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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回決算審査特別委員会を開催したします。 

  初めに、山本和子委員長からご挨拶を申し上げます。 

○委員長（山本和子委員長） おはようございます。 

  決算審査特別委員会の委員長を務めますが、ふなれなために、皆さんの審議に当たり

ご協力をお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。 

  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例に基づき、

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にお願いいたします。質疑

の過程で微妙な部分もあろうかとは思いますが、ご協力をお願いいたします。 

  それでは、ただいまより決算審査特別委員会を開会いたします。 

  初めに、本委員会の傍聴の取り扱いについてご協議いたします。 

  お諮りいたします。 

  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（山本和子委員長） 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。また、監査委員につきましても、委員会の出席のお願いをし、本日出席

をされております。 

  それでは、これより、本特別委員会に付託されております案件の審査を行います。 

  本特別委員会へ令和元年９月４日に付託されました認定第１号から認定第６号までの

平成30年度各会計歳入歳出決算の認定についての６件を一括して議題といたします。 

  平成30年度の各会計歳入歳出決算の認定についての提案説明は、９月４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。 

  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
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で、この会議記録の署名委員を、会議規則第126条の規定を準用して委員長において指

名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） 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、委員長において指名することに決定いた

しました。それでは、本特別委員会の会議録署名委員は、委員長において、４番、野村

恵子委員、５番、早坂清光委員を指名いたします。 

  それでは、これより質疑を行います。 

  質疑は、最初に一般会計からとし、一般会計は歳出は款ごと、歳入はページごとに質

疑を行います。特別会計は会計ごとに一括審査いたします。 

  決算書に合わせて質疑を行いますので、施策報告書のページが一部重複しますので、

ご了承お願いいたします。 

  初めに、平成30年度上士幌町一般会計歳入歳出決算書の事項別明細書の歳出から質疑

を行います。事項別明細書の歳出は、議会費は37ページから38ページ、施策報告書は20

ページから21ページまでを一括して質疑を行います。 

  準備よろしいですか。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） 次に、総務費は、決算書37ページから56ページ、施策報告

書は22ページから37ページまでです。 

  質疑ございますか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 23ページ。 

○委員長（山本和子委員長） 施策報告書の23ですか。 

○８番（江波戸 明委員） はい、そうです。 

○委員長（山本和子委員長） 施策報告書の23ページですね。 

○８番（江波戸 明委員） 施策報告書の23ページ、ジャパンイノベーションチャレンジ

事業なんですが、この部分で、町として補助金交付金等の中で、500万という予定を立

てている部分なんですが、ここで確認ですけれども、イノベーションのイベントは賞金

が当たるというふうに何となく確認しているところなんですけれども、この交付金等に

賞金が入っているかどうか。もし、入っているとしたら、どのぐらいの額で対応されて

いるか確認したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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○委員長（山本和子委員長） 答弁、梶主幹。 

○梶  達企画財政課主幹 ただいまの質問にお答えいたします。 

  ジャパンイノベーションチャレンジは実行委員会形式で開催しておりまして、実行委

員会に対して町のほうから補助を行っておりますが、委員ご指摘の課題を達成したチー

ムの賞金に関しては、民間企業のほうの協賛されているお金のほうから出ておりますの

で、町の補助対象には、課題達成の分の賞金というのは含まれておりません。 

○委員長（山本和子委員長） よろしいでしょうか。 

  ほか、ございますか。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 施策報告書の25ページになります。財産管理費の関係で２点質

問したいと思います。 

  １点は、各農村部の小学校が閉校をされて、２校については活用がされていますけれ

ども、北門、萩ヶ岡、上音更については、まだ利活用がされていないと思うんですけれ

ども、年間120万円でお貸しをするというような形のことになっておりますけれども、

そんなことで未利用な部分について、どのような対応の状況になっているのかというこ

とを１点お聞きしたいことと、もう一点は、職員住宅の関係でお聞きをしたいと思いま

す。 

  教育費の教職員住宅のところで、整備の考え方等が記載をされておりましたので、職

員住宅の現状と整備等、今後の考え方がありましたら、答弁をお願いしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 答弁お願い。 

  老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 廃校未利用の部分についてお答えいたします。 

  現在、今、委員のおっしゃったとおり、未利用の廃校があるところでございます。基

本的な方針としましては、企業の利用ですとか、そういった公募という形の利用に基づ

いて、随時公募を受けているようなところもありますけれども、現状としては、そうい

った応募がないというような現状となっております。 

  また、あった場合につきましては、しっかり地域との協議、地域理解を踏まえた上で、

貸し出しのほうの協議をするという形になっておりますので、その点については、今後

そういった話があった際、慎重に利活用については検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 鈴木主査。 

○鈴木隆嗣総務課主査 早坂委員のほうから質問のありました職員住宅の関係についてお
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答えしたいと思います。 

  現在、職員住宅につきましては、12棟の17戸ありますけれども、その大半が、一番古

いので昭和44年築で、もともとはＮＴＴ、電電公社の社員住宅だった住宅が10区の２の

ほうにございますけれども、そちらを初めとしまして、普及所から購入した昭和56年築

の住宅が２戸、そのほかは、平成13年に町のほうで新築しました２棟２戸がございます。 

  こちらの住宅につきましては、平成13年築以外のものにつきましては、もう、古いも

ので50年近く築年から経過しておりまして、非常に老朽化が激しく、毎年修繕等を行っ

ているところではございます。 

  また、10区の２の地域の特性なのかちょっとわからないんですけれども、非常に住宅

の設備自体が古いもので、浴室等も、今の住宅であればユニットバスがついて、十分換

気された状態で使用できるんですけれども、そういった設備になっておりませんので、

非常に室内がカビるとかということで、入居している職員から苦情といいますか、何と

かしてくれないかという要望が出てきているところは事実です。 

  そういった要望に基づきまして、今年度なんですけれども、10区の２の１棟２戸につ

きまして、改修のほうを行うことで、今現在、工事のほうを実施しております。こちら

については、浴槽をユニットバス化することと、あとトイレを洗浄トイレに置きかえる。

そのほか、水回り関係、床関係の修繕のほうを工事として行うこととなっております。 

  今後につきましては、現在はちょっと入居者がいなくて空室になっている住宅がある

ので、そういった住宅から順次、多少長く使えるような形で、今年度行うような工事と

同様の工事が行えればいいかというふうには考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） １点目の、閉校しました旧小学校の跡地の利活用ということで

は、そんなことで貸し出しをするということもありますけれども、私、昨日でしたか、

理事者の答弁等で、郷土の資料等がどこかに保管をされているというようなことで話も

ありましたけれども、郷土の何か資料館的に利用するというような、町内での、町とし

ての活用というようなことも、例えば、スポーツ合宿だとか、ちょっとそれは正確なこ

とは出ないかもしれませんけれども、そういうような町としての活用策というのも、全

て３校をということではないですけれども、そういうことも検討していくべきではない

かというふうに思っておりますので、意見として申し上げます。 

  それから、後段の職員住宅の部分については、説明ありましたように非常に老朽化を

しているということで、今、改修も進められているということですけれども、町内には
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賃貸住宅が多く建設をされていますけれども、職員住宅の設備や今の状況が悪いから、

なかなかほかのところに住もうかなとか、そんなことにもなっている部分あると思いま

す。 

  そういう部分では、職員の福利厚生も含めてきちっと計画的に、職員住宅も、今も整

備中、改修中ということでお話ありましたけれども、もう少し前向きに対応していただ

きたいなということで、よろしくお願いをしたいということで申し上げておきたいと思

います。 

  それで、次の質問に移らせていただきますけれども。 

○委員長（山本和子委員長） 今、答弁してもらったほうがいいんでは、関連する質問で

すか。 

○５番（早坂清光委員） いや、違う項目にいきます。 

○委員長（山本和子委員長） はい、よろしくお願いします。 

○５番（早坂清光委員） 施策報告のほうの27ページの、生涯活躍のまちの上士幌創生包

括プロジェクト事業ということで、会社のほうに事業を委託している部分のうち、かみ

しほろ塾の関係で、かみしほろ塾だけの経費が決算で幾らになっているのかということ

と、講師の謝礼だとか旅費だとかということで支出されている経費が、そのうち幾らな

のかということと、新聞等の広告の経費が幾らになっているのかということについて、

数字的なことについてちょっとご答弁いただきたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） どうしますか、さっきの答弁はよろしいですか、住宅の。 

○５番（早坂清光委員） はい。 

○委員長（山本和子委員長） わかりました。 

  それでは、かみしほろ塾の関係の質疑に答弁お願いしたいんですが。 

  福原主幹。 

○福原英範企画財政課主幹 ただいまご質問のありましたかみしほろ塾の関係の決算でご

ざいますが、塾の運営経費として2,100万ほどとなっております。 

  そして、講師の広告ですか、広告の経費、そして講師の謝金につきましては、合わせ

て200万ほど計上されているというふうに伺っております。 

  以上でございます。 

○委員長（山本和子委員長） 早坂委員、よろしいですか。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） ちょっと今すぐでなくてもよろしいですから、もしもあれであ

れば後からでもいいんですけれども、ちょっともう少し正確に教えてください。 
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○福原英範企画財政課主幹 広告費と講師への謝礼につきましては、別途、会社のほうに

確認して報告させていただきます。 

  以上でございます。 

○委員長（山本和子委員長） よろしいですか。 

  先ほど200万は広告費だと、講師の謝礼金については、ちょっと今は持ち合わせてい

ないので、後でということでよろしいですか。 

  ほかございますか、企画費です。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 29ページになります。 

  交通ターミナル管理経費ということで、経費自体についてどうこうということではな

いんですが、この予算を執行する財源については、士幌線の代替の基金を活用している

というふうに思います。 

  それで、ここだけじゃなくて、士幌線の交通対策ということで、中央バス路線の部分

の1,000万ほどをバス会社のほうに支出している部分も基金から支出をしていると思う

んです。 

  それで、基金の総額を見ると、たしか、現在１億5,500万ほどの基金残高というふう

になっていると思うんですが、この状況でいくと、あと10年ぐらいで、この基金は全て

使ってしまうようなことになるのではないかというふうに見えるんですが、その辺どの

ようなふうに認識をされているのか伺います。 

○委員長（山本和子委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 今のご質問についてですけれども、今現状、上士幌町内の交

通にかかわる経費ということで、士幌線の基金を使わせていただいているところでござ

います。 

  私ども計算しますと、今後の経費の推測によって変わりますけれども、８年から10年

ぐらいというような目安で、この基金というものがなくなるような状況であると考えて

おります。 

  ただ、こちらのバス路線の維持ですとか交通に係る部分は、町民の生活がかなり重要

となっている部分がありますので、今後の財源につきましては、今、明確なお答えでき

ませんけれども、今後もこちらの経費については、維持ができるような形でいきたいと

いうふうには考えているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） よろしいですか。 
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  ほか質疑ありますか。 

  馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 実施報告書の22ページ、ふるさと納税推進事業についてお尋

ねします。 

  これは、委員会でもちょっと出てきた部分で、再確認になるかと思うんですけれども、

ここの数字を見ますと、主な特産品発送受託事業者、それから特産品発送等経費６事業

者含めて10億8,415万382円となっておりまして、ふるさと納税寄附額の約52％ぐらいに

なっていると思うんですけれども、ことしの６月１日から制度が変わりまして、町とし

てはポータルサイトを独自で立ち上げて、この比率を下げていくというような説明があ

ったんですけれども、これにつきましては、ここに書かれている数字プラス、ポータル

サイト含めて50％以下にするということでよろしいんでしょうか。 

  そして、もし、この金額で２％下げるというと、かなり大きい金額になるかなという

ふうに思っているんですけれども、この辺含めて、実際取り扱いをしている業者等を含

めて、何かお話、協議していることがあるのか、ちょっとそれについて１点お尋ねしま

す。 

  次に、23ページでございます。自動運転バス導入推進事業についてでございます。 

  この自動運転につきましては、もう、世界的に各メーカー、それから新しく参入した

会社等を含めて、非常にしのぎを削っているという状況でありまして、一見メリットば

っかり強調されているなと、そんなふうに思うところでもあるんですけれども、実際、

今年度も上士幌町として、自動運転のバスの運行を実証試験するということになってい

ますけれども、この辺町として、万が一、事故に対する町の考え方というのを、現時点

でどのように考えているのか、それについてお伺いいたします。 

  それから。 

○委員長（山本和子委員長） 馬場委員、何回も質問できますので、項目をできれば絞り

ながらいったほうが、答弁しやすいのかなと思うんですか。 

○１０番（馬場敏美委員） 失礼しました。 

○委員長（山本和子委員長） とりあえず、じゃ、納税の関係と、それから自動運転バス

の関係出ているんですが、納税の関係、答弁。 

  山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 私のほうからは、ふるさと納税にかかわるご質問に対してお

答えいたします。 

  まず、さきの委員会のほうでも、ポータルサイトのことでご説明させていただいたん
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ですけれども、基本的にはそのポータルサイトも、今のルール上では募集に係る経費と

なると思われますので、それも含めて５割以下に抑えるということで考えております。 

  先日、総務省による現況調査の結果が公表されまして、本町につきましては、寄附額

総体に係る経費が63％ということでなっております。その中で、調達費につきましては

３割以下ということで、今までルールどおり進めているんですけれども、これについて

もさらにリニューアルさせていただきまして、なるべくその30％ぎりぎりではなくて、

さらにもうちょっと余裕を持たせたような設計の仕方をして、事業所さんと中間業者の

ほうと協議を進めています。 

  基本的には、例えば１万円の寄附額に対して、送料と、あと手数料、例えば決済手数

料です、クレジット決済だとか、あとアマゾンペイとか、そういうような決済も含まれ

ますので、基本的に１万円に対して、送料とか決済手数料ほぼ変わりませんので、ここ

ら辺は、例えば１万2,000円、3,000円、5,000円以上いくと、経費率的には５割切ってき

てかなり余裕が出てくるので、そういうことも含めて、寄附額と返礼率の設定をしなが

ら、調整しながら進めているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 関連ですね、自動運転の関係はどちらに。 

  梶主幹。 

○梶  達企画財政課主幹 自動運転バスの安全性というところについてですけれども、

委員おっしゃられたとおり、自動運転社会の実現という流れは、もうこれは、日本だけ

ではなく世界的に、こういう流れが今進んでいると思っております。 

  また、安全性というところで申し上げますと、技術は日々進んでおりますが、今、高

齢者の免許返納の問題、事故の問題等がクローズアップされておりますが、日本はどち

らかというとまだおくれているほうで、海外では、普通の車でも家の近くまで行けば、

あとはそこでおりて、あとは自動運転で車庫入れがなされるとか、スーパーに行っても、

今、日本では、よく高齢者の方がブレーキとアクセルを踏み間違えてコンビニに突っ込

んだとか、パーキングから落ちてしまったとかという事故も、今、多数発生しておりま

すけれども、そういったことも、今後恐らく、近くまで行けばあとは自動運転で車庫入

れがなされるとか、最終的な目的地までは、ラストワンマイルは自動運転でという形が

進んでいくんだと思っております。 

  また、保険の問題も、今、日本が多分、一番おくれているんですが、じゃ、自動運転

で事故が起きたときの責任がどこに発生するのか。その自動運転の開発したメーカー側

にあるのか、それを運用している民間会社、町であれば町の責任にあるのか、自動走行
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を監視している、運転者のかわりとなって監視している人の責任になるのかという、今、

その保険会社のほうも変わってきて、今、国がそこを、法律改正に向けて動いていると

いう現状でございます。 

  町の考え方としては、もちろん自動運転、特に今、バスのところで取り組んでおりま

すけれども、自動運転、バスが解決できる問題というのは多くあると思って、まず、本

町のスクールバスなんかもそうですけれども、２種免許を持ったドライバーがいない。

先ほど申し上げたような高齢者の免許返納等々で、大きく解決できることはあると思っ

ておりますが、全てが、では、それを解決するかということも考えておりませんし、ま

た、経費の問題でいうと、やはりまだまだで、何とか人を探してやったほうが効率的で、

経費の負担も少なくて済むんではないかという部分も多々あると思っております。 

  なので、ことしも10月に実証実験を予定しておりますが、皆様から本当にたくさんの

ご意見をいただいて、いや、ここはこのまま人がやったほうが効率的だよね。そういっ

たところも、今年度、素案を策定して、来年度、本計画の策定を予定しています網計画

にも、その実証実験の皆様の声を反映していきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○委員長（山本和子委員長） よろしいですか。 

  ほか、馬場さん、さっき、ほかのページで質問があると言ったような気もするんです

が、それ、大分先ですか、じゃ、次回。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） それでは、２点ほど質問をさせていただきます。 

  まず、施策報告書23ページの広報発行経費ついて質問します。この中で、ページ数が

増加傾向にあるので、情報量をコンパクトな広報になるように努めるというふうにござ

います。私、広報を拝見していて思うことがありまして、町民の方が、広報誌になかな

か登場していないのが現実でないかなというふうに、読んでいて感想があります。 

  例えば、道の駅についても、今いろんな町民のご意見があります。なので、賛否両論

を、町民の方の声を拾って特集記事で広報に載せるとか、あるいは、イベントで、熱気

球フェスティバルもこの間あったんですけれども、会場に来ている町民の方の声を拾っ

て特集記事で載せるとか、そういう方法で、やはり広報広聴活動として、広報誌に町民

の方をもっと登場させたほうがいいんでないかなというふうに感じていますので、その

辺についてのお考えをお聞きしたいのが１点目です。 

  それから、２点目は、農村地域情報通信基盤設備、34ページに農村部インターネット

回線増強事業というのがあります。これが、その下の高度情報通信網の整備が、先日予
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算が可決されまして整備することになりましたので、これは、この後どうなるのかとい

うことについてお聞きしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 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。 

  まず、広報誌の関係でございます。町民の声をたくさん載せるべきだと、全くもって

そのとおりだと思っておりますが、個人情報の取り扱いが、昨今厳しくなっていること

から、なかなか載せづらくなってきたという背景もありまして、最近なかなか、名前で

すとかそういったものが載せられていない状況にもなってきております。 

  ただ、そういったもっと町民を出してほしいという意見をたくさん聞いておりますの

で、今後検討させていただければと考えております。 

○委員長（山本和子委員長） 次の質問の答弁をお願いいたします。 

○岩隈亘史企画財政課主査 続きまして、農村部インターネット回線増強事業でございま

す。 

  こちら、実施概要に書いてありますとおり、平成20年度に工事をしまして21年度供用

開始。今後、ひかり回線が整備されると、恐らく、ひかり回線のほうに利用者は移行し

ていくだろうと予想はされておりますが、ＦＷＡの設備については、電子設備自体は10

年間の償却期間がありますので処分しても構わないんですが、それに伴う鉄塔等がまだ

残っておりますので、そちらについては、現在どのように活用するかは検討中でありま

す。 

  以上であります。 

○委員長（山本和子委員長） よろしいですか。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） それでは、次に、26ページのまちづくり活動支援事業なんです

けれども、ここに、公共施設等整備活動支援事業、補助実績１件というふうにあるんで

すけれども、どうもせっかくのこの制度が、30年度から、確か新しくこの制度を見直し

たということだったと思うんですが、もうちょっと活用されたほうがいいのかなと思い

ますので、周知方法を含めて、どのように今後、利用を活発にするか考えているかお聞

きしたいのが１点目です。 

  それから、２点目は、27ページの生涯活躍の場の創設ということでかみしほろ人材セ

ンターの運営というのがあります。お聞きするところによると、この人材センターで使

う例えば備品であったり、休憩をとる事務所であったりというような、そういった設備

なり施設が不十分だというお話を聞いているんですが、この辺について、今後の充実に
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向けたお考えがあればお聞きしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 それでは、１つ目のまちづくり活動支援事業についてお答え

いたします。 

  まちづくり活動支援事業につきまして、30年度の２月に、より広く住民の皆様が、こ

ちらの事業を使えるようにという形で、町の公益的な活動に資する部分については、活

用できるという形として広げたところでございます。 

  その後、年度初めの広報誌の周知ですとか、行政区長会議等での周知をさせていただ

いておりますけれども、やはり、まだ、そういった枠を広げたというところの実績は出

ていない状況となっておりますので、今後も、特に広報誌等をより積極的に活用して、

複数回周知をしていく中で、こちらの利活用を広げていきたいというふうに考えている

ところです。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 福原主幹。 

○福原英範企画財政課主幹 ご質問の人材センターの備品等の充実についてでございます

が、今般、まちづくり会社の事務所を含む起業家支援センターというものがオープンし

ました。その中で、備品等もそろえてはいるのですが、人材センターの備品等につきま

しても、今後、いただいた声を伺いながら、来年度事業等の予算要求に向けて、会社と

連携しながら充実させていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山本和子委員長） 斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 続いて、31ページに交通安全指導員の活動ということで、全員

万度に、まだ人員が満たされていないということで、その中で待遇の見直し等の検討が

必要ですということで書いてありますが、どのように検討されているのかということに

ついてお聞きしたいと思います。 

  それから、32ページに職員厚生費がありますが、この中で、労働安全衛生委員会がど

のように開催されたのかについてお聞きしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 交通安全指導員活動の課題のところにあります待遇の見直し等の

検討が必要であるということなんですけれども、まず、現在の待遇なんですけれども、

ご存じのように、朝２名の方が、上士幌小の前と、それから下村木工さんの前で啓発を

しております。午後からは、下村木工さんのほうで、また啓発。あと、季節ごとなんで
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すけれども、交通安全週間、そのようなときに毎朝９カ所ですか、出ていただいてやっ

ております。 

  そのような中で、常時啓発委員さんというのは毎朝出ている方なんですけれども、２

名の方、今出ていただいております。そして、ここで問題となっているのは、多分、確

実に言えますのは、やはり新しく会に入る方がなかなかいないということ、それから高

齢化が進んでいること、それから夏でも雨の日でも、本当に雪の日でも必ず朝出ていた

だいて、月額、町のほうから１人当たり４万6,000円支出しております。それから、指

導員さんの報酬として、今14名の方が参加してくれているんですけれども、年間４万

2,000円の報酬を払っております。 

  町から会のほうに補助をしているんですけれども、その中から支出するもので、街頭

啓発費として出しているもの、１回1,500円、それからパトライト作戦というのをやっ

ているんですけれども、夕方、夜です、その際に、１回当たり燃料費として1,000円出

しております。 

  そのような中で、ここにも書いてあるとおり、高齢化が進んで、担い手がなかなか難

しい時代に入ってきております。そこで、まず検討できるのがこの待遇面のところ。待

遇面といいましてもいろんなものがあると思いますが、今考えておりますのは、問題か

なと思いますのが指導員報酬です。全員に対する指導員報酬の年収、年の報酬、こちら

が検討課題かなと考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） あと、次、もう一つ、何かなかった。 

  関連、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 今の指導員の報酬なんですけれども、何年も多分、据え置かれ

ているんではないのかなというふうに思うんです。 

  ですので、ぜひ理事者もいらっしゃいますので、具体的に引き上げる方向で、新年度

の予算要求に当たっては、ぜひ前向きにご検討いただきたいなというふうに要望してお

きたいと思います。 

  労働安全衛生委員会のほう、確認お願いします。 

○委員長（山本和子委員長） 遠藤主査。 

○遠藤裕司総務課主査 労働安全衛生委員会の状況についてご説明します。 

  昨年度、労働安全衛生委員会については１回開催しておりまして、職場の健康診断、

人間ドックの状況、あとストレスチェックの状況、それとあと、公務災害などの発生状

況について審議していただいているところです。 
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○委員長（山本和子委員長） よろしいでしょうか。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） その中で、今ストレスチェックを多分やっていらっしゃると思

うんですけれども、これで、やっぱりストレス率が10％というふうにここに書いてある

んですけれども、実際はもっと多いのかなと私は思うんですが、そういったことで、例

えば、１回の労働安全衛生委員会の開催で、そういったきめ細かく職場の状況が把握で

きて、対策まで検討できるのかなとちょっと疑問に思うんですが、その辺についてお考

えをお聞きしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 遠藤主査。 

○遠藤裕司総務課主査 昨年度、そのような委員会の中でも話がありまして、今年度、来

週なんですけれども、メンタルヘルスに対する職員研修というものを実施するというこ

とで、職場のほうに周知しているところです。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） よろしいですか。 

  ほかございますか。 

  野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 先ほど、斉藤委員からもお話があった交通安全指導員のことな

んですけれども、同じことを繰り返すような形になりますが、常時啓発活動についての

月の月給とかというのは、４万6,000円というのは、きのう聞きましたところ、もう10

年ぐらいは、ずっとそのままの金額でいたということなので、ここをまず見直していた

だきたいのと、やっぱり年報酬も、新規に指導員さんを入れるとなれば、この金額のこ

とも、ちょっと検討に入れながら進めていってほしいなというのも希望です。 

  それと、全く別なことで、常時啓発活動も指導員でやるんじゃなくて、きちっとした

月給制もちょっと上げて、帯広でいえば緑のおばさんみたいな担当をきちっと決めたほ

うが、今、交通指導員さんというのは、もう60代から80代の方がほとんどなんです。そ

れで、なり手もきつくなってきているというところから、活動のあり方、人員の決め方

というのもちょっと考え直していただきたいなというのが意見です。 

○委員長（山本和子委員長） 答弁、藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 ただいま野村委員からいろいろ教えられたことが、実は私、多い

ものですから、いろんな形で活動のあり方も検討するということで、まずはいろいろ調

べてみたいと、今、思っております。 

○委員長（山本和子委員長） よろしいですか。 
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  それでは、次にいきます。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 何点か、１つずつお願いできればと思います。 

  先ほど、斉藤委員からあったまちづくり活動の支援事業なんですけれども、確かに。 

○委員長（山本和子委員長） もう一回、ページ確認したいんですが。 

○８番（江波戸 明委員） ごめんなさい、施策の26ページです。 

○委員長（山本和子委員長） 26ページですね。 

○８番（江波戸 明委員） 先ほどは見直ししながら、これはすごく、この間も僕、一般

質問した中でも、生涯活躍のまちづくりのスタートの、大きな１つの視点かなというふ

うに認識していますけれども、やはり工夫して町全体に、逆に町政のほうからもこんな

のどうだという、そういう逆発信しながら、これにどういう形で町民が参加できるかと

いう、そういう手法等を入れれば、この１件でなくて何か身近にできたり、それから、

できれば10分の10ぐらいの支援を項目ごとにきちっと分けて対応、それで、家庭の主婦

までも対応できるような形とか、そんなことも工夫するとしたら、かなり事業の目的に

近づくような実績が町として残るのかと思います。 

  これが余り少ないと、やっぱり元気ない町という感じもちょっとしますので、この辺

ちょっと確認したいと思いますけれども、考え方あったらよろしくお願いしたいと思い

ます。 

○委員長（山本和子委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 まちづくり活動支援事業につきましてですけれども、過去の

経過としまして、一部、教育委員会のマイプラン・マイスタディ活動助成事業に移行し

たという経過もありますけれども、今後も、やはり今委員のおっしゃられたとおり、よ

り積極的な活用、そして、こちらの立場からも、一応協働でできればということもあり

ますけれども、まずは住民の方の積極的な自主的な思いというところを、ここで実現少

しでもできるようにというところで、30年度の２月に新たな枠を広げたという経過もご

ざいます。 

  もちろん、これからも積極的にこちらの事業を活用いただいて、元気のある町という

ところのイメージは、もちろん発信していきたいというふうな思いは当課にもあります

ので、今後も、委員の今のご意見を参考に検討していきたいというふうに思っておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 



－18－ 

○８番（江波戸 明委員） よろしくお願いしたいと思います。 

  施策報告書29ページ、交通ターミナル管理経費ですけれども、町民からも利活用、表

向きで、余り使っていないんじゃないかなというイメージも結構ある施設の一つなんで

すが、この係る経費について決算額で382万1,000円になっています。ことしの当初予算

では734万1,000円という部分で、300万ぐらいの開きがあるのかなと思いますけれども、

順達にいくと年間734万ぐらいかかる形になるのか、去年は開設時期の問題でちょっと

経費がかからなかったのか、ちょっと経費がかなり跳ね上がっていますし、利用のイメ

ージとしてはそんなに活用されていないんですけれども、新たな活用をこの中で考えて、

ことしに対しては対応するのか、そこら辺ちょっと確認したいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 まず、経費の部分からご説明させていただきます。 

