、一応34年度までにはある程度の形できるよ

うに検討しているというような状況でございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） なかなかそういった部分を含めて、今初めて具体的な話を幾

つか聞いたわけですけれども、電力についてはバイオマスプラントが、本当の先進地と

言われるような勢いでというか面的な要素をもって、今町内整備が進んでいる。幾つか

はもう稼働して一定の成果は出ているということはわかるのですけれども。 

  それと光回線、あるいは、そのビッグデータの解析というのはちょっと別な話で、よ

り強固で健康な牛乳を生み出すような牛はこういう牛だとか、その遺伝特質はこうだと

かということを徐々に今出してきていると。個人の農家でもそういったことをいろいろ

研究をしてかかわっているところも出てきているのですね。 

  だから、そういう先進事例というのをやはり行政としてバックアップをしていくよう

な施策があってもいいのではないかと。片方でビッグデータ、ビッグデータ、今、うち

の町では自動運転まで、法律がまだ整備もされていない自動運転までそういう予算をか
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けてやろうとしている。それは、やはり基幹産業に、より、いわばバックメリットがあ

るような政策を先進的に打っていかないと、なかなかそういった分野はお金もかかるし、

お金だけではなくてそれを操作するその技術力というか、そういったものも必要だとい

うふうに認識をするので、ぜひそういったことも含めて、今後、時代に即したというか

スピードに即した対応をお願いしたいと思いますが見解を伺いたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 高橋課長。 

○高橋 智農林課長 この件につきましては、やはり今まで光がなかったという部分がや

はり大きな障害でありまして、そこまで、光がないことで、やはりその先を考えて、余

り考えていなかったという現状があるのですけれども、今回この光が整備されていけば、

当然こういうのはもう必要になってきますので、この件についてはもう加速がついてい

くのだろうというふうに思いますので、町としてもこの辺の調査研究はしっかりしてい

きたいというふうに思います。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ございませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） なければ、ここで15分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 １時４８分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時０１分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 次に、歳出、商工費は127ページから143ページまで質疑を

行います。 

  質疑ありますか。 

  佐藤委員。 

○４番（佐藤 曻委員） 140ページかな、街路灯・防犯灯ＬＥＤ化事業についてなので

すが、現在あれは気球型街路灯と言うのかな、ＬＥＤになっていないのですが、それに

ついてはＬＥＤ化についての検討はされているかどうかお聞きしたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 吉永主幹。 

○吉永雅一町民課主幹 お答えします。 

  まずご質問の内容ですけれども確認させていただきたいと思います。どちらの街路灯

の部分でしょうか。ＬＥＤ化なっていないというものについてもう一度。 
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○委員長（野村恵子委員長） 佐藤委員。 

○４番（佐藤 曻委員） 気球型のというか丸い街路灯ありますよね。あれは普通の、Ｌ

ＥＤでなくて普通の電球だと思うのですが、それについてはどうするのかをお伺いした

い。 

○委員長（野村恵子委員長） 吉永主幹。 

○吉永雅一町民課主幹 委員おっしゃるとおり、気球型の街路灯につきましてはＬＥＤ化

の球がないということでＬＥＤ化の対象にはなっておりません。今現在、ナトリウム灯、

これはマイマイガ対策でございますけれどもナトリウム灯をつけているところもありま

すし、ただ、おっしゃるとおりＬＥＤ化にはしていないというところであります。 

  平成31年度でこのＬＥＤ化の事業については完了するわけでございますけれども、気

球型の街路灯については、今後、気球型に設置、取りつけることができるＬＥＤの球が

できた段階で対応していくということになろうかと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐藤委員。 

○４番（佐藤 曻委員） そしたら、将来的には検討するということで理解してよろしい

のですね。 

○委員長（野村恵子委員長） 吉永主幹。 

○吉永雅一町民課主幹 そのとおりでございます。 

○委員長（野村恵子委員長） ほかに質疑ありますか。 

  山本委員。 

○８番（山本弘一委員） 同じくＬＥＤのところなのですけれども、私が歩いている隣町

の士幌町においては、農村部の主要の幹線の交差点には、そういう防犯灯というのです

か街路灯がついているのですけれども、非常に、今ＬＥＤつければそれほど金額かから

ないと思うのですけれどもね。やはり町内においても、全部ではないのですけれどもや

はり交通量の多い幹線町道のそういう場所が見受けられるのですけれども、将来的に向

かっても、今すぐどうこう言うわけでないですけれども、やはり交通事故の防止だとか、

やはり子供たちが通ったりするようなバスの運行ですとかスクールバスの路線ですとか、

そういうような場所についての大まかな幹線の交差点にはそのような考え方があるかな

いか。いかがですか。 

○委員長（野村恵子委員長） 吉永主幹。 

○吉永雅一町民課主幹 お答えします。 

  私のほうからは内容についてご説明したいと思うのですけれども、平成31年度のこの

ＬＥＤ化の事業については３年目ということで、農村部を中心にＬＥＤ化を進めていき
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たいという考えでございまして、この31年度の事業の中で新規に新設するような場所が

ございましたら、その辺も調査させていただきながら対応していきたいと。ただ、全て

の要望に対応できるような予算組みをしておりませんので、優先性を確認しながらそれ

は対応してまいりたいと。 

  それから今後について、31年度以降でございますけれども、ＬＥＤ化と別の事業で街

路灯については修繕費を見込んでおります。修繕費の中で新設対応というのも対応させ

ていただいておりますので、その中で要望がある場所については、必要な場所にですけ

れども、そういったところには設置を検討していきたいということで考えておりますの

でよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○８番（山本弘一委員） そういう考えであれば理解いたしますし、私が言っているのは、

よく町道対町道の交差点の中でも、片方が、止まれというところもあるわけで、結構あ

るんですよね。中には、夜が、それが見えなくて突き抜けて行ってしまったということ

も見受けられるので、担当課としてはその辺もちょっと、農林課になるのか建設課にな

るのかお互いに協力し合って、その道路体制を現地で見ながらも対応していただきたい

と。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） ほかに。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 道の駅について再度確認と、それから町民説明会と町民への

周知について質問いたします。財源問題はこの間の補正予算でかなり示してもらいまし

てわかりました。 

  それで、今回のこれもまだ実施計画案なのでもうすぐ実施計画出ると思うのですが、

それと予算についても、もう３月末には確定するのだろうと。そのことを含めて、来年

度に向けて、４月以降に向けて町民の説明会、再度するかわかりませんが、町民から要

望が上がった点で何点改善された点もありますので、そのこと含めて、広報なりどうな

るかわかりませんがわかりやすいような説明の方法を町民に示すべきだと。まだまだや

はり、まだまだくすぶっているところありますので、やはり町民の理解を得ながら進ん

だほうがいいと思いますので、その点について質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐藤主幹。 

○佐藤泰将商工観光課主幹 町民の理解を得ながら進めていくというところかと思ってお

りますけれども、12月にも説明会を開催し、いろいろ改善点等の要望が出ております。
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大きな改善点の要望が出たのは外壁、塀ですね、建物の周りを塀で囲む計画になってい

るのですが、これはあくまでもバックヤードが余り景観上よくないので、それを隠すイ

メージもあるのですけれども、これが余りにも刑務所のような塀といったところのご意

見が強く改善の要望が出ておりまして、その点については改善を、今回設計でしており

ます。そういった改善等提案を含めて、改めて町民には説明をし理解を得ていく必要が

あると思っておりますが、今回、今３月15日でこの実施設計の業務まとまりますので、

このまとまった段階で、４月以降、町民説明会あるいは町広報等で十分説明をしていき

たいなというふうに考えております。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 広報に余りかけ過ぎてもわかりづらいし、かといって手抜き

してもわからない。やはりわかりやすいような説明の仕方と、それから、やはり財源問

題はやはりきちんとわかるように示したほうがいいと思っています。今回どう転ぶかわ

かりませんが、お金がやはり、お金の問題というのは町民は物すごい心配する面と、あ

と、設計上はどうのこうのというのは、具体的な図面はなかなか町民全員の方が見るわ

けでありませんのでわからないと思います。財源問題についてはやはりきちんとわかる

ようにすべきと。 

  例えば、地方債借りたら全部返すのかという話、やはり今でも多くの方言うんですよ。

補助金はもらったからいいのだけれども借金は返すんだろうと言われたら、交付税で入

ってくる入ってくると言っても、５割、７割というかまだまだ理解できない。その辺は

わかるように、ぜひ理解を求めるような形で説明してほしいと思っています。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐藤主幹。 

○佐藤泰将商工観光課主幹 財源問題につきましては一昨日も議論になっていたかと思い

ますが、今、国の補正で手を挙げております拠点整備交付金、３月上旬には内示が出る

ということで、実は今内々で、あすぐらいには連絡が来るという形になっております。

その辺明確になり次第広報等で町民には周知していきたいというふうに考えております。 

○委員長（野村恵子委員長） 松岡課長。 

○松岡秀行企画財政課長 今の財政問題に関連してなのですけれども、マイクログリッド

のほうからあす午後ぐらいには内示が出るのではないかということであります。内示と

言っても完全に採択という内示であればよろしいのですけれども、ご説明してきたとお

り、もしかするとだめになる可能性もこれは否定はできないということでありますけれ

ども、あす午後ぐらいには内示入る予定であります。 
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  きのうその情報入ったものですから、事務局長のほうにもご相談をさせていただきま

して、12日に両委員会があろうかと思います。その後、公開のとき、両委員会が入れか

わる時間があろうかと思いますけれども、その合間のお時間を頂戴して、その結果につ

いてご説明、ご報告をさせていただきたいというふうに思ってございます。そのような

ことで考えておりますのでよろしくお願いを申し上げます。 

○委員長（野村恵子委員長） 早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 138ページの上士幌ゴルフ場利用促進助成ということでゴルフ

場に200万補助金を出すということなのですけれども、それで、歳入のほうではゴルフ

場の利用税の交付金が90万ちょっとですね。昨年の当初と比べると減額というようなこ

とで予算措置がされていますけれども、90万ほど前年度と比べると減額の予算になって

いるというふうに思うのですが、それでゴルフ場の利用者数がどういう状況になってい

るのか、あるいは、上士幌ゴルフ場を本当にずっとあってほしいというふうに思ってい

るものですから、そういう部分で、そういう部分の利用者の状況なんかについてどのよ

うな情報交換、あるいは、この200万で十分だというような話になっているのか。その

辺ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 平岡主査。 

○平岡崇志商工観光課主査 ゴルフ場のまず利用のニーズについてですけれども、実は平

成28年度のときに大きな災害来まして、帯広のリバーサイドゴルフ場が実は利用できな

くなりました。その影響も受けまして、その年は帯広全体の利用率が下がったのですけ

れども、リバーサイドゴルフ場の影響を受けまして29年度の利用につきましては伸びて

きたところでございます。人数でいきますと、28年度が２万1,944人、それから29年度

は２万5,545人ということで3,600人ほどふえてきております。また、30年度は、途中に

なるのですけれども、札内川のゴルフ場が、29年度は実はやっていない状況がありまし

て、30年度に向けてはオープンが通常どおり行ったということで、総体的な、10月末現

在の数字にはなりますけれども２万504人ということで、人数的には通常どおりに戻っ

てきているというような上士幌町のゴルフ場の状況でございます。 

  また、経営状況につきましては、その時々によってあるのですけれども、ゴルフ場の

方々ともいろいろ情報交換しながらやっておりまして、委員も多分ご存じだと思うので

すけれども、赤字が続いたら撤収するというようなお話もあるところではございますけ

れども、現状のところでは、本補助金の、うちのほうの事業支援ということで行ってい

る部分では問題ないということでの情報交換はできているということでございます。 

  以上です。 
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○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

  山本委員。 

○８番（山本弘一委員） この中でバルーンフェスティバルに関してというのですか、道

の駅もできてきてあそこで係留とかそういう形もやって、当然、熱気球の町上士幌とい

うことで気球の大会も40年超えているということあります。 

  それで、昔観光課で上士幌の気球のできた歴史、生い立ちは知っているのかという声

が、昔のバルーンニスト、古いバルーンニストから言われたのですよ。私もそのうちの

１人なのですけれども、いや、ちょっと調べていないからわからないのですけれども、

一度そういう人たちを集めて歴史をつくってきちんとして、そして、今のある形はこう

ですよということをやったらどんなものなのだと。これはやはり、ある程度やはり元気

なうちに、頭が、能力がしっかりしているうちにやらんとぼけてくるぞという話言われ

たので、観光課として、そういう歴史をやってこういう現在があるという、熱気球の町

上士幌がありますよということをやる気があるかないかちょっと答えてください。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐藤主幹。 

○佐藤泰将商工観光課主幹 ただいま委員からおっしゃられたとおり、熱気球の町として

日本一歴史あるのが我が町ということでございます。ことしの夏で46回の開催を迎え、

その４年後には50回大会を迎えると。この歴史の積み上げについても、やはり昔の諸先

輩方のご苦労があって今があるというふうに思っております。 

  今、次代を担う人材育成ということでパイロットの育成等を行っておりますが、やは

り今後とも熱気球の町として持続・発展していく上でもそういった努力も必要かなと思

いつつ、やはり諸先輩方との、やはり昔のその歴史も大事だと思いますので、どこかタ

イミング、機会を、そういった機会をとりながら次の振興につなげていければなという

ふうに思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○８番（山本弘一委員） そういう形であれば上士幌バルーンクラブが、私方もそこから

発祥したもので、個人名は言えないのですけれども10人から発生したということ。それ

からずっと７組ぐらいができてという歴史があるので、道の駅でもそういう何かの形で

残しておいたほうがいいのかなと。やはり記憶が残っておるうちにやってくれよという

強い要望なので、佐藤主幹と観光課長、何かの機会にそういう場所をつくっていただき

たいとこういうことありますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 杉原課長。 

○杉原祐二商工観光課長 先ほど佐藤主幹のほうからご説明させていただきましたけれど
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も、実は30回大会のときにそういう記念史的なものをつくらさせていただいております。

まさに４年後、50回というような本当の節目の大会を迎える形になりますので、今から

その50回大会に向けたその準備を進めてまいりたいと思います。 

  また、そういう歴史的なものを掲示することにつきましても、ご助言をいただきなが

ら進めてまいりたいというふうに思います。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ございませんか。 

  佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 十勝かみしほろん市場運営の経費、これは毎年出ているので

すけれども、昨年の売り上げ実績等についてご報告をお願いします。 

○委員長（野村恵子委員長） 平岡主査。 

○平岡崇志商工観光課主査 十勝かみしほろん市場の売り上げですけれども、2017年の売

り上げにつきましては295万というふうになっております。今年度につきましても、11

月末現在ではありますけれども193万ということで、昨年にも多分同様な質問していた

だいているかと思うのですけれども、十勝かみしほろんクラブ、大体、平均で大体300

万円ぐらいの売り上げの推移で推移しておりまして、なかなかとふるさと納税の伸びと

同じぐらいに伸ばしたところではあるのですけれどもなかなかと伸び悩んでいるという

ような条件がありまして、今後さらなる売り上げのアップに向けて検討を進めていきた

いというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ございませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） なければここで暫時休憩といたします。 

（午後 ２時２０分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時２３分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 次に、歳出、土木費、143ページから156ページまで質疑を

行います。 

  質疑ありますか。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 148ページの公園管理費のふれあい公園河川敷地整備事業に
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ついて質問いたします。 

  町政の執行方針の中で、北海道と連携し公園の機能を図るということになっています

がどのような工事をするのかと、それから公園の機能を果たすとしてどのような計画を

これからするのか質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 渡部主幹。 

○渡部 洋建設課主幹 この事業における北海道との連携としましては、上士幌町総合計

画に基づく公共施設の集約化を進める中で、ふれあい公園の周辺は、ご存じのとおりサ

ックシュオルベツ川によって東西方向に分断されているというような現状であります。

それで、建てかえが完了しました生涯学習センターからの通行の確保だとか、それから

施設と公園の一体化、一体的な利用を目的としまして、平成26年度から北海道に対して

河川の管渠化、それから、景観に配慮しました護岸整備を要望してきているところでご

ざいます。 

  この要望によりまして平成28年度から北海道による河川工事が始まりまして、平成31

年度をもって全区間の工事が完了することとなりましたので、あわせて、町のほうが施

工するその管渠の上部の盛り土等を行うことによって、周辺の施設の一体的利用を可能

としまして利便性の向上を図るというふうな予定でおります。 

  事業の最終年度となります平成31年度の工事概要ですが、現在、既設の橋がございま

すけれども、その前後の河川については、今トラフになっております。その部分を、い

わゆる高さ1.5メートル、横３メートルの箱型の管渠ですね、いわゆるボックスカルバ

ートと言われるものなのですが、これに変更する工事を北海道が施工しまして、その上

の部分、その部分を利用するための仕上げとしまして町のほうが盛り土、それから張り

芝などを施工するというような形になっております。 

  町の工事数量としましては、管渠の上部の盛り土、張り芝、それから沿路の整備、こ

れについて約1,000平米程度、それから、公園施設の電線の地中化を約80メートルを予

定しているところでございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） そうすると、北海道との連携というのは河川があるので、そ

の辺は北海道の許可がなければいけないのでそれを直すと。それから、全体的なその公

園の関係の整備までは、ここの中では入っていないのだろうというふうに。 

  例えば、私勝手に思ったのは、あの川が全部埋められて、公園の遊具化を広まるとい

いなとかそんなことも思ったのです。そこまで行かないということで、とりあえず河川

の問題だけで今回は、今回の計画はあるということでよろしいのかどうか質問いたしま
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す。 

○委員長（野村恵子委員長） 渡部主幹。 

○渡部 洋建設課主幹 実際には、今の役場側から生涯学習センター側に橋が１つあると

思いますが、それの北側と南側ですね。そちらのところを、今、トラフという見えるよ

うな河川になっているのですが、それを箱型のものにして、その上を土で覆って、要す

るに公園として一体的に利用できるようにしたいということでございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 少しずつみえてきました。なぜかといいますと、そこに、昔

あそこ農村公園として整備したときには遊具置けないというふうに当時言われたのです

よ。そのときに企画……その後に、農村公園だったら遊具要らないというので、もう大

分前なのですが、そのときに企画とそれから教育委員会で、関さんいたころなのですが、

いろいろ本当に町民から要望、子供たちの要望を聞いて遊具を置けることになったと。

どうしたらいいかというので、いろいろトンネルがいいあれがいいといろいろ要望を出

してあの遊具が今設置されたのです。 

  ですから、もしそういう計画があるのであれば、土盛りでも十分おもしろいのですが、

もしそういうことまで行くのであれば、もうちょっといろいろな声を聞いて整備してほ

しいなと思って今回質問させてもらいました。 

  とりあえず第１段階、河川がなくなる……なくなるわけではないですね。土がかぶせ

られれば多分子供たちも楽しいと思う。結構子供たち河川におりて、おもしろいと言っ

たら変ですが、草投げたり、あと、こんなおもしろいところで遊ぶんですよ。それはお

もしろいですがちょっと危険なのでちょっと困ったなと思ったりしているのです。逆に

土になれば、くぐるかもわかりませんが遊ぶのには危険性がなくなるしいいのかなと思

っています。これからの計画としてぜひよろしく検討してください。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（野村恵子委員長） 名波課長。 

○名波 透建設課長 委員おっしゃるとおり一体的に整備して、遊具等全体的に配置でき

ればそういうことも可能かなというふうに思うのですが、ただ１つ問題になるのはサッ

クシュオルベツ川、一応一級河川ということで北海道の河川で、敷地的には北海道のも

のということになってしまいまして、盛り土と芝に関しては認めていただいたのですけ

れども、その上の遊具関係はちょっと難しいのかなというふうに思いますけれども、今、

委員おっしゃられたとおりに、盛り土といいましても真っ平らになるわけではないので、

多少勾配がつくような形になるので、そういったところも子供たちが遊んでくれればい
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いなというふうに思っておりますので、そういった可能性を見ながら実施していきたい

というふうに思っております。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 次に、153ページの町営住宅の改修事業について質問いたし

ます。 

  北団地の町営住宅だと思うのですが、その、今回の改修場所について質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 渡辺主査。 

○渡辺正史建設課主査 ただいまのご質問でございますが、３戸の改修と申しますのは北

団地のほうの改修でございます。 

  ということで、すみません、153ページのところではなく154ページにございます北団

地改善工事のこととしてお答えしてよろしいでしょうか。 

  場所につきましては、今年度改修いたしまして、北団地の西側のほうにありました１

号と８号、今回その２号を改修いたしましたが、そこの並びに近い５号と20号と35号、

同じく西側のブロックの中から空き家の部分を改修していくという予定でございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 予算がちょっと間違いました。この予算、北団地の関係では