  大きく減額となった理由としましては、当初、あちら窓口に入っております拓殖バス

さん、こちらの場所の貸出料という形で予算を組んでいたところがありますけれども、

現状としまして、ターミナルにいらっしゃるお客様、そちらの方への観光案内業務等も

同時に担っていただいているというところがありますので、そちらの経費も相殺するよ

うな形で、無償で今、貸し出し、あの場所を使っていただいているところでございます。

当初は、その部分の予算も見込んでおりましたけれども、そちらが減額となったという

ところで、その部分が大きく減額になったというところになっております。 

  また、昨年度１年、初めて運営をしまして、こちらの経費の換算となっておりますの

で、今年度につきましても、ほぼ同じぐらいの運営経費でおさまるのかなというふうに

考えているところでございます。 

  また、利用者数なんですけれども、あちらに利用カウンターを昨年８月から設置した

ところでございます。下に、館内に入ってきた、利用の形態というところまでは把握し

ていないところですけれども、実際に館内を利用した方が、昨年の８月で1,671人だっ

たところ、今年度は2,422人ということで、非常に今年度、増加傾向にあるところでご

ざいます。 

  また、さまざま通常の交通の利用というところが一番の重要なところでございますけ

れども、町内のイベント等によってもこの人数が影響して、相乗効果で利用者数も伸び

ているというところがわかってきているというところでございます。 

  また、今後の取り組みについてですけれども、今年度から、まずレンタサイクル事業、

こちらを交通ターミナルで一括してやっているところ、また、今後ですけれども、今、

企画財政課の事業の中で、実際、町内の今の交通網、交通の利活用状況を調査して、今
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後、それに合わせた交通の体系というところを構築していくというところで検討を進め

ていきたいと思いますので、その中で、より具体的に、どういった今後の交通の形態が

必要かというところかがわかってくるかと思いますので、その中で具体的な対策という

ところを考えていきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、観光案内も含めて対応していくという形で対応している

んですけれども、そうしたら、ことしの当初予算から比べて、かなり減額されるという

認識でよろしかったでしょうか。 

○委員長（山本和子委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 ことしの当初予算では、その予算というのは特に計上してお

りません。 

  あくまで昨年度計上していた中で、昨年度の当初予算が700万あったうちのほぼ200万

ぐらいが、そういった委託料というところで見込んでいました。今年度につきましては、

特段その予算見込んでおりませんので、当初予算の現状の予算でいけるのかなというふ

うには考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 昨年だけは特例ということで認識しますので、通常的には、

700万から800万かかるという認識でよろしかったでしょうか。 

○委員長（山本和子委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 通常が400万ぐらいという形になっております。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） ことしは、このぐらいの形でしたらお願いできるという形で

認識しておきたいと思います。 

  次に、30ページお願いします。 

  交通安全対策関係で、やはり、うちの町も商店街等含めたり、要所要所に駐車場を設

けて対応していますけれども、これからどうするかという喫緊の課題の部分になるか、

それはまた、相手があることだという部分で、ちょっとお願いしておきたいという認識

なんですけれども、農協の東側の駐車場についてですけれども、最近、農協職員が多く

なったり、町なかの活性化が進んだかは別にしましても、かなり常に満車状態になって
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おります。それに、ちょうど商店街のある程度の店舗が入っていますので、かなり駐車

に苦慮している部分も時間的にあるなというふうに、僕、認識しています。 

  かなり、農協等の関係者かと思われますけれども常駐している形で、空きスペースが

少ないなと思っていますので、これから含めて、農協の専用とかそういう分をどこに広

げるかは別にしましても、一定程度、町のほうでここの部分については商店街なり通常

の買い物とか、そういう部分の区分もあってもいいんじゃないかなというふうに認識し

ています。 

  そんなことで、やはり商店街の活性化なり、そして、あそこの交通事故の問題等の減

少、少しでも接触事故対応したり、それから路帯にかなり駐車しているのが見受けられ

ますので、少しでも安全なまちづくりの一つとして対応していただければと思いますの

で、この点ちょっと考え方よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 30ページの駐車場の確保の関係なんですが、答弁、建設課

になるかと思うんですが、渡辺主査。 

○渡辺正史建設課主査 今のご質問でございますが、今のところ、農協さんのほうとの駐

車場の使い方とかそういったものにつきましては、今のところはまだ、決めているもの

はございませんので、これからどのようになっていくか検討していくことになるとは思

います。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） わかりましたか、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 先ほど言ったように、喫緊でできるようなことでなくて、あ

る程度土地の確保とか、お互い、町がするか、それから農協としての職員の車の安全管

理等を含めて、ですから、これについてはある程度努力して、商店街との連携を含めて

対応してもらうのは施策も必要になってくるかと思いますので、この点よろしくお願い

したいと思います。 

  次に、交通安全指導員のことも先ほどありました。僕も、この辺含めて、やはり一定

程度町村合併以降、いろんな意味で経費がなかなかそこから伸びてきていない、逆に、

調整されながら削減されたという過去の経過があるんだと思います。 

  ですから、いろんな意味で町民の協力を得ながらまちづくりを進めていく場合、再度

また審議会等含めて、ある程度給与のあり方とか報酬のあり方、それを検討していただ

ければと思っています、31ページでした、思いますので、これについては要望としてお

願いしたいと思います。 

  次に、同じく31ページです。 
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○委員長（山本和子委員長） 今のは答弁よろしいですか。 

○８番（江波戸 明委員） はい。 

○委員長（山本和子委員長） わかりました。 

○８番（江波戸 明委員） ここに、人事管理という形ですから、ここで質問したらいい

かちょっと確認したいと思いますけれども、今、ナイタイ高原牧場については指定管理

者制度で運営しております。管理者指定制度についても、確保したところが少しずつや

めていったり、また、改めてこの次についても、まちづくりの一環として道の駅等を含

めて、こういう制度がまた入ってくると認識していますが、今ちょうどナイタイ問題に

ついては、準職員の方が数名派遣されているという部分が長く続いています。 

  そんなことを含めて、具体的に派遣することについては、法的にはどういう課題があ

るかという部分もちょっと考えながら、なるべく身分を明確にしながら職場で頑張って

もらうというのが、一番働く人にとっては本当に頑張れるのかなと思っていますし、管

理の頭が農協ですから、農協との調整も含めてきちっとできるかなと思いますので、こ

れも先ほど言った喫緊ではないですけれども、やはり人事管理という部分ではなるべく

早い段階で、正常化という形でちょっと申し上げていいかどうかわかりませんけれども、

職員の働きやすい改革を含めて、ナイタイの派遣については検討していただければと思

いますので、この点についても、何か考え方と今後の方向性があったらお知らせ願いた

いと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 答弁どちら、じゃ、理事者。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ナイタイ高原牧場への職員の派遣については、当時、指定管理をす

るという段階で、ＪＡともさまざまな協議をさせていただいて現在に至るということで

あります。 

  身分的にはご承知のとおり、町の準職員という身分は、これは変わりありませんので、

派遣をしておりますけれども、身分は町の準職員ということで対応させていただいてお

ります。 

  ＪＡはＪＡとして、もちろん経営上、あるいは運用上の関係ありますので、当初はそ

ういった準職員の取り扱いについて、ＪＡからもいろいろと協議はいただいておりまし

たけれども、最終的には、現状の形で当面進めるということで今いる状況でございまし

て、いずれにしても、職員自体も、いわゆる派遣で行くということに対する不安を持っ

た、当初はそういった時期もございましたけれども、その際には、私も職員一人一人と

面談をいたしまして、どういった形がいいのか、不安はないかというところで聞き取り
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もしながら対応させていただいたというところでございますので、今後も、運営主体で

あるＪＡとも十分協議をさせていただきながら、対応させていただ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（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） ナイタイ高原牧場は、年間365日の労働が伴う現場でありま

すし、また、先ほど言ったように管理主体が今、指定管理者でＪＡが対応しています。 

  そんな意味で、ＪＡとそれから派遣職員の指揮命令系統をきっちりしないと、やはり

生き物相手の職場でありますから、また、大型機械を扱っている職場でありますから、

きちっとした対話をしないと重大な事故になったり、また預託者に損害を与えたりとか、

そういうことになる可能性ありますので、そこら辺については、指揮命令はきちっとで

きるような体制をなるべく早く構築していただきたいと思います。 

  確かに、人的派遣というのについては、早急にできる問題ではないかと思いますけれ

ども、それについては、なるべく働いている、また、受けているＪＡの方向性に適切に

対応できるような形でお願いできればと思います。もし、答弁ありましたらよろしくお

願いしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 指揮命令の関係でのご不安があるのかなと思いますけれども、身分

的には町の準職員ということでございますし、そういう身分に対する不安だとか心配は、

職員自体は持っていないと判断しています。 

  指揮命令の関係につきましては、指定管理の関係がございますので、当然、指揮命令

は指定管理者であるＪＡの指揮命令の中で動くということは、本人たちも十分それは承

知をしているということでありますので、いわゆる行政、町側から直接的にその派遣し

ている職員に対して、牧場の運営に対して云々ということでの指示ですとか命令は一切

しておりません。これは、ＪＡに全てお任せをしているということでございます。 

  ただ、やはり、いろんな健康上の問題、事故があったときだとかそういったときには、

必ず報告を受けていますので、その都度、行政は行政として文書を発送したり、あるい

は管理者に対して物を言うということは当然ございますけれども、少なくとも指揮命令

云々で、ＪＡと町で混乱をするというようなことは、現在起きていないというふうに判

断しています。 

  また、職場の環境におきましても、私も先ほど言いましたように、聞き取りをしてお

りますけれども、特に現場でありますけれども、例えば休みがとれないだとか、そうい
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ったことは一切ないということもお聞きしておりますので、そういう意味で、職場環境

的に問題点があるというふうには認識をしていないところでもございます。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） そういう形で、ぜひお願いできればと思います。 

  同じく施策報告書34ページです。士幌線交通対策関係になります。 

  士幌線の代替含めて、路線を維持するという部分で、補助金を対応してもらいながら

この事業を進めていますが、昨今、上士幌高校においては、かなり町外からの学生の乗

車がかなり多くなっているなと。子供の移動、入学数によっては若干変更あると思いま

すけれども、かなりこの路線については、上高の生徒の乗車によって、乗車率かなり高

まっているのかと思いますけれども、現状、この乗車率の影響はどのぐらいになってい

るか。また、上高がもしなくなったとしたら、かなりこの乗車率下がる可能性とか含め

て、大きくこの路線維持について、特に町民の足、ここに今、本当に上士幌、帯広、拓

殖、十勝バス含めて十五、六本走っているすばらしい路線を持っているうちの町ですか

ら、少しでもこの路線と、経費の補助金の問題も乗車率に影響してくると思いますから、

この点の影響について、まずどのぐらいの乗車率に影響しているか、そこら辺がわかれ

ば教えてほしいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 乗車率のご質問ですけれども、確かに、上士幌高校に通って

いる学生が乗車している率というところは、ちょっと数値的な部分では明確にお答えで

きませんけれども、非常に多いというふうに考えております。 

  過去にも、上士幌高校から直接要望がありまして、スクールバスの本数をふやしてほ

しいですとか、そういったところでは、非常に路線バスの利活用というところでは、上

士幌高校の生徒の利用というのは非常に多いと思います。その都度、そういった路線を

ふやしたりですとか時間とかの対応というところは、バス事業者、町、高校と協議しな

がら随時進めているところでございます。 

  また、実際に路線バスを維持するというところが、非常に町民の足というところは重

要なところでございます。ただ、現状、非常にバス事業者側の、例えば運転手の確保で

すとか、例えばバスの整備ですとか、そういったところで、経費というところが上昇傾

向にあるというところが現状でございます。 

  この路線は、上士幌だけではなく、帯広、音更、士幌町と４市町が加盟する路線とな

っております。ただ、それぞれの町村、同じように経費の増加という課題があります。
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なので、今現状、バスに加盟する会議の中で、バス事業者との協議の中で、その路線維

持に関する経費というところをしっかり市町村でも見きわめて、全ての経費を対処する

ということではなく、その中で路線維持にかかわる経費であるところを明確にするよう

に、町村側もしっかりそういったところを精査して経費をなるべく抑えられる、また、

バス事業者側も、より生産性向上という点では増収となるようにさまざまな対策とって

おりますけれども、今後も具体的な対策をとれるように、事業者側とも連携しながら実

施していきたいと考えているところです。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 本当に、これから高齢者の数も、また、それから運転免許証

の自主返納等含めて、何かあったら小さな病院までの対応はできますけれども、病院と

か買い物含めてとか、所用含めて、バス路線を使っている足のない人については第一義

だと思っています。 

  そんなことで、少しでも国の交付金の影響させないような形をとっておかないと、町

の負担というのは、もう、かなり大きく跳ね上がるというふうに僕は認識していますの

で、それを含めて路線維持については利活用、せっかくターミナルがありますし、いい

意味で利活用を考えていかならんかなと思います。 

  状況については、お互い、今、説明の中で認識しているというふうに認識しています

ので、これで終わっていきたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 答弁よろしいですね。 

○８番（江波戸 明委員） はい、いいです。 

○委員長（山本和子委員長） それでは、ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１０時０１分） 

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

○委員長（山本和子委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１２分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 総務費、ほか質疑ありますか。 

  中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） すみません、32ページから33ページにかけての企業誘致に関す

るここに500万ぐらい、一応上がっているんですけれども、これに、私、個人的になん
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ですけれども、この事業にはすごく興味があって、今度の予算とかもわくわくしている

んですけれども、今回の500万円についての成果というか、ここについて具体的にあれ

ば教えていただきたいなと思って。 

○委員長（山本和子委員長） 梶主幹。 

○梶  達企画財政課主幹 企業誘致テレワーク推進事業の決算額についてですが、こち

らのうちの大きな部分は、昨年まで、お試しサテライトオフィスというのを、民間賃貸

住宅を借り入れる形で設置をしておりまして、これに係る経費が約半分を占めておりま

す。 

  昨年度のお試しサテライトオフィスの実績については、延べですけれども、19組39名

の企業の利用がございました。そのうち１件、夏場にワーケ―ションという形で、夏休

みをとりながら、こちらで、現地でバケーションをしながらテレワーク行うという、交

互にその企業さんが３名ずつ夏の間滞在していただきまして、今回のアグリ＆ケアさん

の企業誘致という形につながりました。 

  昨年の実績についてはこちらなんですけれども、ことし、31年度予算の話になってし

まいますが、ウィーワークという形で、こちらも東京のほうに上士幌町としての拠点を

設けて、いろんな企業との接点をふやすというところと、30年度の補正予算でシェアオ

フィスという、サテライトオフィスですと、どうしても民間賃貸住宅をお借りしていま

したので、１社しか使えないというどうしても縛りがありましたので、複数の企業やこ

ちらの上士幌町の企業と一緒に、いろんなコラボレーションができるようなシェアオフ

ィスということで、30年度補正予算を繰り越す形で、ただいまシェアオフィスの整備を

進めているところでございます。 

○委員長（山本和子委員長） よろしいですか。 

  ほかございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） なければ、総務費終わりまして、ここで暫時休憩といたし

ます。 

（午前１０時１５分） 

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

○委員長（山本和子委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１７分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 次に、歳出は民生費、決算書は55ページから62ページ、施
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策報告書は38ページから49ページまで一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ないですか。 

  それでは、民生費に対する質疑を終結いたします。 

  民生費です。ありますか。 

  施策報告書は38から49ページまでの民生費を今、質疑をお願いしているんですが。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 施策報告書の43ページになります。 

  一番最後のほうの高齢者等福祉サービス助成事業ということで、これは福寿協会との

関係のことだというふうに思うんですけれども、いろいろ助成事業、あるいは補助金と

いうようなことで支出をしているんですけれども、そのことについてどうこうというこ

とではないんですけれども、ここに、決算成果のところにも今後の課題等というところ

にも記載されているんですが、特別養護老人ホーム等で介護職員等の職員が充足されて

いないということで、欠員になっているというようなことで記載されていますけれども、

そういうことで、予算執行の残も生じているということの表記になっていますけれども、

福寿協会のほうと、日常的な情報交換だとか、そういういろいろな課題等について、町

としてどのように情報交換なり協議をして、支援するということの状況になっているの

か、その辺について伺いたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 お答えします。 

  福寿協会に対する補助事業ですけれども、種類として大きく分けて３つあります。 

  １つ、在宅福祉サービス事業ということで、訪問介護にかかわる人件費の分と、通所

介護、グループホームの事業に関する介護報酬の減額分ということで、平成27年からの

介護報酬の改定によって、報酬単価が随分下がったということがあります。その平成26

年度までの介護報酬単価を基準として、その減った分、差額分について補助していこう

ということで、今、補助しております。 

  それと、小規模多機能型の事業です。そこの部分については、収支の赤字補塡分にな

るんですが、赤字補塡分の２分の１を補助しようということで補助しております。ただ、

この小規模多機能型の事業につきましては、収支の部分でかなり事業効果といいますか、

成果がありますので、ここは返還金が生じたということで、今回、余剰金となっており

ます。 

  それと、特別養護老人ホームについては、人件費の部分と特養と短期入所に係る、先



－27－ 

ほど言った介護報酬単価の差額分という形になります。 

  それと、もう一つ、介護度改善に対する助成事業ということで、ここは補助金という

よりも交付金という形で、特養に入所された方が１年以上経過した後に、ケアの質によ

って介護度が軽くなることがあるんですが、介護度が軽くなると介護報酬が減ってしま

うということで、その部分について成功報酬として、その減った分に対して10％上乗せ

をして、町としては補助をしているという形です。 

  法人との連携ということですけれども、年に２回支出をするというところで、下半期

支出する際にそのヒアリングをしながら、この事業が今こういう状況にあるんですとか、

ここの加算部分は収入として見ないで、収支のところの補塡をしてほしいなどの話し合

いをしながら、31年度につきましては、またちょっと補助金の仕方を見直しまして、処

遇改善加算の部分で、職員に対する報酬というのが国のほうでは単価が高まっているん

ですけれども、その部分を介護報酬の収入として入れてしまうと、差額分が埋まってこ

ないということで、実際は赤字なんですけれども補助金が減っていくという傾向になっ

てしまうんです。 

  それで、そこの部分の処遇改善加算部分は収入から除いて、31年度は補助金を支出し

ているという状況で、昨年度の10月、11月ごろ、予算の策定時期には福寿協会のほうと

打ち合わせをしながら、要望書をいただいたりとか、それに対する回答書を交わしなが

ら補助金のほうを支出しているところです。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） よろしいですか。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） わかりました。 

  ちょっと聞きたいのは、非常に介護職員等が不足しているなという状況で欠員になっ

たり、勤められる方が長期じゃなくて短期で、もう、やめられるというようなことがあ

ったりすると思うんですけれども、そういう部分の人材確保という部分で、町としてそ

ういう協力というか支援というようなこと、こういう部分についてはどうなんでしょう

かという部分。何か町として対応しているんでしょうかという部分についてちょっとお

聞きしたんですけれども、その辺ちょっとお答えいただければと思います。ないんであ

ればない。 

○委員長（山本和子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 直接的に、人材確保について町が支援しているということは、

かかわりとしてないんですけれども、もう、福寿協会としては、なるべく人件費、賃金
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を確保するために、今、正職員化を図って正職員も随分ふえてきています。 

  正職員を確保するということに対しての支援といいますか、補助金としての支援とい

う形で支援しているところです。 

○委員長（山本和子委員長） よろしいですか。 

  ほか。 

  伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） 緊急通報システムについてお聞きをいたします。 

○委員長（山本和子委員長） ページ数は何ページ。 

○３番（伊東久子委員） 41ページです。 

○委員長（山本和子委員長） 41ページですね。 

○３番（伊東久子委員） 昨年度、緊急通報による緊急対応件数９件があったということ

なんですけれども、これは緊急センサーを、今もう、ほとんどセンサーになっていると

思うんですけれども、センサーで感知したのか、本人が通報したのか、そこら辺のこと

についてちょっとお聞きします。 

○委員長（山本和子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 お答えします。 

  30年度の受信件数総体では600件を超える件数なんですが、そのうち、実際に緊急対

応といいますか、協力員が駆けつけたり、救急車が駆けつけたというのが９件になって

おります。 

  内訳は、主に煙センサーが反応するケースが多くなっていますので、調理をしたとき

に魚を焦がして、煙がもくもくと部屋の中に充満したときにセンサーが働くという形が

多いのかなと思います。その他は、本人が、体が動かなくてぐあいが悪いとかそういう

ときに、これでいくと４件は自分でボタンを押したというケース、残り５件は、その煙

センサーでの対応という形になっております。 

○委員長（山本和子委員長） 伊東委員、よろしいですか。 

  伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） 今の答弁の中で私が聞いたのは、全ての、これ、ついている中

に、センサーにもう変わってしまったのかどうかと。切りかえましたよね、初めは古い

のをつけていて、全部センサーに変えていきますと言ったのは聞いているんですけれど

も、全部センサーに変わったのかどうかということ。 

○委員長（山本和子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 今、全体で70世帯ぐらいについているんですが、センサーが
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約65台ぐらい、もう、ついています。 

  残り５台ぐらいあったと思うんですが、古い機械がついているんですが、長期入院さ

れているですとか、ちょっと今、在宅に不在がちですとかということで、古い機械が置

きっぱなしなんですが、できるだけ、先日も新しい機械に変えたというケースもありま

すし、新しい機械、在庫がありますので、そういった必要に応じてセンサーつきに変え

ていきたい。もうほぼ、90％以上はセンサーつきの世帯となっております。 

○委員長（山本和子委員長） 伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） 私もそうなんですけれども、近く回りましたら、ひとり暮らし

の老人というのは結構多くなってきてきまして、まだ元気だからいいということも、つ

けられないということもあるんですけれども、もうそろそろ必要ではないかなという方

たち結構いるんです。 

  それで、古い機械とセンサーとの金額の差というのは相当差があるのかどうか、そこ

ら辺ちょっと教えてください。 

○委員長（山本和子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 緊急通報システムをつける対象となる方は、それほどハード

ル高くなくて、ちょっと心配な病気があるんですとか、自分が１人で暮らしていて不安

だというところで対象になります。おひとり暮らしか高齢者夫婦世帯です。あとは、日

中独居になってしまうとか、そういうケースをつけています。 

  負担のところですけれども、設置工事費ですとか、通信料といいますか健康づくり財

団への受信委託料については、古くても新しくしても同じですので、そこは町が全部負

担していますから本人の負担はないところです。 

  ただ、人感センサー３つつきますので、10日一遍、自動的に電話回線につながって健

康づくり財団のほうに通報が行くんですけれども、その際の電話料金、１回15円ぐらい

かかるんですが、それが月にすると３回ぐらい、それが人感センサーをつけると本人負

担として生じるというところです。ですので、月に45円か50円ぐらいが本人負担、セン

サーの場合は生じるという形です。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） 私が聞いたのは、その設置の機械の購入について、センサーと、

それから元のやつとの差が随分あるのかなと。 

  もし、差があるんであれば、古いほうでもいいからたくさんの人につけてあげないと、

今、健康だなと思っていても、なんか夕方倒れているということもあるし、そんなこと
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で多くの人が、これ、つけていただければ助かるんでないかなと思うんですけれども、

差がなければいいんですけれども、差があれば、ちょっとそのわかりませんか。 

○委員長（山本和子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 新しい機械は１台16万5,000円するんです。古い機械がちょ

っと今思い出せないんですが、でも、10万以上はしたと思います。数万円の違いはある

んですが、今、古い機械、センサーがないタイプのほうが、余り何ていいますか、普及

していないといいますか、人感センサーついているものが主流になっていますので、つ

けるんであれば人感センサーついたほうがいいのかなと思っておりますし、今現在の在

庫10台、昨年度購入したものが10台ありますので、古いほうと言わず新しいほうをつけ

ていきたいなというふうに思っています。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） いいですか。 

  ほかありますか。 

  馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 42ページの訪問看護ステーション事業で、介護保険のほうが

実利用人数３名、医療保険のほうで３名でございますけれども、現在、上士幌町におけ

る在宅でのみとりの件数状況、それから施設のみとり状況、病院でのみとり状況、この

辺わかればちょっと教えていただきたいなと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 件数については、ちょっと把握はしていないんですが、傾向

としては、グループホームですとか小規模多機能まつばなどでみとりをするケースがふ

えてきています。今年度、先日もまつばのほうで亡くなられた方おりますし、その後、

上士幌クリニックの医師が訪問にかかわっているところですけれども、ここでいう訪問

看護ステーションでのみとりとなりますと件数は少ないんですけれども、つい先日も在

宅でみとった方、訪問看護ステーションが医療で３カ月くらい毎日訪問して、かかわっ

たケースがあります。 

  本別が拠点ですので、上士幌はサブステーションになるんですけれども、どうしても

今まで週２回、３回が限度だったというところなんですが、そういったみとりといった

ケースであれば、本別からも毎日上士幌に来てくれる。その方が亡くなったときも夜中

だったんですけれども、夜中に駆けつけてくれて、その終末のケアをしてくれたという

事例が、つい先日もあったところです。 

  以上です。 
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○委員長（山本和子委員長） 馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） ありがとうございます。 

  地域包括支援センターが、本当にこの町に定着していけば、また、在宅でのみとりと

いうのもふえていくのかなというふうに、そんなふうに思っております。現状では、こ

の訪問看護ステーションで在宅のみとりがあったとしても、間に合っている状況にある

ということでよろしいです。 

○委員長（山本和子委員長） 答弁よろしいですね。 

  ほか、質疑。 

  馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 43ページの居宅介護支援事業所運営費についてでございます

けれども、居宅介護支援総数が、30年度100件ということなんですけれども、現在、上

士幌町には、町の居宅介護支援事業所含めて３件あります。 

  その中で、この支援件数が100件ということであると、単純に計算しますと１件33件

ぐらいということで、これだけでいくと、恐らく経営的には全く成り立たないという状

況にあるのかなと、そんなふうに思っておりますけれども、この辺含めて、基幹型地域

包括支援センターとして、何か他の２つの居宅介護支援事業所に、何ていうんですか、

アドバイス等を含めて、何か行っているのかどうなのかというところと、もう一つは、

居宅介護支援事業所が求められるところがだんだん多くなってきていると思うんです。

そういう中に、伴走型居宅介護支援みたいなところもあると思うんですけれども、そう

いうことをやっていく上では、例えば、その１事業所に１名、２名の介護支援専門員で

十分にそれに対応できるのか、現在できているのか、その辺含めてちょっとお聞きした

いと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 お答えします。 

  居宅介護支援事業所運営事業ですけれども、おっしゃるとおりその３カ所です、町内

にはあるということで、町直営と社会福祉協議会と福寿協会でやっている居宅介護支援

事業所があります。そこにはケアマネジャーが配属されていまして、サービス調整を行

うケアプランというのをつくっていくわけです。 

  町のほうは、包括支援センターとか居宅介護支援事業所、兼務しておりますので、介

護認定で要支援１、要支援２の軽度という部分の予防介護については、包括支援センタ

ーで主に持っていこうというところと、居宅介護支援事業所については介護報酬の収入

もありますので、この部分については法人です、事業として担ってもらおうということ
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で、できるだけ包括支援センターで要介護１、２の認定が出たら居宅介護支援事業所、

外のほうにお願いしますということで、ケースを紹介していく形にしております。 

  ですので、件数的には月に、今どうしても包括支援センターで介護から予防にいく人

とか、予防から介護にいく人、微妙なラインの方ですとか、ちょっと困難な事例とかが

あると、また包括支援センター直営で持っている件数もありまして、これが大体、月平

均８件ぐらいいるという形です。この８件についても状態が落ちつけば、委託介護支援

事業所のほうに移行していきたいとは考えております。 

  あと、ケアプランの内容といいますか、伴走型というところになるんですが、どうし

ても困難な事例、居宅介護支援事業所でちょっと困っているケースなど、ちょっと虐待

が絡んでいるんですとか、金銭管理が難しいですとか、というところについては、包括

支援センターのほうでサポートといいますか、一緒に入って家族と面談したりとか、そ

ういうことも行っているところであります。 

  ケアマネジャーの件数に対して今のところは、人数対件数に対しては間に合ってはい

るんですけれども、やはり１件１件、その１件に対する、何ていいますか、かかわる労

力といいますか、それがばらばらですので、一概に件数が何件で何人というわけにはい

かないんですけれども、大変なところは、なるべく包括支援センターとして支援してい

けるようにかかわっているところです。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） いいですか。 

  ほかありますか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 報告書38ページになります。 

  ここに、事業効果、課題等含めて、民生委員の役割はますます重要となるという文言

があります。今、きっとまだ充足されているかと思いますけれども、現状これから担い

手という部分については、担当課としてはどのような判断しながら、安定した、そして、

役割がますます重要になってくるという部分になりますから、これについて、やはり今

の民生委員さん、これ以上どうするんだという部分も多々聞く部分もありますし、ます

ますとなると、余計に担い手としては苦慮するかなと。 

  それに対する見返りではないんですけれども、一定程度、準国家公務員並みだという

一つの枠組みがあったり、特別の大きな報酬もなかったりとか、そういう部分を含めて、

将来の民生委員さんのあり方等含めて、ちょっと説明いただければありがたいと思いま

す。 
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○委員長（山本和子委員長） 市川主査。 

○市川貴邦保健福祉課主査 民生委員のあり方というご質問でございますけれども、こと

し、たまたま３年に一遍の改選期ということになっておりまして、民生委員さんの担い

手という部分で皆様ご承知おきかと思いますが、なり手がなかなか見つからなくて、今

回も６名退任されるんですが、その６名を別な方にお願いをするのに、かなり20人以上

お断りをされたというような部分もありまして、なかなか難しい部分がありました。 

  ただ、民生委員さんにつきましては、やはり活動の仕方等々の問題もいろいろありま

して、たまたま先月定例会がありまして、その中で、グループワーク形式でいろいろ民

生委員さんからもお話を聞いているところでありますが、やはり、なかなか１人で活動

する、訪問するという部分も負担になっているというようなお話だったりとか、民生委

員さん自体の横のつながりも、だんだん最近では薄くなってきているというような状況

もありますので、民生委員さんの活動、今、議論ありましたけれども、独居高齢者、お

ひとり暮らしの高齢者ですとか、支援が必要な方々というのはふえてきている状況です

ので、例えば、今、考えているところは行政区長さん、担当地区、民生委員決まってい

ますけれども、行政区長さんと一緒に回っていただくとか、当然、事務局も入ってそう

いうような活動の方法を、民生委員さんの負担というのが重たいので、なるべく軽減す

るような形での活動方法がないものかというのを模索しておりまして、民生委員協議会

としてもいろいろ話し合いをして、今後の活動につなげていきたいというように考えて

いるところです。 

  以上になります。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今ありましたように、１つの手法として町内会長等含めてと