154ページですね。 

  なぜ質問したかといいますと、やはり、いずれは建てかえとか壊すこともあるのであ

れば、もちろんそうなのですが、棟は、２戸あれば２戸とも直すというふうにいかなけ

ればいけないので、多分道路側のほうを直していくのかなと思って、今、５号、20号、

35号と言われてもどこかわからないので、多分道路側のほうを直していって、あいてい

るところを見ながら直していくのかなというふうに。今のところ道路側が、私が知って

いる限り１戸あいていますし、もうちょっとあるか、その辺も確認したかったのですが

それでよろしいのかと。 

○委員長（野村恵子委員長） 渡辺主査。 

○渡辺正史建設課主査 今おっしゃったとおり、西側の道路に近い部分にあるところもあ

りますが、空き状況が道路側に近い部分ではない部分もありますので、西の列の並びの

中ほどにある部分もございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） ５、20、30というのは確かめてみますのでそれはわかりまし

た。 

  それと、先ほど私間違えて質問しました153ページのこの長期入居住宅の改修という
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のはどういうところを、どこをどうするのかこれ質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 渡辺主査。 

○渡辺正史建設課主査 こちらの町営住宅補修事業の長期入居大規模改修、こちらのほう

は、今、既存の住宅の入居されている方からご要望があったときの修繕及び入退去があ

りましたときの空き家の営繕ですね。そちらのほうの費用となっております。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） そうしますと、長期入居住宅なので、これ多分北団地、西団

地、それとふれあい団地も全部含めての総合的な修理費と見ればいいのか。それならこ

の金額もわかるのですが、長期というのはそういう意味でとらえていいのかどうか。す

ぐ、やはり西団地がどうのこうの北団地がどうのこうのではなくて、ずっとまだまだ使

う、要するにふれあいもそうですね。そこも含めた入居の長期というふうにとらえてい

いのかどうか確認いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 渡辺主査。 

○渡辺正史建設課主査 今おっしゃられたとおり、こちらの事業が示すものは全ての団地、

ふれあい団地から、西・しらかば・北・糠平などなど全ての団地を含めております。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 次の質問なのですが、154ページの賃貸住宅の関係なのです

が、今回6,000万円計上しておりますが、従来頭打ち8,000万なので6,000万という予算の

中で、もう申請が上がっているということなのか質問いたしますが。 

  それから、この要綱、平成31年度で一応、一回区切られるわけですが、今後について

いつ検討するのか質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 山崎主幹。 

○山崎浩司建設課主幹 賃貸住宅助成事業の予算額でございますけれども、来年度、平成

31年度の予算要求に当たり、今までに施工実績のある業者に来年度の建設予定について

聞き取りを行っております。その聞き取りの結果49戸の建設が予定されております。ま

た、聞き取りした業者以外の建設も考えられることから、49戸にプラス５戸足して54戸

の住宅が建設された場合の助成額6,000万円を予算計上してございます。 

  今後の予定でございますけれども、この助成事業の要綱は平成31年度までとなってい

ますので、今年度に、この助成事業による経済波及効果の調査を委託業務で実施してお

ります。この調査結果などを参考としながら、地域の景気や求人状況、酪農業の方の従

業員住宅の需要などを踏まえた上で、平成32年度以降も継続するかどうかについてはな

るべく早い段階で検討していきたいと考えております。 
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  以上でございます。 

○委員長（野村恵子委員長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） なければ、次に歳出、消防費は156ページから161ページま

で質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） ありません。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 ２時３６分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時３８分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） お諮りいたします。 

  本日の会議はこれにて終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） 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８日金曜日、午前９時でありますので、ご承知願います。 

  本日はこれにて終了といたします。 

（午後 ２時３９分） 
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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２回予算審査特別委員会を開催いたします。 

  それでは、野村恵子委員長、よろしくお願いします。 

○委員長（野村恵子委員長） それでは、ただいまより第２回予算審査特別委員会を開会

いたします。 

  初めに、本日の本委員会傍聴の取り扱いについてご協議いたします。 

  お諮りいたします。 

  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（野村恵子委員長） 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。 

  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、保健体育費と

ページを区切っています。 

  教育費は161から182ページまで質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  佐藤委員。 

○４番（佐藤 曻委員） 私のほうから聞きたいものがありまして、162ページになりま

す。 

  このたび、新学習指導要領移行措置が実施されたかと思いますけれども、それにつき

まして、小学校３年生から６年生で英語に関する授業時間が設けられたと思うんですけ

れども、それについての本町の講師の配置状況等について教えていただきたいと思いま

す。 

  あわせて家庭の経済的な理由によって就学が困難な児童・生徒の保護者に対する入学

準備金の入学前支給の実施、これは平成30年度あったかどうかだけ、内容については説

明は要りません。それと、平成31年度は対象者がいるかどうかだけ教えていただきたい

と思います。 

  また、いじめ問題、あるいは虐待の有無などについても、できればあったかどうか教

えていただきたいと思います。内容については説明は要りませんので、有無だけ教えて

いただきたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 石王課長。 
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○石王良郎教育推進課長 それでは、小学校の英語の時数の関係で答弁したいと思います。 

  小学校の英語につきましては、2020年から３年生、４年生が新たに外国語活動という

ことで入りまして、５年生、６年生が現在外国語活動として35時間やっているのが、

2020年からは外国語という教科になりまして、70時間の設定がされております。 

  そういう状況の中で、現在、上士幌小学校で実施している状況ということでお答えを

しますと、１年生、２年生、もう既に外国語活動をやっておりまして、ＡＬＴが入って

おりますので、ＡＬＴの方の補佐をいただきながら、１、２年生が５時間、３、４年生

が…… 

（「15時間です」の声） 

○石王良郎教育推進課長 ３、４年生が15時間、５、６年生が50時間、今現在実施をして

おります。 

  それで、2020年の施行に向けて、31年度は予定としては2020年と同じような時数の授

業時間を確保して英語の関係を対応するということで考えておりますので、今、入って

いる上士幌へのＡＬＴにつきましては、今、１年生から６年生まで、小中高やっていま

すけれども、来年は３年生以上をメーンに重点的にやっていただく中で、１、２年生も

進めていくということは、１年生については認定こども園に配置されるＡＬＴの方を中

心に進めていきたいということで考えております。 

  それともう一点、今、英語にかかわる変更というか、進めていくということで、今、

道教委のほうで進めている中学校の英語の免許を持っている方が、小学校に外国語活動

の巡回指導ということで、来年、上士幌が１年間実施をするということになっておりま

す。これにつきましては、小学校の先生の外国語活動の指導力の向上、英語力の向上、

これを目的に授業を中心的に来ていただく先生に担っていただいて、あわせて各担任の

英語力の向上、指導力の向上を進めていきたいということで、１年間通してやるという

ことになっておりますので、それに向けて、本格実施に当たっての十分な対応ができる

ように進めていこうというものでございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本主査。 

○山本敦志教育推進課主査 私のほうからは、就学援助の関係で、入学年度前支給のこと

でお答えいたします。 

  平成30年12月に年度前支給をしてくださいというふうに申請があった世帯につきまし

て、支給しております。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 藤田主査。 
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○藤田晴美教育推進課主査 私のほうからは、虐待について報告させていただきます。 

  現在、児相が介入して要対協として動いているケースは２ケースです。そして、以前

児相が介入して、今、経過観察とされているものは１ケース、そして、ちょっと見守り

という形ではもう１ケースということで対応させてもらっています。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本主査。 

○山本敦志教育推進課主査 いじめに関することで補足説明いたします。 

  いじめの調査は毎年ありますけれども、そちらの調査の結果では、いじめの認知件数

はゼロ件となっております。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐藤委員。 

○４番（佐藤 曻委員） 小学校のほうに講師の派遣は、平成31年度１名、１年間という

ことですね。既存の講師は何人おられるのか教えていただきたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 １名派遣というのは、道教委のほうで進めている道費の方が派

遣ということで、実はうちと豊頃町と２つの町村が受け持っていて、上士幌については、

上士幌小学校と糠平小学校に毎週２日間来ていただいて、それぞれ対応していただくと

いうことになっておりますので、そういうほかから来ていただいて対応するということ

になっております。 

  ですから、ほかの講師というのはどこの部分を言われているかわからないんですけれ

ども、一応そういう内容になっています。 

（「既存の先生はいるのか、いないのか」の声） 

○石王良郎教育推進課長 小学校はクラスごとの担任で全ての教科を担っていただいてい

ますので、その担任の方と一緒について英語の授業を進めて指導をしていただくと、そ

ういうようなことになっております。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 162ページの子育て推進経費の第２期子ども・子育て推進事

業計画について質問いたします。 

  前回のものは27年から31年度でありますが、32年度以降また計画をつくる予定だと思

うんですが、まず初めに、策定の進め方をどうするのかというのと、それから、まずこ

れに対しての検証を行っていると思う。どこができた、できないとか。私もチェックし
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たら、すごくふえた面とできていない面もありますが、その辺についての進め方と検証

について質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 有賀主幹。 

○有賀孝行教育推進課主幹 第２期子ども・子育て支援事業計画策定の進め方についてで

ございます。 

  現在、内閣府におきまして、子ども・子育て会議が開催されておりまして、具体的な

方針につきましては今後示される見込みでございますけれども、具体的な内容につきま

しては、第１期の事業がベースになるものと考えられております。 

  第１期の計画につきましては、平成27年３月に策定されたものでありますが、以降、

生涯学習センターわっかのオープンですとか子育て関連施設に変化がありまして、移住

世帯につきましても増加が見られているということ、それから、女性の就業率の向上も

想定されていることがありますので、それらを考慮いたしました計画づくりが進められ

るものと想定しております。 

  具体的には第２期の計画策定に係るニーズ調査を既に昨年の11月に実施しております。

年度末には分析後の報告書が提出される見込みになっております。 

  本町の計画につきましては、ことしの５月末以降11月末までの間で今のところ目標と

しておりますが、子ども・子育て会議を５回以内で開催を予定することとしておりまし

て、町民の意見を伺いたいと考えております。報酬、それから費用弁償について予算計

上しているところでございます。 

  子ども・子育て会議と並行いたしまして、職員で構成いたします子育て支援検討委員

会、それから、同委員会作業部会を適宜開催いたしまして、事業ごとの量の見込みと確

保の方策を検討することとしておりますので、ここでこれまでの計画内容の検証も進め

たいと考えております。総合振興局によるヒアリングも予定しておりまして、本年12月

末までには量の見込みと確保の方策を確定していくということになっております。 

  計画案が策定され次第、町議会所管の委員会で協議をお願いしたいと考えておりまし

て、来年の３月には市町村計画を完成させて提出する見込みであります。冊子の印刷経

費を予算計上しているところでございます。 

  簡単ですが、以上でございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 前回このような冊子をつくったわけですが、いろいろアンケ

ートをとったり、そして、いろんな会議をつくってやったわけですが、その後は多分町

のビジョン計画もできましたので、無料化の問題いろいろ含めて、学童もわっかができ
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たことにより人数が大幅にふえて、多分この計画以上といいますか、実現と言ったら変

ですけれども、そういう面もあったり、例えば後は病後児保育はこれはずっと課題にな

りながらできていないと、そういうことも含めて、やっぱり一回これを検証しなきゃい

けないと思うんです。その検証自体が、何か先ほど聞いたら、まだまだ今されていない

のではないかという気がしますが、その辺の問題と、それから５月末から11月末まで決

めるのであれば、それに対してアンケートはもう終わったと。そのアンケートの調査を

まとめた結果について、多分これからまとめるんだろうと思うんですが、それによって、

子育て会議をやっぱり開かなきゃいけないと思うんですが、どうでしょうか。１回じゃ

なくて、そのときにこのメンバーはくるくる毎年か２年に一回は変わっていますので、

私のサークルの方も会長が毎年変わるので、そのことを含めて、やっぱり１回目はアン

ケート調査結果でもいいですので、やっぱり５月末ぐらいからは始めるとしても、意識

的に会議を開くべきだと私は思っています。５月末に１回なのか、機械的な会議じゃな

くて、きちんと開いてほしいなと思っています。 

  それと、国がころころ方針を変えるというか、常時いろいろ変えてくると、せっかく

つくってはいるんですが、町の方針もあるのでこのとおりいかなかったりいき過ぎたり

すると思うんです。その辺をどんなふうに見ていくのかなという気もいたします。せっ

かくつくったのに、ここに置いておくわけじゃなくて、常に組みながらいかなきゃいけ

ないと、せっかくこれから32年度以降つくるのであれば、やっぱり実態に合わせてつく

らなきゃいけないのかなと。 

  これからの問題として子供の問題について言えば、子供がまたまたふえるものかどう

かと。あと学童も、あそこは最初、定員を60か70、80かしたはずなのに、今、100人近

くいるという問題も含めて、やっぱりきちんと想定した形で計画をつくらなければいけ

ないのかなと思って、これはこれからのことですので、またこれからも随時質問させて

もらいます。 

  何か多岐にわたってしまって申しわけないんですけれども、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（野村恵子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 この計画の見直しにつきましては、実は平成29年９月に一度会

議を開催しております。当時は当然認定こども園でかなり人数がふえてきたという背景

であったり、学童の背景とかありまして、そういう部分では当初設定をした量の見込み、

そこら辺も見直しをする中で訂正をして、現状に合うような形には一部しています。そ

の中で、30年以降さらに見直しが必要かどうかというのも確認しながら、当時の現状を
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認識していただく中で進めてきたということでご理解をいただきたいと思います。 

  そういう中で、ことしも今、答弁があったように、５回以内を進めていくということ

でありまして、十分該当する町民の方々の意見が反映できるような行政サービスの向上

に向けて進めていきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 確認なんですが、29年に見直しをしたというのは、多分うち

らも示されたかわからないんですが、やっぱりつくったとしても、いろんな計画が町も

国も進むときに、やっぱり常に見直しをしながら減らすものかふやすものか、それは必

要なので、多分32年度以降についても５年か３年か、つくった場合についてもきっと決

めるけれども、やっぱり随時毎年見直しをしていかないといけないのかなと。それは29

年に行ってきたというので、これからもそれがされていくんだろうと思って確認させて

もらいました。答弁があればお願いいたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 一応この計画は、５年間の見込みをアンケートをとって想定し

て進めておりますので、見直しをする必要がなければ毎年はしなくてもいいのかなと思

っていますし、それから、必要に応じて随時見直しをしていく中で、よりよいものに進

めていきたいというふうに考えております。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありませんか。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 165ページの公営塾の問題なんですが、これも委員会でこと

しの見通しについて説明等があったんですが、今年度の開催の見通しについてと、それ

から、私、一番初めに示された平成28年５月24日の委員会の資料を持っているんですが、

その中で書いてあることはいろいろあるんですが、結果的に上士幌高校の学力を向上さ

せると、そして、希望する大学に行く。いわゆる上高の国公立の合格者をふやす中で、

町の中学校から上高に行ってもらいたいという思いもあって、多分始めた事業だと思う

んですが、中学校、高校と開く中で、どういう結果が出たのかわからないです。上中か

ら上高に行く子がふえたか。それもそんなにふえていないのかなという気がするんです。

そもそも原点に返った場合に、この公営塾のあり方についてもう一回見直してみますが、

検討すべきではないかと私は思っています。 

  あともう一点は、そのときは当面ということで、夏、冬やると。それが、当面が３年

間続いたと思うんです。そうすると、向こうの塾の会社の方からいえば、当面じゃなく
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てそのときの約束か思惑として、通年にしたいみたいなことをちらっと、私、担当課か

らそのとき言われた気もするんですが、それは通年なので、年間2,000万円、3,000万円

予算をかけてやっていますし、そこの違いのずれがあって、今回ちょっと経緯が大変に

なっているのではないかなと。意向が向こうの意向とマッチングできていないのかな。

その辺について質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 公営塾につきましては、平成28年度から学校教育のサポートと

して、学力向上と目指す指針の達成、それを支援していくということで、中学生と上士

幌高校生を対象に３年間夏期講習と冬期講習ということで実施をしてきております。 

  それで、開設当初から委託をしている業者から、このたび塾を開設する自治体が増加

してきていると、そういうような状況の中で、次年度の講師の確保が困難であると、そ

ういうような申し入れが今回あったところであります。そのため、公営塾を継続して実

施していくための開催方法の見直しを検討していくこととしています。 

  今、お話があった通年への対応が、３年間試行ということでやっていなかったという

ことでありますが、上士幌としては、公営塾のみでなくて子供たちの学力、体力、体験

等の向上ということで、小学校、中学校にかなりの町費の職員を手当てして、いろんな

分で子供たち一人一人と向き合えるような対応を進めてきて、そういう中でいじめとか

そういうものも認知件数がなかったということの効果にもなってきていると思いますけ

れども、そういう部分のいろんな対応をしている中で、公営塾についての通年にまでは、

教育の総体の事業の中で考えているということで、夏、冬だけということで進めてきた

ということで、まずご理解をいただきたいなと思っています。 

  そういう中で、次年度をどうするかということでありますが、例えば、今、上士幌に

あるまちづくり会社であるとか、あと、教育魅力化のために、道内25の学校や上士幌高

校でも、８年間連続でカタリバということを実施して、高校生と向き合ってきちんと進

路を考えていただくような取り組みを一貫して進めているＮＰＯ法人いきたすというと

ころがありますが、そことも十分連携をしながら、探求型のワークショップなどができ

ないかということも含めて、今、模索しているところであります。 

  進めていくに当たりましては、地域にはゆめ育応援団で登録している方を含めまして、

多くの人材がおります。これらの地域の人材とも連携を図って進めていくことができな

いかについても検討してまいりたいと考えております。 

  一応私のほうからは以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 
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○１０番（山本和子委員） そうしますと、今、考えているＮＰＯいきたす、そこを含め

て、あと、ゆめ育団を含めた形の塾ができないかというのであれば、そもそもの公営塾

の、今までやって３年間の公営塾ではない塾になるんだろうと思うんですが、この公営

塾は、学力といいながら、そこに来た方、子供たちが勉強ができるようになって、目指

す高校なり目指す大学に行けるというための底上げになるので、私はそれ自体は余りど

うなのかなという気持ちがあったんですが、むしろさっきみたいに、全ての子供たちに

いろいろ学ぶ機会を地域を含めてやると。それが私はふさわしいのかなと思っているん

ですが、それで、結果的に上高の子供たちが国公立大学に行くということを目指しちゃ

うと、そこはなかなか子供たちの思いもありますし、いろんな面があるので、そこに執

着するとうまくいかないんじゃないかと私は思います。 

  足寄の場合は、私もいろいろ新聞の記事を読んだり話を聞く中では、本当にいろんな

子が、学力の劣るような子も含めて、全ての子供たちが対象になって、喜んで学校に、

そこの塾に行くらしいんです。通年だから。その中で、ちょっと学力の低い子もできる

子も一緒にやる中で、上の子たちがどんどんよくもって国公立に受かっていたと、そう

いう町の方針、それがあって多分うまくいっているのかなという気もしますが、中途半

端だとやっぱり、中途半端というのは失礼ですね。なかなか続かないのではないかと。

じゃ、年間雇用で2,000万円、3,000万円使って年間でやればいいかというと、そうでも

ないと。私自身は、むしろ全ての子供に行き渡るような、塾じゃない方法で、これをや

った経験を生かして進んでいってほしいなと思っています。 

  それと、わっかの関係なんですが、こういう事項、最初は山開センターでやっていま

したけれども、２年間はわっかの広場を使うわけです。そうすると、夏、冬、ずっと９

時ぐらいから始まって、夜は９時ぐらいまであの教室は貸し切りになるんです。そうす

ると、私もちょっと遠慮しちゃって、自分のサークルは違うところに移すとかなると、

私はむしろそうじゃなくて、もしそういうことをするのであれば、中学校、高校を使っ

て、わっかは全ての子供に開放して、夏、冬は、ときどき何もないときには学童の子た

ちも開放して遊んだりしていますが、そういうふうに開放して遊ぶ場にしたほうがいい

のではないかと私は思って、常日ごろわっかで学習している子供たちがしんとして、一

対一で、マンツーマンで勉強しているのを見て、ちょっと違和感を感じていました。そ

の点も含めて、今後やるのであれば場所の問題も検討してほしいなと思っています。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 公営塾については、広く全ての子供を対象にということについ



－93－ 

ては、中学生については当然そういう考え方でやっていますし、だから、子供たち個々

の学力とかは当然違いますし、苦手な科目とか違いますので、そういう分では個別指導

を徹底していただいていますので、そういう部分でこれまでやってきた塾の評価も非常

に高かったかなというふうに捉えておりますし、今後についてもそこら辺をベースにし

ながらも、プラスアルファやっぱり深い学びを追及していくためのいろんなことを対応

していきたいなというふうに、プラスアルファで考えていきたいなというふうに思って

おります。 

  それと、わっかの会場のことであります。わっかは当然不特定多数の方々の憩いと触

れ合い、交流の場となっておりますので、このため30年度につきましては、公営塾の会

場をわっかだけじゃなくて、通塾の利便性も考えて、中学校を会場に日程も考えてきて

設定したということであります。ここら辺は、もうアンケートをとった状況の中では、

「中学校は利用しやすかった」という数字が46％もいまして、「家から近い」であると

か、「慣れた場所で集中できる」、「部活からすぐに通える」という中学校のメリット

ということでのご意見もいただき、一定の評価がされております。 

  公営塾の会場につきましては、どうするかということで、わっかの中での子供たちの

遊び場、居場所を保障しつつ、空調設備も整っている施設であるとともに、塾の実施に

よって、プロムナードで実は塾に参加していない子供たちが勉強をしに来ていると、そ

ういうような姿も実は見受けられますし、また、訪れる町民にとっても、子供たちのそ

ういう頑張りが身近に感じられると、そういうような評価もいただいているところであ

りますので、わっかで全くやらないということでなくて、わっかでの実施も含めた中で、

総体的に会場をどうするかというのは検討していきたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 先ほど、高等学校での開催はという話がありました。実は

平成30年度、何とか中学校と高校、道立学校でできないものかということで、道教委と

もいろいろ折衝してみましたが、学校管理上の問題があって学校は使えないということ

です。ですから、今、行っている、塾をやっている足寄町、それから平取町、それから

寿都町、津別町あたりについても、学校外の施設を活用しているというところです。そ

こを何とかできないものかなというのは、これからもちょっと検討していきたい、当た

っていきたいなと思っています。 

  なお、中学生の上士幌高校への受験というような、ちらっとお話がありましたけれど

も、おおむね今、２割５分が上士幌高校へということで、今、受験をしているという状

況です。 
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  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） この件に関しては、今年度どうするか十分検討してほしいな

と思って質問させてもらいました。 

  次に、新しい事業で、165ページのプログラミング推進事業なんですが、この事業に

ついて、多分ロボットみたいなものを購入しながらやるんだろうと思うので、その点に

ついて質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本主査。 

○山本敦志教育推進課主査 プログラミング教育推進事業につきましてですが、小学校は

2020年度から、中学校は2021年度からプログラミング教育が全面実施されることとなっ

ております。本格実施に向けまして、プログラミング教材としましてロボットのペッパ

ーを導入する計画を立てております。 

  学校でのプログラミング教育の授業を進めるために、大学もしくは専門学校などと連

携して授業研究を実施できればなと考えております。 

  進め方としまして、まず、平成31年度につきましては、ペッパーを導入しまして、本

格実施までに授業研究等に活用いただければと考えております。そのほかに、ペッパー

に附属されておりますさまざまなアプリケーションがあるんですが、例えば英会話だっ

たりとか、英語の読み聞かせ、絵本の読み聞かせ、あと、国語、算数、社会、理科、４

教科のドリルなどがありますので、それも活用しつつ、例えば教育課程外では、小学校

のパソコンクラブだったりとか外国語活動、各種学校行事であったり、あと、放課後子

供教室での活用も検討していきたいと考えております。 

  本格実施に向けてどのように授業を展開していくかなどにつきましては、教育課程内

のことですが、教育計画、内容、方法などを調査研究しております上士幌町教育研究所、

こちらのほうが中心となりまして、町の教育委員会と学校と連携して進めていくことと

なっております。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

（発言する声） 

○委員長（野村恵子委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 同じくプログラミング教育に関してお聞きをしたいというふ

うに思うんです。 

  国もそういう方向にあるというのはわかっているわけですけれども、具体的にこの教
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育効果というものを狙うとすれば、十分使う。そのためには、ペッパー君、通称そうい

うふうに言って、士幌の道の駅等なんかにも配置をされている同型のものだろうという

ふうに思うんですが、これは、能力に応じていろいろあるのかどうか。もしあるとすれ

ば、その選定はどういうふうにしているのか。それを指導する学校側の教員の、いわば

研修というか、こういったものを教育に取り入れるのには、一定程度その内容やありよ

う、使いようというものを熟知しなきゃならないというふうに思うんですが、そういっ

たことは十分できているのかどうかということをまずお聞きしたいというふうに思いま

す。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本主査。 

○山本敦志教育推進課主査 このペッパーなんですけれども、実はロボットだけではなく、

先ほどアプリケーションもあるということはお話ししたんですけれども、その中に教師

用の指導書というのもついておりまして、その指導書に沿って行えば、そのプログラミ

ング教育をも実施できるという、授業の中で進めていけるというものでございます。 

  さらに、ペッパーの使い方等々は、ヘルプデスクがあったりとか、ペッパーの開発元

から今のところ来ていただいて、指導のほうをお願いしますということでこちらのほう

では伝えております。 

  あと、昨年11月ごろだと思うんですけれども、一度デモンストレーションとしてペッ

パーをわっかのほうに呼んで、教職員の方に来ていただいて、実際に手で触れて、実際

の授業で行うような形で研修も実施しています。中身のどういうような細かい設定とか

機能があるかにつきましては、これは契約してからでないと中身のほうはまだ提示され

ていませんので、そこのほうは提示され次第、学校のほうと、あと教育研究所と連携し

まして進めていきたいと考えております。 

  また、先ほども予算の関係でお話ししましたけれども、外部講師の予算も計上してお

りますので、そこの連携をしつつ、先生方にとって使いやすいような形で進めていきた

いと考えております。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 外部講師といっても、そう何時間も講師に来てくれるという

ことではないんじゃないですか。この金額から言えば。 

  幾つか懸念があります。 

  今、教職員の労働時間については大きな社会問題になって、是正の方向で、今、国も

少しずつ動き出してきて、でも、なかなか実態はそうなっていないというのがまた実態
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です。上士幌はそれでも補助職員等を配置して、一定の緩和は図ってきているというふ

うに理解をしていますけれども、こういう新しい取り組みをすれば、どうしても荷重が

そこにいくという心配が一つあります。 

  ですから、教育的にきちっと使おうと思えば、やっぱりそういう部分に指導をさらに、

ハードの部分ではなくてソフトの部分というか、いわば人なんかも、例えば何カ月間か

派遣してもらって、これから実際にプログラムの話というのは避けて通れないというか、

これからの時代を考える上ではこういった教育も当然必要とするわけですから、そうい

う部分も含めてやらなきゃならない。ただ、今言ったような懸念があるんですが、そう

いうことを含めてどのように検討されているのか、考えたものを含めた、あるいは対策

をお持ちであればこの際お聞きをしたいというふうに思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本主査。 

○山本敦志教育推進課主査 今、委員がおっしゃられたとおり、新しいハード等が整備さ

れた場合、まずその使い方でご苦労されるかと思うんですけれども、まず、ペッパーを

導入しようとした考えの一つとしまして、私も実際に使って操作したんですけれども、

私の主観ですけれども、とても使いやすいというか、プログラミング教育で実際に行わ

れるものというのは、単純にプログラミングしていって、例えばロボットを動かすとい

うことになるんですけれども、今まで実際にやられて、プログラミング言語、難しいよ

うな英語とかを打ち込むのではなくて、今、ビジュアルプログラミング言語といいまし

て、ブロック形式に、例えば右手を動かすだとか、何秒間しゃべってみるとかというの

をもう設定されているものがあって、それをただ、例えばパソコンでマウスを当てて移

動をさせるだけでロボットが動くという、当然送信もしなくちゃいけないですけれども、

そういうような、もう誰がやったとしても、指導書に基づいてその動きをしていけばで

きるような仕組みになっておりまして、つくったソフトにつきましても教育機関と連携

で作成しているものであります。 

  今後、それをさらに使い込むことになるとすれば、当然その中身の詳細のことも、先

生方にとって調べたりする時間とかも出てくると思いますので、そこにつきましては、

導入される業者も含めてサポートの仕方とか、我々教育委員会も常にサポートしていく

ような体制をつくっていきたいなと考えております。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 中学校の改修等に含めて電子黒板を入れていますよね。あれ、

電子黒板というのは、授業時間に対してどのぐらい使われているかというのは、結果と
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して掌握していますか。 

  つまり、入れるときはこういうことに使おうということでどんどん話をするんだけれ

ども、授業効果とか教育効果だとか、さらには授業時間だとかということをデータとし

て持った上で、こういうことにしようという積み重ねをしていかなきゃならない。当然

教育というのは時代の変遷もありますから、そういうものに対応できる教育をしていか

なきゃならない。それはもう当然のことだと思うんですが、ただやっぱりそういうもの

が効果的に生み出すことには、やっぱりそういったデータが必要ですよね。 

  一例として、電子黒板の利用頻度だとか利用状況というのは、どういうふうに教育委

員会で掌握をしているのかお聞きをしたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 電子黒板がどのくらいの頻度でやっているかというのは、申し

わけありませんがちょっと把握をしておりません。 

  電子黒板については、聞いている話では、やっぱり先生によってなかなか取っかかり

やすい人と、ストレートに入ってくる人と、いろんな方がいると思うんですが、そうい

う部分の電子黒板の研修というのも過去にやったことがありますけれども、やっぱりそ

れの普及に向けた、まず先生方が使えるように、そういうような取り組みは必要だと思

いますし、あと、授業参観、毎年行っておりますが、結構電子黒板を使って小学校も中

学校も活用している場面というのは見ますので、これは頻度はわかりませんが、一定程

度やっぱり活用はされて、子供たちもそれに伴って授業に興味を持って進めていただい

ていると、そういうふうに捉えておりますので、そういうことで、ペッパー君について

もやっぱり３年間ということで、本格的には2020年からでありますが、試行を進めてい

く中で、より先生方が取っかかりやすいような形、使っていただけるような状況という

のはいろいろ検討をしていく中で進めていきたいというふうに考えております。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 今、言ったように、電子黒板、もう入れて２年たつんだと思

うんですけれども、なかなか先生の指導方法というのにもこれは格差があって、あるい

は手法の違いというのがあって、準備等が今まで蓄積した準備でいけば、電子黒板を使

うより自分の準備してきた教材で教科を進めたほうがいいという先生もいます。 

  ただ、総じて言えるのは、今、そういう時間のない中で、そういうことをどんどん先

生自身も吸収をして授業をしていかなきゃならないという問題が、慢性的に残念ながら

今の時点ではあります。これは、行政が悪い、あるいは教育委員会が問題だということ

ではなくて、今、国がもう少し低人数のクラス編制であるとかそういったことを考えて、
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流れはそういう方向に、今、あるんですが、なかなか財源について、国の財源をきちっ

とおりていない。それで、上士幌は皆さんご存じのように補助職員といわれる直接の職

員ではない職員を随分配置しているわけです。それでもまだ先生方に言わせると、なか

なか時間的には厳しいと。そういうものを消化していく。さらにはそのプログラム教育

も今度はやらなきゃいけないというふうに業務が加算をしていくということは、ちょっ

と考えなきゃいけない。 

  そういうことがどうあるのか、ぜひ今後は、どう使われているのかというのは、例え

ば先生の見た目、あるいは管理職である校長、教頭の見た目だとかいうことを、やっぱ

り評価としてある程度先生の感想も含めて教育委員会としてデータとして押さえて、そ

れを次の施策に生かすということをしていかなければならない。そういう部分では、電

子黒板についても同じことが言えるのではないか。使わないからだめだという意味で僕

は言っているのではなくて、使ってどうだったのか、使わない、なかなかそこまでいか

ない先生はどのぐらいいるのかということは掌握していてもいいのではないか。あるい

はそういう理由についても。そういうことが、結果的に子供たちの教育に反映されてい

くのではないかというふうに思うんですが、見解があればお伺いしたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 今、おっしゃったように、状況をきちんと認識をして、分析を

して、そしてここにつなげていく。そういう取り組みは非常に大事だと考えますので、

この電子黒板の活用とかも、やっぱり教育研究所という組織もありますので、その中に

ちょっと検討していただいて、今後、有効に活用できるような手法というのはまた引き

続き考えていきたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 今、佐々木委員がおっしゃったことは、僕、よく即理解で

きます。 

  ＩＣＴ機器については、導入したらそれでおしまいかということではなくて、いかに

これからの時代に向けてうまく活用していく。これを活用することによって先生方の働

きも推進できるというふうに僕は認識しています。 

  今回、電子黒板については、どの教科のどの場面でと、石王課長が話していましたけ

れども、授業考課、授業参観のときに使っている先生が多いです。ただ、実態として、

１年間通してどの場面でと調査しておりませんので、その辺は学校の校長先生あたりに

情報を得たいなと思っています。 

  今回、なぜロボットにしたのかといったところなんですけれども、ロボットを使わな
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い方法も実はいろいろあるんです。山本主査も話していましたけれども、ロボットはや

っぱり操りやすいというところが一つあって、子供たちにとっても表情が見えると、ロ

ボットというのは表情が出ますので、表情が出るということ。それから、視覚的にわか

りやすいと、こういう動きが、自分の操作したことが表現力で出てくるということ。そ

して、でき上がりが一つではないということを考えています。ですから、会話系と動作

系からショートムービーなんかをやると、子供たちの興味関心が高まると。それは、子

供たちだけではなくて、先生方にとっても指導しやすいということを今回考えました。 

  今までソフトバンクの会社の方にも来ていただきました。北見工業大学に行って、学

校の先生も連れて来ました。そして、北見市立のある小学校の授業、先生方の研修会も

見てきました。そして、先ほどおっしゃっていたように、できないというか、難しいも

のを、１回か２回の研修だけで終わっては、やっぱり先生方は負担だと、これは外国語

も同じなんですけれども、ということで、今、帯広市内の専門学校等と来週、再来週ち

ょっと打ち合わせをしたいなと思っています。身近に来てくれる方が本当にほしいと。

もしかしたら町内の中でもそういう方がいるかもしれないと、そういったものは社会教

育とも連携をしながら発掘をして、学校に送り込んで、みんなで分かち合って子供たち

を育てていければいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 169ページの異文化交流推進事業なんですが、これは、保育

所に協力隊員として派遣する事業だと思うんですが、全体で３人になると思うんですが、

その英語の講師の方について。それをどういう役割分担、先ほど佐藤委員の質疑の中で、

ある程度委員会でも説明を受けているんですが、その役割分担と、あと、主に小学校に

派遣すべきだと思うんですが、そのとき何で保育所のほうに協力隊員として派遣する形

になるのかどうか、質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 弦巻課長。 

○弦巻佳光幼児教育課長 異文化交流推進事業としまして、現在、委託会社と契約を結ん

でおりますＡＬＴについては２人おります。１人は認定こども園で、１人は小・中学校

という形で現在担当しております。 

  認定こども園のＡＬＴにつきましては、主に園内で行われる年長児の外国語の遊びや

読み聞かせ、それから園外で行われる散歩ですとか遠足などの各種行事のサポート等を

担当しておりまして、幼児期から外国語や異文化に触れることで、体験的に国際理解を
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深める英会話交流になっております。 

  しかし、認定こども園の児童数が現在ふえております。新年度、３歳児から５歳児ま

でを２クラス、または２グループというような編制が人数上必要になっていると考えて

おります。 

  町の臨時職員としまして、今回、国際交流推進員を１名増員して、こども園の５歳児、

それから小学校１、２年生までを担当してもらい、幼児教育の充実とこども園から小学

校への連携強化を図りたいという考えでおります。 

  さらに、町民と触れ合う事業としまして、子育て支援センターを利用するお子さんで

すとか保護者の方、さらに併設している地域サロンを利用しまして、町内在住の外国人

とも交流するというような取り組みを検討して、今後予定しておりますので、配置をし

ております。 

  これまでこども園にいた委託会社のＡＬＴにつきましては、新しい国際交流推進員と

も連携しまして、引き続き３歳児と４歳児を主に担当してもらうという形で考えており

ます。 

  学校配置のＡＬＴについては、教育推進課のほうから説明をさせていただきます。 

○委員長（野村恵子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 学校配置につきましては、これまで同様委託によって１名おり

まして、小学校、中学校、高校ということで、定期的に回って外国語の指導に、担任の

先生の補佐的な部分で進めていただいております。 

  それで、先ほども一度お話ししたように、来年、再来年と、ますます外国語の部分が、

学校での授業が重要視されてきておりますので、そういう部分で今いるＡＬＴにつきま

しては３年生以上を中心に担っていただきたいと。低学年をどうするかということで、

やっぱり幼から小への接続ということで、これはもう非常に大事かなということがあり

ますので、認定こども園のほうに１人配置をふやす中で、小学校の１、２年生も担って

いただくと、これが続けば、認定こども園から小学校に入っていくわけですから、子供

たちも取っかかりやすく、いろんな部分でもスムーズに最初からいくのかなということ

もありまして、そういうようなことでの配置を考えております。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 今のＡＬＴについては３、４歳児だと。私は、保育所の時代

というのは、多分わざわざ英語を教えているわけではなくて、遊びの中で英語をさらっ

と言ってみたり、遊びの中でさりげなく英語が入ってくる程度だと思うんです。 

  それを、今度また新たに５、６歳児と、新しい方は１年生を持つというふうにするん
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じゃなくて、むしろこれから大変になるのであれば、教育委員会直属のＡＬＴになりま

す。そこに派遣しているほうがやりやすいのではないかと。そんなに保育所のほうに幼

児期から英語、英語とそこまでいくよりも、むしろ思い切り遊ばせたほうがいいんじゃ

ないかと。そこに新たに約500何万円かけるわけです。全部で1,000何万円になりますの

で、その辺がどうも連携がとれないのかなと思っています。 

  あと、今の前のときには教育委員会直属で、机も教育委員会にありましたので、教育

委員会に顔を出したら、おおとか、やあとか言いながら交流ができたり、子供たちが遊

びに教育委員会とか触れ合い交流に来たら遊んでくれたりしたんです。だから、町民の

目には今のＡＬＴはほとんど目につかないですよね。その辺がもっともっと町民の中で、

子供たちだけじゃなくて、教育委員会が採用する職員であれば、もっと町民との触れ合

いがあればいいのかなと思って質問させてもらいました。 

  だから、何で、任務的には小学校に行くんだというのは委員会でも説明があったんで

すが、むしろ小学校に派遣し、教育委員会のほうに置いて、もちろん教育委員会ですけ

れども、小学校、中学校、高校、それが町民というふうになれば、２人でもなかなか大

変な業務だと思うんです。その辺を十分検討しながら、結果的には３人の方をどういう

ふうに活用するかというのは教育委員会に任せられておりますので、そんなふうにして

ほしいなと思っています。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 弦巻課長。 

○弦巻佳光幼児教育課長 今、おっしゃられたとおり、こども園に１名増員することによ

って、町民とのふれあい、今、かなり薄い状況かなというふうに捉えられますので、こ

ども園にあります子育て支援センター、さらに併設している地域サロンというところの

利用も図って、こども園というところで１名増員の配置を考えております。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

  早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 認定こども園の関係で、166から167ページ関連で質問させてい

ただきますけれども、認定こども園をつくったときよりも、見込みよりも子供の数が非

常にふえているということで、非常にそのことについては喜ばしいことだというふうに

思います。移住なり転入をされてきた方がたくさんいらっしゃるんだなという感じを持

っています。 

  それで、その中でちょっと３点ほどご質問したいんですけれども、保育者とか先生方
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の人員というのは、子供たちがこれだけふえている中で十分な配置ができているのか、