かという話ですけれども、例えば、僕もずっと６年ぐらい町内会長やっていましたけれ

ども、そういう頼まれ方するという部分以前に、町内会長のなり手がないと、逆に言え

ば。それも、役員のなり手がないというのも一方の現象なんです。 

  ですから、安易にそこに求めるんじゃなくて、やはり民生委員さんの役割を明確にし

ながら、一定程度の待遇改善といったらあれですけれども、それから、また僕は本当に

皆様方、福祉課の方、一生懸命本当に町の中に対応しながら、町民に対応しながら一生

懸命頑張っていて、いろんな事業をこなしていると思っているんです。ですから、もう

少し町の、先ほど人材の部分あったんですけれども、余裕ある人材、福祉の現場にきち

っと対応するというのも一つの方法かなと。 

  ですから、一概に町内会長とかそういう役員さんにお願いするとかということは、ち
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ょっと僕は今の時代からいって大変かなと思っていますし、本当に働いている町内会長

さんもいたり、そういう状況もありますから、そういう部分でなくて違う方法で、将来、

そういう民生委員さんの役割が、本当にますますと重要と認識しているとしたら、なお

さらこれについては検討していただければと思いますので、その点について考え方を教

えていただけたらと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 尾形課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 今、うちの町の民生委員の状況については、担当のほうからお

話をさせていただきましたけれども、全国的に非常になり手が不足されていて、特に都

市部なんかにつきましては、欠員の状態があるということで、全国的に非常に課題とな

っているという状況でございます。 

  先月なんかも全国紙の読書欄のところに、民生委員本人の方がなり手がいないと。年

齢的には、もう、民生委員続けられないので、次の後釜を探してやめてくれと言われて

いるというような話を載せられておりまして、これからの民生委員の確保については、

基本的にはボランティアという精神はあるんですけれども、有償ボランティア的なこと

も考えていかなければならないんではないかというようなことで、民生委員内部のほう

からもそういう提起がされているという状況でございます。 

  ただ、今お話ししたように、あくまでもボランティアが基本とされているということ

で、民生委員法の中にも規定はされている部分がございますので、当町だけで独占的に

何かできるかという部分については、今後十分検討させていただきながら、民生委員の

確保についてのあり方を考えてまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、言ったように、民生委員さんが都会ばかりでなくて、や

っぱり地方も含めてそういう状況だと思いますので、法でボランティアという部分あり

ますけれども、ボランティアだけで本当に済むのかという、やはり、そういう訴えを

道・国に対応しながら、高齢化社会も一方では迎えていますから、そんなことを含めて

とかいろんな意味で、民生委員さん、身体に異常を来している方もいると思いますから、

そういうことを含めて対応していかなければならない。ですから、そんなことを含めて、

ぜひ広くその課題について、国のほうにも対応できるような体制でお願いできればと思

っております。 

  次に、同じく40ページになりますけれども、町内防犯カメラ整備事業、これについて

８カ所プラス１で９台でしたか、防犯カメラを設置しています。町内会長の会議のとき

に設置するというお話はありましたけれども、設置する段階で、ほとんど情報がないま



－35－ 

ま対応しています。 

  その中で、この防犯については、都会の、札幌の事例ですけれども、例えば個人の家

の出入りがわかるとか、そういう部分で課題が、個人情報の部分で問題があるとかとい

う、そういう話もちょっと新聞等で聞いているところでありますけれども、町内に、防

犯カメラによる課題というのは発生していたかどうか含めて、もし、していたらどうい

う対応をしたかちょっと確認したいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 防犯カメラの件なんですけれども、昨年度、ここに書いてあると

おり、10月31日に、主要交差点９カ所、計10台を設置しています。 

  そのうち10台になっている理由は、上士幌小学校２台ついているということで、主に

主要交差点、あと学校、小学校、中学校、高校、そのようなところに設置させていただ

いております。 

  それで、ただいま課題ということなんですけれども、当初、つけたばかりで私たちも

よく理解できない部分もあったんですが、まず、今言われたとおりプライバシーを十分

守らなきゃいけないと。 

  プライバシーにつきましては、例えば、警察から見せてくれと言ってきたとしても、

私たちは見せることができず、もし、捜査関係事項照会書というものが出されれば、そ

れは複写して画像を閲覧していただくことは可能だということなんですが、事例としま

して、ことしになりましてから帯広警察署のほうから画角サンプル、どんな角度で写し

ているか、どんなふうに場所が写るかというのを見せてほしいという話がありましたが、

そのときは、こちらのほうで全て確認して、人が写っていないか、例えば、わかるよう

な車、ナンバーがわかるようなものはないか、そういうものを確認した上で、プライバ

シーが守られるような形で紙に印刷しまして、10のカメラの画像からとったそういう画

角写真というのは提供しております。 

  それ以外は特にことしはないんですけれども、今後におきましても、先ほど言いまし

たように警察から言われても、本当に提出しなきゃいけないような証明書を出していた

だかない限り、こちらも提示することはありませんし、住民の皆さんのプライバシーの

保護が守られると考えております。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、住民のほうから特にないということでありますけれども、

住民も、どの映像が自分の家にかかっているかとかそういう認識していませんので、特

段、どうだこうだかという部分ではありませんけれども、きっとそういう心配事はある
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かなというふうに認識しておりますので、丁寧な取り扱いお願いしたいと思います。 

  次に、41ページ、どこに当たるかちょっとわからないですけれども、介護保険担当の

部分になるかと思います。 

  先般、住宅の満足度に関する意向調査のお願いという封書で来ていますけれども、こ

の取り扱い、委員長、いかがでしょうか、取り扱ってもらっていいでよろしいでしょう

か。 

○委員長（山本和子委員長） 住宅に対するアンケート調査ですね。その依頼はどちらか

ら行ったのか。 

○８番（江波戸 明委員） 担当が介護保険担当で、ここしかないんでないかなと認識し

たんですが。 

○委員長（山本和子委員長） 介護保険ね。ことしの事業ですね、多分。 

  ちょっと暫時休憩しますか、ちょっと休憩します。 

（午前１０時４７分） 

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

○委員長（山本和子委員長） では、再開いたします。 

（午前１０時５１分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 馬場委員、お願いします。 

○１０番（馬場敏美委員） 46ページの障害者地域生活支援事業についてお尋ねいたしま

す。 

  30年度、生涯活躍のまち かみしほろが、グループホームについて調査していると思

うんですけれども、この調査報告が町のほうに提出されているのかなとそんなふうに思

います。 

  その中で、現在、サポートセンター白樺を利用している方たちの保護者の方含めて、

だんだん高齢になっていくという状況の中で、次、何があれば、そういうご家族にとっ

て安心につながるのかなというところで、グループホームということの調査、行ったの

かなとそんなふうに思っていますけれども、30年度の調査終えて、31年度も調査すると

いうことになっているんですけれども、30年度の調査において、今後のグループホーム

の建設等含めて、町としての見通しがあればお聞きしたいと思いますのでお願いします。 

○委員長（山本和子委員長） 北澤主査。 

○北澤佳隆保健福祉課主査 障害に関するグループホームのご質問なんですけれども、ま

だ、はっきりグループホームを、いつ、どの程度の規模でつくるかということは検討の
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段階であります。 

  30年度につきましては、グループホームの必要性があるだろうという想定のもとで調

査をお願いしているところです。具体的には、グループホームに関する学習会を２度行

っています。１つは、関係者、あるいはご家族、当事者に向けて、グループホームはど

ういうものだということで、実際に運営している方をお呼びして事例の報告をいただき

ました。 

  それから、実際に白樺さんともグループホームに関する意見交換を行っているんです

けれども、白樺さんについても、グループホームを実際にどういうものかということを

体験的に知っていただくという機会として、本別町にあるグループホームを見学に行っ

ております。 

  それから、実際に、じゃ、どれぐらいの人が、いつごろ必要になるんだろうかという

ことの把握が必要だというふうに考えまして、ことしに入って１月、２月ぐらいに、ニ

ーズ調査として、障害者手帳をお持ちの方、あるいは町外のグループホームや施設に入

っている方向けにニーズ調査を行っているところです。 

  それを踏まえて、今年度についてもどのような手法で行えるだろうかということで調

査をお願いしているところであります。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） これからの検討課題ということでもありますけれども、私自

身は、このような建物含めて、近い将来必要になっていくのかなとそんなふうに思って

おります。私も、実際グループホームを運営している社会福祉法人の方から話を聞く機

会もあったんですけれども、このグループホームの運営というのは非常に難しいという

話をお聞きしております。 

  そういうことも含めて、今後検討していく中で、その辺のグループホームの運営の難

しさというこの辺含めて、きちっとクリアしながら、実際、建設まで進めていっていた

だきたいなと、そんなふうに思っておりますのでよろしくお願いします。 

○委員長（山本和子委員長） 答弁ありますか、いいですか。答弁はないということで。 

  ほか、民生費ありますか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 50ページの医師の確保対策お願いします。 

  今、一次医療圏に２件ほどの。 

○委員長（山本和子委員長） ちょっと待って、50ページですね。 
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（「すみません、そこ保健衛生費になりますので、もう少々お待ち

ください」の声） 

○委員長（山本和子委員長） 49までの民生費まで。すみません、保健福祉課は民生費と

衛生費と分かれるので。 

  ほかありますか。 

  49ページまでです、民生費。 

  小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 45ページになります。 

  高齢者等福祉バス運行事業ということで、今後の課題の中に、利用者の少ない路線に

ついては、運行通路の見直し等を検討していく必要があるとあるんですけれども、私も

ちょっと見かけるときに、誰も乗っていないような場面、たまに見かけるときあるんで

すけれども、この点について、今後、どのような程度の検討に入っているかということ

をお聞きしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 市川主査。 

○市川貴邦保健福祉課主査 福祉バスのご質問でありますが、運行経路の関係で、少ない

路線というのがどうしてもございまして、萩ヶ岡線と、それから上音更の線がちょっと

少ないというところで、利用者さんについて、多分、数名程度の利用で、行くところも

全部決まっているという部分ではあるんですが、やはり検討は必要かなというのはあり

まして、その路線ですとか回るところを変えれば、もう少し人を拾えるんじゃないかと

いう検討が必要なのかなということは、今後の課題として検討をしているところになり

ます。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） いいですか。 

  49ページまでの民生費。 

  中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） 39ページの社会福祉協議会の補助金の中で、多いものから２番

目にボランティア活動事業というのがあるんですけれども、これの予算を上げていると

きにも見たんですけれども、このブレークダウンをちょっと教えていただきたいなと。 

○委員長（山本和子委員長） 答弁どう。 

  市川主査。 

○市川貴邦保健福祉課主査 ボランティア事業の関係の内訳になりますけれども、まず、

ボランティア研修会の参加のための助成事業です。それからボランティアスクールの事
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業、それからクリーン作戦、ごみ拾いあるとおもうんですけれども、あちらの事業です。

それからボランティア需給調整、ボランティアセンターの運営事業、ボランティアポイ

ント事業というところで、ボランティアに関する事業についての助成という形になって

ございます。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） 言葉足らずですみません。これ、多いほうからちょっと挙げて

いただけますか、大体どれぐらいの額がというのを。 

○委員長（山本和子委員長） 市川主査。 

○市川貴邦保健福祉課主査 金額が多い助成事業につきましては、まず研修会の参加助成

の金額が多い部分です。予算額としては31万円ほどになってございます。それから、ボ

ランティアポイント事業です、それが18万2,000円ほどになっておりまして、あと人件

費の部分がボランティアポイント事業にも、全部、総体の中での社会福祉協議会全体の

中での人件費という部分も、ボランティア事業の中にも含まれていますので、事業に対

する予算額というのはそこまで多くはないんですけれども、人件費含めますと、一番多

い部分でいきますと、ボランティア需給調整事業というのがあるんですけれども、それ

が170万です。それからボランティアポイント事業、それからボランティアスクール事

業というのが120万ずつあります。それからクリーン作戦20万、それからボランティア

研修会の助成は20万というような形の助成になってございます。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 中村委員、よろしいでしょうか。 

  中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） そうすると、さっき言われた額は一桁違っているので、やはり

人件費がほとんどということになりますか。 

○委員長（山本和子委員長） 市川主査。 

○市川貴邦保健福祉課主査 そうですね。ボランティアの調整ですとか、あとはボランテ

ィアポイント事業といいまして、地域包括支援センターのほうで持っていた事業につい

ても委託をしているところであります。ボランティアポイント事業、加入された方が福

寿協会等に行ってボランティアをしたときにポイントをもらってという部分の調整、ボ

ランティアの日程調整ですとか支払いの部分等も含めましてお願いをしている部分があ

りますので、そういうところで人件費が発生しております。 

  以上です。 
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○委員長（山本和子委員長） よろしいでしょうか。 

  ほか、49ページまでの民生費、質問ありますか。 

（「ありません」の声） 

○委員長（山本和子委員長） それでは、ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１１時０１分） 

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

○委員長（山本和子委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１４分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 次に、歳出は衛生費及び労働費、決算書は61ページから68

ページ、施策報告書は50ページから60ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 54ページの火葬場のことでお伺いいたします。 

  葬祭場及び墓地の維持管理とありますが、墓地の管理について、まず、最近、墓じま

いというのがふえてきています。385区画あるうちの354区画使用許可数と書いてありま

すが、実際にお墓を建てて使っている。でも、名前だけ借りていて使われていない墓、

借りる土地というのはどれだけあいているのかわかれば、お願いいたします。 

○委員長（山本和子委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 実際、使用許可を受けて、現在使っていない墓ということですね。

すみません、ちょっと私、今把握しておりません、これについては。 

  ただ、墓じまいにつきましては、今、委員のおっしゃったとおりに、ことしもあった

例が、例えば、墓は建てていないんだけれども、結局もう、ここには墓を建てることが

できなくなった、そんな感じで墓じまいされたり、例えば糠平地域の方で、ちょっとも

う、ここでは難しいのでお寺に変えますだとか、あと本州の方が、これも関東のほうに

持っていきますだとか、そういう事例は、ことし三、四件、今、起きております。 

  申し訳ございませんが、そのあき、あいている数については把握、今できておりませ

ん。 

○委員長（山本和子委員長） 野村委員。 

○４番（野村恵子委員） あと、もう一つなんですけれども、墓場の維持管理ということ

で、真ん中の水くみ場のあるところ、駐車場に向かっていくときに、すごく道路が陥没
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しているんです。 

  何年か前に、一般質問だと思うんですけれども、そこを改良してほしいということを

申し上げたような気がするんですが、全然改良されていなくて、ことしのお盆にも墓参

りに行ったときに、駐車場へ行くまでの間のところがすごく陥没していて、ちょっと車

高の低い車だったら、バンパーをすってしまうかなというぐらい陥没しているんですけ

れども、そういうところを直すとか、管理の面でどういうふうに考えているかお答えく

ださい。 

○委員長（山本和子委員長） 木下町民課長。 

○木下由季子会計管理者兼町民課長 すみません、野村委員の質問にお答えしたいと思い

ます。 

  墓地の維持管理につきましては、毎年、状況を確認しながら予算要求とかをさせてい

ただいて、整備に努めているところなんですけれども、30年度、墓地のところにつなが

る畑との境目の道路、あちらのほうが今回ちょっとひどかったので、あちらのほうの道

路が陥没していたり、凍上によってでこぼこになったりとかということでひどいという

ことでしたので、優先度合いという部分では、ちょっとどちらが正解か分からないんで

すけれども、今までの対応として、道路のほうちょっと優先で整備をさせていただいて

いました。 

  今、お話も伺って、私もあそこに共同墓地で持っているので、行くときにちょっとス

ピードを落としていかないと、がんというふうになる状態なのはよくわかっていますの

で、ちょっと理事者のほうとも相談させていただきながら、整備のほうをちょっと検討

させていただきたいなというふうに思っております。 

○委員長（山本和子委員長） ほかありますか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 先ほどの医師の確保の部分の。 

○委員長（山本和子委員長） ページは何ページ。 

○８番（江波戸 明委員） ごめんなさい、50ページ。 

○委員長（山本和子委員長） 50ページね、はい。 

○８番（江波戸 明委員） ですけれども、２つのクリニックが町内で営業しながら、町

民の本当に健康と、それから医療活動をさせてもらっているかと思います。 

  ２つのうち１つは大きな法人と、もう一つは、本当に個人のクリニックという部分で

ありますけれども、個人のクリニックの方と、僕よく、たまたま話す機会があるんです

けれども、やはり今、高齢になっていますので、先はという話もそろそろ出始まってい
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ます。 

  ですから、本当、大体月1,000名ぐらい来ているという話ししていますから、20日で

割ったら１日50名ぐらい、これ、大ざっぱな話ですけれども、そのぐらいの利用がある

のかなというふうに認識しています。 

  だから、かなり小さなほうのクリニックについて、活用がされているなというふうに

思いますので、これがなくなるということも将来考えられるな、そんなに遠くないなと

いうふうに僕も認識していますので、こういう対策等含めて医師の確保という部分につ

いては、生涯活躍のまち、それから移住含めてとか、そういう意味で医療というのは、

一次圏といえども大変大切な部分でありますから、今から直接の話はできるかは別とし

ましても、町としてどうするんだというものがあってもいいのかな。また、クリニック

の先生は、また別な意味で活躍したいという認識もしていますけれども、そういうこと

を含めて、次の部分を考えていかなきゃならないかな。 

  そうすると、大きなほうのクリニックについて、大きな法人を抱えていますから、そ

ういうところの医師の派遣を少し多目にしてもらうとか、そういうことも、やっぱり今

のうちから議論する時期に入ってきているんじゃないかと思いますけれども、ここら辺

についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 佐藤主幹。 

○佐藤眞由美保健福祉課主幹 今後の医師確保です。 

  やはり、ここの町の医療をしっかりと体制を整備しておくということは、地域包括ケ

アの観点からも非常に重要なことだというふうに認識しております。 

  はげあん診療所の先生とは、直接お話をしたことがないんですが、ここ一、二年前に、

診療日を１日休診というふうな形をとられているという状況もありますし、今後につい

ては、先生がここまでというふうに決められるまで、きっと診療してくださるのかなと

いうふうに期待しているところです。 

  一方の、北斗のほうですけれども、やはりドクターの高齢化に伴い、いつかしらは、

交代をせざるを得ない時期が来るということは共通認識でおりまして、二、三年前ぐら

いから、やっぱりその時点になってから考えては遅いということで協議はしているとこ

ろですが、まだ具体的な時期であったりとか今後に関してというのは、ある程度、明確

になったときでないと具体的にできないというふうな事情がありまして、今そのように

共通認識にたてているということだけご報告いたします。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、主幹からあったように、やっぱり本当、身近な問題なん
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です。 

  ひょっとしたら医療費をいかに軽減できるかというのも、やっぱりこういうクリニッ

クと医療機関の大切な部分でありますから、これがもしなくなって、専門的なもので、

また帯広へ行くとなると、先ほどの交通の確保の問題とか経費の負担の重みとかそうい

う面ありますので、本当に２つのクリニック、非常に僕は助かっていると思っています

し、ほとんど帯広です。僕自身ですね。対応しているような病院はないんですけれども、

将来はそういう時代も来ると思いますけれども、本当に極力、子供たちも含めて、地域

のクリニック等を含めて医療機関はしっかり残すという部分を、もう、早目早目に議論

しながら、具体は難しいと思うんですけれども、骨格だけはしっかりお願いできればと

思っております。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 答弁よろしいですか、答弁求めますか。 

  尾形課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 大変貴重なご意見と感じてございます。 

  今後、早目早目の対応も含めまして、医療機関等とも話し合いを密にしてまいりたい

というふうに考えておりますので、委員皆さんのご協力等も含めてよろしくお願いした

いと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 55ページの浴場の健康増進センターですか、54から55にかけ

てなんですけれども、70歳以上になると、老人の優待券で100円で入浴できるという部

分で改善されて、ふだん使っている方については非常にありがたいなというふうに思っ

ています。 

  ほかの部分で、ただにするということもあるかもしれませんけれども、一定程度の負

担をしながら対応していくというのが、僕は大原則だと思いますので、100円がいいか

は安いかは別にしましても、本当に利用しやすい環境になってきているかと思っていま

す。 

  ただ、この部分ですけれども、どうしても利用している方についてはかなり、旅行者

とかここに仕事に来た人は別にしても、利用者がある程度固まっちゃっているという認

識しています。 

  ですけれども、もう少しせっかくの施設ですし、忙しい時期、夏の観光とかバルーン

の時期は非常に忙しい時期で、たくさん入浴者多いんですけれども、平常についてはか

なり余裕ありますから、これは健康増進という部分含めて、また語らいの場として、何



－44－ 

とかふれあいプラザの入浴場の活用と、それからあそこのロビーの活用。これについて

も、多くの方がロビーを使っているということが余りないものですから、何か工夫があ

ると、あそこも１つは町民の寄り合い、それから、何かあそこで対応できるとか、風呂

に行ってみようとか含めて、そういう場所になると思います。ですから、もう少し行き

やすい環境をつくったほうがいいのかなと思っています。 

  例えば、サウナにテレビを入れるとかそういうことは言いませんけれども、何かあそ

こへ行くと、ほかにプラスワンがあるのかなという部分あれば、もう少し行けるかと思

いますので、これらのちょっと工夫について、もしあれば、このまま行きたいというの

はそれでいいんですけれども、何かあればよろしく、またお話いただければと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 お答えします。 

  30年度につきましては、施設の中のじゅうたん、カーペット全面張りかえをいたしま

した。あと外壁の補修工事も行いまして、平成９年の建設の建物なんですけれども、見

た目、中、入っても、利用者からは、「20年たっているとは思えないね」というような

感想もいただいているところであります。 

  そういった環境の改善はしているところなんですけれども、委員おっしゃるとおり、

湯上りのところのスペースを生かした交流といいますかそういうものを、その辺につい

ては健康増進と介護支援併設していますので、そういった健康に関する展示物ですとか、

介護支援であれば、今、認知症のものを展示していますけれども、そういったもので来

た方が目にして、ああ、こういう取り組みがあるんだとか、こういう事業があるんだと

か、健康増進について、こういうことがあるんだなという情報を提供しているそういう

展示物の提供ということで、今、取り組んでいるところです。 

  あと、利用者の傾向としましても、やはり利用者のほとんどは高齢者なんですが、や

はり30年度の料金改定で300円にしたところ、かなり若い方もふえてきております。町

外からも多分、来られているんだろうなというところで、委託している番台の受付業務

をされている方からも、以前とは顔が知らない方がふえたということで、利用者もここ

にあるとおり、かなりふえてきているような状況です。 

  今後も、そういった利用して、お風呂以外にも何か、湯上りサロンのところで何か楽

しめるようなものを、サービス提供でるようなものがあれば検討していきたいなと思っ

ております。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） いいですか。 
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  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 施設というのは、やはり少し工夫することによって、人のよ

りどころになるというふうに思っています。ですから、健康増進センターの役割もそこ

にあるのかなと。あそこの広いスペースも、うまく活用するという部分も必要になって

くると思います。 

  例えば、わっかのような飲食とかそういう部分は、非常に経費とか人的な部分、難し

いと思いますから、あそこに図書館の分室を置くとか、そういうことの工夫とか何かで

きる、なるべくお金かけなくて集まれる部分等含めてとか、あそこに行ったら何かある

ぞということ、やっぱり町民の情報等、いろんな意味での意見聞いたら、きっといろん

な町民のよりどころとする何かが、ヒントが得られると思いますので、忙しいと思いま

すけれども、そういう工夫もできればよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 59ページの清掃施設関係の部分でお聞きしたいと思います。 

  昨年度、くりりんセンターが新しく建てられるということで、本町にも北十勝の清掃

処理組合、今後どうするかということで、現在検討されていると思うんですが、やはり

私は、ごみ処理というのは、非常に町民の方の関心の高いことでもございますので、な

るべく早く町民の皆さんに、今後、北十勝のごみ処理場、どのようになっていくのかと

いうことは、広く町民の方の意見を聞いたほうがいいのかなというふうに私は思ってい

ます。 

  そういった中で、今後どのようにそのことについて進められようとしているのかとい

うことと、それから、議会も非常にことに関しては関心がありますので、いつの時点で

このことを、例えば総文のほうに協議をしていただけるのかというようなことをお聞き

したいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 町民課長。 

○木下由季子会計管理者兼町民課長 斉藤委員のご質問にお答えしたいと思います。 

  今、委員のほうからもお話がありましたとおり、帯広市、十勝圏で構成をされており

ます事務組合のほうで設置をしております施設が老朽化をしているということで、くり

りんセンター、新しく新築をされる見込みになっております。そこにあわせて、それぞ

れ十勝管内全域の市町村のごみ処理の考え方についてを、複合事務組合のほうから求め

られている経過もあります。 

  上士幌町のごみ処理につきましては、一応、北十勝２町環境衛生処理組合という形で、

士幌町、上士幌町の２町で構成をされております組合のほうで、実質的な事業を進めさ
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せていただいている経過もありますので、２町の議会のほうとの連携も図りながら、上

士幌町、士幌町それぞれが考え方をまとめて進めていかなければならないのではないか

なというふうに考え、現在、理事者のほうともご相談をさせていただきながら、ごみ処

理場の今後のあり方についての検討を今現在進めているところでありますが、ちょっと

具体的なスケジュール等については、まだちょっと詰まっておりません。 

  ただ、斉藤委員からお話がありましたとおり、やっぱり期限的なこともございますし、

町民の方に、広く情報を提供させていただくような機会を持っていかなくてはいけない

のではないかなというふうに考えておりますので、今のご意見いただきながら、ちょっ

と早急に対応させていただきたいというふうに考えております。 

○委員長（山本和子委員長） よろしいですか。 

  労働費まで。 

  野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 57ページの未熟児養育医療費の給付金についてお伺いいたしま

す。 

  30年度はゼロ件だったんですが、27万4,000円決算になっているんですけれども、こ

れをお聞かせください。 

○委員長（山本和子委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 本事業は、１件の未熟児が出るであろうと予測のもと、国の

交付金が事前に入っているというような事業ですので、29年度分、前年度分がゼロ件で

すので、この分の返還金を支払ったというような決算になります。 

○委員長（山本和子委員長） 野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 例えば、これ、１人につき27万の予定、じゃ、２人いれば五十

何万ということになるんでしょうか。 

○委員長（山本和子委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 今、27万4,000円で前年度分と申したんですが、28年度分の

返還金が国の指示が遅くて入っておりますので、28年も実績がゼロですので、２年分の

合計で27万4,000円となっております。 

  大体、１年間に１件出るか出ないかですので、１件で６カ月分の見込みをして予算を

とっております。 

○委員長（山本和子委員長） 野村委員。 

○４番（野村恵子委員） このことに対しては、１件に限度額というのはあるんでしょう

か。 
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○委員長（山本和子委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 限度額というのはございません。 