大変な面があるのか、その辺１点お聞きしたいのと、それから、保育士の先生方、非常

にこの間先生方の正職員の採用を抑えてきたという時代もあって、非常に上と下といい

ますか、上のほうの方はもう定年退職するような年代で、その後20年ぐらいあくぐらい

な状況に、ちょっと私が見る限りはそう見えるんですけれども、十分な研修の機会等を

与えてそういう勉強をしていただく、研修をしていただくというようなことをとってい

るのかどうなのかということを２つ目に。 

  それから３つ目に、今、未満児については山開センターの第１会議室といわれたとこ

ろを使ってやっていますけれども、スペース的にはそんなことで現状何とかなっている

ということなんですか。もう少しスペースはあったほうがいいというような状況になっ

ているのか。その辺お聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 弦巻課長。 

○弦巻佳光幼児教育課長 まず、最初の職員の人員増の関係でありますけれども、ご存じ

のように入園されているお子さんがふえております。29年度までは定員が120名でした。

平成30年度が170名という形で対応しております。 

  そのときにスペースの確保という形で、山村開発センターに分室というような形で対

応しております。そのときに、分室を設けることによって、職員体制に関しましては若

干不足というような形も感じておりました。それで、平成31年度、定年退職される方の

補充のほかに、新規の保育士としまして４名の採用が現在予定されております。 

  さらに、全体的には保育士の不足というような形も感じておりますので、その辺につ

いては臨時職員、あるいはクラスサポートというような形でパートさんにも補充をして

いただきたいというふうに考えております。 

  それから２点目ですけれども、そういった職員の研修等につきましては、既に今年度

からでもかなり道内の大学の教授、あるいは学長さんに来ていただきまして、職員の研

さんを高めるような研修を行っております。さらに新進が増えますので、31年度以降も

引き続いてこういった職員の研修を取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

  それから３番目、分室等につきましても、先ほど、確保されて定員増には対応してお

りますけれども、30年度入園当初159人でした。それが年度末、途中入退園というよう

な繰り返しもあるんですけれども、結果的に現在185人という形で、１年間で26名の増

という形になってございます。 

  定員を現在多少超えているというようなところもありますけれども、待機児童を出さ

ないというところを最優先に対応しているところです。 
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  ちなみに、31年度入園申し込みについては、現在のところ177名という形で、これが

また年度途中で移住、定住の関係で毎年14人から24人ぐらい増加しておりますので、31

年度も増加が見込まれるというような状況です。 

○委員長（野村恵子委員長） それでは、ここで15分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 ９時５８分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１０時１０分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 質疑ありますか。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 169ページの幼児教育支援推進委員ついて、これは協力隊員

としてここに計上されておりますが、どういう仕事内容なのか質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 弦巻課長。 

○弦巻佳光幼児教育課長 この幼児教育支援推進員につきましては、２人募集しておりま

す。 

  仕事の内容につきまして、次のように考えております。 

  まず１人は、特別に配慮や支援が必要な園児を対象としまして、園内教育支援会議を

開催するとともに、発達支援センターとの連携強化を図ります。また、障害のある子と

障害のない子がともに学ぶというインクルーシブ教育の考えの中で、小学校との連携も

図り、スタートカリキュラムがスムーズに行われることを期待しております。 

  もう一人につきましては、園内のクラスサポートも含めまして、主に身につけたい36

の動作を組み合わせた遊び、それからサーキットなどを通して考える力や体力が育まれ

ることを期待して配置するものです。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） そうしますと、担任を持つとかそういうじゃない、全体の中

で、１人の方は発達障害を含めた支援の関係と、それから全体の遊びというふうに捉え

ていいと思うんですが、これを協力隊員として募集した意味なんですが、３年間で一応

切れると、２人とも。それだけの事業でいいのか。きっかけとしてその方々が来てもら

って、あるところはプロ的な資格がないと、資格的にはかなり重要な役割だと思うんで

すが、そういう方を３年間雇用して、そのきっかけでそのままずっと続けるのか、３年



－104－ 

間きりでその事業が終わるのか。協力隊員というのは結構図書館関係もこれから質問す

る予定なんですが、そういう位置づけはどうなのかということで質問させてもらってい

るんですけれども、とりあえず取っかかりなのか、ずっと必要なのか、その辺について

質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 弦巻課長。 

○弦巻佳光幼児教育課長 まずは新年度からの取っかかりというのはもちろんそうなんで

すけれども、できれば事業としては継続をしていきたいというふうに考えておりますし、

この支援推進員の１人ずつが行動するわけではなくて、現職員とのペアで事業を行って

いきたいというふうにも考えておりますので、３年後継続かどうかというのは、今のと

ころまだ見込みはわかりませんけれども、事業的には現職員でもずっと継続していきた

いというふうに考えております。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありませんか。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 今の件は了解いたしました。ぜひ継続してほしいなという思

いで、協力隊員として取っかかりでもと思って質問させてもらいました。 

  それから次に、学校教育、小学校のプールの関係ですが、今回、温風機暖房入れかえ

が予算されていますが、そのほかも年数もたっていますので、大がかりな機器の入れか

え等があるのかどうかと。 

  それから、今後、ことしの購入予定の折り畳みプールフロアの内容について質問いた

します。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本主査。 

○山本敦志教育推進課主査 小学校のプールですけれども、まず、平成31年度に予算計上

しております温風暖房機の更新を進めることとしています。 

  そのほかの機器につきましては、過去にボイラーの更新だとかしておりますので、直

近で入れかえするような計画は今のところございません。 

  あともう一件、折り畳みプールフロアなんですけれども、大体幅２メートルの奥行き

１メートルぐらいの広さの台みたいなものなんですけれども、それをプールに沈めまし

て、泳ぎが苦手な低年齢だったり低学年の子供たちがプールに入るときに、急に胸のあ

たりまで水が来てしまうと結構怖がったりするので、そこを水深を浅くするようなもの

を入れて、子供たちの水に対する怖さとかを取り除いて進めていきたいと考えて導入す

ることとしております。 

  以上です。 
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○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 国のほうでいろんな基準が変わってきていますので、体を洗

うとき関係については前からいろいろ要望があったりする中で、ため置きですか、あれ

は廃止するというのはいいんですが、その前、いろいろ要望がある中で、音更のプール

みたいに横から来るようなシャワーが必要ではないかみたいな声もあったりするんです

が、その辺について要望があったのか。 

  それから、結構設備、今はこうやって手で洗うんですけれども、音更とかはシャーっ

ときて一気に洗うと、あれはかなり高いと思うので、そういうことについては検討はさ

れたことがあるのかどうか。私も要望されているものですから、あればいいなと思うん

ですが、その辺は結構、かなり高いのではないかと。 

  そのほかにも改善点がもしあれば、今すぐできなくてもそういうことが要望されてい

ればどう検討するのか質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本主査。 

○山本敦志教育推進課主査 プールのため池の部分をやめた理由ですけれども、そこの部

分につきましては、まずそこの水が、消毒、プールと同じ水を使っていて、入れかえも

常時やっているわけではなくて、逆に子供たちが暖をとるような場所になっていたため、

衛生的にもよくないので、まずやめたということと、それも管理上問題ないということ

でやっています。 

  そのこともありまして、シャワー、入念に汚れを落とすようにということで、学校と、

あと管理していただいている業者さんにはそこら辺を指導してもらうように、入念に体

のほうをシャワーで浴びるようにということで進めていまして、その点につきましても

学校側からも特にシャワーのほうをもっと違うような、横からとかさっきおっしゃって

いましたけれども、そういうようなものを導入してくれということで報告はありません。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありませんか。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 次の175ページの、いわゆる就学援助です。要、準要保護児

童の援助の関係なんですが、私がちょっと知り得た資料では、2018年10月からクラブ活

動費が実費支給になったという情報があるんですが、それは、30年度は対応できたのか、

来年度以降はどうなるのか質問いたします。 

  それから、過去においても生活保護費が改正されて、何回か質問させてもらったんで

すが、それについては改正される前の基準でやっているので、いわゆる生活保護基準の



－106－ 

1.3というのは、改正される前の基準でやっているというので、うちの町は従来どおり

支給しているという答弁があったんですが、それは31年度もそうなのか質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本主査。 

○山本敦志教育推進課主査 まず、クラブ活動費の部分につきましてですが、本町の就学

援助の制度におけます支給額でございますけれども、給食費や修学旅行費の実費支給を

することを除きまして、国の基準であります要保護児童生徒援助費補助金限度額単価を

もとに決定しております。 

  クラブ活動費なんですが、平成30年度の国の単価が小学校では年間2,710円、中学校

では２万9,600円となっております。平成30年度に認定された方々につきましては、保

護者負担となるクラブ活動費が国の単価を超えていませんので、実質全額支給しまして

実費分を助成しているという形になります。 

  小学校につきましては、４年生からクラブ活動を実施しているわけなんですけれども、

こちらにつきましても保護者に対しての学校側からの経費負担がありませんので、支給

の実績はございません。ただ、今後経費が生じることになれば、町の就学援助の要領と

国の基準に照らし合わせて支給してまいりたいと思います。 

  もう一点、生活保護法の改正に伴いまして、認定基準のことでございますけれども、

これにつきましては従来どおり過去の基準と改正後の基準を照らし合わせまして、申請

者にとって有利な基準を適用して認定することとしております。学校基本法第19条にお

いて、経済的な理由によって就学困難と認められる児童・生徒は、市町村の必要な援助

を与えなければならないということとされていますので、この趣旨を踏まえまして、ま

た実態を十分考慮しながら、できるだけその影響が及ばないように今後も対応していっ

て、就学援助の認定をしてまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） それについては確認させてもらいました。 

  次に、教職員の健康診断経費に関連する質問をさせてもらいたいと思うんですが、教

職員の働き方が大変問題になっていると、全国的にも全道的にもあるんですが、その辺

について、体調を崩した方までいないと思うんですが、上士幌町は結構手厚く35人学級

以下を実現したり、ＴＴ派遣したりしていますが、その点について教職員の健康調査と

いいますか、そういうのをどのように把握しているのか。 

  時間外は必ずあるんです。必ずあると言ったら失礼ですが、自宅で仕事をする方は結

構いると思うので、その辺のどれぐらい負担になっているかの調査を行っているか、そ
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の辺について質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本主査。 

○山本敦志教育推進課主査 まず、教職員の健康診断の経費としまして毎年計上している

部分ですけれども、こちらのほうは、道の教職員の方を対象とした定期健康診断への委

託料だとか、人間ドックの受診の際に、設置者負担、教育委員会の負担が生じる経費と、

あとストレスチェックの経費を計上しています。 

  おっしゃったような教職員の健康に関する調査なんですけれども、年休の取得状況調

査とか、あと今年度から実施している学校閉庁日の際の教職員の休暇取得の状況につき

ましては調査しておりまして、未取得の場合につきましてはその理由につきましても確

認しているところでございます。 

  また、平成30年６月27日に、学校における働き方改革としまして、上士幌アクショ

ン・プランを策定しております。こちらにつきましては、教職員の時間外勤務等の縮減

に向けて取り組みの方針を決定したところでございます。アクション・プランの中では、

働き方改革にかかわりまして、教育委員会、学校それぞれの役割を明確にしまして、教

育委員会では計画等を作成、地域実情に応じた取り組みの実施を進めて、学校につきま

しては、職員の共通理解のもと勤務時間を意識した働き方を進めて、職員一人一人の意

識改革を進めるような方針を立てております。 

  その取り組みの中にあります学校閉庁日の設定だとか、部活動の休養日の設定もして

おりますので、こちらにつきましては、保護者宛てにも教育委員会から理解を得られる

ように文書のほうを配付しているところです。 

  また、今後も実態に即した働き方改革を進めるために、学校、保護者、地域、関係機

関と連携しながら進めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） アクション・プランを作成したというのはどこかで報告あっ

たかもしれませんが、具体的に見ていませんので、例えば私が知っている限りで池田町

がプランをつくったと。帯広市もつくったというような新聞の記事にあるんですが、例

えば時間外勤務を何ぼにするとか、閉庁日をどうするとか、夏休み、冬休みも一般的に

は学校に行かなきゃいけないんですが、休みをどうするかということ具体的な数字を示

してプランをつくっているんですが、そういうプランを作成したのかどうか。 

  あと、やはり見ていると、部活というのは勝たなきゃいけないと思うと、土日が本当

に、小学校は土日はありませんが、中学校、高校もそうなんですが、土日といったら連
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休も含めてとにかく練習で、勝たなきゃいけないというのがあるんですが、一般的には

部活を休む日を週２日ですか、池田は。そういう日も設けているんですが、そういうこ

とについて具体的なプランをつくったのかどうか質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 上士幌町も策定しております。 

  今、委員がおっしゃったように、道のアクション・プランがやっぱり基本になってい

っていますので、それに準じた形で策定をしています。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） わかりました。いずれそれを教育委員会のほうにもらいに行

きたいと思いますので。 

  なかなかそのほかにも、どんなプランをつくっても、いい教育をしようとか一生懸命

熱心に指導しようと思ったら、どうしても土日とか、しなくてもいい仕事を自分でつく

ることもありますよね。そうすると、どうしても先生方は結構、あと教育委員会がやっ

ている事業もありますね、いろいろ。それにかかわっていくとどうしても過労というか、

時間もかなり負担になるのではないかと。そういう点について、まずアクション・プラ

ンに基づくことを決めたのであれば、そのことをきちっと徹底してほしいと。それから、

親御さんにも父兄にもそのことを徹底して、子供のためにも先生が元気じゃなかったら

だめですので、やっぱり休む日というのは必要ですよね。そのことを含めてやっぱり町

全体で取り組んでほしいなと思って、今の質問をさせてもらいました。 

  次、184ページ、芸術…… 

○委員長（野村恵子委員長） そこまではまだ。 

  ほかに質疑。 

  佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 社会科副読本「かみしほろ」についてお伺いをしたいという

ふうに思います。 

  今回改訂版をつくるということでありますけれども、内容についても変更があるとい

うふうに理解をすればいいのか。その変更内容は主にこういった内容の追記であるとか

そういうものがあるのかなというふうに思うんですが、その辺について説明を願いたい

と思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本主査。 

○山本敦志教育推進課主査 社会科の副読本ですけれども、教科書改訂に伴いまして、改
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訂時期に合わせて毎回過去改訂しているところでございますけれども、現在、上士幌町

の教育研究所のほうで実際に進めていただきまして、今、その中身につきましても検討

しているところです。 

  管内の状況としまして、まだそこまで進んでいるところはないということに聞いてお

ります。社会科につきましては、基本的には３、４年生の社会科の副読本ということに

なっております。 

  今回の副読本につきましては、今後の改訂時期までの部分の冊数を用意してつくって

いくという形になりますので、先ほども申し上げましたけれども、中身の実際の詳細に

つきましてはこれから平成31年度に進めていく状況です。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） よろしいですか。 

  ほか質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） なければ次に、教育費は182ページから203ページまで質疑

を行います。 

  質疑ありますか。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 184ページの芸術鑑賞事業についてなんですが、これは芸術

鑑賞会というのは、民間団体から教育委員会のほうに移行をさせてもらって取り組んで

いる事業なんですが、この主な内容について質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 松下主査。 

○松下慎治生涯学習課主査 平成31年度の芸術鑑賞会は２本実施予定です。 

  １つ目は、日本の伝統話芸である落語です。公演予定日は８月４日日曜日、出演は三

遊亭円楽師匠でございます。 

  ２つ目、ブラスバンドのコンサートです。公演予定日は11月17日日曜日、曲目はジャ

ズの名曲、ポップス、アニメソングなど幅広く、お笑いの要素もあって、全ての世代に

楽しんでいただける内容となっております。 

  ２本ともたくさんの町民の方々にご来場いただき、すぐれた芸術に触れ、心豊かな一

日にしていただければというふうに考えております。 

  以上、現段階の予定でございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） どうもありがとうございます。 
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  ずっと予算をふやせふやせと、240万円、265万円で、ちょっと前の約束よりもふえて

いる。去年は三百何万円つけさせてもらって、すばらしい公演を見させてもらいました。

そんなふうに、やっぱり民間ではなかなかできないときに、教育委員会と、あといろん

な方がそこに券をお互いにかち合いながら行こう行こうとなって、すばらしい公演会が

できたと思っています。31年度についてもすばらしいなと思いながら、わくわくする内

容だと思っています。これは答弁は要りませんので。 

  次に、187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、平成28年、29年度から、それで１回見直しをされて、30年から32年まで

の計画を立てられていると思うんですが、その中で、この間30年から変わったという組

織図をもらったんですが、まず毎年評価を行っている30年度の評価はどうなっているの

かと、組織図をもらったんですが、大きく変わったのか変わらないのかわからないんで

すが、私的には。連携教育部会の目的が変わっています。前は、私、ちょうどあのとき

30年３月ですか、一般質問させてもらって、それまでの目標というのが、推進協議会の

連携の目的というのがユネスコスクールだったんです。連携教育部会の目的がユネスコ

スクール。今度新しくもらった連携教育部会の目的は、連携による持続可能な教育とい

うふうに変わったんですが、これは同じ意味なのか。その辺どうして変わったのか、ま

ず質問したいと思います。 

  それから、項目が、事業があちこち移動していますので、連携教育部会から研究開発

部会に変わった事業として「ｉＢノート」です。それからあと、芸術鑑賞会も研究開発

部会に入ったんですが、「ｉＢノート」の評価はどうなのかと。 

  それから、芸術鑑賞費は当時たしか60万円だと思うんですが、ふえたんですが、その

辺について金額はそのままなのかどうか、まず質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 まず、連携教育部会の目的が変わった部分でありますが、当時、

上士幌高校は既にユネスコスクールのほうの指定を受けていたということもありまして、

平成29年度は連携教育部会の目的を、ユネスコスクールの指定であるとかＥＳＤの推進

を設定しておりました。 

  しかし、本来目指すべきところということを考えますと、ユネスコスクールへのエン

トリーが目的ではなく、理念にある持続可能な取り組み、ＥＳＤが重要であると再認識

をしまして、30年度は環境教育は地域学習などを中心に、幼児から高校まで共通して取

り組める項目の洗い出しを行って、各校で推奨してきているという状況でございます。 

  31年度についても30年度同様に、各学校間での連携した取り組みを続けていくことに
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より、ユネスコスクールへのエントリーへの基礎固めを進めていきたいというふうに考

えております。 

  それと、芸術鑑賞会のお話でありますが、次年度も予算60万円については、同様の金

額で考えております。 

  それと、30年度の評価ということで、３部会担当項目ごとに担当者を割り振りして実

施をしておりまして、現在、部会ごとに総括とか評価をしている段階で、今月の20日ぐ

らいをめどに報告を求めておりますので、具体的な各部会から出されているのはこれか

らということです。ただ、その中で、「ｉＢノート」のお話もありましたが、聞いてい

るところによりますと、それぞれ各学校でのアンケートや意見の取りまとめを進めてき

ておりますが、この３年間の取り組みを通して使用頻度も高まり、定着化が進められて

いるという意見も出されてきているということを聞いております。今後もより有効、効

果的な活用が図られるよう、「ｉＢノート」の改善も含めて進めていきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） ユネスコスクールの加盟は当面見送ったと、そういうふうに

とれたんですが、そもそも、これは後でまた機会があれば一般質問等で取り上げたいと

思うんですが、私、今、これは道新の記事なんですが、いわゆるＥＳＤ、それが何なの

かと、連携による持続可能な教育というのは、むしろユネスコよりももっと幅広いこと

なんです。ユネスコは平和教育なりいろいろあるんですが、これはもっと幅広くて、そ

の中の17項目ある国連が決めた目標の中で、持続可能な開発目標何とかと、その中で17

項目指定していると。だから、すごく幅広いんだなということを、この資料をもらって

私もちょっと勉強させてもらいました。 

  その中で、例えば３番目にあるのが全ての人に健康と福祉をとか、あとは４番目に質

の高い教育をみんなにとかいうことが多分そのことなのかなと思って、変わったことは

悪いことじゃないのかなというふうに思ったんですが、であれば、例えばこの学園構想

がありますね。学園構想は、最初からユネスコスクール指定とか、目的のどこかにもユ

ネスコスクールとあるんです。幼保小中高連携教育の推進、ユネスコと書いてあるんで

すが、ちょっと観点が違うのではないかと。これ自体は見直しは知っているのかどうか

質問いたします。 

  そうすると、先ほど言った連携の持続可能な教育というのは、物すごく私はすばらし

いことなんだなということを改めて確認させてもらったんですよ、いろいろ調べた中で。

であれば、それに基づくのであれば、これ自体も、これも大分変わったり、それからい
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ろんなさっき言った「ｉＢノート」がいいんだろうかとか、いろんな検定試験を受ける

のがいいんだろうかというふうにちょっと疑問を持つんです。これ自体は見直しをした

のかどうか質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 見直しは要綱か何かのことを言われていますか。 