  かかった費用が、本人負担分もあるんですが、あと国と道と町で３分の１ずつ出して

います。ただし、本町では医療費が子供は無料なので、本人負担分も町で出すというよ

うな仕組みになっております。 

○委員長（山本和子委員長） ほかありますか。 

  馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 52ページの一番最後で、12高齢者肺炎球菌接種率（定期）と

いうところで、これを見ますと、30年度64.4％で、前年度に比べてちょっと下がってお

ります。 

  これは、課題のところで、接種歴がある場合は助成対象とならないことが、接種率に

影響云々とあるんですけれども、この肺炎球菌ワクチン、私も接種してはいるんですけ

れども、定期接種が必要なこれは予防接種なのでしょうか、ちょっと教えていただきた

いと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 本予防接種は、定期接種として実施しているものです。 

  １回接種した方は、必要ないというような対象になっておりますので、このようにだ

んだん下がってくると。もう一度受けた方が、ご自分で受けた方が出ているというよう

な方で、だんだん、年々対象者が減ってくるというようなシステムになっております。 

○委員長（山本和子委員長） 馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 助成対象にならないから減ってきているということではない

ですね。 

○委員長（山本和子委員長） もう一回確認して、もう一回、馬場委員、どうぞ。 

○１０番（馬場敏美委員） すみません、ここに助成対象にならないことが接種率の低下

と書いているんですけれども、一度接種すればいいという理解でよろしいですか。 

○委員長（山本和子委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 一度接種している方は対象外になります。 

  なので、ここにのっている接種率は、一度受けた方は除いているんですが、実はご自

分で受けた方は接種の把握がこちらではできないので、そこが把握できないというとこ

ろが、この接種率に関与してくるというか、ご自分で受けた方まで把握できていないん

ですが、きっとこの数年の間に、ご自分で受けた方がいるだろうというようなもとで、

だんだん接種率が下がっているというような予測をしております。 
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○委員長（山本和子委員長） いいですか。 

  馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 54ページ、53ページからになるんですけれども、心の健康づ

くり支援事業ということで、自殺予防に関する啓発云々ということなんですけれども、

近年これについては非常に重要になってきているのかな、そんなふうに認識しておりま

す。 

  現在、上士幌町においての窓口はどこになっているのか、それから、その現状の相談

を受ける体制と、それから直通のダイアルがこのためにあるのかどうなのか。全国的に

は、非常に若者の自殺云々というところがふえてきているということで、スマホ世代が

ふえてきているということで、ネット環境を使って相談に乗る等を含めてあるみたいな

んですけれども、その辺どうなっているのかということと、もう一つ、その相談内容に

よっては、専門家につなげていくということもあるのかなと思うんですけれども、その

辺、専門家につなげる過程というのもどうなっているのか、その辺、道筋があるのがど

うなのか含めてちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 町での自殺予防の窓口は、保健福祉課の健康増進担当となっ

ております。 

  それで、若者の自殺が減らないという、ふえているということなので、国のほうでも

ホームページ等でかなり相談窓口を拡大していまして、今はＳＮＳ通して、気軽に、し

ゃべられなくても、誰かとお話をしなくても相談できるような方式もとっておりますし、

もちろん24時間の電話体制というような体制も、国を挙げて全国的に統一されています

ので、うちの町でも広報等で、そこのホームページにつながるような広報をしていたり、

展示物なども、相談窓口も明確にするように工夫はしております。 

  専門家につなげるということが大変大事になってきますが、その相談内容によって、

経済のことなのか、法律のことなのか、医師が必要なのかというところで大分違ってき

ますが、特に保健所が自殺予防には力を入れておりますので、一旦困ったときには、保

健所と連携を組んで支援を強化しているというような対応をとっております。 

○委員長（山本和子委員長） よろしいですか。 

  ほかありますか。 

  60ページまでですが、よろしいでしょうか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） なければ、衛生費、労働費に対する質疑を終結いたします。 
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  ここで、答弁保留となっておりました件について、企画財政課より答弁お願いいたし

ます。 

  福原主幹。 

○福原英範企画財政課主幹 先ほどの総務費の中での早坂委員の質問に対してお答えしま

す。 

  株式会社からの報告を受けることに時間を要しましたことをおわび申し上げます。 

  先ほどのかみしほろ塾の講師、それから広告に係る費用についてでございますが、講

師につきまして、総合講座が約522万4,000円、そして起業塾に関しましては約207万

4,000円、そして専門講座ですが、写真講座、それから料理講座というのがあるんです

が、こちらのほう合わせまして233万2,000円と、合わせまして963万円ほどとなってお

ります。 

  それと広告費でございますが、こちらのほう、新聞の折り込みですとかチラシ、ウエ

ブ広告など合わせまして、総合講座のほうがほとんど全てですが549万8,000円となって

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（山本和子委員長） 早坂委員、関連して質問ありますか、いいですか。 

  それでは、保健衛生費と労働費は終結いたしましたので、ここで暫時休憩いたします。 

（午前１１時４１分） 

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

○委員長（山本和子委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時４３分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 次に、歳出は農林水産業費、決算書は67ページから78ペー

ジ、施策報告書は61ページから77ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 施策報告の65ページの家畜糞尿利用推進事業についてお聞き

したいと思います。 

  本当に、本町の畜産の大きな事業として各所に対応できるように、今、最終的にバイ

オプラントが進んでいるかと思います。 

  ここについて、ことしの事業料として231ヘクタールに対して消化液の還元という数

字ありますけれども、将来にわたって、本当に、家畜糞尿からの重要な生産物でありま
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すから、将来にわたっての計画について、この対象になる散布面積と、それから、その

散布面積について町内的な要望等含めて、耕作者、いわゆる耕種農家含めて、要望につ

いて十分に対応できているのか、そこら辺ちょっと聞かせていただければと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 松下主査。 

○松下慎治農林課主査 家畜糞尿利用推進事業に関してのご質問でございます。 

  この事業は、畑作農家を対象に、消化液の散布に関して費用の一部を支援していると

いう事業でございますが、予算要求段階で、農協さんのほうで希望農家を取りまとめて

数量等を把握し、その量については、予算を計上して支援しているということでござい

ます。 

  将来的な部分については、この事業は令和２年度までの事業として、現在は事業を組

み立てておりますが、家畜糞尿の処理というのは、本町農業、行っていく上で大変重要

な取り組みでございますので、それ以降についても、引き続き農協さん等と協議しなが

ら、適切な利用の推進に向けて検討していきたいというふうに考えております。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、まだ、プラントも造成中ということを含めて、もう将来、

これについて本町の一つ大きな農業の基盤だと思いますので、耕畜連携という大きなカ

テゴリーもありますから、それでやはり、クリーン農業という言葉もそこで出てくるの

かなというふうに認識しています。 

  ですから、将来にわたって耕種農家、いわゆる畑作農家にどのくらい還元できるのか、

それから畜産農家が自分の畑に、圃場等に、どれだけ還元できるのかという部分もそろ

そろ検討しておくことによって、円滑なプラントの運営、それから還元、それから地力

の増進とか、当然、悪臭防止も含めて、本当にすばらしい事業だと思いますので、その

点、計画の姿勢をもうちょっと持って対応していただければわかりやすいのかなと。 

  町民の方については、最近少しずつにおいは減ってきたなというのもありますが、こ

の二、三日、またちょっとにおいがあるなと認識している部分もありますから、その計

画の還元の仕方含めて、消化液の対応含めて、本当に推進していただければと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 高橋課長。 

○高橋 智農林課長 消化液の関係ですけれども、30年度につきましては、当初270ヘク

タールの予定が最終的に231ヘクタールということで、受益者についても二十数件の畑

にまいたということであります。 

  バイオガスプラントは、基本的には酪農家が糞尿を入れた分を、その後、消化液で同

量を引き取るというのが基本で、それを耕畜連携で畑作のほうにも回そうという事業で
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す。 

  今の消化液の効果というのが、数字的なものがなかなかなくて、その辺の実際の効果

がどうなんだという部分で、今、農林課も北大等と一緒に調査研究も実施しているとい

うのがありますので、そういう効果も、今後だんだんはっきりしてくるんじゃないなと

いうふうにも思いますし、そういう部分で、消化液が十分にありますので、どんどん今

後も使っていただきたいというふうには考えております。 

○委員長（山本和子委員長） いいですか。 

  ほか。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 67ページの酪農ヘルパー組合助成事業についてお聞きしたいと

思います。 

  酪農家の方からお聞きすると、このヘルパーが、なかなか自分が使おうと思ったとき

に、すぐに対応できないというようなお話も聞いていますが、このことについてもう少

しヘルパー組合を充実させるとか、支援額をふやすとかというようなことは検討されて

いるかどうかお聞きしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 岡田主査。 

○岡田 直農林課主査 斉藤委員の質問にお答えいたします。 

  酪農ヘルパー事業に関しましては、町が運営しているものではなくて、助成先に書い

てありますとおり、上士幌町酪農ヘルパー有限責任事業組合が運営しているところです。 

  専任ヘルパーさんを平成30年度に関しましては13名、サブヘルパーさん、何かあった

ときに緊急で対応していただくような方なんですが、こちらが２名と、合計15名だった

んですが、実際のところ、私も聞いておりますが、どうしても時期が重なってしまう。

酪農家さんで休みをとりたくても、時期が重なってしまうようなことがありますので、

そういった場合については、ちょっと対応が後手後手になるというんですか、そのとき

は抽せんになってしまったりということがあるんですけれども、ピークの時期の人数に

合わせてヘルパーさんを用意しておくということはちょっと経営的に厳しいということ

で、そこに関しましては、必要と思われる最少の人数で運営しているところです。 

  こちらも、農家さんの負担で運営している組合ですので、ヘルパーさんをふやせば、

それだけ利用料が上がってしまったりですとか、経済的な部分での負担がふえてしまう

というところでバランスをとりながら、最低限必要なのはこの人数だろうというところ

で運営をしているということで伺っております。 

  以上です。 
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○委員長（山本和子委員長） 斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 今の話ですと、最低限ということであると、やはり緊急時への

対応というのは非常に難しいのかというふうにも思います。 

  そういう意味で、次のページに組合の決算額というのがありまして、7,830万6,000円

ほどの決算額となっておりまして、それに対して町の補助が250万ということになると、

これで果たして十分なのかなというふうにも思います。 

  そういった意味で、町からの助成をもう少し手厚くして、十分な体制をフォローアッ

プしてあげるべきではないのかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（山本和子委員長） 高橋課長。 

○高橋 智農林課長 ヘルパー組合に対しましては、平成24年から26年までは100万円の

補助で運営しておりましたけれども、その後、人数をふやすということで、27年から８

年まで250万にして、29年度には一気に人が何名かふえたんですけれども、その研修費

用もあるということで、395万円ほど補助して経過もあります。 

  そして、また30年度も250万ということで、そういう面では、過去よりはそういう補

助もふやしてきたという経過はあるんですけれども、ただ、この人数をふやしますと、

利用者の利用料もまた上げなきゃならなかったり、町と農協も補助は当然出てくるんで

すけれども、利用料にまた関係してくるという部分ありますので、その辺を総合的に考

えながら運営していかなきゃならないということになっております。 

○委員長（山本和子委員長） 渡部委員。 

○１番（渡部信一委員） 先ほど、江波戸委員のほうからも質問があったわけですけれど

も、糞尿処理のことにつきまして、農協がプラントをつくって、そこでそういうシステ

ムを構築しながら、そういったものを解決、農協傘下の酪農家、畜産農家のそういった

糞尿については、解決されてきているということでよろしいかと思うんですけれども、

そのほかの大型畜産農家の糞尿処理の件について、30年度の事業効果とかそういったも

のではないですけれども、そこら辺から、そういったものが今日まで引っ張っているん

じゃないかというふうなことで、たまたま同じ上音更地域に、糞尿を野積みと申します

か、そういう形の中で、水源地も近いことですし、量が量で半端な状況でないと思うん

です。 

  そういったものの実態は把握されているのか、そういったことに対して、上士幌は観

光、環境、さまざまなことでテーマを設けながら、さまざまなこういったプラントの建

設に対しても環境保全型でやっていると思うんですけれども、そういったことについて、

あのままではうまくないと思うんです。 
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  この間の雨なんかでも地すべり的に、私も何度か、地域のそういったものを見てみと

いうようなことで、その都度行ってみたりなんかしているんですけれども、あのまま放

置しておくと、大変なことになるんでないかというふうに見受けられるわけですけれど

も、そういったことに対して対策なり、あるいは実態を押さえて、あるいは、そういっ

た実態に対して、もしも押さえているんであれば、どのように指導なり、あるいは解決

していくような考えを持っているのか、お尋ねしておきたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 高橋課長。 

○高橋 智農林課長 糞尿の処理の問題ですけれども、町では、当然、把握しておりまし

て、日ごろから指導はしているわけなんですけれども、町は、法に基づいた指導ができ

ないものですから、限界もあるということです。 

  それで、今、振興局のほうとその辺は十分協議しながら、北海道、道のほうは、法に

基づいた指導ができるということになっておりますので、そこら辺と十分連携をとりな

がら対処していきたいというふうに考えております。 

○委員長（山本和子委員長） 渡部委員。 

○１番（渡部信一委員） 法に基づいた指導しかできないのが実態として、ほかの町村で

なく、ほかの地域ではなく全く地元の、ましてや、さまざまな上士幌の畜産農家多いと

いうそういう形の中で、このプラント等、そういったものをそれを電気に変えて、すば

らしい一つのシステムというか、でき上がりながらやっている一方で、そういった実態

があるということは、その廃液だとかそういったもの、もう排水路だとか、あるいはそ

ういったものが流れ込んでいますし、そういうこと、ただ法に基づいてというよりも、

そういった実態あるということをもう少しさまざまな形で解決すべく、町と申しますか、

そういたことも必要でないかと思うんですけれども、あくまでも法に基づいてとか、あ

あいう形はどう見ても、環境保全の面から見てもまずいというふうに思うわけなんです

けれども、それはもう、当然かと思うんですけれども、問題はこの地域にあるわけです

から、そういったことを踏まえてもう少し積極的にそこら辺、問題解決のためにもう一

個プラントをつくるなり、今、発電を起こしても電力の買い取りがないとかいろいろあ

ろうかと思うんですけれども、そんなことを踏まえて、少なくともどういうふうに解決

していかなきゃならないかというのは、いつまでも屋根つきでもないし、ただ、山をし

て堆肥をあそこへ運んで、上のほうから、今回の天候の悪化なんかでも、どんどん地す

べり的のように下のほうへずれてくるもんですから、途中に側溝掘ったり、全く理解に

苦しむような対処の仕方しか見受けられないわけですけれども、あくまでもそういう中

においても、どうのこうの、法のそれにのった対策待ちしかできないものなのかどうか、
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そこら辺、改めてお尋ねします。 

○委員長（山本和子委員長） 農林水産業まで、ほかに質問ありますか。 

  そうしたら、高橋課長、いただいてから休憩に入ります。 

  高橋課長。 

○高橋 智農林課長 先ほども申し上げましたように、町は法に基づいた指導ができない

ものですから、指導は常にしていたんですけれども、とにかくそれは法に基づいていな

いので、効力というのが、そういうのがなかなか発揮できなかったというのがあります

ので、道は、家畜排せつ物処理法、適正に関する法律、それに基づいて、この対応をし

ているということで、町のほうから、今、道のほうに引き継いでいるという形になって

おります。それで、また道のほうからは、その法律に基づいて順次対策をしていくとい

うことになるのかと思います。 

○委員長（山本和子委員長） ここで、休憩といたします。 

  再開は午後１時からといたします。 

（午後 ０時００分） 

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

○委員長（山本和子委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 農林水産業費です。その続きをしたいと思いますが。 

  渡部委員。 

○１番（渡部信一委員） 午前中の件ですけれども、余り大きくならないうちにといって

も、もう、既に北海道のほうまでこういったことを連絡して、指示待ちみたいなそうい

う答弁かと思うんですけれども、担当課としては、糞尿処理のその部分でしか指導なり、

あるいは、そういったことはできないんでしょうけれども、この会社というのは、この

町にとっても大きな貢献をしていますし、あるいは、今現在、町長が進めている移住・

定住、そして人口増、あるいはふるさと納税の返礼品だとかさまざまな形で、切っても

切れない大きな農場かと思うわけなんです。 

  そういった中で、こういったものを現実の問題として、道からどういう指導がきて、

どういうふうに指南されているかわからないですけれども、いずれしても糞尿処理とい

うのは、これはどんなことがあってもきちんと、今後、やっぱり町としても整理してい

かなきゃならないと思うんですが、そういったところで、単なる農林課のみならず全て

の関係部署が、きちっと会社の要望、あるいは、どうしていくんだということを親身に
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なって詰めながら、問題解決していくような方策というのは考えられないのか、私は必

要かと思うんです。 

  そういう意味で、一般質問にもあったわけですけれども、こういったことを含めてま

ちづくり基本条例、その環境問題、そういったものもきちんと組み込んだ、そういった

整理したものが今必要じゃないかと思うんですけれども、それは、すぐつくれと言った

ってあれなんでしょうけれども、ただ、道で来ても、ああ、いいですよということには

ならんと思うんですが、道のほうへ言っても道の返事は。 

  そういったことを含めて、町挙げて、量が量ですし、あるいは規模が規模ですし、あ

そこの処理場と申しますか、地目が何の地目になっているかわからないんですけれども、

一見見たら、最初は農地か何かにするのかなと、そういう形で農地造成でもするのかと

いうふうに見ていたわけですけれども、そこに堆肥をぼんぼん放り込んで草地にでもす

るのかと思ったんですけれども、そんな感じでもないですし、そこら辺含めて、ただ取

り締まるだけではなく、そこら辺もう少し、さまざまな全国に注目されている町であり

ます。そういった後始末というか、そういったものが大問題にならないうちに、理事者

含めて解決策なり方針なりを早急に、住民に対しても示していく必要があろうかと思う

んですけれども、そういったことについて農林課の方針はわかったんですけれども、総

括でやればいいんでしょうけれども、たまたまそういう話になったものですから、当然、

理事者等もわかっておられるかと思うんですけれども、そこら辺どのように考えていく

のか、この際、確認しておきたいなというふうに思います。 

○委員長（山本和子委員長） 高橋課長。 

○高橋 智農林課長 まず、家畜排せつ物の適正管理という部分で、午前中にも法律とい

う話ししましたけれども、正式に、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関す

る法律というのがありまして、これに基づいて、道や市町村には、家畜排せつ物の管理

適正化指導チームをつくりなさいということで、本町も、町、ＪＡ、それから普及セン

ター等でこのチームを設置しております。それで、まずこのチームで法律に基づかない

事前指導を最初に行いなさいと、そういうことになっております。 

  それで、町も事務局的な立場も担っていますから、町のほうで、春からずっと指導し

てきているということなんですけれども、法に基づかないということで強制力がないも

のですから、町には、その指導チームには。どうしても限界があるということで、その

もう、限界に達したということで、この指導チームの会議を開きまして、これはもう、

道に引き継ぐしかないだろうということになって、道のほうに相談に行って、現地も見

ていただいて、引き継いだということになります。 
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  この後は、この法律に基づいて、次は、知事による指導助言というのがまず行われま

す。それでも改善が見られない場合は、今度、知事による勧告が行われると。それでも

改善しない場合は、今度、知事による改善命令が出されると。それでもまだ改善されな

い場合は、告発、罰則等が適用されて、そこで、もう、罰金も発生してくると、そうい

う順番で、こういう指導をしていきなさいということになっていますので、これに基づ

いて適正に指導してきているということでございます。 

○委員長（山本和子委員長） ほか、よろしいでしょうか。 

  渡部委員。 

○１番（渡部信一委員） あくまでも指導待ちというか、でき得るならば、指導といって

も片づけてきれいにしてくれという、何回か会社側とはそういったやりとりは、恐らく

担当のほうでは行っているかと思うんですけれども、具体的に、それだけ搬出される資

源、排出物なんですけれども、それを有効に利用すれば大きなエネルギーになるわけで

すから、そんなことを含めて、上士幌は農協と密接に、この間さまざまな施策だとかや

っているわけですけれども、一方では、農協に匹敵するぐらいのグループ総体の収入を

上げているというような会社であります。 

  そんなことを含めて、会社側に、ただ指導する、あるいは命令するとかそういったこ

とでなく、もう少し将来的にもまだまだそういったものが搬出される、そのものをどう

いうふうにしていくかということを含めて必要でないかと思います。 

  そんなことを含めて、ぜひとも、ただそれの指示待ちでなく、特にこの町にとっては、

そういった環境だとか、あるいは、そういったことを含めてかなり力を入れてきて今日

に至っている町ですし、そういうことを含めて努力していただきたいなという、努力よ

りもやっていただきたいなというふうに思うわけです。 

  そして、もう一つ、農業環境保全対策費の関係なんですけれども、今の問題提起にも

関連あるんですけれども、私どもの地域は、特に環境だとかそういったものを、地域住

民が一体となって道路だとか、あるいは草刈りだとか、あるいはパイプ跡地だとか、さ

まざまな形で、そもそもボランティアみたいな形でやっているわけなんですけれども、

この中で、一番歴史が古い上音更農事組合活動組織、農水省の事業で行った草刈り等や

ったわけですけれども、ことしの３月に今まで課長をやっていた方が、いろいろ国の補

助事業というようなことで、事務的なそういったもののお世話なり事務局長をやってい

ただいたわけなんです。その方が、もう、年齢もあれでできないというようなことで、

これは30年度のあれでここにのっているんですけれども、この組織が解散したというふ

うに連絡受けています。 
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  そういったことで、その後も、今まで準備した機械等で、みずから今までやった程度

の道路周辺の草刈りだとか、あるいは、場合によっては、その周辺の道道の草刈りまで

ボランティアでやっているような状況なんですけれども、３月に解散はしているんです

けれども、こういったことについて、当然、そういうところでやらなきゃ、町の建設課

のほうで、町道等の草刈りとかそういったものは何回かやっているかと思うんですけれ

ども、そういったものは見受けられない。 

  頻繁に伸びたら、そういったボランティアで草刈り等そういったことやっているわけ

なんですけれども、そういったことに対して、例えば燃料費等、燃料費相当だとか、あ

るいは、何かそういった解散するに当たってそういった話し合いとか、あるいは、何か

そういった対策だとかそういった話があったのかどうか。 

  多分なくても、私どもの地域は、昨年のお墓の草刈りでないけれども、それがあった

から、ないからってやめたというわけでなく、自分たちの身の回りは自分たちでしよう

というそういう意識が根づいているんで、それは続けていくと思うんですけれども、そ

こら辺の経過についてどのように押さえておられるか、あるいは、その後の管理等につ

いて、解散はしたんですけれども、何か新たなそういったお互いの話し合いがあったの

かどうか、そこら辺、この際尋ねておきたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 質問を整理したいと思うんですが、家畜糞尿の関係につい

ては答弁はよろしいですか。課長の答弁があって、理事者の、町長、その答弁をお願い

いたします。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 担当でやられるべきことと、理事者としてのやるべきことがあるんじゃ

ないかという話だと思います。 

  家畜糞尿の環境性の問題とか、これは、かつて私どもでも、ナイタイの関係で大変大

きな影響を与えたといいますか、社会的にもお叱りを受けたという事実があって、同時

に、この問題はかねてから、本町が環境の問題については大切にしていくという前提で

ありますから、今回の件についても非常に残念でならないということであります。 

  ナイタイの場合は、直接うちが所管しているということで、その対策等については、

直ちに、町としての責任でやれるということでありますけれども、今お話あったように、

民間、個人の中における課題というのは、今言ったように町としての限界があると。そ

の限界にあわせて精いっぱい、これまで担当レベルではやってきたということだろうと

いうふうに思っております。 

  グループも相当大きくなっていますから、その辺については、大きくなっていると同



－58－ 

時に、さまざまなそれに見合うような施設整備も必要なんだろうと思いますけれども、

そういったことに、果たして、十分に成り立っていたのかというようなことも懸念され

るわけでありますが、これらの経営として、基本的には環境の問題も含めて十分なされ

てくる、あるいは、来ているはずだろうというふうに思いますが、残念ながらこういっ

た今、事態が起きたということであります。 

  担当のほうは、今回だけではなくて、多分、以前からこのほかでも事例がなかったわ

けでなくて、指導なり、あるいは、そういった問題を提示しながら理解を求めてきたと

いうことであります。今、お話あったように、それにかかわるプロジェクトメンバー、

農協、あるいは普及所等々、農業に関係するようなところ、これらに関係するようなと

ころでのそういった枠組みの中もしっかりやりながら、伝えてきたということでありま

すが、それが残念ながら今日の雨によって、また流出したということであります。 

  そういったことの積み重ねの中で、これからまた、さらにしっかり守ってもらわなき

ゃならないとなると、今の町の中のそういう仕組みだけでは、もう限界があるというこ

とで、あるいは理解していただけなかったということで、北海道の、次なる対応のすべ

きところの機関と一緒になってこれからやっていくということであります。 

  今あったように、行政の範囲の中では、担当者があるいは、組織がそのような話をし

たにせよ、それは町の声として上がっていっていることだと、そんなふうに思っていま

す。きょうも、また、このように議会からも心配する向きの発言があったということで

ありますから、こういったことも含めながら、町全体の課題として心配しているという

旨を伝える必要があるだろうなと、こう思いながら、できるだけ早急に、抜本的な対策

を講じるようにお願いをしたいなというふうに思っています。 

  この会社につきましては、北海道を代表する酪農畜産のグループとしては会社でもあ

りますし、さらには、ダイバーシティという働き方の改革の中でも、農業法人としては

非常に優良だというような評価を得たところでありますから、そのようなことを汚すと

いうことは、多分、法人としても、会社としても本意ではないだろうとそんなふうに思

います。そういった意味では、改めて町全体で、ぜひ抜本的な対策なり、あるいは全て

のところで心配している向きの話もお伝えをしたいなということであります。 

  今、私どもとしてできることはそういったことでありますし、また、道とも連携をし

ながら適切な指導なり、あるいは状況の把握について、現場といいますか会社のほうに

もお伝えしながら理解を求めていきたいなと、そんなふうに思っています。 

○委員長（山本和子委員長） 渡部委員の２つ目の質問の項目なんですが、ページ数と項

目を確認したいんですが。 
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○１番（渡部信一委員） 71ページの農業資源環境対策費の関係。 

○委員長（山本和子委員長） そうですね、71ページの一番下段にある政策ですね。 

  菅野主幹。 

○菅野 茂農林課主幹 委員のご質問にお答えします。 

  この活動組織については、平成19年から、当時、農地・水保全対策ということで、モ

デル地区ということで活動に参加していただきまして、これまで環境美化、農道の草刈

り等を、あと畑の保全等に大変ご尽力をしていただきました。 

  この事業については、地域立法の事業でして、５年ごとに事業の継続を見直して、継

続するかどうかということをお話し合いの上で進めてきました。今回、ちょうど５年の

期限の時期になりまして、再度、組織のほうと確認したところ、組織でのお話し合いを

持たれまして、次期継続ということはしないということで、今期限り、事業としては完

了させていただきたいということになりましたので、事業から取りやめということにな

っております。 

  以上でございます。 

○委員長（山本和子委員長） ほかありますか。 

  渡部委員。 

○１番（渡部信一委員） そのことについては私も熟知しているから、その後も、今まで

やっていた活動はそのままやっているんです。やっているというか、自主的というか。 

  その中で担当課、あるいは、国の事業からおりたというんですけれども、そういうや

ってきた事業というか、それに基づいたそういった考え方で、地域のことはみずから草

刈り、あるいはそういった保全なり、あるいは、そういう市民に立って、あとは、地域

そのものの自主性にお任せするという、そのものだけで終わっているのかどうか。そこ

ら辺の、その後の確認とか何か話し合いがあったのかどうか、そこら辺、お尋ねしてお

きたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 菅野主幹。 

○菅野 茂農林課主幹 事業の終わった後のその後につきましては、今までこういった組

織がつくられてきましたので、できる限り継続して、できる範囲で作業等はやっていた

だけるということでお話はされております。 

  ただ、交付金の事業はこれで終わっていますので、委員お話ししたとおり、燃料費等

の支出については、町から支出はできない形になっていますけれども、あと、道路の草

刈り等は町道のほうに戻りましたので、町道管理のほうで基本的にやっていただくとい

うことではお話はされております。 
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  以上でございます。 

○委員長（山本和子委員長） では、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 66ページ、農業技術研修費のセンターの部分になります。 