（「構想部」の声） 

○石王良郎教育推進課長 ユネスコスクールの関係については、その方針を取り下げたと

いうことではなくて、ＥＳＤを進めていく中で、時期が熟した段階でユネスコスクール

にきちんと指定の申請をしていきたいというふうに考えております。 

  ＥＳＤというのはなかなかわかりづらいんですが、環境とか、貧困とか、人権とか、

平和とか、いろんなさっき言った17項目とかいうのがありますが、結局そういう問題が

持続可能でない将来を招く大きな課題になると、いつかはやっぱりいろんな部分で崩壊

してしまうと。そういうことにならないように、身近なところから、気づいた部分から

きちんと取り組みを進めていこうというのがこのＥＳＤの基本的な考え方ということで

ありますので、そういうようなことを幼保小中高連携しながら進めていって、これから

の本当の社会を見つめてもらうと。大きくいえば地球問題になりますけれども、そうい

うことをきちんと考えられる人材に育ってほしいなという思いで進めております。 

  以上でございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） そういう観点で、この連携教育部会の目的をユネスコから変

えたというのであれば、私はそれを評価したいと思います。 

  これからの事業の中で、具体的な事業を、そういうふうに到達する目標を決めたので

あれば、具体的な事業はどうなるのかというふうに検証していかないと、個別の「ｉＢ

ノート」がどうだ、検定試験を何人受けた、そうじゃなくて、大もとの目標に対してど

うかというふうに検証していかなきゃいけないのかなと思って、これはまた、ここの予

算を賛成とか反対とかじゃなくて、これからの課題にして、でもこれからも機会があれ

ば質問させてもらいたいなと思っています。 

  次に、みんなの学び応援事業なんですが、30年度どういう事業があったのかと、31年

度はこれからですので質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 松下主査。 

○松下慎治生涯学習課主査 30年度の実績ですが、子育て講座、中国語講座、スパイスの

使い方を学ぶ講座、子供のアートワークショップ、うたごえの集い、この５つの事業に
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対して支援をしてございます。 

  平成31年度については、現段階でまだ申請書が来ておりませんので、具体的にどうい

う事業をやるかはお話できませんが、これまでの支援実績として、平成28年度３件、平

成29年度４件、30年度５件と増加をしております。また、これらの事業の延べ参加者数

は約1,000名と、学びの輪は着実に広がりを見せております。 

  このことから、平成31年度は補助金上限15万円、７件分ということで予算要求をさせ

ていただいております。 

○委員長（野村恵子委員長） 質疑ありますか。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 図書館費の中で質問したいと思うんですが、よろしいでしょ

うか。 

  193ページです。 

  ここには具体的に載っていないんですが、きのうか何かの質疑の議論の中で、図書館

の協力隊員が昨年やめて、新たにまた採用するというのは、これは教育委員会から上げ

て、多分協力隊員の派遣を要請していると思うんですが、要するに図書館司書のある協

力隊員をここへ採用して、その前は臨時職員だったと思うんですが、さかのぼれば臨時

職員で、その方も多分すぐやめたような私の記憶でいるんですが、そういうふうにころ

ころ図書館担当の窓口の方を、受付だけならいいんですが、肝心かなめの図書館指導を

担うようなところを協力隊員でいいのかと。やっぱり司書の免許があるからではなくて、

きちんと正職員として図書館司書のある職員をそこに配置すべきではないかと。それは、

多分教育委員会のほうから上げなければ、本庁のほうでも動かないんだろうと。その辺

どう考えているか質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 図書館活動推進員ということで、地域おこし協力隊１人を平成

29年10月１日から雇用してまいりました。これにつきましては、それまで、今の委員の

お話にもありましたとおり、司書の資格を持って、その資格をもとに図書館活動をする

職員というのは、正職員にもいましたけれども、要綱職員にもいて、ちょうど不在にな

ったというところで、地域おこし協力隊を、そういう司書資格を持って、主体となって

図書館の図書の充実を図っていってもらおうということで配置した経過がございます。

その職員につきましては、平成30年、今年度の12月末日で、一身上の都合ということで

退職しております。 

  その図書館司書の資格を持って図書館活動を主体的に進めていただけるような人材と
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いうのは、変わらず必要だということで考えております。やめられた時期が12月末とい

うことで、そこからすぐ募集してということではなかなか難しいといったこともあって、

新年度その辺の手当てを、対策をしていこうということで、そのときは整理させていた

だいて、今、新たに４月１日から社会教育推進員、読書コーディネーターですとか、あ

とはそのほかの社会教育事業、例えばシルバー学級ですとか子供を対象にしたほろんク

ラブだとか、いろんな事業も受け持ってもらおうとは思っているんですけれども、そう

いう受け持ってもらう地域おこし協力隊を４月１日から募集しています。 

  ちょっと話が複雑で申しわけないんですけれども、もともと読書コーディネーター、

あるいはシルバー学級ですとか放課後子供教室だとか、そういうところを担当していた

地域おこし協力隊というのはもともといたんですけれども、その職員も12月31日で任期

満了ということで、退職というか満了しておりますが、その職員については引き続き要

綱職員として採用して、同様の任務に当たっていただいているということでございます。 

  ４月からは、その読書コーディネーターの職員については地域おこし協力隊で進めて

いっていただきたいと。図書館の司書資格を持って主体的に図書の充実を図っていくと

いう目的では、現在、ここの予算にも反映していますけれども、図書館費の中の生涯学

習推進員ということで、専門的な要綱職員ということで新たに配置したいというふうな

形で考えております。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） その大事な役割を、確かにコーディネーターとして協力隊員

の方が任期切れでまた残って、引き続きいろんな事業にかかわっているのは私も知って

います。でも、その方も要綱職員ですので、さかのぼって図書館をつくるときに、館内

とも言いますけれども、すばらしい図書館つくろうというので、当時の私たち委員会も

視察したりする中で協力してつくったんです。そのときに初めて司書の免許を持つ職員

が司書の免許を取りに行って、今、ここにはいませんが、一生懸命頑張ってくれたんで

す。そして、その後、また司書の免許を取って、職員がずっと頑張ってきたんです。そ

ういう歴史ある図書館活動を、協力隊員で、申しわけないですが、私が知っている限り

司書がなかった協力隊員はたしか１年でやめちゃって、その次、臨職で協力隊員の司書

の免許を持った方だと思うんですが、何年かいてやめて、また今回途中で協力隊員の司

書免許のある方が１年でやめたと。そんなふうにころころ変わって、前の、もう10年以

上20年近くになりますが、そういう図書館事業を受け継ぐことができるのかと。 

  コーディネーターの方はいろんな事業をやって、図書館の読み聞かせの講演会をやっ

たり物すごい頑張ってくれていますが、その方も臨時的な職員ですので、やっぱりきち
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んとした方を、せっかく築き上げたものをやめないためにも、きちんと正職員として配

置すべきだと思うので、その点について、そんなと言ったら失礼ですが、協力隊員で来

てくれた方がどの子で、またこれからどうなるかわかりませんので、やっぱり町民の学

ぶ力といいますか、情報を流す意味で、きちんと派遣してほしいなと、そこに配置して

ほしいなと思っていますが、その考えについて質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 図書館活動の推進のためには、専門的な知識を持った司書が常

駐して、充実した図書館活動を行うということは非常に重要なことだという考えは変わ

らず持っております。そこを正職員にするのか、ほかの、あるいは要項に従った臨時職

員にするのかというところは、そこは総合的に判断しなければいけないとは思うんです

けれども、そういうふうに重要だというふうに考えているというのを前提にして、４月

１日からは今まで読書コーディネーター等をやられていた地域おこし協力隊の方を要綱

職員、生涯学習推進員として、司書資格を持っていて、今までの３年間の地域おこしの

実績もありますので、その職員を図書館に配置して、司書として専門的な立場から読書

活動を推進していっていただきたいというふうに考えております。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） なければ、ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時４９分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１０時５２分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 次に、歳出、公債費及び諸支出金、予備費は203ページか

ら204ページまで質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） 次に、給与明細書の事項別明細書は207ページから214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（野村恵子委員長） 次に、債務負担行為調書の事項別明細書は215ページから
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217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（野村恵子委員長） 次に、地方債の現在高調書の事項別明細書は218ページを

一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） 次に、事項別明細書の歳入は12ページから36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（野村恵子委員長） 次に、事項別明細書の総括表は９ページから11ページまで

を質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） 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。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） 以上をもって平成31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。 

  ここで15分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１０時５５分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時０５分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 議案第16号 平成31年度上士幌町国民健康保険特別会計予

算は、216ページから249ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  山本委員。 
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○１０番（山本和子委員） 国民健康保険の財政状況について質問させてもらいます。 

  委員会で多々説明があったんですが、確認の意味でまた質問させてもらいます。 

  平成30年度から広域化されて、道が決めた国保事業納付金を納めなくてはならないと

なっていますが、31年度の国保事業給付金が決定したということですが、これについて、

町の努力支援制度、多々あります。何項目か。それについて評価されたのかどうか。多

分されているんだろうと思うので、その点についての確認と、この事業納付金の関係で

は、激変緩和措置がされているかと思うんですが、従来でいったら物すごい高くなると。

それで激変緩和されているんですが、これはいつまで続くのかと。そのうちいきなりな

くなって急に上がっても困るんですが、その辺の状況と、それから31年度については国

保税についてはどのような見通しを持っているのか質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志保健福祉課主査 山本委員のご質問にお答えします。 

  国保の財政状況についてということで、平成30年度の事業費納付金、平成31年度の予

算、今回計上させていただいていますが、委員会でもちょっとご説明したとおり、今の

現行税率でシミュレーションしたところ、今の税率である程度維持できるのではないか

という見通しを予算で計上してございます。 

  ただし、今の賦課状況によって試算した値ですので、平成31年度の賦課状況によって

また変化しますし、あと、被保険者の実態によってもまた変化していきますので、また

新年度になりまして再度算定させていただいた上で、委員会等に協議を諮って検討して

いきたいと考えております。 

  あと保険者努力支援制度の部分のお話ですけれども、平成31年度の保険者努力支援制

度ということで、保険者の特定健診の受診率ですとか、あと医療費の状況です。 

  保険者努力支援制度ですけれども、特定健診の受診率ですとか、保健事業の取り組み

ですとか、あと、徴収率などを勘案し交付金が交付される制度ですけれども、平成31年

度の保険者努力支援制度分としては、予算としては343万5,000円ということで予算を計

上しております。これについては、事前申請段階の上士幌町の点数としては、道内で約

10番目ぐらいの点数の状況です。これは、平成29年度の特定健診の受診率が55％という

ことで、昨年度と比較して８％ほど増加して、主にその辺のことも鑑み、結構高い状況

で他市町村よりも多く交付されているところで、その部分の歳入についても、保険税の

見直しについてならないような状況になっております。 

  また、あと激変緩和のお話がありました。激変緩和については、国保が都道府県化に

なった際に急激に保険料が上がることになるので、北海道はとっている措置ですけれど
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も、その部分については、一応中間で平成32年度で見直しを行うということですけれど

も、当初計画では平成36年度までその激変緩和措置を検討していくということで、北海

道のほうで考えております。 

  また、税の見直しについては、先ほど説明したとおり、再度試算して検討していきた

いと思います。 

  以上であります。 

○委員長（野村恵子委員長） 山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 制度が変わりまして、言われたお金は払わなくてはいけない

んですが、もうちょっと町民に共通したらいいかなと思うのは、努力支援制度が、うち

の町はかなり努力しているなというふうに評価されていんだと思うんです。さっき10番

目とかいう話をしたんですが、例えば受診率だとか医療費、この間ジェネリックの通知

が来たので、あっと思ったらジェネリックの前のを使っているのがあったんですが、そ

のチェックもちゃんとしてくれて、安く医療費を抑えるということも含めて、かなり町

は努力していると。そのことによって国からくるお金がふえれば、町の負担が減ると。 

  ただし、収納率がちょっと気になって、保険者の収納率もチェックされるみたいなん

ですが、そのことを含めてやっぱりみんなが健康であれば、医療費も抑えられれば、幾

ら均一化されたとしても国に納める保険料、保険税は、下がればいいんですが、上がら

なくて済むということを徹底してほしいなと思います。 

  そういうことで、そのことをまず再度質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志保健福祉課主査 確かに先ほど言っていた保険者努力支援制度は、医療費の状

況ですとか受診率の状況によってやっぱり評価されます。あと、徴収率についても評価

の対象となってはいます。 

  その分の評価をよくするために、やはり保険者として努力して、町民の税率を上げな

いような形で頑張っていきたいと考えております。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） なければ、質疑がありませんので、以上で平成31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17号平成31年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算は、251ページか

ら268ページまでを一括として質疑いたします。 

  質疑ありますか。 
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（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） 質疑がありませんので、以上で平成31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。 

  次に、議案第18号平成31年度上士幌町介護保険特別会計予算は、269ページから298ペ

ージまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 生活へのサービスへの回数制限について質問いたします。 

  平成30年10月から訪問介護の生活援助のサービスが制限されていると、実施されてい

るかと思うんですが、適正なサービスを提供するべきと思うんですが、委員会でも説明

があったんですが、上士幌の町の中で制限がされた事例があるのかと。その点について、

町の状況について質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 市川主査。 

○市川貴邦保健福祉課主査 山本委員のご質問にお答えします。 

  平成30年10月から、厚生労働大臣による訪問介護における生活支援を中心としたサー

ビスを行っている方に対して制限の回数が入ったということで、制度が改正されている

ところでありますが、本町では一月あたり大体訪問介護を利用されている方は28名程度

いらっしゃるんですが、その中でお１人だけ生活支援援助を中心とした訪問介護サービ

スを受けていらっしゃる方がいらっしゃいます。この方につきましては、要介護２の方

でありますけれども、厚生労働大臣が定める回数というのは34回というようになってお

りまして、この方は特にサービスの制限を受けるような回数には達しておりませんので、

ご質問のあった制限をされている事例というのは、本町では今のところございません。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） 質疑がありませんので、以上で平成31年度上士幌町介護保

険特別会計予算の質疑を終結いたいます。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１１時１５分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時１６分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○委員長（野村恵子委員長） 次に、議案第19号平成31年度上士幌町水道事業特別会計予

算は、299ページから317ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本弘一委員） 総合的なことなんですけれども、水道の管の布設事業も新規が

随時農村地域も入ってきましたけれども、夏場あたり、酪農家だとか畑作が防除あたり

にかぶさっちゃうと、水圧が落ちるという問題が結構出てきて、時期によっては水圧を

落としているのではないかというので、私はちょっとわからないんですけれども、その

辺の水圧を落とすだとか調整というのはやっているんですか。それは、多く使えば当然

圧力は落ちるということは理解できるが、その辺はどうですか。 

○委員長（野村恵子委員長） 杉森主査。 

○杉森誠志建設課主査 今、町の施設自体が全体的に老朽化を迎えておりまして、昭和50

年前後ぐらいに整備した施設をそのまま使っているという現状もございます。ですので、

不明水というものがかなりふえてはきています。その原因としては、漏水が大きな要因

と思われます。 

  毎年、老朽している管を、予算に限りはありますけれども、重点的にそちらに資金を

配分して、更新を行っているところですけれども、何せ全体的に古い施設がありますの

で、なかなか更新ペースというものが間に合っていない現状にございますが、その部分

もよくはなっていく方向で、今のところ計画的に更新をしておりますので、不明水が減

ればその水圧が戻るということも、今後見えてくるのではないかなというふうに担当で

は思っております。 

○委員長（野村恵子委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本弘一委員） ということは、それはいつになるかということは断定できない

ということでいいんですね。 

  前にもちょっと聞いたことがあるんですけれども、国の予算ですとか道の予算を使っ

てやっているので、ある一定の距離しかできないと、改修は。ですから、なぜぞういう

ことを言うかといったら、酪農家も規模拡大で牛の数も標準よりふえちゃって、畑作も

ほとんどが今、防除をやるのも水道水なんです。大体10トンぐらいのタンクを持ったり

してやっているので、それがやっぱり夕方あたり、酪農家あたりとぶつかるとかなりの

水圧が落ちちゃうという問題があるので、もうちょっと何とかならないのかということ

を役場に言ってくれないかと、こういうことなので、今は聞いて、随時改修をやってい
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くということで、圧は昔から見たら下がっておるということなのかな。その辺どうです

か。 

○委員長（野村恵子委員長） 杉森主査。 

○杉森誠志建設課主査 実際、設計当初との圧、現状、正確にはかったことはないんです

が、その都度町民の皆さんから日々業務の中で問い合わせがあった時点で、各戸へ行っ

てはかる測定器がございますので、それで調査をかけています。 

  その結果、水圧が水道の設計基準というのがございまして、それを下回るという水圧

ではないということです。ただ、山本委員さんの質問のとおり、集中的に使うというこ

とがあれば、どうしても時間的なものなんですけれども、多少なりとも水圧が落ちると

いうことはあるかと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本弘一委員） 最後の質問なんですけれども、町の設定されている水道の蛇口

というのは、基本料、13ミリ、19と25ぐらいあると思うんですけれども、私ども営農あ

たりしていると、同じ水量でも早く出たほうがいいと、大きい25ミリぐらいのやつを使

いたいんですけれども、えらい高いんですよね、基本。高くなっちゃうのかな、あれは。 

  要は早くためて機械が帰って来るまでやりたいという希望があるんですけれども、そ

れをやっちゃうとほかの水圧が下がるから危ないということで、私も19ミリぐらい使わ

せてもらってるんだけれども、やっぱり25なんて農家のほうで使っちゃうと、これはや

っぱり水圧が落ちて問題が起こるということでいいのかな。その辺どうですか。 

○委員長（野村恵子委員長） 杉森主査。 

○杉森誠志建設課主査 うちの町が、一番小さい管で13ミリと、これは一般家庭用。農家

さんでも13ミリを結構使っていらっしゃいます。短期間に水をくみたいとなると、やは

りそれよりも一つ、二つ上のクラス、20ミリ、25ミリが適宜に水を供給できると思うん

ですが、基本料金は13ミリと比べると多少上がってはきます。ただ、営農用水としてう

ちの町は一般家庭よりも１トン当たりの単価を安く設定しておりますので、その辺で営

農の営業に対しての配慮というのはしているかと考えております。 

  20ミリ、25ミリに農家さんが、例えば一斉にそれをつないでそれを使ったよとなった

場合、水不足が発生するかというと、そこまで影響はないと思います。本管のほうもか

なり大きな管、一番大きな管でも配水管でいいますと150ミリを使っていますので、20

ミリ、25ミリでつないでもらっても影響はないという設計になっております。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか質疑ありますか。 

  10番、山本委員。 
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○１０番（山本和子委員） 基本的なことで質問したいと思うんですが、国のほうは水道

法を改正しながら民間へ委託してもいいと、町が押さえていて経営は民間でいいよとか、

あと、広域化を目指す方向で国はいるんですが、やはり町としてはきちんと直接水を守

ることが一番命にかかわる問題なので、その基本的なことを、国の動きと町の考えにつ

いて質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 杉森主査。 

○杉森誠志建設課主査 まず、広域化についての国の動きなんですけれども、平成20年度

に厚生労働省のほうから広域化検討の手引が出されております。それに準じまして、北

海道のほうで主催によります地域会議というものが実施されております。平成25年と26

年に、帯広市のほうで十勝管内の自治体を対象に検討会議ということを実施しておりま

す。 

  それから、平成31年４月から施行予定です水道法が一部改正になっております。この

水道法の中に、広域連携の推進が定められておりまして、今後において北海道より水道

基盤の強化計画が策定される予定ということで聞いております。策定の時期と具体的な

内容については検討中ということです。 

  これを受けて、町の取り組みはどうかということなんですが、広域関連で行きますと、

本町の取り組みとしては平成24年度に複数ありました水道会計を一つに統合しておりま

して、経営改善を実施しております。平成25年には技術の継承を維持するということで、

新規採用職員の配備ということで実施しております。平成29年には水道の経営戦略を策

定しておりまして、本町の水道事業が将来にわたりましてサービスの提供を安定的に行

うことができるように、中長期的な経営の基本計画を策定しているという状況にござい

ます。 

○委員長（野村恵子委員長） 10番、山本委員。 

○１０番（山本和子委員） それで、道のほうでことし４月から策定計画はつくるという

と、町にも何らかの新たな計画が求められるのか。町が既に29年に経営戦略をつくって、

それは多分町独自の、水を維持するという方向で、その前は水道法は改正されていませ

ん。その辺については町独自で行くというふうになってくるのかと。今の時点でそれは

断言できるかどうか、質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 杉森主査。 

○杉森誠志建設課主査 国の動きを受けて北海道も動いておりまして、地域会議というも

のが帯広市で２度ほど過去に行われていますが、やはり他の自治体の職員も同じ考えで

ありまして、阻害要因がかなりあります。 
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  各自治体の料金体系にかなり格差がありますし、財政状況、それから施設の整備水準、