  僕、年何回か、技術センターで加工する機会がありますけれども、使い勝手、今の現

状、やっぱり高齢者の人がシンクが高いですとか、洗い場が少し使いづらいとかという

部分がありますので、こういう声を聞いた場合、なるべく町民の高齢者も含めて使いま

すので、ここら辺の改善がちょっとおくれているなというふうに認識しております。 

  そんなことを含めて、次、大きな課題で、今回、ＤＭＯの道の駅等の含めて、基本設

計の方針の中にも、食品、工芸品加工等を含めて、農業技術センターでの活用という部

分でうたっています。 

  きっと、これからことしの事業の中では検討するという状況が出て来て、近々また、

具体の部分が出てくるんだというふうに認識していますが、この６次加工という部分に

ついては、非常に言葉では簡単ですけれども、そこで生産をしながら利益を得るとは非

常に難しいという部分ありますので、我が町の特産物、農畜産物をどう加工するかとい

うのは、専門家も入れて、きちっとやっていかなきゃならん１つのことではないかと思

っています。 

  事業者にとっては、事業者をどういうふうに育てていくかという部分もあわせて、こ

の問題というのは対応していかなきゃならんかと思いますので、そういうことを含めて

見解をお聞きしたいなと思っています。 

○委員長（山本和子委員長） 松下主査。 

○松下慎治農林課主査 農業技術研究センターについては、委員おっしゃるとおり、道の

駅の検討段階から、あそこで商品開発だとか、そういったことに使えるように改修しな

いのかだとか、平成28年以降、議会で複数回、さまざまな議員さんからもそういう改修

に向けてご質問をいただいて、回答させていただいているところでございます。 

  農林課としましては、農業技術センター所管しているわけですが、本町で生産される

農畜産物の付加価値化、こういうものを取り組み、進めていくに当たって、道の駅だと

かナイタイテラスだとかそういった施策とも連携しつつ、そういうリニューアルをして

いくということで現状進めております。 

  昨年度までは、町の中で、そういったことに意欲のある方々に対するヒアリングだと

かを行ってきたわけですが、今年度は、それらを踏まえて、農業技術研究センター改修

計画検討会というのを６月に設置いたしました。検討委員さんとして、７名の町内の関

係者を委嘱させていただくとともに、専門機関というかアドバイザーとして、帯広畜産
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大学、とかち財団、あと食品衛生法の関係がありますので帯広保健所、この３名の方も

委嘱させていただいて、現在、検討会を進めているところでございます。 

  検討に当たっては、町内の農業者、商工業者等へのアンケート調査、また、その詳細

についてのヒアリング等も現在進めておりまして、現在、検討を進めているところです

が、スケジュール感としては、来年度、何とか改修工事ができるように、スピード感を

持って進めていきたいというふうに考えてございます。 

  あわせて、今、委員からおっしゃられた高齢者も使いやすいようなそういった施設と

することも大変重要なことであると考えておりますので、あわせて検討会の中で進めて

いきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） このような施設というのは、そこで生産して商品化するとい

うのは、非常に難しいという部分があると思うんです。 

  ですから、この後、きっと部門別に肉は肉、乳製品は乳製品、加工物は、焼き物は焼

き物という形の施設が個別に必要となってくると思いますので、きっと将来はそこに向

けていく大きな施設の改善になってくるかと思いますので、また、ものづくりか、箱づ

くりかじゃなくて、やっぱりきちっと議論をしながら、効率的な施設を対応していただ

きたいと思います。 

  そんなことで、今あったように産学官が連携しながらという部分で議論しますけれど

も、そこにもう少し現場、例えば、現場といったら商社とかそういうところのバイヤー

等を含めてとか、何が今どうなってくるかという部分も含めて、大きな市場性も含めて

検討していくような研究していただければと思います。 

  もう一つ、この運営するのは誰かとなると、やっぱり人材なんです。ですから、今か

ら的確な人材を配置しながら対応していかないと、なかなかこういう施設というのはう

まく円滑にできていかないし、その人材によっては、１つの部門でなくてオールマイテ

ィとなったら、また人材たくさん必要になってきますけれども、人材選ぶというのも今

からきちっと対応していくと、うまく施設と人材と、それから産学官の知恵が一致する

かと思いますので、その点を含めてあれば、また回答をお願いしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 松下主査。 

○松下慎治農林課主査 農業技術センターの改修は、単なるハードの事業ではなくて、今、

委員がおっしゃられたとおり、そういったソフトの部分が大変重要であると、そういう

ふうに認識をして、今、検討を進めているところでございます。 

  町内には、そういったことに興味のある方というのは、幾つかおられるということが
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今、明らかとなってきておりまして、そういった方々をしっかり支えられるそういう運

営体制も含めて、スピード感を持って検討を進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 本当に、夢の少しでもあるような回答かなというふうに思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  ２点目であります。同じく施策報告76ページ、ナイタイ高原牧場の管理運営業務です。 

  まず、今ここの平成30年度に、草地等肥培管理状況という部分で面積が示されており

ます。今、指定管理者制度になっていますので、当時造成した部分は1,002ヘクタール、

それから農地の購入、その後あって、百二、三十ぐらいしているんだと思いますけれど

も、ここで見ると、指定管理者に対してどのぐらいの面積を指定管理の管理対象にして

いるか、これ、まずちょっと確認したいと思いますけれども、ここだけ足し算すると、

700ちょっとぐらいしかないんですけれども、この足し算が正しいかどうかは別にして、

そこら辺ちょっと、まずどのぐらいの面積を指定管理者に肥培管理等お願いしているか、

放牧採草地含めてよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 岡田主査。 

○岡田 直農林課主査 すみません、面積等について細かい資料、今持ち合わせておりま

せんので正確な数字はお答えできないんですが、ナイタイ高原牧場全体を指定管理の管

理物件としてお預けしている状態です。 

  草地につきましては、直営のときよりも若干ふえている部分が、借地の部分が少しふ

えている状況です。こちらに記載してありますのは、指定管理者から報告を受けており

ます肥培管理の状況ということで、こちらあくまで草地でして、放牧地についてはちょ

っと確認をとっていないところでございます。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） この中で、この資料を見せてもらったら放牧地291となって

いるんです。ですから、入っているのかなと思って、トータル的にちょっとそういうこ

とで、まず、頼むほうがどんなことで頼んでいるかということだと思うんです。 

  ですから、世の中、１ヘクタール当たり何ぼぐらいの計算で採草地、放牧地、そうい

うことでどこまで頼むから、肥料代も含めて、それから散布量も含めてとかという部分

で、きっと計算して指定管理者にお願いしたり、そこで生産性、採算性が出てくるかと

思うんですけれども、まずベースになる面積、ちょっと僕、知りたいなと思っているも
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のですから、きっと購入した部分と造成した部分と含めて、それからかなり崩壌とか起

こして植栽、それから森林化したり、そういう対策もしている部分で、目減りはしてい

るというふうに認識していますけれども、大ざっぱ、200ヘクタール以上目減りしてい

るイメージちょっとないものですから、そこら辺、また教えていただければ、それを基

本的に、僕は、指定管理者に指定管理料を払いながら対応しているのかというふうに認

識していますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 林主幹。 

○林 峰之農林課主幹 それでは、お答えいたします。 

  委員おっしゃるとおり約1,000ヘクタール、これが草地としての管理面積ということ

で、町からお願いしている部分というところでございます。 

  牧場内につきましては、約なんですけれども、採草地として330ヘクタール、放牧地

としては約670ヘクタール、合わせまして場内は1,000ヘクタールと。これに場外が、借

地含めまして約150ヘクタールぐらいございます。その中で草地の部分、面積が約480ヘ

クタール管理をお願いしているところなんですが、内数の50ヘクタールぐらい、こちら

は草地更新を行っておりまして、肥培管理としては入れていないという状況でございま

す。 

  それから、放牧地の670ヘクタールあるうちの肥培管理につきましては291となってご

ざいますが、こちらにつきましては、過去はヘリコプター等で急傾斜地の肥料散布実施

しておりましたが、今、ヘリコプターは使わないというところで、急傾斜地につきまし

ては、基本的には植生の状況を見ながら放牧をすると。必要な傾斜地の中でも比較的肥

料を散布できる291ヘクタール、こちらにつきましてはしっかりと肥培管理をするとい

うような形で、今、管理を進めているという状況でございます。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 状況はわかりました。 

  ただ、肥培管理していかないと土壌自体が劣化していったり、そのものの植生がかな

りなくなってしまったり、また当然、土壌流出を起こしやすいという現象が出てくる可

能性、過分にあると思うんです。 

  ですから、あそこへ、もう一つはナイタイテラスをつくったという部分で、景観、そ

れから牧場風景、それを壊すようなこと、余り好ましいことではないなと思うんです。

例えば、一番草の放牧地で、十分な残草があったりして秋口に真っ茶っ茶になったり、

そういうことのないように、一定程度の管理という部分は適切にすることで、景観と経

営とマッチングしながら観光客も来てくれると、そういう仕組みになる場所だというふ
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うに思いますので、その点含めてお願いしたいと思いますけれども、それについては、

こっちの要望という形と含めて、ぜひ、そういうふうに向かってくれればありがたいな

と思っています。 

  もう一つ、ちょっと僕もわからなかったんですけれども、昨年度、作業機械のリース

借り上げとしていますけれども、リースとか作業機械については、一切、指定管理者の

ほうでの修繕とか、そういう部分についてのリスクというのは持たない前提で、全車、

全機械、全部、町のほうで責任持つという認識でよろしいでしょうか。 

○委員長（山本和子委員長） 岡田主査。 

○岡田 直農林課主査 ナイタイ高原牧場の指定管理でございますので、ナイタイ高原牧

場を経営できる状態で指定管理者のほうにお預けするという形です。 

  基本的に、機械とかはないと経営ができないということで、基本的に町のほうで全て

必要なものはそろえると、それを使っていただくという認識です。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） そういうことで、リースとかそういう部分については、指定

管理者にリスクかけていないという部分で理解しましたので、そういう感覚で収支計算

しながら、ことしは30年、ちょっと大きな4,000万ぐらいという話、赤、してという部

分ありますけれども、３年間の指定管理の中では、トータル的に円滑な管理していると

いうことで、大変ありがたい管理をしてもらっているなというふうに認識しております。 

  次の部分では、以上、これだけでした。質問終わっていきたいと思います。すみませ

ん、ありがとうございます。 

○委員長（山本和子委員長） それでは、農林水産業費について、ほかの議員さんありま

すか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） それでは、農林水産業費に対する質疑を終結いたします。 

  引き続き質疑入ります。 

  次に、歳出は商工費、決算書は77ページから84ページまで、施策報告書は78ページか

ら89ページまで一括して質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 81ページの消費者保護対策関係ついて質問いたします。 

  お聞きしますと、消費者協会の存立自体が、今、危機的状況にあるというようにお話

をお伺いしたんですけれども、この辺について、何か状況を把握しているかどうかお聞
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きしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 ただいま斉藤委員がおっしゃったとおり、消費者協会、５月14日

に今年度の総会がございまして、そのとき特別提案がありました。特別提案というのは、

今年度をもって消費者協会を解散するという提案です。 

  それに至った経過なんですけれども、消費者協会、昭和48年ごろに設立されて、当時、

物価が急上昇したり、あと、いろんな公害問題だとか食の問題だとか、さまざまな消費

者問題がありました。 

  その中で、上士幌町にも消費者協会ができて、以後、活発な活動を続いていたんです

けれども、まず、どこの組織でも必ず同じ問題出てくるんですが、この５月の段階で、

今52名の会員の方がいらっしゃいます。その会員の皆さん、実際、最近入った方かとい

いますと、もう本当に昔からずっと入っている方なんです。 

  そして、問題は役員会のほうなんですけれども、役員は昨年、29年、30年度におきま

して８名体制で行っておりました。その中から亡くなられた方だとか、今後、もう辞退

したいという方が出てきまして、この春の段階、総会前の段階で残った方が３名だった

んです。そして、消費者協会としては、今後のあり方どうするかということがありまし

て、流れ的には解散という道を選んでおります。会員の皆さんだとか新しい方にお願い

しまして、役員体制については７名体制で今、行っております。 

  消費者協会としましても一番心配していることが、先ほど設立されたころの話をした

んですけれども、現在の中身というのが大きく変わってきまして、最近は本当に、最近

のアポ電だとか、いろんな新たな消費者被害が出ている中で、多くはそのような詐欺関

係だとか、その辺の消費者問題、そういう課題を何とか解決することが必要というよう

なことが大きなものになってきておりまして、毎週火曜日午後からなんですが、消費者

相談窓口というのをわっかのほうで開設しております。その中で、相談される方はそこ

に来ていただいて相談を受けています。 

  昨年の実績は、総会議案で示されているのは５件なんですけれども、その内容として、

総合消費料金未納分訴訟最終通知書と、よく皆さん聞いたことあると思うんですが、こ

の問題が２件、あとクーリングオフに絡むことで工事契約が１件、あとはちょっと消費

者問題とは離れている部分もあるかもしれませんが、例えば、宅急便が送られてきて、

それは身内の方が送ってきたんだけれども、実はちゃんと記載されていないもので、例

えば、送りつけの詐欺じゃないかなとか、その場合は身内のことだったから問題なかっ

たんですが、あと普通の一般的な契約。例えば、私も最近は目が見えなくて、なかなか
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文書を見るのに困っているんですけれども、小さな文字で書かれているもので、何が書

いてあるかよくわからないと。そうなると、やっぱり何か誰かに相談したい、不安な部

分もたくさんありますので、そういう問題などが、直接来ていただいたり、電話で来て

おります。 

  消費者協会、この後の、解散した後の協会としての心配事としまして、この消費者相

談窓口をどう持っていくかと、どうやっていくかと。その辺が、消費者協会さんのほう

で心配されていることで、それは一応、町民課生活環境担当が消費者協会問題担当して

おりますので、ちょうどこの後、地方消費者行政担当担い手育成事業というのがありま

して、その中で、１日だけの講座なんですけれども、そういう担い手育成のための、こ

れは行政担当者も参加できるんですが、そういうものに参加して、準備と言ったらおか

しいんですけれども、今、担当でできることはやっていきたいと思っていますが、例え

ば、消費者協会解散でなくて休会はどうなのかとか、いろいろ、また考え方もあると思

うんですけれども、もう現実では、休会でもなかなか復活は難しいということもござい

まして、一応、総会の案内では、皆さんに解散という方向を示しているんですけれども、

まだ正式に決定したわけではありません。これは、年度末になって正式に決定されるの

で、それまでの間、消費者協会の皆さんといろいろ打ち合わせ等して、話し合いをして

いきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） よろしいでしょうか。 

  ほかありますか。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 施策報告書79ページの商店街活性化対策事業のところの事業効

果、今後の課題の欄の部分で記載されている関係で質問したいと思うんですが、平成30

年に、商工会のほうで商店街振興計画の策定がされたということで、委員会でも報告が

ありましたけれども、その後、具体的な計画に基づいて具体的にどうしていこうかとい

うことでも、商工会内部での検討も進められていることと思うんですが、行政とは、そ

の辺とどのようなかかわりを持って具体的に進んできているのかということを１点伺い

たいのと、あと、81ページの観光協会助成事業のところで、各種看板設置したとか、修

繕、登山道環境保全啓発活動というようなことで、登山道という言葉が出てくるもので

すから、ちょっとほかには聞くところがないのでここで聞きますけれども、国有林野に

係る林道等、山に登っていくための道については、３年ぐらい前の台風でしたか、大雨

で被害を受けて、なかなか国のほうも事業費がつかないというようなことで、そのまま
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になったり、なかなか修繕が進んでいないというようなことで、登山に行けないという

ようなことがあるんだというふうに思うんですが、その辺については、現状どうなって

いるのかということについてお聞きしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 平岡主査。 

○平岡崇志商工観光課主査 それでは、私のほうから行政のほうと商工会の連携の等につ

いてお話しさせていただきます。 

  委員のおっしゃるとおり、昨年度、商店街振興計画の策定事業のほうつくらせていた

だきまして、高齢者問題ですとか後継者問題、あと近隣の大型スーパー問題ですとか、

インターネット問題等々、商店街の問題解決に向けて計画を策定してきたところでござ

います。 

  この間、行政のほうとしましては、年間２回の、町の理事者と商工会役員との懇談会

を行っているところでございまして、あと商工会事務局のほうと連携しまして、定期的

な情報交換等と、商工会のほうとしましては、商店街の方々の情報収集をもとに、町の

ほうに情報提供をしていただいているということで、より密接な関係で取り組みのほう

を行わせていただいているというところでございます。 

  また、本計画につきましては、本年度にはなりますけれども、さきに委員会等々でも

お示ししたとおり、キャッシュレス化の事業ですとか、まだ事業採択にはなっていない

ですけれども、Ｗｉ－Ｆｉ化に向けての事業ですとか、そういった部分で、また、これ

から商店街がより活発になっていくような取り組みのほうを推進していくということで、

取り組みのほうを進めさせていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（山本和子委員長） 杉原課長。 

○杉原祐二商工観光課長 ２点目の登山道についてご回答させていただきます。 

  登山道につきましては、ご承知のとおり、台風被害によりまして林道がだめになりま

して、その当時まで一般的に利用されていた杉沢林道という、ニペソツ山、石狩岳へ向

かう林道でございますけれども、そちらが壊滅的な状況になりまして、その年に、やっ

ぱり観光業にとって、非常に重要な登山というツールでございましたので、それを早く

復活させるために、森林管理署、環境省、町、そしてガイドセンターで、登山、またで

きるような形になるような検討会をすぐ設置いたしまして、翌年度には、森林管理署さ

んのほうで迂回ルートを設定していただきまして、最初に、ユニ石狩です、そして、そ

の翌年度には、石狩岳の登山ができるようになってきているところでございます。 

  昨年には、ニペソツ山の登山ができるようにというような形で、幌加温泉ルートとい
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うことでお休みしていた登山道があるんですけれども、そちらのほうを整備しながら、

その完了を待って、ニペソツ山の登山を可能にしてきているところでございますけれど

も、残念ながら、登山道が非常に長くなるものですから、日帰りでの登山がちょっと難

しいと。どうしても１泊しなければならないという状況に、今、ニペソツ山はなってお

ります。 

  それらを受けまして、町のほうといたしましては、その被害遭ってからずっと継続し

ておりますけれども、期成会であったり、政党要望ですとか、あらゆる機会に、そうい

う日帰りができるような登山道の復旧について要望をしてきているところでございます。 

○委員長（山本和子委員長） よろしいですか。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 今、歩いたり、山に登ったりというのは、一つのブームといい

ますか、一つの時代として、盛んに行われるようになってきていることだというふうに

思うんで、そういう部分で、なかなか予算がつきにくいという状況というのは、東大雪

支署のほうにお邪魔してもそんな話を聞きますので、町のほうからもそういうことで最

大限に国のほうに、関係省庁のほうに働きかけをしていただきたいということを、要望

ということを申し上げて終わりたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 商工費、ほかありますか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 商工費の件名は、ナイタイ高原牧場ですから、85ページのナ

イタイ高原牧場観光施設仮設店舗設置事業。 

  ここで見ましたら、仮設については撤去されましたけれども、昨年度の運営について

は169万8,000円ほどの支出という部分であるんですけれども、ざっと見でみたら、光熱

水費とか、ほかにまた何か費用かかっているのかと思いますけれども、よく200万前後

ぐらいで運営できたなと思っています。 

  ことしは、またレストハウスには管理費とか、グレードの違いでいろんな意味でパワ

ーアップかなりされていますから、大きく対応されていきますけれども、今までの仮設

の店舗の評価、それから効果という部分については、やはりきちっと検証しておく必要

が僕はあると思うんです。 

  特に、町内業者の方が、本当に一生懸命やってくれたなという足跡がありますので、

そのことも含めて、僕はしっかり評価しておくべきでないかなという認識していますの

で、そこでもし、そういう考え方あったら、ぜひ、ここでご披露お願いしたいと思いま

す。 
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○委員長（山本和子委員長） 石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 ただいま委員おっしゃるとおり、昨年度まで運営をしていた

だいた方につきましては、10年間あそこで営業していただいたと。 

  また、その間、低気圧、大風により、もともとのレストハウスが大破してしまい、仮

設店舗での営業をしていただいたと。そういった中で、小さい狭いながらも、創意工夫

をされながらお客様を迎えていただいたと。最終年度につきましても、多少、天候等の

影響も受けて、その前の年よりは若干の減少がございました。最終年度につきましては、

約15％ほどの入り込みの減少がございましたが、それも大震災、胆振東部の震災、また

天候不順の影響を受けた中でも健闘していただいたと考えてございます。 

  また、そういった部分につきましては、観光協会やいろいろな部分でも評価はされて

いるところでございまして、我々といたしましても、非常に苦労されながら頑張ってい

ただいたと思っているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） そういう意味で、その店舗がいいか悪いかは別にしましても、

この次は、ＤＭＯの会社がしっかり経営するという部分になりますので、あわせまして、

やはり原則は、町民に負担をかけない経営をぜひしてほしいなと。 

  そういうことでナイタイテラスは出発したと思いますけれども、どうしても管理費が

パワーアップしちゃって、2,000万超すような形になりますから、この中の差額だけで

も負担というのは、結構大きく将来かかってくるのかなというふうに認識していますの

で、そういう形で、ぜひ本当に商工観光の皆さん方についても、ほかの施設等いろんな

対応していますけれども、大変ご苦労だと思いますけれども、その点も含めてよろしく

お願いしたい、この結果を見てそんな気がいたしました。これについては答弁、特に要

りません。 

  次、86ページの観光基本計画等策定事業についてちょっと勉強させてください。 

  策定事業で、昨年度、観光の基本計画を作成したというふうにしまして、一定程度の、

３月末にこの資料を私もいただきました。これを読んでみて、105ページの部分で、観

光の入り込み客数100万人の算出根拠。ここを、僕からいうと本当かなという部分、ち

ょっと確認したいと思うんですけれども、算出根拠が、平成29年度の本町の観光客は45万

人。戦略等を含めて観光客の増加率の見込みは15％、観光地域商社、いわゆるｋａｒｃｈ

が見込む道の駅の集客数が60万人と、ナイタイテラスが12万、士幌のピア21が初年度で

44万で、ナイタイ以外の観光客数というのは、今まで大体、うちの町が観光客の入り込
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みを大体ベストにしていると思うんです、39万人。ナイタイテラスの観光客については

12万人、それから道の駅の観光客が44万人、その他施設の増客分、いろいろ民間とか、

いろいろ施設ありますから。 

  ところが、ナイタイテラスの観光客と道の駅の観光客数足しちゃっているんです。こ

れはきっと、観光客としてはかぶる部分の人が結構いるんじゃないかと思って、こうい

う足し算はちょっと変だなと認識しているんですけれども、100％ナイタイ行った人が

道の駅行くとは思いませんけれども、その逆もあると思うんですけれども、この足し算

で100万人という一つの数字、つけ合わせたのかどうか別にしましても、ちょっと不信

感を感じながら、この観光計画は大事ですから、うちの町の基幹産業ですから、やはり

正確な数字をもって、行政なり、また観光協会なり、ＤＭＯを含めて進んでいかないと、

どこかで財政的な問題とか、それから地域の経済という部分についても影響するかなと

思いますので、この点ちょっと何でこんな数字になったか、また、この数字を、なぜ認

めたというかどうかわからないですけれども、ここら辺の見解をいただいて質問を終わ

りたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 ただいま質問ございましたナイタイテラス、道の駅の観光客

数分につきましてですが、おっしゃるとおり、確かに、単体施設の数字として、ここで

は計上はさせていただいてございます。 

  確かに、そこで延べとしてかぶる部分は出てくるかと考えておりますが、こちらのナ

イタイテラス含め、道の駅の観光客数につきましても、道の駅につきましては、特に本

年度、ＤＭＯ市場調査業務ということで、今年度以降の観光入り込み客数の集計の仕方

等について見直す、また、地点についても見直していくというような、今後の観光基本

計画を推進していくための指標となるＫＰＩ、もう一度しっかりと算出の仕方を見直す

という業務を、現在進めているところでございます。 

  そういったものも含めまして、ここで言う、ダブルカウントになるような部分も、し

っかりと施設単体の数字のような、ここに記載しているような形で計上できるようにと

いう前提で、こういった数字を挙げさせていただいてございます。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） この数字、100万人に向かって、いろんな意味で実績を積み

ながら、そんなに遠くない2023年度計画の最終年度ですから、５年間ぐらいですぐ来ち

ゃうというぐらいですから、具体的にある程度シビアな計画を持たないと、いろんなナ
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イタイのテラス戦略、道の駅戦略とか、それから町内観光、それから観光商社のやる戦

略というのは、やはり、ある程度経済メリットがないとなかなか進まないというふうに

思いますので、そこら辺シビアに対応していただきたいな。 

  数字のおおむねの積み重ねは大事だと思うんですけれども、これについては、今、言

われたように、もう一回見直ししながら、具体の分を対応していくという認識をしてい

るようでありますから、ぜひ、それを期待しながら対応させていただければなと思って

おります。 

  一つは、なぜこの質問したかと言うと、この施設は、ナイタイテラスと道の駅は連携

等含めて滅多にないことで、やっぱり入札、プロポーザルだと思ったんですけれども、

一緒にやっているという経過があるんだと思うんです。そんなことも含めて連携してい

くとしたら、同じような施設ですから、ここでプラス、同じ施設は一つ一つプラスする

んじゃなくて、やはりもう少しシビアにやっていったほうが、我々町民にとっても安心

してこの施設の運営任せることもできたり、将来は、ここでメリットとして、町民全体

の利益がここで発生するのかなと思いますので、その点含めて最後にあれば、また答弁

よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 ただいまご意見いただいたように、本観光基本計画につきま

しても、１年に１度は必ず検証をしていくというようなことで記させていただいており

ます。 

  そういった、今ご意見いただいた部分も含めまして、シビアに意見をいろんな方から

いただくことも踏まえて、しっかりと検証しながら推進に向けて進めてまいりたいと思

います。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） ほかありますか、商工費について。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） それでは、商工費に対する質疑をこれで終結いたします。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 ２時０１分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１４分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○委員長（山本和子委員長） 次に、歳出は土木費及び消防費は、決算書83ページから94

ページ、施策報告書は90ページから98ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 施策の91ページの公園管理の関係でちょっとお聞きしたいと思

います。 

  具体的には交通公園のことでお聞きをしたいんですけれども、あそこに、もう六、七

年になると思いますけれども交流施設ができて、いろんな形で週末等を中心に、夏場、

利用していただいているというふうに思います。 

  私も建てるときにはかかわっている人間なので、ちょっとその当時は、トイレのこと

なんかというのは余り話になったんですけれども、最近お聞きすると、トイレもかなり

老朽化しているし、高齢者の方が、あそこで施設を利用するというようなこともあるの

で、トイレを近くにつくってほしいというようなことをお聞きすることあるんですけれ

ども、今の施設を管理している状況から、まだ、どのくらい年数がたっているのかちょ

っとわからないんですけれども、そういう声は町のほうで聞かれることはないのか。あ

るいは、この先、何か計画というか考え方があるのか、ちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（山本和子委員長） 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、交通公園のトイレにつきまし

ては、すみません、ちょっと手持ちの資料がございませんので、年数についてははっき

り申し上げられないんですが、現状、町民の方からこちらのほうに直接、そういった移

設してほしいといったような声は、まだ直接はいただいていないところなんですが、こ

の後、この施設のこれからの管理の状況によりますが、更新の際にはそういった声も含

めて考えていきたいということになると思います。 

○委員長（山本和子委員長） いいですか。 

  ほかございますか。 

  消防費も入っていますが、よろしいでしょうか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） １点目は、定住化促進の住宅についてです。 

  まず、基本的にこの事業を、ことしもまた継続してやっていると思いますけれども、

町として、適正という言葉はちょっと問題あるかと思いますけれども、どのぐらいの賃
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貸住宅を設置することによって定住化、逆にもう少し、永住化を含めて対応できるのか、

そこら辺のめどというのは、僕は必要じゃないかなという気はするんですが、ことしも

かなり建っていて、町民はいつまでも建っているんだろうという部分と、それから、ど

のぐらいの利用率といいますか、去年の段階の最終の部屋数が100としたら、80％とか

80戸とか、そういう数字を捕らまえているんではないかと思うし、僕は条件づけに、年

度末ぐらいには利用状況も町として把握すべきではないかと思うんですけれども、この

２点について、まず教えてほしいなと思います。 

○委員長（山本和子委員長） ページ数は、94ページの定住化促進ですね。 

○８番（江波戸 明委員） ああ、すみません。 

○委員長（山本和子委員長） その関係について答弁をお願いしたいと思いますが、答弁

はどうしますか。 

  山崎主幹。 

○山崎浩司建設課主幹 賃貸住宅の入居状況については、毎年10月に実施しております。 

  一番新しい調査は昨年の10月に行いまして、平成20年度から29年度までに建った294

戸のうち、移住体験住宅を除いた288戸について入戸状況の調査を行いました。調査結

果ですけれども、288戸のうち空き家が20戸、既にちゃんと入居している方が268戸とな

っております。空き家の20戸の内訳としましては、一般世帯の入る住宅の空き家が３戸、

農家の方とかの従業員用の住宅の空き家が17戸となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（山本和子委員長） 名波課長。 