こちらの事業間の格差がかなり課題となってございますので、そういった業者委託とか

ほかの自治体との施設の共同化、ここまでには今のところ至っていない状況かなと考え

ておりますが、うちの町の施設の状況としましては、先ほども申し上げましたが、全体

的に老朽化を迎えた施設でございます。その老朽化した施設をそのまま民間に経営を委

ねるとかそういったことは、今の現状としては考えることはできないかなと思っており

ますので、水道はライフラインという大事な施設でございますから、日々の点検とか要

望の措置等は危機管理等の重要性を改めまして、行政の力において監視をしていく必要

があるかと思っておりますので、ご理解とご協力をお願いしたいというところです。 

○委員長（野村恵子委員長） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） 質疑がありませんので、以上で平成31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20号平成31年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算は、319ページか

ら343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（野村恵子委員長） 質疑がありませんので、以上で平成31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。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１１時２９分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時３０分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 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。 

  質疑ありますか。 

  ７番、早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 行政の継続性を図るという意味で理事者のほうに質問をしたい

んですが、今、地方創生初めさまざまな課題に、正規職員も臨時職員も協力隊員も皆さ

ん協力していただいて仕事を頑張っていただいているというふうに理解をしております
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が、その中で、正職員の分についてまずお伺いをしたいというふうに思っているんです

が、昨日の委員会の中でも臨時職員等の身分等の問題も含めて質疑がありましたけれど

も、正規職員については、以前に一般質問をさせていただいたときに、合併議論から自

主自立を決めて、職員数もできるだけ抑えながらやってきましたということで、私もそ

の時代にいた人間ですからそのことは理解していますし、それで、現在は百十何名とい

うようなことの職員数になっているということで、採用しているというお話をいただい

ています。 

  ただ、正職員採用ということについては、大きく言うと、認定こども園ができて、子

供の数も急激にふえるというような状況もあったりして、保育士さん、あるいは幼児の

先生の資格を持っていらっしゃる方の採用が近年多いというふうに思っていまして、事

務職等の採用はかなり少ない状況にあるというふうに思っています。 

  そんな中で、職員の年代的なバランスということで申し上げるんですけれども、今、

50代の職員の方は、正確な数字じゃないんですけれども32名ほどいらっしゃって、専門

職と保育士さんだとか保健師さんだとかというような専門的な方を除くと30名ぐらいか

なと。これは正確ではありません。概数だというふうに理解していただきたいと思いま

す。それから、40代の方は34人ほど職員がいますけれども、技術職、専門職の方を除く

と26名ぐらいかなと。それから、30代の方は28名ですけれども、そういう専門的な方を

除くと18名。それから、20代の方は20名ほどで、専門的な職種の方を除くと13名という

ようなことの人員構成になっているというふうに思います。そういうことで、年代の高

いほうが厚くて、年代の若い方が少ないというような状況の形になっています。 

  そういう中で、来年度は定年退職される方が６名というような状況で、一気に、課長

職の方も今５名、主幹職が１名というような状況になっていて、管理職が５人も一回に

変わるような時代を迎えるというような状況にあります。 

  そうしたことで、市町村の統一試験で人を採用するということもありますが、きのう

もお話ありましたけれども、協力隊の方が、専門職の方はそのまま採用するというよう

なこともありますけれども、一般事務職の場合は統一試験を受けてというようなことに

なるんだというふうに思いますけれども、例えば市のほうなんか、帯広市だとかほかの

ところでは、社会人枠という枠を決めて、そういう社会人枠での募集をして採用すると

いうようなことで、10年程度民間やいろんなところで経験、知識を積み重ねた方を採用

するというようなこともやっています。 

  そんなことで、私どもの身近で新聞記者をやって、ここに来られた方が帯広市の職員

になっているというようなケースも、話が、そういうことも私も知っております。その
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辺のことで、そういう年代構成にあって、この間の状況がどうのこうのということを申

し上げているのではなくて、そういう今、現状に、年代構成的に人員がそうなっている

ので、そういう社会人枠、あるいはその中には協力隊からのという部分も含まれますけ

れども、そういう意味でこういう状況になっている部分の職員構成の中で、どのように

職員採用なり継続的に行政を推進していこうとされているのか、まず伺いたいと思いま

す。 

○委員長（野村恵子委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 委員ご指摘のとおり、いわゆる以前の合併の協議等を経て、自主自

立を目指すという方針を立てた背景には、当時特に交付税の削減ということが国の方針

として掲げられたこともあって、相当厳しい財政状況になるだろうという、当時も判断

をしておりまして、町民の皆さんにもお配りいたしましたけれども、こういった形で財

政的にもやっていかなきゃならないと、いろんな意味で、サービスの部分もそうであり

ますし、職員の削減ということも当然出てまいります。 

  全国的には、それこそ議員のほうが削減ということも、そういうところでも実際に起

こってきたということでありますから、まさにいかにして行政コストを下げるかと、大

命題であったわけであります。 

  その中で、特に職員の削減も大きな課題でございましたので、非常に厳しいというこ

とを職員も理解した上で、当時、いわゆる定年退職者を同数補充するのではなくて、で

きる限り人数削減ということを目標に掲げて、現場の理解を得ながら実は職員を削減し

てきたという経過がございます。一時は正職員の人数が100名を切った時期もございま

した。 

  ただ、そこには、いわゆる行政サービスという観点から見るとやはり限界があるわけ

でありまして、一時、私自身もこういった立場にあって、もうこれ以上は難しいなとい

うようなことを感じたこともございます。 

  そういう中で、現実は今どうなっているかと申し上げますと、一方では地方創生とい

うことで、いかに地域が元気になるかということで、国もそういったことを、今、地域

が元気にならなければ国も元気にならないといったことで、国の方針のある意味転換し

た部分もございますけれども、そういう中で本町としては特に昨日のいろいろな議論も

ございましたけれども、地方創生推進交付金等々を活用して、さまざまな、今、事業を

行っておりますし、チャレンジをしてきておりますので、当然そこには業務量というの

が出てまいります。 

  そういう意味では、ここ数年の傾向から申し上げますと、一時100名を切った正職員
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数でありましたけれども、ことしの１月１日現在では正職員数というのは120名、新年

度に向けては126名ということで、一時からいいますと相当数の職員増になってきてお

ります。 

  議員がおっしゃるように、現場の保育士の人数増ということも当然ございますけれど

も、事務職についても増加をしておりまして、特に31年度に向けては欠員が１というこ

ともありましたけれども、事務職での定年退職者はございません。そういう中で、新規

に事務職として４人の新規採用を行っておりますので、そういう意味では全体的に事務

職の部分においても、事務量等を見ながら増員をさせてきているということでございま

す。 

  一方では、これは本町だけはなくて、官民問わずでありますけれども、やはり今、健

康を害する職員もふえてきております。これは、いわゆる病気と、肉体的なことだけで

なくて、メンタル面などを抱える職員も増加傾向にございまして、そういう意味では本

人も大変なわけでありますけれども、一緒に仕事をする仲間にとっても非常に厳しいこ

とになるわけでありまして、その辺は新年度に向けては一定程度やっぱり配慮しなきゃ

ならないということでの増員ということも含めて、対応させていただいているところで

ございます。 

  いずれにしても、毎回私も申し上げておりますけれども、年に一度は各課部局長と一

対一で職場の状況、職員の健康状態もそうでありますし、業務量の関係等々意見交換を

させていただいて、次年度の新規採用等の参考にさせていただいて、必要なところにつ

いては増員すると。あるいは場合によっては係を統合するとかそういった作業を理事者

としても努力をさせていただいているということでありますので、今後、そういったこ

とはしっかりと情報をつかみながら、それに対応した人員配置を行っていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

○委員長（野村恵子委員長） 早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） ちょっと先ほど申し上げた部分では、町村の統一試験で採用す

るというだけでなくて、やっぱり社会人枠、１回の面接で全てその方がどういう方か判

断がつくかどうかということもあることも当然ですけれども、社会人枠というようなこ

との枠を設けることについてはどうなのかということも、再度答弁いただきたいと思い

ます。 

  それで、ちょっと続けて質問させていただきますけれども、再任用制度について質問

させていただきますけれども、この間、再任用制度という制度ができて、上士幌町にお

いても定年退職をされてそれぞれ希望されて残るということです。 
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  ですが、その状況を見ていると、どこか事務の欠員になったところに、ぽんとそこに

配置になるというような形になっているというふうに私は見ているんですけれども、そ

れで、そういう仕事の仕方といいますか、いろいろ若い世代から経験を積み重ねてきた

んだから、いろんなことができるからやってもらうということなんですけれども、やは

り年代が60というようなことで上がってくると、そしてまた、課長職としての役割で仕

事をしてきたり、そういう立場になっている方が定年退職になっていくという中では、

少し無理さがあるのではないかというふうに感じていまして、やはりそういう経験を積

んで知識もお持ちの方だというふうに理解をするので、例えば今、地域おこし協力隊で

何々専門員だとか何々委員ということで、何か資格なり何かを持っていなきゃだめだと

いう部分、専門員とかそういう部分はまた別にして、やはり専門的に、例えば何かの、

さっき募集でありましたけれども、そういう専門員的な配置にして、専属的にその仕事

をやってもらうような形、あるいは後輩の職員にアドバイスなり指導をしたり、そうい

う連携をして仕事をするような、そういう配置の仕方ということを考えられないのかと

いうふうに、私は個人的な意見としてあるんですけれども、その辺、先ほどの社会人枠

も含めて、その点についてお伺いします。 

○委員長（野村恵子委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 失礼いたいました。社会人枠の関係、ちょっと答弁漏れでございま

した。 

  過去には社会人枠で町単独で募集をかけて、実際に採用した職員もおります。ただ、

なかなか今、単独で募集をかけましても、なかなかそういった応募者が少ないというの

が実は現実でございまして、そういう意味では、今、町村会のああいう統一した形でや

るほうが、やはりそこに応募者も相当、もちろん年代的なそういった制限はございます

けれども、応募者も多い中での、なおかつその中からまた優秀な人材を採用するという

ことになってきますので、そういった競争の原理等々も考えますと、やはり単独での社

会人枠というのは現実になかなか応募がないということも含めて、難しいのかなという

ふうに現時点では考えているところでございます。 

  また、再任用の関係、ご指摘のとおり、実際に再任用制度がスタートして、実際に一

昨年からもう再任用を希望されて職場に残っている人間もおりました。 

  今、ご指摘のとおり、長い間仕事をされて、例えば課長職で退職をされた方も当然い

らっしゃるのでありますけれども、その分については、この今回の２年の状況を見なが

ら私なりにも考えておりますけれども、いわゆる一定の配慮は必要であろうというふう

に考えております。基本的には再任用というのは、自分が希望してそこに残るわけであ
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りますから、基本的にはどこに配置されてもというのは、それは原則としてありますけ

れども、やはり一定程度そういったものを配慮する必要はあるだろうというふうに私は

認識をしておりますけれども、ただ、今どうのこうのするという具体的なことは申し上

げられませんけれども、そういったところでできるだけそのご本人がしっかりと経験な

りを生かせるような形での配置ということも当然考えなきゃならないということであり

ますけれども、いずれにしても一方的にというよりも、むしろ本人の意向も確認をしな

がらそういった形で人事については考えていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（野村恵子委員長） ほか。 

  早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） あと２点ほど質問があるので、続けて質問させてください。 

  きのうも臨時で働いている方々の身分が、ほかの庁内の職場と比べて非常に労働条件

なりいろいろな部分が低いじゃないかということで指摘されて、そこへ質疑がありまし

た。 

  それで、私もそう思っておりますけれども、そういうことの改善に向けて、来年度に

向けて会計年度任用職員の条例等も今後整備されていくというようなことになるんです

けれども、この段階、そういうことでの臨時職員等の身分の改善ということに向けて、

理事者としてどのような考え、思いを持っていらっしゃるのか伺いたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 昨日も若干お答えした部分もあろうかと思いますけれども、私ども

のほうの基本的な姿勢といたしましては、町内の臨時職員との比較ということも当然一

つの方法としてございますけれども、基本的にはやはり同じ環境で仕事をされている十

勝管内のそういった同じ、また、町村の役場で働いておられるそういった方々がどうな

のかなと、そういったことはしっかりやらなきゃならないと思っていますので、その分

で特に大きな開きがあるようなことであれば、当然その辺は是正をしていかなきゃなら

ないというふうに思っています。 

  また一方で、例年そういったご指摘もいただいておりますことから、基本的にはでき

るだけ、特に賃金面も含めて改善が必要だということで、この数年間の中では、例えば

賃金面でいけば、以前は３階層だったものを、さらに長く働いている方についてはその

上の階層まで、今まではその３段階で終わっていたんですけれども、頭打ちだったんで

すが、それをさらに広げるというような形も対応させていただいて、改善につなげてき

ております。 
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  あるいは今後の部分においては、給与面もそうでありますけれども、やはり権利の部

分、休暇の制度ですとかいろんなそういったこともございますので、そういったところ

について改めて今回の内容等確認をして、一定程度そういった改善に向けて検討してい

きたいということで、町長ともそのように話をしておりますけれども、今どうするとい

う細かいことをここで申し上げられませんけれども、一定程度そういった改善が必要だ

ろうということでは、理事者として認識をしておりますので、そういった方向で検討を

進めていきたいというふうに考えております。 

○委員長（野村恵子委員長） 早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） そのようなことで、またこの後、いろいろな部分で、委員会等

で質疑の部分があろうかと思いますけれども、改選期ですのでどうなるかわかりません

けれども、そういう場で議論を深めていただきたいというふうに思います。 

  それで、先ほど再任用制度について、本人が希望ということで話がありましたけれど

も、最大限その辺の知識だとか経験なりを生かせるように配置をしていくということが、

町の行政を進めるのにプラスなことですから、配慮していただきたいというふうに思い

ます。 

  それで、もう一点だけお伺いします。 

  ことしも大型の事業がありますし、また、地方創生の交付金を使うというようなこと

で、国の二次補正等でハード事業が出てくるということで、非常に町民の方に説明する

期間が短期間になってしまうような部分がありますけれども、やはりしっかりとした町

民説明ということを行っていただきたいと思うし、私たちにもその役割はあるわけです

けれども、行政側としてもそういう説明を、広報なり説明会という場を通じて行ってい

ただきたいという思いがあります。 

  それから、非常に横文字が大きく出てくる時代なものですから、何のことだみたいな

感じの横文字でいろいろ出てくる部分がありますので、この辺も非常に町民の皆さんに

とってはわかりにくい部分だと思うので、この辺も丁寧にわかるようにしていただきた

いことと、例えば交通ターミナルの機能を、交通ターミナルの話で企画サイドでこうい

うことをやりますという話と、商工サイドでは試行的にこんなことをやりますというこ

とがありましたよね。あそこから大体に試験的に走らすとか、そういう事業で分かれて

やっている部分もあると思うんですが、そういうのはやっぱりコンパクトにまとめて、

こっちはこっちじゃなくて、交通ターミナルに関連してこんなふうにやっていくんです

ということを、それを全体的に、試行の部分もあるけれども、そういう事業の課で分か

れている部分というのを、もう少し系統的に集めて説明していただければ、よりそうい
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うことなのかということがわかりやすいと思うので、そういう町民への説明に努めてい

ただきたいというふうに思っています。 

  要望もありますけれども、最後に答弁いただいて終わりたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 新年度の予算、100億円を超えるということで、かつてない大規模な予

算編成になっているということであります。 

  事業一つ一つをとって、例えば光回線の関係でいうと15億円かかるというようなこと

ですから、その財源はどうなるのかということが素朴なところとして、住民の日常生活

の中で財源のどうこうというのは、みんながみんな同じ見識、あるいは認識、知識をも

って理解するのはなかなか難しい話だろうなと。これはどう伝えていくかということだ

ろうと思います。 

  このことに限らず、さまざまな分野で広報活動、住民に理解してもらうようなそうい

う手だてを非常に大事だというふうに思っておりますし、町としてはたまたま今回大型

だけではなくて、従来から一つには町の持っている情報をできるだけ基本的には開示を

するということもありますし、それから、これまでも出前講座にしても、あるいは広報

活動にしても、それから、特に大きいのは、僕はこの議会のこういった公開にしている

という、これは非常に住民に情報提供するもっとも大きな議論の場所、そしてまた、決

定過程を理解していただける場所だろうと、こんなふうに思っております。 

  特に新年度については委員会も公開するということですから、これ以上住民に、議会

以上に早目にだとか、あるいは詳しくというのはなかなか難しいことと同時に、委員会

の公開というのは画期的なことだろうなと、そんなふうに思っておりますから、多分そ

ういった意味では住民の方々がもっと町政や、町政のいわゆる政策の決定過程について

理解をしていただけるものと、そんなふうに思っております。 

  もう一つは、やっぱり最終的には、こういったそれぞれの立場でやるということと同

時に、住民の方々にも参画をしてもらうと、10人いたら10人それぞれ課題やあるいは疑

問やそういったことがあるだろうと、そんなふうに思いますから、そういったところに

ついても、行政職員については基本的には極めてオープンに、あるいは丁寧に説明して

いるというふうに思っております。いろんな質問に対しては、各戸別に家に伺ってまで

説明しているという、そういう事例もございますから、どこかで閉鎖をしているだとか

そんなようなこともありませんし、基本的には常にオープンにしながら、町民の理解を

得ながらまちづくりを進めていくということについては、これまでもそうでありますし、

これからもその姿勢でいきたいというふうに思っております。 
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  ぜひ議員の皆様方、このような議論の場を、あるいは議論一つ一つの経過を、機会が

あればそれぞれのところでまたお伝えいただければなと、そんなふうに思います。 

○委員長（野村恵子委員長） それでは、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５４分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 質疑ありますか。 

  佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 私から、何点から総括でお聞きをしたいというふうに思いま

す。 

  先ほど早坂委員が質問した内容と重複する部分もあるわけですが、よろしくお願いし

たいというふうに思います。 

  今回の当初予算については106億円ということで、実質は12億円の道の駅の関係が少

し入れかわるという可能性も期待をしたいというか、そうでなきゃならないなと思いつ

つ質問をさせていただきます。 

  まず、職員確保の問題。これは早坂君にも質問と重複する部分で、答弁もいろいろあ

りましたので、端的にお願いをしたいと思いますが、かつては年功序列、こういう中で、

終身雇用制という制度の中で動いてきました。今でもそういう実態があるわけですけれ

ども、これは、一般企業では非正規労働者と言われる、いわば契約社員であるとかいろ

いろアルバイト等も含めて正規社員ではないという比率も非常に大きくなっています。

つまり、雇用関係が大きく変化をしている。 

  うちの町でいえば、うちの町の中でまず雇用を確保していくということを考えれば、

他の事業所が一定程度の、例えば臨時職員等の給与についても、それと同等に近い職務

をしている人たちの給与が、あるいは賃金が一定の高さにあるときには、それに対応す

る。そこで、従来のように十勝の平均値がどこだからということを余り気にする必要は

ない。むしろ的確な人材を確保しようとすれば、そういう発想の転換というか、現実を

見た転換が必要ではないかというふうに思います。 

  それは、職員についても同じで、従来、これは重要な部分ではありますけれども、新

採用だけでは今までの職員採用の過程を考えれば、中途採用、あるいは経験者採用とい
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うことも含めて考えなければならないと。そうすれば、先ほど早坂委員が言われたよう