○名波 透建設課長 すみません、補足でお答えさせていただきます。 

  賃貸住宅の目標値であるとか目安という具体的な数字は今ないんですが、目安として

は、持ち家率、公営住宅率、借家率と、そういった一応目安がございます。 

  29年度、この賃貸住宅助成事業の経済効果を調査した時点では、29年度の調査なので、

そのもっと前の数字になりますけれども、それらの率については、一般的な十勝管内の

同じような市町村、それから北海道の平均値、それから見ると借家率というのは、その

時点では、まだ低いという判断でございました。その率を目標値とするというふうには

考えてございませんけれども、まだまだ平均から見ると少ないんだなというところを捕

らまえたところでございます。 

  それから、将来に向けては、どの辺が適正なのかということを踏まえると、事業者の

方に、今年度もこれから予算時期までに調査をかけて、来年度の実施予定等をお聞きし

たり、それから、やっぱり農業法人のところが一番大きくなるかなというところもござ
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いますので、そういったところに聞いたり、最近でいきますと個人経営の農家の方も、

家族労働率というか、ご両親、お年になって労働力が低下しているので、どうしてもよ

そからの労働力に頼らざるを得ないということで、外国人の方を雇いたいんだけれども、

ちゃんとした住居設備がないと入ってきてくれないということもあるので、ことしも何

件か、そういう方がこの助成事業を利用されて建てられるところもあります。 

  そういったところ、将来的にはまだまだ続いていくのかなという気がしておりますの

で、要綱、今年度で１回切れますので、これから来年の予算時期、それから12月の、こ

れから入居率の調査等も入れますので、それらを見ながら決めていきたいというふうに

考えてございます。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、課長等含めての答弁ついて認識しましたので、また、適

宜、毎年度毎年度、適切な調査の中で、この事業を進めていくというふうに認識しまし

た。 

  もう一つ、この事業の中で、６棟８戸は、未完のために翌年に繰越明許かけたという

部分なんですけれども、基本的に、これ、総務課長に聞いたほうがいいかどうかは別に

しましても、このような事例が繰越明許の対象になるのかなと。きっと、相手の都合に

よって、当該年度、30年度に完成する予定がかなりおくれて、きっとお願いされたんだ

かどうか、手続をしながら繰越明許となったと思うんですけれども、基本的に繰越明許

というのは、よっぽどの事故等を含めて、災害とか誰が見てもわかるようなときに、基

本的に対応するんじゃないかと僕は思っているんです。 

  そういうふうに物の本にも若干あると思いますし、また、国の予算の都合で、どうし

ても繰り越ししないとならんという部分では、適切に対応していると思うんですけれど

も、このような事例を繰越明許にして、習慣化してもいいのかなという懸念もあるもの

ですから、これについて、前例にしていいのかなというちょっと懸念もあるものですか

ら、これについて、できれば総務課長含めて回答いただければありがたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 名波課長。 

○名波 透建設課長 この賃貸住宅助成事業、要綱で定めておりまして、その要項の中で

は１年間有効ということで、繰り越すことも想定しているということであります。 

  その繰り越しの想定としましては、賃貸住宅の規模にもよると。規模も小さいものか

ら大きいものまで想定をして、ある程度、中大規模のものになると工期もそれなりにか

かるだろうということで、助成を申請されてから年度末までに完成しないことも想定し

て、要綱を作成しているというところでございます。 
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  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） もう一つ大事なことは、申請した段階では年度内に終わった

予定になっていないと、町の計画と精算、決算は、基本的には単年度決算という部分で

す。 

  ここは、ちょうどスポーツセンターの横の施設だと思いますけれども、僕は、この時

期に始まってちゃんと終わるのかいとすごく気にはしていたんです、人ごとでなく。で

すけれども、やっぱり案の定、年度内に終わっていなかったと。 

  ですから、申請した段階で年度内に終わるという計画だとしたら、でなくて、そこは

繰り越しということは、僕は非常に非常事態だというふうに、予算の中身としてもちょ

っとまずいんじゃないかなと思いますというふうに認識して今、お話ししているんです

けれども、できれば、繰り越してもいいよという安易なことでなくて、業者としては、

冬の仕事というのは、一番人が余っているといったら変ですけれども、安く使えるとい

う部分もあるかもしれないから、それを前例としていいのかなとか、それから施工の完

了の状態が本当にいいのかなとか、そういうふうに認識しますので、できれば、そうい

う要綱に繰り越しがいいよと、もし、そういう読み取りができるとしたら、また、変更

するということも必要になってくるんではないかなと思いますけれども、この点につい

てよろしく答弁をお願いします。 

○委員長（山本和子委員長） 名波課長。 

○名波 透建設課長 ただいま江波戸委員言われたとおり、申請時点は年末、10月、11月

だったというふうに記憶しています。 

  そのときには、これからの工期、大丈夫ですかという話も申請の審査の時点ではして、

冬期雇用の関係もあって、集中的に作業を進めたいという話もあって、申請を受理した

というところでございますが、実際、天候不順だとか冬期雇用の問題で、人がなかなか

集まらなかったとかということで、繰り越しということにはなったんですが、その辺、

反省点として、もう少し審査時点で詰めた調査といいますか判断をするというのは、こ

れからやっていきたいというふうに思いますし、その年度内という原則というか、そう

いうことも配慮して事業に当たっていきたいというふうに思います。 

○委員長（山本和子委員長） ほか、土木、消防費。 

  小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 93ページになります。 

  公営住宅の関係なんですけれども、使用料の収納状況の中で滞納繰越分というのが、
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町営住宅と単身住宅両方記載あるんですけれども、これの中には、相当前からの分も含

まされているのではないかなと推測されますし、その辺のちょっと見込みがないよとい

う、金額どれぐらい含まされているかとか、その辺の見通しというのはどういうふうに

なりますか。 

○委員長（山本和子委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 住宅料の滞納につきましてですけれども、金額も相当な金額にな

っていますけれども、年数的にも相当古いものから、こちらは不納欠損行わずにそのま

ま残っているような状況にございます。 

  もちろん、徴収に向けて努力はするということではありますけれども、中にはなかな

か徴収に至らないというものもかなり多く含まれている状況でございます。今の時点で、

ちょっとその金額がどれくらいということ、はっきり申し上げることができないんです

けれども、確かに、もう10年以上とかになる部分も含まれておりますので、なかなか難

しい部分はあるにはあるんですけれども、そのままとりあえず未収ということで残して、

徴収を行っている状況ではございます。 

○委員長（山本和子委員長） 小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 今、言ったとりあえず残しているということなんですけれども、

その辺少し精査して、例えば、もう亡くなって、親族も誰もいないよというのをいつま

でも残すと、この金額だけが膨らんで、未納がこんだけあるという感じになってしまう

ので、その辺一度整理して、もう、どうしても見通しないものは整理していくというこ

と、必要かと思います。いかがですか。 

○委員長（山本和子委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 確かに、居住者の方、既にお亡くなりになられているような場合

も中に含まれておりますので、そちらのケースにつきましては、もちろん相続人の方に

対して徴収をさせていただくというような形をとっておりますけれども、委員おっしゃ

られたとおり、徴収どうしてもできないというようなことも考えられますので、今後そ

の辺も含めて不納欠損を行うのか、それとも引き続き徴収を行うのかというところを整

理して、徴収のほうを行っていきたいと思っております。 

○委員長（山本和子委員長） ほか質疑ありますか。 

  渡部委員。 

○１番（渡部信一委員） ただいまの件で、お尋ねというかお聞きしておきたいんですけ

れども、長年こういったものが出てきて、相続人と申しますか、それはわかるんですけ

れども、公営住宅等に入るときに、厳格な保証人というかそういったものを用意しなき
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ゃ入れないようなわけで、そういったことで保証人等に、当然、そういったものを承知

の上で保証人になっているわけで、ある程度、その保証人も払える能力の人というか、

私もそういう経験あるんですけれども、そういったことを含めて保証人の了解と申しま

すか、そういったものでなっているかと思うんですけれども、こういった点で保証人の

ほうに請求なり、そういった経過というか、そういったこともあるのかどうか、お聞き

しておきたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 住宅料の未納分に関する保証人への請求ということでございます

けれども、現実的にはそこまでやっていないというのが現状でございます。 

  理由としましては、もちろん入居者の方にまず徴収をさせていただくと。もちろん３

カ月以上の滞納があった場合、保証人の方に請求を行うということができるような規定

にはなってございますけれども、入居者の方との折衝の中で払う意思があると、努力を

するというような回答が得られた場合には、そこまで、保証人の方の請求までというの

はやっていないのが現状でございます。 

○委員長（山本和子委員長） 渡部委員。 

○１番（渡部信一委員） 保証人のところまで、そういったことでやっていないと。 

  しかしながら、規定とかその中で、きちんとそこら辺は保証人受ける以上、了解して

保証人になっているわけで、全然、保証人のほうへ請求をかけないというのも、またお

かしな話かと思うんですが。 

  それが積もり積もってこういう額になっているわけですから、当然やはり、その上で

保証人も亡くなられたとか、あるいは、その時点で保証人の支払い能力とかそうことも

発生しようかと思うんで、そういうものは仕方ないにしても、当然ある以上は、今後き

ちっとそこ辺も含めて請求なり、保証人の保証という意味合いも含めて実行するべきだ

と思うんですけれども、どうですか、今後について。 

○委員長（山本和子委員長） 名波課長。 

○名波 透建設課長 ただいまの渡部委員からもお話あったように、保証人制度、通知等

なかなかしていないというのが実態でございまして、今おっしゃられたように、長年も

う年数がかなりたっていて保証人の方が亡くなっていたり、基本的には亡くなっていた

ら、そのかわりの保証人の人を、また提出してもらうだとかという行為をやってはいる

んですけれども、全て至っていないという状況と、それから現在、何十年も前に保証人

になったけれども、支払い能力が今ないという方もかなりたくさんいらっしゃいます。 

  そういったところから整理していかなきゃいけないのかなというふうに、今、感じて
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おりますし、この保証人制度、国のほうもそういったことで、単身の、なかなか保証人

になっていただけない老人の方がかなりふえているということで、保証人制度、今、国

のほうから通知が来て、どういうふうにするか。北海道のほうも、今、保証人の制度を

変えていこうというふうな流れになっておりますので、上士幌町としても、北海道のほ

うの方針を見ながら参考にして、保証人制度を変えていったりというふうにしていきた

いというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） ほか質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） なければ、土木費及び消防費に対する質疑を終結いたしま

す。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午後 ２時３５分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時３８分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 次に、歳出は教育費ですが、項目が多岐にわたるため、決

算書では102ページから中学校費、社会教育費以降に分けて審議をいたします。 

  教育費、決算書は93ページから102ページまで、施策報告書は99ページから111ページ

までを一括して質疑行います。 

  質疑ございますか。 

  ございませんか。 

  質疑ございませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 海外からの実習兼ねて多くの方が来ています。 

  先般も、新聞等で拝見すると、上士幌小学校と萩ヶ岡の牧場との従業員との交流とか、

そういう部分が来ていますけれども、これ、どこで対応していいかという部分で、ここ

に異文化交流推進事業とありますので、この項目使わせてもらっているんですけれども、

そういうことを含めて、海外から来る実習生等についてはなかなか足の確保ができてい

ない。それから、町のほうに来てもという部分で、今、うちの町は人口の中にも海外か

ら来た方々についてはオンしています。基本台帳含めて、公表している部分については
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オンしていますけれども、やはり関係人口じゃなくて住民だという認識をそろそろする

時期に来ているのかなと。 

  パーセントでも、5,000人に対して100だったら２％ぐらいになってきて、間違いなく

ふえる可能性がある人方と思いますけれども、それに対して教育とか交流とかそういう

部分について、社会教育とちょっと離れるかもしれませんけれども、そういう施設なり、

それから特に足がなく、車を運転できないという状況もあるみたいですから、そういう

部分を含めて、わっかの部分等含めて、学校とか含めて、そういう対応ができないかな

という認識ちょっとしているんですけれども。 

  ということは、やはり一町民という部分では、教育の部分もあってもいいのかなとか

そういう部分で、ここ、社会教育とちょっと分けてしまっているんですけれども、基本

的な部分含めて、将来については、ちょっと名称わかりませんが、永住に近い形の権利

を持った家族も来る可能性もありますから、そんなことも、もうそろそろ考える時期に

来ているんじゃないかなと思いますので、学校教育の中に多言語科の授業等含めてどう

あるべきかもあれば、ちょっと考え方、示してほしいなと思います。 

○委員長（山本和子委員長）  教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 町内に暮らす外国人なんですけれども、昨年度に比べて、

住民基本台帳、ことし１月からの台帳を見ますと、去年は20人くらいふえていて100名

ほどになっています。 

  ことし、今のところ、大きなことしの事業なんですけれども、まず上士幌小学校では

５年生の総合科の学習の中で、やはり、今、江波戸委員おっしゃっていたように、地域

の人材でもあるんだと。ところが、なかなかその接点を持つことができないという小学

校の先生方の声から、小学校が主導して、総合学習の中で１時間半くらい取り入れまし

た。 

  そこでは、町内の外国人、３つ、４つくらいかな、４つくらいの事業所の方々のとこ

ろから、このときスクールバスを出して上士幌小学校へ行きました。私も一緒に参加し

たんですが、そこで、言葉は通じないんだけれどもコミュニケーションをとると。来年

から外国語が入ってくるということで、コミュニケーションの大切さを学んだというこ

とと、片言でもいろいろお話をして文化に触れたということが、まず１つありました。 

  もう一つは、これは教育委員会が主導したんですけれども、今お話あった萩ヶ岡のほ

う、清水谷のほうですね、そのほうの牧場とこども園との関係を考えました。 

  実習生ほとんど、午前の10時から午後の１時、２時くらいまで休憩時間に入っている

というお話を聞いたので、であれば、こども園に一緒に来ていただいて、こども園の子
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供と一緒に遊ぶ、交流する、そんな機会が持てないかということで、地域サロンがあそ

こ、隣に併設しています。そこを集まりの場所として、今のところ３回ほど実施して、

子供たちとも一緒に給食なんかもとっています。 

  ここに暮らす住民でもあるということで、今は試行的にやっているんですけれども、

今後、今のお話あったように、どこか核施設を、コアの施設を持ちながら、そういった

方々との交流ができないか。また、次年度に向けて教育課程のほう、学校のほう編成し

ていくんですけれども、そういった取り組みができないか、ここら辺ちょっと検討して

いきたいなと思っております。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今ありましたように先行して、教育委員会も取り組むという

姿勢が見えました。 

  きっとこれから、子供たちも国際社会等含めて、かなり密着しながら生活せざるを得

ない時代に来ているかと。我々町民も含めて異文化の歴史、それから来ている国の歴史、

習慣、こんなことも身につけていかないと、町民としてのトラブルになる可能性もあっ

たりしていますし、やはり彼らは、遠く離れた国から来ているという孤独感なり望郷意

識とかありますので、それを優しく包むという部分も含めて、それは学校とか教育が一

番身近かなと思いますので、今、教育長からいただいた部分も含めて、より推進してく

れればありがたいと思います。ありがとうございます。 

○委員長（山本和子委員長） ほかありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（山本和子委員長） それでは、質疑111ページまでは、ここで一応終わりにい

たします。 

  次に、歳出は、決算書は101ページから110ページ、施策報告書は111ページから123ペ

ージまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 施策報告書の119ページ、図書館活動推進事業についてお尋ね

をしたいと思います。 

  祝日の開館についてなんですけれども、平成24年度から試行的に、４年目に当たると

いうことで平成30年度までやっているということで、この中で、連続して続く祝日につ

いては利用が伸びないというふうにあります。 

  であれば、やはり、そろそろ見直す時期に来ているのかなというふうに思いますし、
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まして、祝日に勤務体制をしくということは、平日に休みを与えないということになる

と思いますので、その辺について見直しをかけてはどうかというふうに思いますが、い

かがでしょうか。 

○委員長（山本和子委員長） 岩間主幹。 

○岩間敏広生涯学習課主幹 ご指摘あったとおり、10日間、年間ハッピーマンデーの月曜

日になる祝日以外を除いて試行５年目になっております。 

  ことしの例でいきますと、５月３、４、５、６という形でかなり続いたんですが、そ

ういう連休は家族で出かけたりとか、遊びに行ったりとかということを含めて、ほとん

ど子供たちだとかファミリー連れの利用というのは、皆無に等しい状況というのが現状

続いています。 

  ただ、単発の１日だけの祭日については、当然、休みになる方がいらっしゃいますの

で、その部分については、過去５年前から比べると、木曜日が今までは一番利用率が低

い曜日だったんですが、それの６割くらいの利用しかなかったものが、今はそれと同様

くらいまで利用率が上がってきていますのは事実です。 

  ただ、単発でやったときのその人件費、先ほど言われた代替の振替をとる人件費だと

かで、二十数万なりの人件費をかけてやるだけの費用対効果を考えたときに、その辺の

利用促進、利便性を考えるという形になったときには、あるかどうかという問題がある

かなと思いますけれども、ただ、現実に若干利用は伸びていると思いますが、試行とい

う形ではなくて、逆に、祭日が土曜、日曜日にぶつかる分については、特別開館という

形で実施する部分については問題ないのかなと考えていますけれども、平日の開館、ま

たは連続した開館については、他町村もそうなんですが、連続した場合は、間に１日、

特別開館日をやめて、休館日を設けるとかという形で休むとかという形は、管内にかな

りの町村が特別開館やっている取り組みがありますが、祭日あけても翌日を休館日にす

るとかという、振りかえている形もありますので、うちのような形というのはそんなに

多くないと思いますので、土曜、日曜に関しては継続する価値はあるのかなという判断

をしています。 

○委員長（山本和子委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑にありますか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 116ページをお願いします。かみしほろ学園推進事業です。 

  小中高幼も含めて、連携した教育というのは、当然、この時代にそぐわしいかなとい

うふうに認識していますけれども、ここにかかわる人的な部分については、教職員がか
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なりかかわってくるのかなというふうに認識しながら、この事業をちょっと見てきまし

た。 

  いろいろつらつらとありますから、従来の事業プラス、オンしている部分もあります

けれども、やはり今、特に学校の教職員の働き方改革、この部分について非常に先生方、

僕も経験していますけれども、一生懸命、遅くまで頑張ってくれたりとか、土日も含め

てとかいろんな対応をされていますけれども、こういう事業をすることで、その先生方

の負担がふえるということはないんだと思うんですけれども、現状そういうことがある

としたらどう改善していくか、ここら辺ちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 ただいまの質問でありますが、もともとかみしほろ学園は、小

中高連携の協議会であるとか、特別支援の振興会とか、複式研究協議会とか、あと教育

研究所もそうですが、５つぐらいの組織があって、それで結構、そういう中に先生方が

ダブって入っているところもあって、逆にそういう部分の改善をして１つに取りまとめ

ることによって、基本的には、それぞれ先生方は１カ所の部会だけに配置をすると、そ

ういうことで基本的な軽減をしていくこととあわせまして、より幼小中高の連携を深め

ていくと、そういうようなことでかみしほろ学園を進めてきたという経過がございます。 

  そういう中で、今現在、３つの部会合わせまして、小・中学校の先生は基本的に全員

入ってもらっていますし、あと高校、認定こども園含めて、役員総体は80名ぐらいの規

模でやってきています。 

  決して１人に負担かかるようなことでなくて、みんなで協力し合って進めていこうと

いうことで進めておりますし、現在、お話にもありました教職員働き方改革、これにつ

きましてもいろんな取り組みを今進めてきておりますが、今年度、９月、来週になりま

すけれども、業務改善アドバイザーということで、国の事業の採択を受けてアドバイザ

ーを招聘して、年３回ぐらい、働き方改革でどういうふうに教職員の負担を軽減してい

くか、そういうようなより一歩進んだ取り組みを進めていこうということで、今進めて

きているところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 具体の部分で理解できたと思いますので、そういう形で、ぜ

ひお願いしたいと思います。 

  最後になりますけれども、117ページの生涯学習センターの管理運営で、ちょっと僕、

数字の読み取りがわからんかったんですけれども、このうち、５行目に入館者数、延べ

39万450人、１日平均1,094という数字が出てきています。１日、あそこの入館が1,000超
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すというのは、本当にあるのかなという単純な疑問ですけれども、この辺ちょっと内容

の説明いただければありがたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 お答えいたします。 

  入館者数なんですが、こちら５カ所に自動ドアがありまして、そちらのカウンターの

数になっております。実は正確にははかれていなくて、人が入ってきて出たら１回カウ

ントするものですから、その方が何回も出入りすると延べのカウントで出てしまうもの

ですから、入館者数はそういった形になってしまいます。参考程度というところでお願

いしたいなというふうに思っております。 

  ちなみに、利用団体については、お部屋を借りた団体数の数、また、それを利用され

た方の延べ人数ということになりますので、よろしくお願いしたいなと思います。 

○委員長（山本和子委員長） よろしいですか。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 同じく117ページの生涯学習センターの管理運営ということで

質問させていただきます。 

  生涯学習センターは、平成29年６月からオープンをしています。通年ということでは、

平成30年度が、１年間を通してのいろんな管理経費を支出した年になるというふうに思

うんです。 

  それで、聞きたいことは、以前、学童保育所は別なところにあって、生きがいセンタ

ーも別なところにあってというようなことで、それぞれ施設が分かれていてものがこの

施設に一体化というか、この施設に入ったわけですけれども、従前のそれぞれでやって

いたときの管理経費と、この新しいセンターに集約したことによって、その経費という

のがどんなふうに変わっているのかということを知りたいんですけれども、今、申し上

げたこと、資料できていない、用意できていないのかもしれませんから、もしも、今、

答弁できなければ後からでも結構ですけれども、その辺をちょっと知りたいと思うんで

すが、どうでしょうか。 

○委員長（山本和子委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 今、委員おっしゃるように、それぞれ生きがい部門、それから

学童保育部門、それから発達支援等が１つの館に集約して、わっかが今運営されている

ということでございます。 

  実は、今、委員のおっしゃった数字、要するに比較してというのは、私どものほうで

は押さえてはいないんですけれども、例えば、人員等については、当然、学童保育所に
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つきましては、外の施設だったときにも、中の、今一体的になった後も、必要なパート

さんとか要綱職員さんという形で雇用していますけれども、中になった、それから制度

が改正されたとかのタイミングで、要するに児童数がふえたとかというところは、そう

いう人件費がふえてくるというようなところは、これまで経過としてはございます。 

  あと、例えば、電気ですとか燃料代ですとか、その辺の具体的な数字につきましては、

今後試算していきたいというふうに考えています。 

○委員長（山本和子委員長） ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 ２時５５分） 

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

○委員長（山本和子委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午後 ３時０７分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 企画課長。 

○松岡秀行企画財政課長 それでは、早坂委員さんのご質問でございますけれども、お答

えいたします。 

  今、休憩中に、皆様方に両面印刷の資料を届けさせていただきました。これが、比較

ということでございますけれども、まず、平成30年の前に、その裏面のほうを見ていた

だくということで、26、28、28、27、生涯学習センターわっかが平成29というものを、

順にごらんいただきたいと思いますけれども、左からいきますと、平成26年の旧生涯学

習センターの分、青少年会館、これは学童です。発達支援センター、それと生きがいセ

ンター、この４つの分はこれに記載しているとおりでございまして、ずっと目を縦にや

っていただきますと、学習センターが2,100万円ほどと、それと青少年会館360万ほど、

発達支援センターが60万ほど、生きがいセンターが200万ほどということで、旧施設合

計でいきますと2,770万円ほどということでございます。 

  それでは、平成29年どうなっているのかということでいきますと、その右をごらんい

ただきたいと思います。3,190万ということでございます。それぞれ、科目ごと比較し

てございます。例えば、左が光熱水費でありますけれども、旧施設４つ合計では980万

ほどでありましたけれども、学習センターで、わっかでまいりますと877万ということ

で、この部分でいきますと、マイナス100万ほどになっているということでございます。 

  以降、それぞれ同じ形でごらんいただきたいと思いますけれども、金額といたしまし

ましては、一番右の下、420万ほどふえてございます。一番大きいこの420万ほどを占め
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ている内訳でいきますと、清掃委託費が、ほぼほぼ同額ぐらいでふえているということ

でございます。これにつきましては、白樺のほうに一緒に清掃をお願いしたいというこ

とで、その委託費がふえているということでございますので、費用対効果で考えますと、

金額はふえていますけれども、やっていい事業、よかったなということと言えるんでは

ないかなということでございます。 

  裏面、見ていただきたいと思います。 

  これが平成30年度です。そのうちのスポーツセンターの隣でありますけれども、わっ

か分ということでございます。これでいきますと、わっかは、ずっと落としていただき

ますと3,403万8,742円ということでございます。これと29年とを比較しますと300万ほど

ふえてございますけれども、これにしましては、ほぼほぼ委託料は同じということでご

ざいます。清掃委託料は一緒なんですけれども、このときにふえておりますのが、例え

ば、消防設備保守点検ですか、この辺の70万ですとか、特殊建物定期報告120万ですと

か、その年に必要な分として委託料をかけたもの、この辺がふえているんだろうなとい

うふうに見ることができるかと思います。 

  著しく、金額ベースでいくと減っているということは言えませんけれども、単体で行

っているものと比較しましても、まあまあ大体横並びといいますか、効果としては、か

けた分というものは、しっかりと反映されているのかなということで企画財政課のほう

では見ているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山本和子委員長） 早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 30年度が、１年間通しての利用になる年というようなことだっ

たんで、施設が一体化されるということで、施設の電気代とかそういう管理経費がどの

ようになったのかなというようなことを、ちょっと知りたいなというふうなことで質問

をいたしました。 

  ふえているから、どうなっているんだというようなことを申し上げるつもりでしたこ

とではなくて、生涯学習センターの利用の中で、学童保育所やそういう部分では、子供

たちの人数がふえたりしてそういう利用の頻度が高まった、あるいは、先ほども１日の

入館者の数字というようなことも話しされましたけれども、かなり町政の現況なんかを

見ても、従来と比べると桁が違うぐらいの人数が、いろんなことでこの施設を利用して

いただいているということでは、逆に割り返せば、マイナスになっているその分、１人

当たりの入館者の数で割れば、その金額というのは下がっているというふうに思います。 

  そういう意味で、皆さんに喜んでいただいている施設というようなことだというふう
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に思いますし、そういうふうにも私も感じておりますので、今、報告いただいた部分で

理解をしました。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 松岡課長。 

○松岡秀行企画財政課長 それと、この平成30年度各施設運営経費一覧ということで、山

村開発センター初め、ターミナル、ふれあいプラザに始まりましてスポーツセンターま

でございますので、これもこういうような数字であるということで、改めて参考にして

いただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） ほか質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（山本和子委員長） それでは、本議案について委員として質疑をしたいので、

暫時副委員長と交代したいと思いますが、ここで暫時休憩といたします。 

（午後 ３時１３分） 

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

○副委員長（伊東久子副委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時１４分） 

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

○副委員長（伊東久子副委員長） それでは、暫時委員長の職務を行いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  質疑を引き続き行います。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） １点目、ちょっとページ戻るんですが、学校推進支援教員事業、

これは中学校費の中に入っているんですが、副委員長の許可をいただきまして質問した

いと思います。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 何ページでしょうか。 

○２番（山本和子委員） 111ページです。111ページの真ん中ごろの学校教育推進支援教

員設置事業です。このことについて質問いたします。 

  平成30年度に中学校に設置した事業だと思うんですが、数学程度について何回か授業

を行うということですが、この年度の成果と、それから31年度も事業自体はあると思う

んで、どんなふうに成果が移されたのか質問いたします。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 渋谷主査。 
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○渋谷 真教育推進課主査 今、中学校のことでご質問あったと思うんですが、小学校の

ことについてあわせてお答えしたいと思います。 

  上士幌小学校に学校教育支援教員として４名、上士幌中学校に１名配置しております。

このことで担任の負担軽減を図ると同時に、支援教員等の配置により、広げ深める問い

かけや役割の明確化により、きめ細かい学習と生活の指導が図られ、児童・生徒の学力

の定着に効果を上げてきております。 

  また、全体指導では理解が難しい児童・生徒に対し、習熟度や達成度合いにより個別

に声をかけることができ、児童・生徒の困り感の軽減が図られております。小学校にお

いては、支援教員を中心とした放課後子供教室の充実も図られております。 

  今年度につきましても、上士幌小学校に４名、上士幌中学校に１名を配置していると

ころでございます。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 私、平成30年度の予算書とか31年度の質疑の中で把握した中で