な部分についても、一般社会人枠というような枠を設ける。そういう中には、僕は質疑

の中でも言いましたけれども、今、来ている人たちについて、３年間の部分で仕事をし

てもらうと。その後もできれば続けていきたいという答弁をしておりましたけれども、

そういう中では従来の十勝の町村会の試験だけではなくて、適正採用、３年間その実情

を見て、その周辺の人たちに意見を聞けば、評価は十分できるのではないかと。 

  本来雇用の中では、新規で採用した場合にはそういうことがなかなかできません。そ

ういうことも踏まえて考えればそういう優位性も、逆に言えば雇用に対してそういった

優位性を一つの宣伝にもできるのではないのかと。それもこの町に居ついていただける

という最終の方向を考えれば、決してマイナスなことではないというふうに考えますが、

そういった部分についてもう一度答弁をお願いしたいというふうに思います。 

  次に、住民周知というのが十分行き届いていないという意見を、言い方を変えれば特

定の人というか、僕がおつき合いをしている人がそういう方が多いのかもしれませんけ

れども、非常にそういう意見を聞きます。 

  行政は、広報を初めとしていろいろな形で説明会等も開いて進めていると。先ほどは

町長のほうから、議員もその一翼を担わなきゃならない。それは当然のことだというふ

うに思いますし、最終の議決権は我々が持っているわけですから、その説明ができない

ということには当然理屈上もならないというふうに思います。 

  しかし、一つ問題があるというふうに思います。国の交付税、あるいは国庫補助金等

について、特に地方創生交付金等にかかわる国庫補助金の関係というのは、非常に採択

までの期間が短いというか、そういう話で伺っていますから、事業展開が非常に早いと

いうことだと思うんです。だから、長期権益があるものを今だということで進めなきゃ

ならないという、そういう実態にある。 

  そういうことを踏まえれば、100億円を超える予算を持つ町としては、今の職員数で

十分だと言えるのかどうか。相当荷重が職員にかかっているのではないかという、そう

いう部分も感じますし、住民に知らせるという部分についても非常に期間が短くなって

いる。一定の腹づもりをして政策を進めるという上では、予算の性質上、非常に周知期

間が短くなっている。そう言えるんだと思うんです。そういう実態に対して、これもそ

ういう実態をあえて受け入れてまちづくりをしていかなければ、有利な財政運営ができ

ないとすれば、そういうこともどういうふうに住民に基礎知識として知っていただくと

いうことが必要だと思います。 

  逆に簡単な言い方をすれば、うちの町はなるべく財源保全という側面も含めて、財源
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の有効利用ということも含めて、有利な条件をいろいろ探っていると。そういう財源に

ついては、非常に決定期間等が短いと。あるいは申請期間についても十分な期間を国の

ほうの理由で持てないとするならば、一定程度長期契約という方向に町民には目を向け

てもらうということと、その実情も知ってもらうという説明を、今後も起きると考えれ

ばまずしておく必要があるのではないかと。何も慌てないでゆっくり考えればいいので

はないかという話を、僕はよくされるわけです。 

  そういうことを含めて、長期契約については年度が少なくなってきていますから恐ら

く見直しをするという形になっていく。そういう中に、でも、やっぱりそうした説明を

きちっとした上で、今の行政を取り巻く財政環境が大きく変化しているということを住

民にまず理解をしてもらうと。その上で対応する。そういうことをするためには、それ

が十分できる職員体制ということも踏まえて、体制の強化ということが必要だ。 

  だとすれば、先ほど話した職員の人材確保というものは、早急に進めていかなきゃな

らないというふうに考えるところですが、そういった基本的な部分、これは予算の基本

にかかわる部分だというふうに思うので、お聞きをするところです。 

  それから、そういう中だからこそ、思いやり、そういうものを感じられるような予算

に対する措置が必要ではないか。これは、昨年も私は、運転免許の返納に係る活動を進

めるべきだと、その検討することは全く否定しないところですけれども、なかなかご理

解をいただいていない。ところが、やっぱり返そうかどうしようかということで、本当

に高齢者の事故が多いということから考えれば、何かあったらどうそのことに報いてい

くのかという心配をするところです。大きな今後の町の高齢化に伴う交通体系という見

直しをするということについては、当然しなきゃならないことだと思いますが、今の現

状に踏まえたスピード感ある対策を、ぜひもう一度僕は求めたいというふうに思います。

そういう人がそれほど多くはないというふうに思いますし、それほど巨額の予算を必要

とするとも思わないからです。 

  最後に、農業に関する問題ですけれども、これは予算の中でも触れましたが、今、農

業を取り巻く環境は大きく変化をしています。国は、残念ながらいろいろＴＰＰ等に反

対をしている一次産業を中心とする町村の意向を裏切って、ＴＰＰあるいはＥＵとの、

ＥＰであるとか、そういう国際外圧をもろに受ける環境に、今、なりました。 

  農業新聞等を見ると、肉などはもう増加が相当顕著だということは、課長からも答弁

をいただいたところですけれども、その内容になっています。そういうことを、真剣に

これからどうするのか、そういう被害を受ける部分についてどうするのか。これは、町

の屋台骨に大きな影響が出るということだと思います。恐らく砂糖等にかかわっても、
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畑作にも大きな影響が今後出てくるというふうに考えなきゃならない。予測をしなきゃ

ならないと思います。 

  そういったものに、困っているから財政支援をすればいいということではなくて、や

っぱり質の変化ということも含めて考えていかなきゃならない。だとすれば、それに伴

う予算というのは、なかなか今回の予算の中には見えてこない。それは、十分な農業団

体との話し合いが進んでいないのではないか。 

  そういうものをやっぱりきちっと協議をして、一つはＩＴによる先進的な農業を進め

るとか、そういうものを考えていかなきゃならない。 

  もう一つは、今後考えられる人手不足対策、これはもう外国人も本町は結構な人数が

入っていますから、そういった対応も行政的なことで確実性の高い形にできないのかど

うか。特に問題なのは、個人経営で、今は非常にしっかりした経営者が多くて、過去の

ように毎年離農が出るというような状況じゃありませんけれども、中には将来的にまだ

後継者がいないということで人口減は考えられます。農業規模はそれほど縮小はしてい

ないんですけれども、そういった対策が見える方向性というのは、残念ながら今回この

予算の中にはなかったと思うんですが、その辺についても今後どうなさるか、考えがあ

ればこの際お聞きをして、総括の質問とさせていただきます。お願いします。 

○委員長（野村恵子委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、非正規の職員、臨時職員の対応の改善というお話がありました。 

  これは、先ほど副町長のほうから早坂委員に答弁させていただきましたけれども、基

本的にはそこのところを踏まえて、これからも対応していきたいというふうに思います。 

  特に働き方の関係でいうと、いわゆる臨時職員の採用の十分な確保も、非常に人手不

足ということも含めて難しくなっているという現実がある。 

  もう一つは、時代的に働き方の改革をしなければならないと。これが、また大きな社

会問題としてなっているということでありますから、単に賃金だけではなくて、本当に

働きがいのあるような、あるいは生活をしっかりできるような、こういったことは踏ま

えて職員に対する対応を図っていく必要があるだろうというふうに思います。 

  本町の場合、臨時職員、今、多分意識されているのがＪＡなんだろうと思いますけれ

ども、そのほかにもさまざまな形態での雇用関係というのは結ばれております。個人あ

るいは商店も、あるいは建築だとか土木や介護なんかでも、さまざまな形態で多分雇用

関係を結ばれているというふうに思いますし、そこでの待遇の問題もあるだろうという

ふうに思います。 

  その辺のことも、いわゆる公的な立場を預かる者としては、いろいろと意識をしてい
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かなければならないということもご理解を賜りたいというふうに思います。 

  いずれにしろ、人の確保の問題というのは非常に大切だというふうに思っております。

その中で、また、地域おこし協力隊の話が出ました。これもまた、役場の中の働き方の、

あるいは求められるスキルもだんだんと変わってきているというふうに思っております。

特に技術関係の専門的な職種については、以前から見ればいろんな分野で専門性が求め

られるということですから、一般的な事務職員ということではなくて、そちらのほうの

人材、それは、年齢の制限を、あるいは採用試験の中で確保できることではないという

ことがありますので、協力隊もその候補の一人として重要な人材でもありますし、それ

から、新たに独自に技術職員等については採用しているということで、これは中途採用

という側面に入ってくるんだろうというふうに思います。 

  それから、事務的なことで言うと、片方ではネット環境といいますか、パソコンだと

か事務処理の仕方だとか、これも以前と比べて随分変わってきておりますから、当時と

同じような人数が必要かどうか、あるいは合理的に仕事ができるような、そういう職場

環境にもなってきているのではないかなと、そんなふうに思ったりもしています。 

  中長期の関係で、人材、人の配置の問題、採用の問題を考えてみますと、実は合併の

ときのシミュレーションでしたときに、当時、来年32年が目標15年になりますので、そ

れが目標年として決めましたけれども、そのときの人口推計で、当時は、今でも余り変

わっていないだろうと思いますけれども、中札内規模の村を想定しての計画でありまし

た。それに伴って人材の確保ということと、それから、地方交付税の削減等もかなりあ

って、多分今ごろは基金が十数億円か、その程度まで下がっているのではないかなとい

うふうに思いますが、これも、かなり財源的にも推計を含めて当時から見れば、相当上

位に位置していると、想定以上の状況になってきているということから考えて、人口の

当時の推計とそれに合うような職員の数、多分当時の中札内等々の職員の数を参考にさ

せていただいたというふうに思いますけれども、それから見て、今は人口も5,000人が

維持されているということ等々の変化もありますので、そういった意味で順次採用のほ

うも必要に応じて確保させていただいているということであります。 

  それも、やっぱり正規職員だけではいずれにしても限界があるといいますか、財政的

なことを考えて、未来永劫その責任を持っていけるかというのは非常に難しいところも

ありますので、さまざまな形での人材の確保をしていかなければいけないと。このこと

についても一つご理解をいただきたいなと、そんなふうに思います。 

  いずれにしても、臨時職員の対応の話がありましたけれども、そういった働き方の環

境だとかいろいろなことを含めて、十分また検討をさせていただきたいなと、そんなふ
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うに思います。 

  それから、免許証の返納の関係ですけれども、当面といいますか、これからの共生課

題の大きな一つは、交通ネットワークをどうするかと、そのように今、お話されている

ことだろうと、そんなふうに思っております。 

  今、どちらかというと、北海道はＪＲの関係で大きな問題になっておりますけれども、

そういった長距離間の輸送、鉄路のことだけではなくて、自分たちの足元の、身の回り

の交通ネットワーク、町内移動、あるいは郊外から町内への移動、そしてまた、ここか

ら中核都市への移動と、これをきめ細かく体系ができないと、決して町に安心して住め

るということにはならないだろうと。これはもう非常に大事な問題として考えている上

で、今、ターミナルの問題もそうだし、それから計画についてもそうだということであ

ります。 

  喫緊をどうするんだということで、今般の免許証返納の方がありまして、そういった

ときに、そこまで通っていない、いわゆる福祉バス、コミュニティーバスの運行を変え

て対応させていただいたということがあります。それから、体が不自由だとかそういっ

た意味については、それなりの対策の講じ方もあるだろうというふうに思っております。 

  今、お話しされている方がどんな方なのか、こちらのほうとしても承知しておりませ

んけれども、多分福祉のほうで行政的にお世話しなければならないということであれば、

担当課のほうで把握しているだろうと思いますけれども、そうでなければなかなかどう

いう状況かというのはわかりません。 

  もし地域の中で、特殊な事情だとかいろんなことがあったとすれば、そんなお話をさ

せていただいた上で、どんな方法で対応できるのか。当面であれば家族にもお願いをす

るということもあるかもわかりませんし、それ以外のことも含めて対応すると。 

  いずれにしても、一人一人をしっかりと大事にしていきたいというのが基本的な姿勢

でありますので、自分たちのできることについては自分たちでやっていただきながら、

できないことについては、周り、あるいは公的なところでサポートしていくというよう

な仕組みといいますか、役割分担もしっかりしながら、不安を解消していくように努め

させていただきたいと、そんなふうに考えます。 

  農業関係ですけれども、やっぱり今回のＴＰＰイレブンの昨年末の発効から、そして、

今回の日曜のＥＰＡの発効ということで、直ちにスーパーなんかの展示のあり方も大き

く変わってきているということであります。これがどのように今の価格や、やはり直接

農業者の生産の売買に影響しているのかというのは、まだ私どもとしては把握されてお

りません、実態については。推計は北海道のほうでも出しておりますけれども、把握し
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ていないというのが実態であります。 

  町として、一番どんな場合にあってもやらなければならないのは、基盤整備だという

ふうに思っております。しっかりした足腰の強い農業、競争力の強い、競争に勝てる農

業ということになると、何といっても行政的には基盤整備であります。これまでもそう

いった意味では、いわゆる明渠、暗渠の畑の改良や、それ以外のことも含めて、ある意

味では要望に対してほとんど十分に聞かせていただいていると、基盤についてはまずは

行政のやるべきこと。その上で、農業者、あるいは農協がどんなふうにしてそれをビジ

ネス展開していくのかと。何の作付をするのかだとか、どういうところで売買するのか

と。これについては、行政はなかなかそこへ関与できないというふうな役割があろうか

というふうに思っております。 

  そういう意味での、いわゆる足腰の強い、競争に勝てる、さらに付加価値の高い生産

を生むために、あるいは経営コストを下げるために、今、取り組んでいるいのが、まさ

にお話があったように、これからの時代ＩＴだろうというふうに思います。そういった

意味では、ＧＰＳのほうも農協ともお互いに支援をさせていただきながら、各農家希望

者のほうに配置されてやられていますし、今までも要望がなかったといいますか、いわ

ゆるＩＴの時代になったからこそ出てきた要望としての枝払い、そういった意味での空

からの障害に対してどうするかだとか、これらについても、今、直ちに対応させていた

だいておりますし、それから、光回線についても、これも多分どこの地域においても、

今、要望が高いだろうと、そんなふうに思っておりますが、いち早く、今、これらにつ

いても対応させていただくということであります。 

  このことによって、農業の基盤をさらに強くしていく。あるいは発展的な農業経営が

そこに可能になってくると。ＡＩなんか、人工知能なんかもそうだろうというふうに思

いますけれども、そういった意味で、今、町として打てる手については、先駆けて先手

として打っているということであります。 

  今、現実的な問題については、現実的な対応として農協あるいは当該振興局等々の、

そういったところの情報も得ながら、しっかり対策を講じていくということで、それぞ

れの役割分担を踏まえた上で、行政としてやるべきことについてはしっかりやっていき

たいというふうに思っておりますので、具体的にどんなことが行政としてやるべきこと

なのかということのこういった議論も、これからいろいろ展開されるとすれば、それら

も十分思料しながら対応を考えていきたいというふうに思っております。 

○委員長（野村恵子委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） もう一点、今の部分についてはわかりました。 
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  全体として言えるのは、うちの町はふるさと納税を中心として、非常に他の町村のう

らやむような行政施策を進めてきていられるということについては、今の行政に対して

高い評価もするところですし、今後そういう方向でやっていくことについて異論を言う

ものではありません。 

  ただ、現実に起きてくるそういった問題については、やっぱり早目早目の対応と、そ

の影響というものを予測していく必要があるのではないか。 

  最後に、ことし10月に消費税がいよいよ10％、物を動かせば１割税に持っていかれる

という時代になります。それも今、選挙戦もあるということで、電子カード云々、クレ

ジットカード云々、ポイント制にして開発とかいろいろな案が出ていて、これもまだ方

向性が定まっていないと言えば定まっていないと思うんですが、ただ、こういったこと

に対する準備とその影響というのは、きちっと予測をした上で対応していかなければ、

また町村はその実態に合わせた対応であたふたしなきゃならないというふうに考えます

が、そういった点については現時点ではどのような協議がなされているのか、考え方が

あれば最後にお伺いをしたいというふうに思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 先ほどいろんな事業展開についての住民説明の話もありました。 

  今、大きな事業が重なっているというのが、住民の不安を支持するところの一つだろ

うと、そんなふうに思います。そのことによる財源がどうなっているのかと、特にそう

いったことだろうというふうに思いますが、実は事業そのものについては、道の駅につ

いてもかねてから計画も俎上にのって進めてきているということでありますし、それか

ら、ナイタイのレストテラスについては、ここ25年に台風で吹っ飛んでいったというこ

とですから、早期の改築といいますか、整備ということも求められたということであり

ます。 

  今、この中で、両方とも特に心配をいただいているのが、財源の問題だろうというふ

うに思います。財源としては、当初はどちらのほうも、いわゆる今、想定される財源の

確保、例えば道の駅であれば地方債を借りて、地方債によって大きな財源を確保した上

で建築をやったりと。その地方債、過疎債の関係でいえば、その費用の７割が国税でま

たかぶされるというふうになっておりますが、その借金ということと、普通であればこ

の辺ではみんな返さなきゃならんというのが常識でありますけれども、行政の仕組みと

してのそういう借金の借り方と、それから返済の仕方があるということについては、何

回も何回もこういったいろんな機会を通しながらお話をさせていただいて、理解をいた

だくということになろうかと思います。その上で、常にどういった財源がほかにあるの
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かということが、僕らとしては一番大事な仕事の一つだというふうに思います。 

  最少の経費で最大の効果を上げるというのが地方自治の大事な要素でありますから、

そういう関係でさらなる有利な制度がないかどうかということを、常に注意深く模索を

してきているという中で、今、地方創生の関係が出てきたということでありますから、

そういった意味で、そもそも借金をしながらこれをつくっていくという前提のものが新

たになったということでありますので、こういったことについては、一つこういう議論

も多分お聞きになっている方もたくさんいるんだろうというふうに思いますし、また、

広報等でも流していくかと思いますけれども、ご理解をいただけるのではないだろうか

なというふうに考えているところであります。 

  そういった意味で、人がいないから周知の活動が十分でないのではないだろうかとい

うことではなくて、周知の仕方はさまざまな形でまだまだやる余地があるだろうと思い

ますけれども、行政と町民の関係、そしてまた、こういった今もネットで配信されてい

るということでありますから、これは、しばらく以前とは全く違った、住民に行政の活

動についてご理解をいただけるような場面設定もふえてきているだろうと、そんなふう

に思います。 

  先ほどもあったように、この後、新年度の予算を計上させていただいています委員会

のこのネット中継で、傍聴も常に開かれておりますし、なかなか来られないということ

であれば、ネットを後からも見ることができるという、今、こういう環境になってきた

ということでありますから、よりもっと従来に増して行政の動きについて、あるいは行

政と議会がどのような方向について考えているのかということを知る機会がさらに充実

するものというふうに思っております。その上で、さらにいろいろな疑問点があれば、

それはそれとしていろんな形で情報交換する手だてはあるのだろうというふうに考えて

おります。 

  それから、消費税については、やっぱり税は税として基本的にはしっかりと国民の義

務としてもやらなきゃならんし、行政としても税の一環として対応するというのは基本

的な姿勢としてあるべきだというふうに思います。その意味では、10月から上がるとい

うことになれば、その段階でいつ見直しをするのか。どれに対してやるのか。あるいは

行政的にそれらの消費税に対する減免なり、住民の福祉向上という視点から、そういっ

たこともことによってはありますし、これからもこれまでもそのような必要に応じた対

応をさせていただいておりますけれども、基本的には消費税は消費税として、やっぱり

これはしっかり納めてもらう。私どもも納めなければならないという前提で進めていか

なければならないというふうに考えております。 
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○委員長（野村恵子委員長） 佐々木委員。 

○２番（佐々木 守委員） 僕の知っている方が、行政駆使というのは、生活弱者が安心

して暮らせる、そういうまちをつくるのが行政駆使の基本だというふうに話をしていま

した。 

  僕が先ほど消費税の心配をする、これはやっぱりある程度お金を動かせる人について

は余り影響はないのかもしれない。しかし、年金を基軸に生活している人には、２割上

がったからといって、そんなに楽な話ではない。それをクレジットカード云々なんてい

う話をしたら、特に高齢者などはなかなか難しい。一つ間違えば、本当にオレオレ詐欺

に遭うような感じになるのではないか。そういうことを早目早目に想定をして、行政と

して対策をしていく。そういう姿勢をぜひ持ってほしいなというふうに思って質問をし

たところです。 

  最後にその部分について、今の時点でまだなかなか国会が混乱をしていて、そういっ

た方向性がきちっとしていないという部分もあるわけですけれども、あくまで政府はや

るというふうに言っていますから、その方法論も含めて非常に心配な部分が幾つもある

わけですが、対応はきちっととっていくと。その基本は、僕が言ったような基本に従っ

てやっていただけるかどうかということを、最後にお聞きして質問としたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 消費税、税の関係については、これはやっぱり税は国民、そのことによ