は、たしか、30年度は、特に数学に対して週何回か特別にやるという体制であったと思

うんですが、それから、このＴＴの関係は、毎年変わるわけではないと思うんですが、

中学校については変わっているんではないか、その辺がきちんと引き継ぎされているの

かなとちょっと心配で質問させてもらいましたが、答弁、もし、私の思い違いであれば、

それはそれで、たしか、変わっているはずですが、よろしくお願いいたします。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 渋谷主査。 

○渋谷 真教育推進課主査 中学校数学のＴＴとして入っております。 

  人員については、中学校、ことし変わっております。ことし、新たに１人新規で採用

しております。小学校につきましては、昨年いた４人のうち３名が引き続き来ておりま

す。うち１人については、特別支援教育支援員をやっていた方が、今回、今年度、学校

教育推進支援教員として採用しております。 

  以上でございます。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） わかりました。 

  なぜかといいますと、中学校に行くといきなり勉強が難しくなって、数学だ、英語だ、

理科も含めて、そうすると、なかなか一斉事業の中でついていけないと。かといって、

特別支援に行くんじゃなくて、やっぱり個別の体制が必要なんではないかと。 

  そういう点で、昨年から続けているこの事業いいなと思って質問させてもらって、で

きれば、同じ方が続くといいなと思ったりしたものですから質問させてもらいました。
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採用された方の個人的ないろいろ事情もありますので、それはやむを得ない話ですが、

これは引き続きお願いしたいと思っております。 

  次に、社会教育の関係の子どもの夢・未来応援事業、114ページです。これについて

質問いたします。 

  これは、以前、一流プロジェクト事業としてふるさと納税金を活用して行った事業で

すが、その当時、いろいろ私も指摘をして、１団体に100万円つけるのではなくて、や

っぱりきちんと全ての子供を対象にできるようにと。それから、実行委員会でなくて教

育委員会主催にやるべきだというふうにして、大分有効的な活用になっているかと思い

ます。その点についてどういう評価は、過去についてどうのこうのじゃなくて、そうい

うことも含めて、どんなふうに事業の評価をしてきたのか質問いたします。 

  30年度の事業についても結構いろんな事業団体、すみません、深瀬さんの顔見て失礼

ですね、すごく参加人数がふえてきていますし、幅広く参加されているので、すごく私

はいい事業に映っているなという評価をしているので、その点について質問いたします。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 平成29年度に、教育委員会直接事業として実施することによ

って、特定の分野にこだわらない、限定しない形で実施して、また、全ての児童・生徒

並びにその保護者、また、一般町民を対象に会を募集して実施してきたという形になっ

ています。 

  ちょっとさかのぼりますが、29年、ダンスであったり、元プロボクサーの方、また、

けん玉パフォーマンスの方も見え、また、30年度につきましては、金メダリストの柔道

の野村さんだったりとか、またダンサーのＫＩＴＥさんという方をお呼びになって、講

演と、また実技指導のほうを行っていただいたところでございます。 

  夢を持つきっかけからその実現のために、そういった方々がどう努力して、どういっ

た考えをもとに、実施してきたかなどの講演などをいただいておりますので、また、子

供たちが夢に向かって歩んでいく、そういった力を育んでいけているのではないかなと

いうふうに思っています。 

  また、それらを応援するのは保護者であり、また地域の方々だと思っています。子供

たちの夢をいかに応援していくかというところで、また継続して実施していきたいなと

いうふうに思っています。また、特にけん玉等につきましては、さらに民の活力という

ことで広がりも見せるところでもありますので、そういったところも応援していきたい

なというふうに思っています。 

  以上です。 
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○副委員長（伊東久子副委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 事業が教育委員会主催になって、それから、いろんな団体、興

味持てる方が自由に参加できると。そういう中で、けん玉のサークルができたり、けん

玉の裾野の広い活動がふえたりと、そういう点では評価いたします。 

  やはり、せっかく納税金を活用するんであれば、１団体に100万円どんどんとつけて、

あの当時３団体、27年、26年から始まったんですか27年から、そういう使い方じゃなく

て、今回もすごいでっかいイベントありますけれども、そのときに興味持った方が誰で

も参加できると。親子で、子供だったりする形が私はいいのかなと。そのときに、また

来るメンバーがまたすごい、呼んでいる方がすばらしい方なので、それも含めて、この

ように子どもの夢・未来事業が教育委員会の中で精査されて、実現されたのを私は評価

いたします。答弁はいいですので。 

  それから、次、子どもの居場所推進づくり、114ページについて質問いたします。 

  たしか、平成30年度は協力隊の推進員も含めて、新たに子どもの居場所づくりをする

みたいな話をちらっと聞いたんですが、その後、そういう事業が実際に行われたのかど

うかということで質問いたします。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 放課後並びに休日における子供たちの安全な居場所というと

ころを詰めるために、子どもの居場所づくり推進事業としては、わっかの屋外用と室内

用の遊具を貸し出しますよというところで、自由な発想で使っていただくというところ

を目指しています。 

  子どもの居場所づくりというところでいきますと、この事業については、遊具の更新、

新規購入というのが主な経費になりますが、放課後対策推進事業、下の115ページの

（２）であったり、また、そのほか社会教育の関連する事業でも子どもの居場所であっ

たり、そこを支える保護者や地域というところも頭の中に入れながら、考えながら実施

しているところでございます。そんな場所として、生涯学習センターわっかが誰でも自

由に使用できる場所であったらいいなというふうに思っているところです。 

  今後も、地域の方のお力をかりながら、お考えをお聞きしながら、皆さんで居場所を

つくっていきたいなというふうに思っています。 

  以上です。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 学童にいる方は学童の施設と、それから会館があいているとき

には、臨時に開放してもらって利用したりしているのを見ているんですが、いわゆる普
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通に学校に行っている方々がそこに来ても、ロビーで遊んだり、たしか、できるんです

が、会館はあいていても開放すれば遊べるんですが、そういうことで、もうちょっと学

童以外の子たちが、中学生、結構来ていますけれども、来て遊べるような場所づくりで

きないんだろうなという。確かに、会館開いたら必ず誰か１人つかないと、いろいろ事

故があったりするので、その辺も含めて何とか子供たちをそこに、何とか教室じゃなく

て、友達２人でも来て遊んで、そういうふうに居場所づくりですか、そういうふうにで

きないだろうかと私は思って、だから、そういうことを30年度やるのかなと思って期待

していたんですが、特にそういう教育委員会主催の事業はなかったので、私は個人的に

やったのでちょっと息切れしつつあるのですが、毎週金曜日に、学童の子とほかの子と、

おばあちゃん、おじいちゃん含めて遊ぶ会を金曜にずっと１週間続けて、また、今週、

今月もやるんですが、そういうときに結構、呼びかけたら来て自由に遊ぶんです。その

ことを、どこかでできないかなという気がいたします。 

  そのことができれば、会館開いていないときに、あるときには、利用があれば無理な

んですが、そういうことできないんだろうかなと思って、ずっと居場所づくりについて

は、もう、過去に昔から質問させてもらったので、そういうことをどこかで実現できな

いだろうかと思って質問させてもらいました。 

  31年度、もう、なんか遊具を買ったらしいんですけれども、ちょっと私、見ていない

ので、新しい遊具を買ったという情報もあるので、その点について再度質問いたします。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 誰が答弁しますか。 

  須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 今、山本委員おっしゃった、わっかふれあいの日というような

形で、一度というか昨年度、一応考えていた部分があったんですけれども、今、山本委

員も独自に金曜日ですね、そういう広場も設けていただいたり、あとは今、深瀬主査か

らあったように教育委員会の事業、あるいは、ほかの団体の将棋ですとかけん玉ですと

か、そういうような部分の事業なんかがそれぞれあって、今は、それを子供たちが選択

して参加しているという状況にとどまっています。 

  それから、プロムナード自体は、いつでも誰でもということで常に開放しております

し、いろいろな層の方々が、いろいろな目的で使っていただいているという状況ですし、

あとは、例えばプレイルームについても、学童の時間中であっても使用しない時間とい

うのがあります。そういう時間については、ふらっと訪ねてきた親子の方々に、例えば、

今あいているんですけれどもというようなことがあれば、学童に聞いて、何時までは使

いませんので自由に遊んでくださいというような形ですとか、そういうような形で臨機
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応変に、ほかの部屋もそうなんですけれども、開放して、今、運用を行っているという

ことでございます。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） わかりました。 

  どこが中心になっている、なかなか難しい問題で、かといって、野放しに自由に遊ん

でいいということにはならないので、その辺はやっぱり協力し合いながら、私も含めて

ですけれども、教育委員の方々も、教育委員会の方々も含めてつながっていけたらいい

なと思っています。 

  次に、かみしほろ学園構想について、116ページなんですが、28年から始まった事業

で、28、９とやって、30年度には若干体制が変わって見直しをして、検証を踏まえて、

体制見直し等を含めてやっていると思うんですが、その辺について、30年度、昨年度で

す、実施されてどのように改正、ほとんど事業自体は変わらないと思うんで、体制がち

ょっと入れかわった程度かなと私は思っているんで、その辺についてどのように改正さ

れたのか、それから、どうような方針を持っているのか質問いたします。 

  それと、私、検証の中身というのを、私いつもこれを時々眺めながら、あと、このパ

ンフレット眺めながら、もともとの基本はビジョンからいって、それからこれにいって、

いろいろあるんですが、これは28、９の８年のやつの、もし、変わったんであれば、こ

の中でもかなり文章で変えなきゃいけない点があるんではないかと、この構想自体は変

わっているのかどうか、それも含めて確認したいと思います。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 まず、かみしほろ学園の組織体制ということでございますが、

平成28年度設立以降、効率的、効果的な組織運営を図っていくために、随時見直しを図

ってきているところでございます。 

  平成30年度は、３つの部会である連携教育部会、研修開発部会、教育研究複式教育部

会のほかに本部推進室、これは、たしか２年目から新しく入れたと思いますが、を設置

して取り組みを進めておりまして、30年度は、特に中・高の吹奏楽の連携について、こ

の本部推進室の位置づけに切りかえて新たに進めてきているところでありますが、そう

いう中で、次年度、今後の部分ということでありますが、現段階では２つの変更を予定

しております。 

  春の総会でも会員には説明しておりますが、１つ目は、年度末をもって糠平小学校が

閉校し、複式校がなくなることから、教育研究複式教育部会につきましては解消し、社

会科の副読本やＩＣＴ研究、さらに家庭教育の学びなどを担う教育研究の部門について
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は、研修開発部会に統合することで進めたいと考えております。 

  ２つ目は、仮称でありますが、地域協働部会を新たに設置していきたいということ。

現在、コミュニティスクールは、こども園から小中高、全てにおいて導入をされており

ますが、この取り組みについては、かみしほろ学園として位置づけを明確にし、教員、

行政、民間による横断的な推進体制を築いていきたいと考えております。また、本部推

進室や各部会で取り組む項目についても、必要な見直しを進めていくこととしておりま

す。 

  これらの取り組みにつきましては、子ども教育ビジョン、育むべき子供たちの姿であ

るとかそういう方針につきましては、基本的にはその方針に基づいて、今、進めてきて

いるということでありますので、現在そこら辺については変更をする考えはございませ

ん。 

  以上でございます。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） このビジョンそのものは、変わるということは多分ないと思う

んですが、このビジョンに沿ってつくったこの構想そのものが、例えばユネスコスクー

ルという言葉は、前に言ったみたいに、これは言葉がＥＳＤとかに変わったとか。そう

すると、かなりユネスコスクールの言葉自体と果たす意味が全然違うので、そこは文章

を直さなきゃいけないんでないか。 

  私、前に、教育長に一般質問か何かで言ったことあるんですが、そうなると、大分中

身も主眼が変わってくるんでないかと、その辺含めて、やっぱり基本はこのビジョンに

沿った形で検証をし、この構想自体も検証しながら事業も検証したらいいと思うんです

が、その事業の中での三本柱が、これ、毎回質問している。三本柱が、ⅰＢノート、そ

れからサポートブック、見える化が三本柱となっているのに、なんて三本柱になったの

かというと、最初から、これつくるときから、私、本当に疑問投げかけたんですが、こ

の事業をやるために、ⅰＢノート、共通教材、それから幼小中高まで含めたそれがなぜ

必要なのかという問題の検証と、それから検定試験の補助です、それがずっとあって、

これがなんでこれになるのかなという、全然、私としては理解できなくて、ずっと28年

から来ているわけです。 

  その辺の検証というのはされるのかされないのか。これも評価があってよかったと思

ってやっているのか、それを確認して、ここで一般質問じゃないので、長々すると、ま

た機会があれば質問させてもらって、この辺の評価はどんなふうに、検証はどうなって

いるのか質問いたします。 
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○副委員長（伊東久子副委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 かみしほろ学園の事業、多岐にわたっているわけですけれども、

その中でも重立った事業、先ほど、ユネスコスクールの件もありました。 

  あの件につきましては、一般質問の際に教育長からの答弁あったとおり、当初はユネ

スコスクール、既に、高校がユネスコスクールに指定されていたということで、学園構

想の一番大きな目標である、幼小中高の連携という部分で、要するに高校だけではなく、

その下の幼保小中までもユネスコスクールに設置しようということで、当初始まったん

ですけれども、ユネスコスクール設置が目的ではなくて、今、言ったように、持続可能

な取り組みというところに重きを置きたいということで、途中からこのような形で方針

を変えて、今に至っているというところがございます。 

  それから、各部会でいろんな事業、取り組んでいるんですけれども、例えば、研修開

発部会で、今、取り組んでいます各種検定事業につきましても、30年度につきましては

３年目に当たりまして、漢字検定が76名、英語検定では75名、数学検定では38名という

ことでの受験者がいて、そこに総額40万4,200円ほどの助成金を支出しています。 

  平成30年度につきましては、事業のさらなる充実を図るという目的で、助成する検定

料を、それまでは教育委員会直轄予算で見ていたんですけれども、連携教育部会の部会

での予算に移して、さらに教育委員会と連携教育部会との役割分担を明確にしながら進

めてきたというところがあります。 

  あと、各種検定に試験官という者が毎回つくんですけれども、その試験官につきまし

ても、かみしほろ学園全体でやっていこうというそういう意識のもと、小学校、中学校、

高校の先生方、役割分担しながら、それぞれ試験官として当たっていただくというよう

なことで進めてきているところでございます。 

  あと、大きく変わったところでいうと、検定については、昨年、30年度の途中、第３

回の漢字検定の部分からなんですけれども、受ける子供たちの意欲の喚起ですとか、自

己肯定感の向上を狙って、その合格の結果についてわっかに掲示したり、あとは町の広

報で皆様に見ていただくということにしたりしているところです。 

  それから、ⅰＢノートにつきましては、自己管理能力です、スケジュール管理ですと

か、基本的な生活習慣を身につけるですとか、そのようなことを目的に共通教材として

使用して、いまだにきています。 

  毎年度、前年度の反省のもと、ノートの様式なんかも変更しながら行ってきておりま

すけれども、平成30年度におきましても、部会の中に、さらにそこのⅰＢノートの担当

部会というのを設けまして、そこで検証、評価を行いながら、より実効性のある使いや
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すい教材の作成と、その活用について進めてきているということでございます。 

  そのほかの事業につきましても、いろいろそういう評価、検証しながら進めていると

いうことになっております。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 かみしほろ学園の構想でありますが、構想につきましては、そ

の立ち上げする前の１年間通していろんな論議を積み重ねてきている中で、その全体像

として構想としてまとめ上げたものでありますけれども、この構想というのは、基本的

には根本的な部分は変わらないんですけれども、ただ、それががっちりコンプリートを

するということではなくて、進めている中で、今の時代とか状況に応じて、また効率、

効果的な方法は何なのかというのを随時検証しながら、改善すべきところは改善してい

くということで進めているところでありますので、構想については、最初の段階の基本

的な考え方ということで押さえていただければなと思います。 

  以上です。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） それでは、構想自体は構想なので、一字一句変えるとかそうい

うことじゃなくて、主な柱というふうに捉えていいです。そういうことで答弁させても

らって。 

  それで、具体的な事業そのものは、そのときに議論をして始めたので、どうのこうの

ないと思うんですが、やっぱり、目指す子ども像に挙げた項目に沿ってどうかというこ

とは常に問いかけていかないと、そのときに、28年に決めて、29年からですか、28年か

ら実施したとしても、本当に子供の学力につながるんだろうかとか、例えば、生きる力

につながるんだろうかということ、常にそこに行かないと、始めたことに対する去年の

成果どうのこうのいったら、その事業そのものずっと動かないと思うんです。 

  この事業そのものが、本当に目指す子ども像として決めたこれ自体、かなり議論した

んです、かなり議論して、当初の案から大分変わったんです。それは、いろんな委員会

でもそうですが、町民の方の意見を含めてどうしたらいいかというので変えて、これで

も、まだいろんな意見があると思うんですが、それに基づいてどうかということを検証

してほしいなと思っています。また、多分、同じ答弁になると思うので、それはよろし

いです。 

  最後に、土曜学習推進事業についてなんですが、学校が週休二日といいますか、授業

５日制になったときに、文科省のほうが土曜日に授業してもいいですよと、いろんな形

で始めたときに、上士幌としては、いろんな方の協力を得ながら、サイエンスだったり
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とか、また、そういうものを組んだのが、すみません、118ページです。それがずっと

今に来ていると思うんですが、それをもう一回、ちょっと洗い直して、検証して、新た

なものに切りかえてはどうかというのが私の考えです。 

  できれば、余り固定化しないで、さっきの居場所づくりみたいな形でいろんな方が来

て、たまたま新聞の記事で見て、昔は授業をしてもいいといって授業をしたところもあ

りました。授業じゃなくて、いろんな居場所づくりとして来られる方が参加すると、自

由に。そのときによっては少ないかもしれないけれども、そういう学ぶとか、サイエン

スがどうのこうのじゃなくて、そういうふうに切りかえていったらいいのかなと私は思

っています。 

  だんだん参加人数もちょっと若干、子供たちも忙しくて参加人数が少なかったり、そ

れから、あと地域の方の協力も必要な授業もありますので、それもなかなか多分、うま

くいっていると思うんですが、その辺もう一回整理し直したらどうなのかなと思って質

問させてもらいました。答弁お願いいたします。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 土曜学習につきまして、２つ大まかな側面があるのかなとい

うふうに僕も思っているところです。 

  １つに、子供たちの学校外で学ぶ意欲の向上であったりというのが、１つの側面ある

かな。また、先ほど委員もおっしゃっていました休日の居場所づくりという考え方のも

とに、授業を開催しているところです。 

  ここ数年、少年団活動や習い事だとか、子供たちの活動も多岐にわたっているところ

であって、おっしゃるとおり、決して参加者数というところで見ると、すごく多いわけ

ではないと思っています。ただ、実体験を通しながら、疑問を抱いて解決の糸口を進む

という探求型の社会教育授業としてはこれからも続けていくべきだし、さまざまなアプ

ローチを持って学ぶ機会、環境づくりをしていきたいなというふうに思っています。 

  検証というところもありますが、今もまた、次年度に向けて英語がいいのかサイエン

スがいいのか、ほかの授業がいいのかなんていろいろとお話をさせていただいていると

ころです。なので、子供たちにとって、何がきっかけで何が生まれるのかというのは、

まだ未知なところがたくさんあります。そんな中で、我々がわくわく感があるもの、ど

きどき感ができるもの、そんな学びの土台づくりができればいいかなというふうに思っ

ていますので、土曜学習についてもそのように考えています。 

  以上です。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 山本委員。 
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○２番（山本和子委員） 深瀬主査の最後の言葉がすごくいいなと思ったんですが、勉強

して頭がよくなるんじゃなくて、本当にそれに感動して、何かのきっかけで勉強するか、

遊ぶかわかりません。そういうきっかけになる場だと私は思っている。 

  それは、私的にはどちらかといえば、私は遊びにこだわるので、いろんな遊びだった

り、いろんなはっと驚く体験をすることが、後々に何かにつながって自分の才能が開い

たり、それから自分の進む道が決まったりとかいうきっかけになるんだと。必ず勉強、

勉強、塾、塾、それから算数、算数、数学、数学じゃなくて、それはもとの土台になる

基本的な人間の感動というか、楽しみというか、喜びとかそういうものを鍛えるという

か得る場所を、私はこの土曜学習なり、居場所づくりの中で持てたらいいなと。 

  必ずそれは成果がすぐ見えなくても、子供がずっと、うちの子供もそうなんですが、

ええ、何でという思うようなときに、いろんなことやって遊び歩いたら、最後にたどり

着いたのはこうだったのというのは、先は見えないんですが、そのときに、いつか気づ

いた、あのときにこうやってもらった、あのときの感動がすごかったということが何か

あるといいなと。そういうきっかけになれば、この土曜学習とか居場所づくりになれば

いいのかなと思って私は質問させてもらって、余りお膳立てすることもないと私は思っ

て質問させてもらいました。答弁あればお願いいたします。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 私も同じような気持ちでいるところでございます。 

  ですので、少しきっかけを与えるなり、自分で考えてもらうなりというところもサポ

ートしながら、また、我々だけの力では進められないところもありますので、地域の方

を巻き込んだ形で考えていきたいなというふうに思っておりますので、またご指導のほ

うお願いいたします。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 山本委員、もう質疑ありませんか。 

  それでは、ここで委員長と交代をいたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午後 ３時４６分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午後 ３時４６分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 教育費の中の施策報告書123ページまで、ほか質疑ありま

すか。 
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  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 123ページの給食センターの維持管理についてちょっと質問

したいと思います。 

  このうちの給食配送業務の部分でございます。来年の３月で、糠平小学校が閉校しま

す。そういう意味で、僻地６校本当にゼロになってしまうという状況がありますけれど

も、ちょうど偶然、先般、この運転業務やっている方から、いや、俺のところ、学校な

くなってどうなんだろうというんで、ちょっといろんな話聞かせていただきました。 

  給食の配送というのは、本当、限られた10時から３時まででしょうか、短い時間の中

で、衛生管理なり、それから糠平という部分等含めて片道23キロぐらいありますから、

配送、調理してからの時間の問題とか等々ありまして、大変なんだと。あとは高校当た

りも、受け入れ態勢が余りよくないんだとか、ちょっと僕も逆の立場にいたんですけれ

ども、そういう苦情を含めて、相談というかお話聞かせていただきました。 

  そんなことを含めて、きょう、ちょうど出がけに新聞に、上士幌トラックの給食の配

送車の運転手を急募したいという部分があります。給食の配送車については、上士幌ト

ラックのほうに委託という部分ありますけれども、今、非常に人材の確保が大変だなと

いう部分も含めて、急に何らかの形でやめたか何かしたのかちょっとわかりませんけれ

ども、都合があったんだと思うんですけれども、やはり我々行政としても、委託しっ放

しでなくて、委託したところの勤務状況とか条件とか、そういうことも配慮してやる必

要がこれからあるのかなというふうに認識しています。 

  441万6,000円でしたかの委託費で対応していますけれども、配送したこの委託してい

る部分は、運転業務と、それから適切な時間に安全に衛生的な給食を、学校、子供たち、

生徒に届けるという部分が限られた時間の中でありますから、それを含めて対応してか

なきゃならんと思いますけれども、できれば閉校になった場合の車のスケジュール、配

送のスケジュール等含めて、今からきちっと業者を通しながら、現場の人に周知しなが

ら、それによっては必要になるかならんかも含めて、生活の部分もきっとあると思いま

す、そういう心配もあると思いますので、そういう対応をしていただければありがたい

なと思っています。 

  できれば、それにかかわる賃金体制とか、会社のほうに投げっぱなしで、あと何ぼと

いうことは会社の中で決めるという部分でなくて、一定程度保障してやるような部分も

含めて調整する時代に入ってきているかなと思いますので、この点について質問いたし

ますので、説明等含めてよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 鶉橋主幹。 
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○鶉橋浩行教育推進課主幹 それでは、江波戸委員の質問にお答えいたします。 

  給食センターの配送業務につきましては、今の給食センターができたときから、今の

受けていただいております業者さんのほうに配送業務を委託して、現在に至っていると

いうふうになっております。 

  来年の３月で、糠小が閉校になるわけなんですけれども、今の配送の業務と密接にか

かわってくるんですけれども、給食センターの給食をつくる時間といいますか、私たち

の勤務時間も、普通の職員に比べますと実は大分早くなっておりまして、私たち、７時

40分に出勤をして16時25分に退出するというような形になっているんですけれども、も

ともと、もっと郡部校がたくさんありまして、その配送の関係で給食センターの勤務時

間も早かったと。配送の業務もそれに合わせて、早く配送業務を行っていたという経過

があります。 

  糠小が閉校になるということで、今、給食自体を、給食をつくる時間ですか、それを

７時40分の勤務から20分おくらせて８時から来年できないかというか、やっていきたい

ということで、ちょっと給食調理時間を20分おくらせてやるというシミュレーションを

今、ことし３回、きょうも実はやったんですけれども、３回ほどやっております。 

  それは、たまたま糠小が休みのときに、その時間に間に合うかどうかということで、

今現在の給食配送の時間も含めて、給食の配送時間については、実はそれぞれの学校の

給食の時間というのが少しずつずれていて、その時間に間に合うようにということで、

今、給食をつくっているんですけれども、糠小がなくなると郡部校がなくなるので、少

しおくらせてつくることもできるということで、つくっております。 

  実は、保健所のほうから、給食をつくってから食べるまでの時間といいますか、２時

間以内の喫食というのが決められているらしいんですけれども、上士幌の場合、ちょっ

と郡部校がたくさんあったということで、その時間が、２時間以内の喫食というのが、

実は辛うじてカバーできるかできないかぎりぎりだったということで、毎年保健所のほ

うの指摘事項でもあったんですけれども、来年はおくらせてつくる方向で検討しており

ますので、その部分についてはクリアできるかなというふうに思っております。 

  それから、給食の配送のほうは、配送の方、運転手が郡部校を回る方については、今、

糠平と、それから幼児教育課のほうのこども園の配送、それのみなんです。それで、そ

れが終わった後といいますか、途中でお手伝いをいただきながら、小学校、中学校、高

校の配送をお手伝いいただくということでやっていただいているんですけれども、ちょ

っと受けておられる方、お２人とも高齢なものですから、なかなか１人で賄い切れない

というのもあって、２人セットの給食配送というような形を今までずっととってきてい
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たようなんです。 

  それで、これからといいますか、来年以降もそういうような形をとっていければなと

いうふうに、こちらとしてはそういうふうに思っているんですけれども、幼児教育課と

教育推進課、ちょっと課がまたがってしまっているんですけれども、その辺うまいぐあ

いにできるように、教育委員会サイドの中で連携をとりながら、その辺についてはやっ

ていきたいなというふうに思っております。 

  それと、金額的な部分といいますか予算的な部分は、委託している業者さんと、賃金

の部分ももちろんありますし、それから実際の車に係る経費、車検代ですとか、保険代

ですとか、そういうものは全てこの委託料の中に含まれているんです。そのほかの部分

の業者さんのほうの保険といいますか、そういう部分は業者さんにお任せしている部分

もあるんですけれども、そんなに業者さんのほうに負担にならないように、運転手さん

のほうにも負担にならないような形で、お互いに相談しながら委託するような形にして

いければと思っております。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 状況については、ちょうど運転手さんからも同じような形で、

今、置かれている状況聞かせていただきました。 

  高校は、やっぱり給食時間帯が違うという部分で、それから、また高校についてはほ

とんど手伝ってくれないので、台車等がなくて、そういう部分で環境もちょっと変えて

ほしいなという話もありました。 

  そんなことを含めて、我々、町から委託する場合は、委託先だけに全部お願いするん

じゃなくて、やっぱり現場の部分もある程度配慮しながら対応してくれれば安心して働

けるかなと思っています。 

  今、ある意味ツーマンで、来年は対応したいというふうに認識していますので、その

場合、なるべく早く段階で、そういう体制についてはお知らせしながら、この委託受け

ている上士幌トラックさん等含めて共有した認識でいければ、一番大事なのは、一つの

教育ですから給食も含めて、そんな対応をお願いできればというふうに思っていますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 答弁要りますか。 

○８番（江波戸 明委員） 要らないです。 

○委員長（山本和子委員長） では、ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 
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○委員長（山本和子委員長） なければ、教育費に対する質疑を終了いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午後 ３時５６分） 

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

○委員長（山本和子委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午後 ３時５８分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 次に、歳出は、災害復旧費、公債費及び予備費は、決算書