って国が成り立っていますから、運営されているということになります。町もそういう

前提だというふうに考えております。 

  それはそれとして、その上で本当に、いわゆる年金暮らし、あるいは低所得者、そう

いった福祉として必要なところについては、それなりに手当てを講じていくということ

だろうと思います。 

  例えば今回も福祉灯油ということだけではなくて、この北海道の寒い冬を乗り越える

ために、１万円の交付をさせていただくということであります。これは、灯油代が何円

以上になったからだとかそうでないとかでなくて、これから財源のある程度ある範囲の

中では継続していきたいと、こういうふうでありますし、それから、いろんな介護、福

祉、医療関係でも、減免等さまざまな形で手だてを講じさせていただいているというこ

ともありますので、税という国民としての義務ということと、それから福祉という視点

での一人一人にしっかり寄り添ったような、そういった対策も講じていかなきゃならん

というふうに思います。 

  金額だけではなくて、例えば僕は今回の施策の中の一つとして、郵便局にお願いする、
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提携するという形になりましたけれども、ひとり暮らしや、あるいは高齢夫婦の不安と

いうのがいつまでたっても解消できないと、そうだと思うんです。いつ何が起きるかわ

からないということもあります。それに対してどんな手当てを講じるかというのは、

100％ということはまずない。どんなことをしても不安は尽きないというふうに思いま

すけれども、その不安を少しでも解消するような手だてというのは、常に頭の中に置き

ながら行政を進めさせていただいているということです。 

  今回の見守りについては、うちの職員といいますか、介護や福祉関係、そして民生委

員だとかさまざまな形のまちづくりにかかわる、あるいは高齢者行政にかかわる方々、

協力していただいている方はたくさんいますけれども、それでもこれでいいということ

はない。それから、なかなか遠くのほうにも行けないということですから、郵便局なら

何らかの形で毎月玄関先に行って、そして、しっかりお話を聞いて、子供さんのほうと

連絡調整をしていく、そういった機会。予算額としては少ないんですけれども、こうい

ったことも非常に大切な、きめ細かいといいますか、一つだというふうには思っており

ます。そのことを通して親子関係のきずなを深めていただく。安否の確認を行政だけで

なくて親子の関係でもしっかり築いていただくというような意味合いもそこに込められ

ているということであります。 

  そういった視点で、この福祉の関係の思いの原点というのは、総合計画をつくるとき

の町民の対話のときのひとり暮らしのお年寄りから、急遽亡くなったときにそのまま放

置されるというような惨めなことはしたくないと、こういうことが原点にあるというこ

とを理解していただいて、そういった視点で福祉行政、あるいはさまざまな行政運営を

させていただくということで答弁にさせていただきたいと思います。 

○委員長（野村恵子委員長） 10番、山本委員。 

○１０番（山本和子委員） ３点質問いたします。 

  １つ目はまちづくりの問題と、２点目は財政問題と、３点は平和の問題です。 

  前段、早坂委員や佐々木委員の質問の中でも参考にしながら、町長の答弁も聞きなが

らまた考えたんですが、町がどんなふうにまちづくりを進めるかという点では、過去に

ターミナルの問題や、31年は道の駅の問題、これからシェアオフィスの問題を含めて、

町長や担当課も町のためにやったらいいという気持ちでやっていると思うんですが、あ

と、国の補助金の関係も含めて、それがそう思うんですが、なかなか事業が早過ぎると、

私も含めて理解がしづらい。それからあと、町民に見えにくいと、そういう問題を抱え

ながら事業が進んでいって本当にいいんだろうかというのが、私のいつもの疑問点です。 

  結果的にはいろんな事業が道の駅もターミナルも含めて、それが町にとってすばらし
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い事業になるというふうにみんな信じているんですが、それはまだ先が見えない状態で

す。 

  その点について、私的には国が進める創生事業、これは一般質問でもするんですが、

その事業に乗っていって、幾ら長期計画に合った事業ではあるんですが、補助金絡みで

いくと、国の補助金そのものが創生、創生と言って、結果的にはうちの町は成功したと

しても、日本全国ではそれでいいんだろうかというのがちょっと疑問に思う点でありま

す。 

  ですから、竹中町長はいろんな事業を即、先へ先へと見て、町の行く末を司令塔みた

いに進めていく役目を果たしているんだろうと思うんですが、その辺がそれでいいのか

なというのはいつも疑問に思っているんです。 

  それから、２点目は財政問題ですが、納税金も含めて先ほど答弁がありましたように、

基金の関係含めて十分あると。それから、地方債も100億円超えたと、過去最高と。返

済はどうなるのかというのは、前の質問の中で35年をピークにそこのところまではふえ

るんですが、その後は減るという見通しを持っていると。それはそれで、私も自分なり

に納得はしているんですが、でもそういう膨らんだ事業費の中で、借金のふえた事業の

中で、今後の財政運営はどうなんだろうかと、やっぱりいつも不安に思う点があります。

その点について質問いたします。 

  それから、平和の問題、これは再度、いつも質問している問題なんですが、直接町が

どうのこうのという問題ではないと思うんですが、国の問題で社会保障がどんどん削ら

れると。それで結果的に消費税も上げるという話もあるんですが、どんどん平成31年度

以降については、国は物すごい軍事費使って増強するという問題と、それから私、ちょ

っと調べてみましたら、今度は宇宙軍拡までいくという話も出てきました。あと、直近

では、オスプレイが帯広の空港につくと、そうすると、上士幌もあそこも通るんじゃな

いかという不安が広がっています。 

  そういう中で、自衛隊とは何かと、日本の軍拡の方針等についてどんなふうに考える

か質問いたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、まちづくりの展開が早いといいますか、補助金ばかり飛びついてい

るんじゃないかというようなご指摘のようでありますけれども、よくよく今までの町長

が、いろんな場所で、いろんな機会に、議員さんも含めてお話しさせていただいている

ことについては、ほとんどぶれはないというふうに思っております。 

  ですから、今のさまざまな取り組みについても、大きくはやっぱり合併の時の議論を、
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あそこで将来のあり方を決めたと。これは町民のみんなの声を聞きながら、将来像やあ

るいは財政計画を立てて、それで進めてきたということであります。 

  ですから、あそこの中にある、それが15年間の中長期的な将来展開でありますから、

加えて10カ年の総合計画というのがありますし、もっと原始的なところでは総合戦略と、

これは全部一つの大きな流れの中にあるというふうに考えております。 

  したがって、例えば合併のときの、来年、再来年となったら15年間の区切りになるの

で、結果的にどうなったかというのは、具体的に数字として見えてくるだろうというふ

うに思いますけれども、そのときにあったのが、一つには環境や森林資源の問題、ある

いは観光の問題、そして、住民の協働のまちづくり、住民も参加しないと財政難を克服

できないと。 

  もちろん一番には、産業では農林業の振興ということと、子供の人口が減っていくと

いう中で、最小限に経済の縮小をとめるという意味では、交流人口や移住、定住の対策、

そして、付加価値の高い商品開発と。そのために都市との交流を深めていく。 

  これは、もう15年前に町民とみんなでつくり上げたものであると。それがいつもベー

スになっているということを、また改めて確認をさせていただいて、その延長上に今の

事業もなっていると。全く僕は、一つ一つが陳腐化されて時代にそぐわないものではな

いというふうに思っております。 

  なかなか進んでこなかった観光の問題も、またここへきて大きく、今、動き始めたと

いうことですから、さまざまな面で動き始めているということであります。こういった

視点と、本当の長期的な視点、あるいは10カ年の計画、総合５カ年の総合戦略、さらに

は単年度ごとの執行方針に基づいていこうと。これらというのは、全くばらばらになっ

ているものではないというふうに考えて、政策としてはさせていただいていると。そう

いった中において、国の政策が出たとすれば、それは十分に使わせてもらうということ

だろうというふうに思っております。 

  だから、今、お話があったのは、僕は後先だというふうに思っております。町が今ま

でやろうとしてきたことが、政策的に今ちょうど国のほうとしても出てきたと。 

  企業誘致なんかでも、先ほどのシェアオフィスがありますけれども、これはずっと言

われてきて、これは本当に産業振興の上で大事だ、大事だと言われながら、ご存じのと

おりＥＴセンターだとか豚の研究所だとかできましたけれども、現実問題はかなり厳し

いものだというふうに思います。 

  それと、もう一つは、上士幌がよくなって、ほかの町がよくなければまずいんじゃな

いかというお話がありますけれども、それは国全体としての責任であって、私はこの町
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の町長として町民から選ばれた者としては、この町が将来ともに持続的に成長していく。

持続的にこの町が発展していく。町民の暮らしをしっかり支えることができると。これ

が私に課せられた最も大きな仕事だと、そんなふうに考えております。よその町がだめ

ならばいいなんて一つも思っておりません。それはみんな頑張ってもらわなきゃだめだ

というふうに思います。 

  それと同時に、大きな仕事としては、今、言ったように、将来に向けてこの町が持続

的に発展するかどうかというのが、私に当てられた大きな仕事だというふうに思います。

特にこれからの担い手となる子供たちが、この上士幌に住んで、住みようがない、生き

ようがないというようなことを私たちがつくっちゃだめだと。この後々に向けて発展す

る町を、今、私たちの責任としてしっかり政策を展開して、子供や孫の代までこの町が

元気になっていくというのが役割の大きなところだというふうに思います。 

  今、困っている人方、今、本当に手だてが必要な人方、これはこれとしてしっかりや

らなければならないし、農業振興、あと現状の問題はいろいろありますけれども、それ

を踏まえて将来に向かって政策を打っていくというのが大事なところだと、そんなふう

に考えております。 

  財政問題についても、これらについてもしっかりと検証しながら、不安のないように

やっております。この時期になると、全市町村の歳入歳出、そして起債、基金、こうい

ったことが新聞に出ますけれども、あの新聞をごらんいただくと、この町の健全度とい

うのは十分理解いただけるのではないだろうかなというふうに考えております。 

  最後になりますけれども、平和の問題では、昨年の胆振東部の地震なんかにおいても、

自衛隊の役割が極めて大きなものがあったということであります。それから、国際的な

この平和の希求の問題、その中でもＰＫＯだとかいろんなところで世界平和に貢献をし

て、幸いなことにこの平成の時代、戦後、戦闘によって一人の人の命を奪うこともなく、

そしてまた奪われることもなく、平和な時代を過ごすことができたというのも、これま

た、いわゆる国を守る、国民の生命・財産を守る、そういった役割をしていただいてい

る自衛隊の存在も大きいというふうに考えているところであります。 

○委員長（野村恵子委員長） 10番、山本委員。 

○１０番（山本和子委員） 今回の総括質問をさせてもらって、町長の思いを十分聞かせ

てもらいました。そういう思いが、既にいろんな事業も進めながら、町が行く行くどう

なるか、子供たちや将来も通してきちんとやっていきたいという思いがあるのと同時に、

それをどうやったら町民に、私が歩く中でなかなか見えないと、先ほどほかの委員さん

からも質問があったように、それがどうやったら思いが一つになるんだろうかというの
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は、いつも私は思っています。 

  だから、ただ私、そう言いながらもいろいろどうだろうかと思う事業もあります。そ

れはそれで置いておいても、まちづくりの問題でやっぱり町民と一緒になって進むとい

う基本を持たないと、どんなに町長が一生懸命頑張って、いろいろこれをやった、あれ

をやったと、基金も財政も多分大丈夫だろうと思うんですが、そういうことも含めて思

っても、町民と一緒にやるまちづくりがないと将来はもうちょっと進まないんじゃない

かという思いがあって、いつも質問させてもらっています。私自身もまだまだどうなの

かなという事業があり、時には反対もしてきました。その点について質問して終わりま

す。 

○委員長（野村恵子委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 先ほどの話にまた戻りますけれども、合併のときには人口が減って、そ

して、財政も大変になると、地方交付税が減ると。どんどん確かに減ってきました。そ

れを補完するのが、いわゆる協働のまちづくりだというふうに思います。 

  行政のサービスがあれもこれも全てができるということではなくて、今までやったも

のをできなくなると。当時は補助金等の関係で削減させていただきました。何だという

批判もたくさんあっただろうと思いますけれども、それを補完するのが住民のまちづく

りの参加だというふうに思っております。 

  このことが、この後も大事な町の底力というふうになっていくのは間違いないだろう

というふうに思いますから、そこの視点はこれからも、あるいはぜひまたいろんな力を

おかりしたいなと、そんなふうに考えております。 

○委員長（野村恵子委員長） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） ほかに質疑がございませんので、町理事者に対する総括質

疑を終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） 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15号から議案第20号までの平成31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 １時５１分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○委員長（野村恵子委員長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 ２時０１分） 

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

○委員長（野村恵子委員長） 予算に関連して、企画財政課長より発言を求められている

ので、発言を許可します。 

  松岡課長。 

○松岡秀行企画財政課長 いろいろご議論いただきまして、ありがとうございます。 

  ６日の補正のときで、今回は31年度の当初予算についてということで、お時間のほう

をおとりいただいたところでございます。 

  この中で、地方創生拠点整備交付金のお話、これが採択になるのかならないのか、な

った折にはお話させていただきますということで、きのうの段階でもきょう出るのでは

ないかと、そして、きょうこれに間に合わなければ12日ということでございましたけれ

ども、本当に今、この休憩のときに戻ったときに、今、入りましたということで、パソ

コンを見てプリントアウトしてきたところです。 

  おかげさまで、申請額どおり全て満額ついたということでございまして、改めてここ

でご報告させていただきまして、それに合わせた予算執行、事業執行がなされていくの

かなというふうに思っているところでございます。 

  道の駅の予算組みにつきましては、まさに最終日、最終議決ということになろうかと

思いますけれども、これにつきましては、その後の近い議会のとき、臨時議会になるの

か６月になるのかわかりませんけれども、そこで減額補正をさせていただくということ

になろうかと思います。 

  そのことをご報告させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（発言する声） 

○委員長（野村恵子委員長） よろしいですか。 

  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15号平成31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31年度一般会計予算に対する反対討論を行います。 
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  国の状況を見ますと、政府は景気が改善されたとの勝手な解釈で、10月からの消費税

10％に引き上げを予定しております。ますます国民の生活は大変さを増します。 

  勤労統計を不正に処理して景気をごまかし、社会保障を削ってアメリカや軍事産業な

ど大企業向けに軍事費を莫大にふやしたりと、国民生活や平和をないがしろにしていま

す。 

  このような中、国の悪政から町民を守り切る予算となっていないと判断し、反対いた

します。 

  １点目、まちづくりの問題です。 

  国の補助金等を受けて大きな事業を次々に行っていますが、町長が進もうとしている

まちづくりが町民に見えにくいと感じています。町民と一体となっていないように感じ

ます。町長も職員も、上士幌町の発展を願って一生懸命尽力していると思いますが、も

っと町民に目を向け、耳を傾け、一緒にまちづくりを進めるべきです。 

  今回の質疑等の中でも明らかになりましたが、大型事業につきましては長期計画に基

づく計画であり、具体化であることはもちろんそのとおりですが、全般的に国の創生事

業に基づく事業展開になっているのではないかと、国の補助金、いわゆる創生交付金補

助等に誘導されたまちづくりになっているのではないかと私は心配しているところです。 

  ②財政問題です。 

  ふるさと納税金や国の補助金が各種施策に生かされていることもあり、基金がふえて

おります。平成30年度３月の補正では、財政調整基金に8,162万円、公共施設整備基金

に２億6,595万円積み、平成30年度末の見込みで基金残高は74億円と、前年よりも約１

億円ふえております。 

  しかし反面、地方債は平成31年見込みで102億円と過去最高となっています。以前の

一般質問の中では、借金の返済につきましては平成35年度がピークとのことですが、借

金や起債は必要なものに最低限するべきと考えています。また、基金は、教育、福祉優

先に大切に活用するべきです。 

  ３点目は平和の問題です。 

  国は、国民の生活や社会保障を犠牲にし、アメリカ言いなりの軍事増強に走っていま

す。ますます自衛隊がアメリカの護衛や、さらには宇宙軍拡まで本格動員する方針まで

打ち出しました。 

  このような自衛隊のあり方に反対し、自衛隊交付金や募集等の予算が組まれているこ

とに反対いたします。 

  以上、反対討論といたします。 
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○委員長（野村恵子委員長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

  早坂委員。 

○７番（早坂清光委員） 私は、２日間にわたり慎重審議されました平成31年度一般会計

予算に賛成する立場で討論を行います。 

  審議をいたしました今回の当初予算は、第１期地方創生総合戦略５カ年の最終年度の

予算であります。また、この１年の町民生活全般にかかわる事務事業とまちづくりを進

めていく上での幅広い施策が盛り込まれた総額を、108億2,663万4,000円とした予算で

あります。 

  収入である歳入においては、町の自主財源である町民税や固定資産税などの町税が、

歳入全体の10％を下回るという状況下で、これまでも財源の多くを国からの地方交付税

などに依存し、なお不足する財源を非常時に備えた各種の積み立て基金から繰り入れ、

なおかつ借金である地方債などにより予算編成が行われております。 

  平成31年度も地方交付税の増が見込めないという見通しの中で、厳しい財政状況下で

地方創生に関連する交付金の有効活用も含めた予算編成であったと思います。 

  こうした状況下で、町民の皆様に新たな負担増を求めることなく、歳出である事務事

業では、その緊急性や優先度などを配慮され、子育て、教育、福祉、医療、介護、産業

振興、住宅などを初めとする生活環境など、各分野の事務事業に配慮をされた予算編成

になっていると思います。 

  特に、今年度は懸案でありました道の駅の整備事業に着手することになります。この

道の駅の果たすべき役割と機能が十分に発揮されるよう、整備と管理運営に万全を期し

ていただきたいと思います。 

  また、都市圏を中心に、多数の皆様からふるさと納税としてご寄附をいただきました

貴重な財源は、基金積み立てなどをして、福祉や産業などその指定をされた趣旨に沿っ

て、各事業に有効に活用が図られていると思います。特に子育てや教育の指定寄附、指

定のなかった一般寄附については、ふるさと納税子育て少子化対策ゆめ基金として一旦

積み立てた後、認定こども園の保育無料化など、子育て、教育を支援とする予算として

めり張りと創意工夫がされた予算になっているというふうに思います。 

  以上、私の賛成理由を申し上げましたが、この予算を執行されるに当たり、以下の点

に十分対応をお願いしたいと思います。 

  それは、これまでの議会での予算を初めとする審議経過を十分に尊重されますととも

に、町民目線で町民の皆様の声を真摯に受けとめ対応いただき、予算執行に当たってい

ただきたいというふうに思います。 
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  なお、また、当然のことですが、限られた予算の中で最大の効果を上げられますよう、

適正かつ効率的な予算執行に努めていただきたいというふうに思います。 

  以上、私の要望も含め、私の賛成意見とさせていただきます。 

○委員長（野村恵子委員長） 次に、反対の討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） 賛成の討論はございますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本弘一委員） 私は、予算審査特別委員会に付託された平成31年度上士幌町一

般会計予算に賛成の立場で討論をいたします。 

  31年度の予算規模は126億8,887万円で、前年対比28億3,120万円の増額となっており、

特に一般会計では、108億2,663万円となり、36.6％の増額であります。 

  この中で、特に道の駅の建設に12億1,000万円、農村部に対し今後の大量データの送

受信に伴う高度情報通信網光回線整備事業に対して15億2,000万円、さらに、ふるさと

納税の寄附金による高齢者対策、将来の上士幌を支える幼児から高校までの教育対策、

農村道路改良工事、また、定住、移住に対応した住宅建設支援等、ハード、ソフトを含

めて充実した予算編成となっています。 

  したがって、平成31年度上士幌町一般会計予算については、町民サイドに立った予算

編成と考えております。 

  よって、私は賛成といたします。 

○委員長（野村恵子委員長） 次に、反対の討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） 次に、賛成の討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第15号に

対する討論を終結いたします。 

  これより議案第15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（野村恵子委員長） 起立多数であります。 

  よって、議案第15号は原案可決すべきものと決定いたしました。 



－150－ 

  次に、議案第16号平成31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（野村恵子委員長） 討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第16号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第16号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第17号平成31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（野村恵子委員長） 討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第17号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第17号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第18号平成31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。 

  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） 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18号は原案可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第18号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第19号平成31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） 
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○委員長（野村恵子委員長） 討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第19号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第19号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第20号平成31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（野村恵子委員長） 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（野村恵子委員長） 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。 

  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日の本議会において報告

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

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（野村恵子委員長） 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

力に対して、心より深くお礼申し上げます。 

  以上で、本特別委員会を閉会いたします。 

（午後 ２時１９分） 
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