109ページから112ページまで、施策報告書は124ページまで一括して質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） それでは、質疑がありませんので、災害復旧費、公債費及

び予備費に対する質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 ３時５８分） 

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

○委員長（山本和子委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時５９分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 次に、一般会計事項別明細書の歳入は、決算書９ページか

ら36ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） 質疑がありませんので、歳入に対する質疑を終結いたしま

す。 

  次に、平成30年度一般会計歳入歳出決算書の１ページから８ページまでを一括して質

疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） 質疑がありませんので、次に、平成30年度一般会計実質収

支に関する調書に対する質疑を行います。実質収支に関する調書は、113ページの質疑

を行います。 
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  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） 以上をもって平成30年度上士幌町一般会計歳入歳出決算に

対する質疑を終結いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午後 ４時０１分） 

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

○委員長（山本和子委員長） それでは、休憩前に引き続き質疑を行います。 

（午後 ４時０２分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 歳入に対する質疑ありますか。 

  中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） 私の理解で合っているかどうかちょっとあれなんですけれども、

気球の寄附金についてちょっとお聞きしたかったんですけれども、気球で今、寄附をす

ると、その企業は、当然、寄附ですから、決算上ちょっとメリットがあるかとは思うん

ですけれども、それ以上に、多分、今、気球で、何とか会社というのが寄附した場合に、

それに、そのロゴがでかでかと入ったような気球がつくられるケースが多いかなと思う

んですけれども、それというのは、広告費を町が与えているような、そういう考え方と

いうのはないものなんですか。それをちょっと整理したいなと思い。 

  例えば、気球で今、町で持つ、寄附をもらったら、別にそれに色がついているわけで

はないので、本当に、今はやりのキャラクターであるとか、そういったような気球をつ

くったほうが子供たちも乗りたいし、世間的にもいいかなと思うんですけれども、その

気球じゃなくて、その寄附をしたところのロゴがでかでかと書いてあるような、それと

いうのは、その企業に対しての広告費を与えているような、そんなふうに私は思えるん

ですけれども、それよりは、もっと町で、あるいは町民に人気のあるような気球をつく

ったほうが私はいいのかなというふうに思うんですけれども、そこら辺の考え方の整理

は、変な質問ですか。 

○委員長（山本和子委員長） 答弁、企画になるのか、違う、どこになるか。 

  松岡課長。 

○松岡秀行企画財政課長 私が答えるべきなのかどうなのか。ただ、中村委員さんの疑問

は、率直なご意見だろうなというふうに思うところであります。 

  ただ、寄附の受け方じゃないかなというふうに思うんです。というのは、こちらの一
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定の条件の付し方というんでしょうか。寄附をされたい方、具体的な企業名は言いませ

んけれども、私の知る限りでは昨年度は２件だったかと思いますけれども、それを入れ

てくださいという寄附のされ方、来たときに、その辺をどう判断するかということをだ

と思います。 

  一定の基準は今、持っていませんので、それでしたら、ご自分でおつくりになったほ

うがよろしいんじゃないですかという行政のスタンスでいくものなのか。やはり、寄附

は寄附としていただいて、そのうちの内数にはなると思うんですけれども、その中でそ

れを条件にしてつくって、町のほうに幾分か残るかもしれませんけれども、その辺じゃ

ないかなと、今、気がするんです。法的に云々というのは、多分、ないと思うんですけ

れども、やっぱり寄附者の意向を、どう町のほうが受けるかということじゃないかなと

いうふうに思います。 

  ただ、今おっしゃるように、町としていただいたんであれば、そのキャラクターです

とか、それをロゴとして、例えば、ほろんちゃんですとか、そういうもので提供された

ほうがよろしいということ、重々それはわかりますので、その辺は寄附者とのやりとり

の中で、町のスタンスとして、企業名を入れてほしいと言ってきた場合は、ちょっとそ

れは厳しいという考え方になるのかどうなのか、その辺のところは、ちょっと内部的に

改めてまた話し合いながら、その位置づけを決めていきたいなと。 

  今のところ、ちょっと答えられるのはその辺かなと思うんですけれども、私の立場と

してはです。 

○委員長（山本和子委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 課長のほうでご説明しましたけれども、この気球に関しては、もう

過去から、以前から、いろんな形での寄附という形がとられています。 

  いわゆる物品という形で、気球そのものをご寄附いただくという場合もございますし、

今回のように、現金で町のほうに目的寄附としていただいて、そのかわり企業側として

は、寄附する以上、若干そういった広告の形をとって、企業にとってもメリットがある

ようにというようなことで、そういう条件で来られる場合がありますので、どちらがい

いとか悪いとかという問題ではなくて、これは受け方の問題なんですが、ただ、一方で

は、町としては、ご承知のとおり、過去にもハローガスですとかスズキだとか、いろん

な広告の入った気球をご寄附いただいて活用させていただいています。 

  もちろん、ご承知のとおり、今、気球をつくるのに、大体もう600から700万ぐらい実

はお金がかかるんです。町としては、今まさに人材育成事業として、これからも引き続

き気球のまちとしてやっていこうというためには、やはり実際に気球に携わるパイロッ
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トもそうでありますし、クルーもそうでありますけれども、そういった人材を育成しな

いと、今後、継続した熱気球のまちの存続というのは難しいだろうという判断に立って、

数年前からその人材育成事業もやっていますが、その人材育成事業に使っている気球も、

実は、今、町が所有している気球は、安価で提供したり、無償で貸し出しをして協力を

してやっていると。 

  そういう意味では、ある意味、町にとって自由に使えるようなそういった気球をある

程度確保していかないと、そういった人材育成もままならないというような状況であり

ますから、気球はどうしても必要なものになってくるということでありますから、そう

いう意味では、独自でつくるという方法ももちろんございますし、場合によっては、そ

ういったご協力いただける企業がございましたら、広告云々には賛否両論あるかもしれ

ませんけれども、これまでの形でいけば、ご寄附をいただく場合は物品でも構いません

し、現金でいただいた場合には、一定の条件が、許容範囲であれば、それを町としては

了承をして、デザインを、ロゴ等を入れてつくることも、これはやぶさかでないなとい

うふうに思っていますので、その辺は今後も、そういった気球の更新等々の時期もあり

ますけれども、そういう状況に応じて、臨機応変に対応する必要があるのかなというふ

うに思っておりますので、ご理解をいただければと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 質疑よろしいでしょうか。 

  この際、何か質疑漏れがあれば、歳入に関して。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） なしでいいですね。 

  それでは、以上をもって、平成30年度上士幌町一般会計歳入歳出決算に対する質疑を

終結いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午後 ４時１０分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ４時１１分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 次に、５特別会計歳入歳出決算に対する質疑を行います。 

  特別会計の質疑は、会計ごとに一括して質疑を行います。 

  質疑の順番は、国保会計、後期高齢者医療会計、介護保険会計、水道会計及び下水道

会計の順に審査いたします。 
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  初めに、平成30年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算に対する質疑を行い

ます。 

  決算書は114ページから138ページ、施策報告書は125ページから126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（山本和子委員長） 質疑がありませんので、以上で平成30年度上士幌町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算に対する質疑を終結いたします。 

  次に、平成30年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算に対する質疑を行い

ます。 

  決算書は139ページから151ページ、施策報告書は127ページの質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） 質疑がありませんので、以上で、平成30年度上士幌町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算に対する質疑を終結いたします。 

  次に、平成30年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算に対する質疑を行います。 

  決算書は152ページから170ページ、施策報告書は128ページから132ページまでを一括

して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 128ページ、収支状況のほうの事業効果及び今後の課題につ

いて書いてあるところなんですけれども、介護保険給付を制限せざるを得ない被保険者

も複数名いるということで書かれていますけれども、これについては、介護保険料を納

めなければならない年齢になったけれどもサービスを受けていないという方と、実際に

納めないことによってサービスを受けられないというようなことがあると思うんですけ

れども、この複数名というのは、実際にどのような状況の方なんでしょうか。 

○委員長（山本和子委員長） 山本主査。 

○山本道雄保健福祉課主査 ただいまの質問にお答えいたします。 

  給付制限についてですけれども、まず、65歳になって１号被保険者になって、保険証

や納付書が送付されるときに、パンフレットにこういった制度になっていますというも

のは、同封して周知はしているところなんですけれども、なかなか実際に保険料を支払

えない方がいらっしゃって滞納になるんですけれども、その中で、複数名と書いてある
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のは、実際にサービスを利用して制限になっている方もいれば、これからサービスを使

っていくであろうことが予想される方で、このままだと給付制限になってしまうという

方も、若干名なんですけれどもいらっしゃいます。 

  今、そういう方たちに対しましては、実際にそういう給付制限という制度があること

を、知らなかったという方もいらっしゃるかもしれませんが、滞納となって納付期限か

ら２年以上たちますと、不納欠損という扱いになってこれ以上入れられなくなるんです

けれども、そうなる前には文書で通知をしたり、電話でそういう説明をしたり、できる

限りそうならないようには、通知をして説明をしているところではあります。 

  ので、この複数名という方は、実際に要介護度がついてサービスを利用している方と、

これから使うであろう要介護度認定がついている方と両方がいることになります。 

  以上です。 

○委員長（山本和子委員長） 馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 実際にサービスを利用していて、滞納して、サービスが受け

られなくなるという状況になった場合の、町としての対応を含めて何か考え方あるんで

しょうか。 

○委員長（山本和子委員長） 山本主査。 

○山本道雄保健福祉課主査 介護サービスが受けられなくなるということではないんです

けれども、例えば、所得に応じて１割負担、２割負担、３割負担というふうに決まって

いるんですけれども、例えば、１割、２割負担だった方が、介護保険料を滞納して不納

欠損になった場合は３割負担になってしまうということは、そこは説明をして、介護保

険料を払っていなかったのだから、仕方ないというふうに納得をしていただける場合も

ありますし、そのように説明をしていくしかないところではあります。 

○委員長（山本和子委員長） よろしいですか。 

  ほかありますか、介護保険です。 

  よろしいでしょうか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） 質疑がありませんので、以上で平成30年度上士幌町介護保

険特別会計歳入歳出決算に対する質疑を終結いたします。 

  次に、平成30年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算に対する質疑を行います。 

  決算書は171ページから181ページ、施策報告書は133ページの質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」の声） 
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○委員長（山本和子委員長） 質疑がありませんので、以上で平成30年度上士幌町水道事

業特別会計歳入歳出決算に対する質疑を終結いたします。 

  次に、平成30年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算に対する質疑を行い

ます。 

  決算書は182ページから196ページ、施策報告書は134ページの質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） 質疑がありませんので、以上で平成30年度上士幌町公共下

水道事業特別会計歳入歳出決算に対する質疑を終結いたします。 

  次に、財産に関する調書に対する質疑を行います。 

  財産に関する調書は、197ページから200ページ、決算書です。197ページから200ペー

ジまで一括して質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） ないですね。 

  質疑がありませんので、以上で財産に関する調書に対する質疑を終結いたします。 

  以上をもって各会計歳入歳出決算に対する質疑を終結いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午後 ４時２０分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ４時２０分） 

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

○委員長（山本和子委員長） お諮りいたします。 

  本日の会議はこれにて終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議はこれにて終了いたします。 

  次回の委員会は、９月６日金曜日午前９時からでありますのでご承知願います。 

  本日はこれにて終了といたします。 

（午後 ４時２１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回決算審査特別委員会を開催いたします。 

  初めに、山本和子委員長よりご挨拶を申し上げます。 

○委員長（山本和子委員長） おはようございます。 

  昨日は熱心な審議、ありがとうございました。 

  昨日に引き続きまして、決算審査特別委員会の審議を行います。 

  初めに、本日の本委員会の傍聴の取り扱いについてご協議いたします。 

  お諮りいたします。 

  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（山本和子委員長） 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。 

  本日は、総括質疑からの審議となりますが、その前に、昨日の審議の中で生涯学習セ

ンター維持経費の質疑の際、企画財政課より参考資料が配付されました。その資料の一

部に誤りがありましたので、改めて資料説明をお願いいたします。 

  松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 おはようございます。 

  お時間頂戴して申し訳ございませんけれども、昨日、早坂委員さんのほうから生涯学

習センターわっかの経費につきまして、今までの施設を合わせた分とわっかの分とどれ

だけ、まあ比較をしているのか、その数字があればということで資料のほうを提出させ

ていただいたところでございます。Ａ４の両面印刷のものでございました。わっかの経

費比較と、裏面につきましては、平成30年度の各施設運営経費一覧というものでござい

ます。 

  各施設運営経費一覧につきましては、変更がございません。 

  わっかの経費比較でございまして、昨日お渡ししました資料につきましては、年度途

中までの積算のものを両方抱えていたという形でございまして、本日皆様方のお手元に

届いております数字が正しいものということでございます。 

  それゆえ、最終的な比較については830万ほどの増額になってございますけれども、

昨日お話しさせていただいたように、傾向としては変更がないのかなと。委託経費です

ね、新たな取り組みでの委託経費が増額になったということと、あと、変動しておりま
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すけれども燃料費の重油代ですね、これは各年度によって重油の変動が高くなってきて

たりしたということで、その辺のところを合わせたものが増額になってきている、そう

いう傾向があるかなということでございます。 

  改めまして、おわびと訂正を申し上げ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。 

○委員長（山本和子委員長） それでは、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。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 地方創生の関係でお伺いをしたいと思います。 

  地方創生の取り組みについては、31年度は５年目を迎えるということで、１期の、来

年度から新たな国の方針に基づいて取り組みが進められるということで、この間、上士

幌町においては、地方創生の交付金等を活用して先進的な取り組みを展開しているとい

うようなことで、町内外の皆さんから評価をいただいている部分もありますけれども、

ちょっと進めているハード事業等について、なかなか内容がわからないというようなこ

とで町民の皆さんからご指摘をいただいている部分もあります。そんな中で、上士幌町

としては総体としては、そんなことで取り組みを先進地的に交付金を活用しながら進め

ているというふうに思います。 

  ただ、国の地方創生の取り組みというのは、人口減少だとか首都圏の一極集中という

ようなことを解消するというようなことが目的で取り組みが進められてきているところ

ですけれども、そういう部分では日本全体というようなことで国全体的なことで考える

と、なかなか市町村、自治体間にその取り組みの差があって、なかなかそうしたこと、

課題についても非常に難しい課題ですので、なかなかそれを克服するような取り組みが

全国各地でできているというような状況ではないと思いますし、また、国のお金の流れ

というのも、そういう取り組みをしているところに重点的にお金が回っているというよ

うな状況で、地方分権一括法という法律が整備をされて約20年たつわけですけれども、

そういう取り組みからすると地方の自主性というようなことを尊重するということから

言うと、この交付金等の配分というのは逆行しているんじゃないかというようなことを

指摘する大学の先生等もおられるというふうに思います。 

  そんなことの中で、町長は地方創生の関係では国のほうの委員もされているのかとい

うふうに思いますけれども、この地方創生の取り組みということについてどのような認

識をお持ちかということを、まず１点伺いことと、２期目、来年度からは第２期の地方

創生の取り組みが始まりますので、その辺のご認識をお聞きしたい。 
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  あと、もう一点、この地方創生の関係では、かみしほろ塾の関係で生涯活躍の会社の

ほうに委託をして、かみしほろ塾の事業を進めているわけですけれども、昨日ちょっと

経費の関係でどのぐらいかかっているのかということをお伺いしました。そういう中で、

広告費だとか講師の謝礼等というようなことでお伺いしまして、広告費については550

万ほど、それから講師の謝礼ということでは960万ほどかかっているというようなこと

でお聞きしました。 

  今年度も、もう既に事業は始まっているわけですけれども、この後、この事業を継続

されるのかどうかもちょっと正確にはわかりませんけれども、以前に申し上げたことが

あるかというふうに思いますけれども、非常に著名な方、有名な方が講師として来てい

ただいて、なかなかそういう方の講演を聞く機会というのがないものですから参加をさ

せていただいておりますけれども、また、内容についてはこれからのまちづくりという

ようなことの中で、非常にこの時代、重要になる課題についてテーマとして設定をして

きてもらっているということです。 

  私は参加していて、大体１時間だとかそういう時間でお話が終わるんですよね。そう

なものですから、パワーポイントを使いながらの話も、きょうは時間がないので端折っ

て説明させていただきますみたいな話になって、もう少し深く掘り下げたお話を聞く場

になっていないという、何か表面的なことといいますか大枠のところの話というような

ことで話をされて、もう少し中身を掘り下げた部分で内容を勉強したいなというような

こともあるんですけれども、ちょっとその辺がそういう感じをしているものですから、

もう少し講師の先生のお話の中身を時間をもう少し長目にもって、もう少し中身、お話

の内容をより掘り下げて私たちが聞けるような形に検討するべきじゃないかというふう

に思っております。 

  そんなことで、まずはその点についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 何点か質問がございました。 

  地方創生に向けて、今年度が第１期の最終年になるということであります。これまで

も地方創生で国挙げて法をつくり、そして５カ年で一定の計画立てたのを成果を見てい

くということで始まった、これまでにない施策の一つだと、地方も含めてでありますが、

残念ながら、そうそう当初の目的のように東京の一極集中、人口の問題については日本

全体が減っていくという大きな年齢構成がありますから、それは回復するというのはそ

う簡単ではありませんけれども、ただ、東京の一極集中というのは、ある意味では人為

的な要素もあるわけですよね、政策的な、東京に向いていくような政治経済の動きだと
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か。これは、逆に言うと政策的に、あるいはさまざまな取り組みによって、その流れを

食いとめることは可能なんだろうなというふうに思いながら、現実はそうなってないと

いうことであります。 

  人口減少についても、このままの今の人口構成でいくと、とにかく2060年には8,000

万人台になると、今から考えると4,000万人減るということですから、３分の１はほぼ

減っちゃうということであります。2060年って遠い話のようでありますけれども、こと

し生まれた子どもにしてみると35歳のまだまだ青年期にそういう状況になると、働き盛

りのときに日本全体が非常に人口が減って、そしてさまざまなその影響での経済活力だ

とか、あるいは国の力だとか、衰退する可能性があると。これをできるだけ食いとめた

いと。減るのはやむを得ないけれども、それを一つの目標としては１億人確保できるよ

うな形がとれないだろうかということですね。 

  そのためには、いろんな原因あります。原因ありますけれども、先ほどお話しした東

京に一極集中する、しかもそこに集中しているのが若い女性が東京のほうに多く行って

いるということであります。その原因も究明しながら、自分のふるさとに戻ってくるだ

とか、あるいは北海道に戻ってきていただきたいということでの施策でありますけれど

も、なかなかそう簡単ではないということであります。 

  そういった中で、地方の自主性云々という話もあります。地方創生や地方分権という

話も、ずっと出てきています。これは、さかのぼればもう何十年前から地方分権なり地

方創生という話が出ていますが、いろんな政策をとりながらも具体的に成果がおさまっ

てないということです。 

  よく言われるのは、古くから、田中角栄時代の日本列島改造して、隅々まで道路網や

あるいは鉄路を敷いて、東京と地方が格差のない社会をつくることによって地方が元気

になっていくんでないだろうかとか、あるいは、大平内閣のときにもありましたし、竹

下内閣のときも、あれは象徴的な大きな話題を生みましたけれども、１億円各自治体大

小かかわらずやったということ等の取り組み。でも、現実はそういってないということ

であります。 

  ただ、今回の地方創生に関して町長として思うのは、今までの政策と違うというふう

に思っています。あるいは課題や深刻度が全く違うというふうに思っています。2007年、

2008年から人口減少がもう顕著になってきて、これはもうその流れの中にあります。本

町においては、昭和30年代からもうずっと減少の流れにあって、消滅可能都市の一つに

選ばれるということじゃない、名が連ねられたということであります。 

  この違いというのは、これまでは東京の成長も認め、そして地方の成長をどう図って
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いくかと、この２頭を追うような形でありましたが、今回では、その東京に多くの課題

があるんだと、首都圏に集中する、人口や若者やあるいは企業が集中することによって

地方が疲弊していくというようなこと、そこに相当の焦点が当てられた政策だというふ

うに思っています。これは、この５年間で解決できなかった、なおかつまだふえている

ということでありますから、これを引き続き大きな政策の柱にせざるを得ないというふ

うに思っております。 

  その具体的なのが、今回５年間やって反省を踏まえて、例えば人の移動、若者が地方

に住むという意味では、若者の地方での就労者、これを30万人にしようというような目

標があったと思いますが、そういったこともなかなか実現できてないということであり

ます。 

  本町としても人口問題というのは、これが、地方創生始まって、これだからやったと

いうことではなくて、もう大きなかじを切ったのは、いわゆる平成の合併のときの、い

わゆる3,300ほどありました市町村が今1,700余りになりましたけれども、これはいわゆ

る平成の大合併と言われておりますが、そのときに最終的には自立していこうという、

そういう町民の合意のもとで結論を出したということであります。そこからやっぱりあ

る意味では、大きな地方創生が、僕はそのときからもう地方創生の視点がその中にあっ

たというふうに思っております。都市と農村、都市東京をターゲットにしながら、この

上士幌町はそことどう向き合って交流人口やあるいは移住・定住の取り組みだとか人の

動きだとか、もう一つは地域の経済の縮小を最小限にするために、地元にある素材を確

保しながら商品開発をして、それを販売すると。それをつなぐのがＩＣＴだと。これは

もう15年ほど前からそういう一貫した考え方のもとで進めてきたということであります。 

  そういうことを考えますと、この地方創生については、第２期が始まりますが、第１

期のできなかったこと、あるいはさらに地方が元気になるために、その政策は打たざる

を得ないだろうというふうに思っております。 

  自主性というふうに言われますけれども、この人口減少やあるいは東京一極集中を是

正するという、こういった視点で、役人が物事を採択するだけではなくて、民間の第三

者の機関がそういった目標に沿っているかどうかという視点で採否を判断をし選択をし

ているということであります。当初、みんな10割の交付金がどんと出て計画はつくりま

したが、難しいのは計画からどう実践に移すかというのが、これが非常に難しいので、

承知のとおりだというふうに思います。 

  そこで、いろんな手を挙げていますけれども、なかなか何をやったらいいのだろうか

というようなことでの各自治体のいろんな大きな悩みがあったんだろうというふうに思
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います。 

  そういった中で、町としては、これまでの十数年来やってきたその延長上に地方創生

があるというふうに私は思っておりますけれども、そういった意味では、すんなりとあ

る種いろんな政策に取りかかることができたと。しかも、さまざまなハードの面もそう

いった中での政策であります。総合計画や、それをベースにしながら、それをもとにし

ながら総合戦略も練っていると、基本的にはそういう背景がございますから。 

  ただ、多少、そのことによって時間差で地方創生の国のほうの政策そのものが11月だ

とか12月に整備の交付金が出てくるだとか、そのためには前に準備はしていますけれど

も、でも、準備はしていても、その間が、言ってみれば、議会からの含めて、議論する

時間が短かったんでないだろうかという話があります。でも、そういうことを踏まえな

がら、これらのことを進めてきているということであります。 

  第２期に向けては、第２期に向けても、これまで町として進めてきている延長上に新

たな課題となっています、もちろん大きないろいろありますけれども、その一つにはＩ

ＣＴの取り組みというのはこれまでやっていますけれども、これがこれからの新たな時

代の技術の中核になっていくと、この技術を駆使して、農業やあるいは暮らしや医療や

教育全てのほうに大きな意味を持つということでありますから、こういった意味では、

そういったところにも私どもとしてはしっかり情報収集しながら手当てを講じていきた

いなと、そう思っております。 

  それから、２点目のかみしほろ塾のことであります。 

  地方創生の取り組みのあり方としては、この自治体で完結するということと、それか

ら広域的に地方創生を取り組むという、そういう両方のほうを国としては支援をしてき

ております。 

  上士幌町としても、地方創生の中では個別にやって、手を挙げて、町が独自に事業費

を採択受けているものもありますし、それから、十勝一体として地方創生の交付金の対

象として手を挙げて、お互いに連携することによって、単独ではできなかったことも広

域的にやることによって成果を上げることができるというような取り組みであります。

これ両方ともあって、進めております。 

  この取り組みというのは、ある意味では近隣との連携を図りながらだとか、そういっ

たことも後々単独でなかなか全てあれもこれもできないということがあれば、広域的に

役割分担を果たしながら、自治体として生き残っていくというような意味合いもあると

いうふうに考えておりますので、そういう視点で、かみしほろ塾の関係なんかについて

は、特に地方創生という、これはうちだけの問題ではなくて各自治体が抱える課題だと
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いうことから、いろんな人方にも聞いてもらいたいという意味合いがありました。しか

も１回目でありますので、上士幌町でやるということについては、いろいろ周知はする

必要があるだろうということなんですね。そんなので、今回、広告なんかのほうに経費

がかなり出ております。 

  人選については、それはそれとして、そうそうたるメンバーに来ていただいてもらっ

ていますが、これ非常に悩みどころがいっぱいあって、今回のこのかみしほろ塾はいろ

んな講座が町内でやっていますから、それを改めてまたやる意味があるのかというお話

なんかも議会の中でもたくさん議論がありました。この当初の目的、これが採択された

というのは、地方創生という視点でありますから、そういった視点に沿った内容の人選

をしていったと。そういった意味では、地方創生というのは何なのかというようなこと

の基本的な学びだとか、こういったことになると、なかなか町民みんなが地方創生に関

心持っていただけるかとなると、日常生活の中でそういかないだろうなというふうに思

います。 

  しかし、各自治体にとっては大きな課題でありますから、お金は町が投じてやってい

ますけれども、結果的に交付金と、それからさまざまな財源含めると、もう10割国の支

援の中で行うということでありますから、いろんなところに聞いてもらいたいというこ

とでの広告や、あるいはそういった背景があったというふうに思っていただきたいと思

います。 

  そういうことを踏まえて、２年目のことしについては、随分広告のほうなんかについ

ては、１回目やっていますから、そういった意味では縮小しながら、講師のほうに充実

をするということです。 

  それから、講演時間についてであります。これも、世代を超えて受講生ですね。議員

のように、もう関心持って、この講演内容についても非常にリアルに受けとめていただ

ければ、それはそれで本当に短いなというふうに思ってもらえるだろうと思いますけれ

ども、ちょっとやっぱり自分の生活や関心事と離れていると、１時間黙って聞くという

のはそう簡単でないなと。非常に、多分小学生は40分なのかな、45分なのかな、そうい

う時間、中学校は中学校の時間、大学生は大学生の時間ありますけれども、これは体力

やいろんな面に合わせて合理的な時間設定をしているんだと思います。 

  そういった意味では、どこに標準を当てて、どの時間帯がいいのかというのが非常に

悩みどころであったということも、ここはひとつご理解いただきたいなと、そう思いま

す。 

  そんなんで、もっと深堀りしてお聞きしたいという、物足りなさを感じる人と、それ
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から、場合によっては長いなと感じる人と、それぞれいる中での、ある意味ではいろい

ろな年齢もそう、それから関心の度合いもいろんな人の中で構成されているということ

についてのプログラムでありますので、その辺についてはひとつご理解をいただいた上

で、どうするかと。 

  次年度の問題についても、これは町単独ではとてもできる話でないというふうに思っ

ております。加えて、ある意味、広域的な視点も出ていることでありますから、この事

業も次年度もどんなふうに、第２期の交付金のいわゆる採択の基準というの出てくるの

か、まだ具体的になっていないところありますけれども、同じことをやるというだけで

は、多分なかなかそうはいかないだろうというふうに思います。現状に加えてさらに付

加されていることだとか、そこに新たな価値だとか期待されるものがあるかだとか、あ

るいは全く新たな取り組みだとか、そんなようなことになっていくんでないだろうかと

思いますから、その辺については予算等々の取り組みの中でやっていく必要があるだろ

うと思います。 

  ただ、こういった総合的な講座と、それもそうですけれども、それよりももっと少数

でありますけれども、一人でも二人でも起業していただきたいのが、起業塾の取り組み

であります。これはそう簡単に、今、町内にいる若者や青年にしても自分で事業を起こ

すというのは、いろんな条件があって、でなければそうならないだろうと思います。今、

正業を持っている人について、それを飛び越えて新しいことをやるというのは難しいと

思いますが、それは町民含めて町内外の方から、上士幌町の講座を見て何か起業してみ

たいというような取り組みであります。これは、人数は限られていますけれども、非常

に地域の創生といいますか、地域活性化につながる大きな取り組みだというふうに思い

ますので、これは国の支援があろうがなかろうが、しっかりとこれからもやっていかな

ければならんものだというふうに思います。 

  そういった意味で、１年、２年やりながら、残すべきもの、修正していくべきもの、

新たに取り組んでいくもの、こんなようなことを柔軟に繰り返しながら、本当に地に着

いた、いわゆる地方創生の趣旨に沿った、そういうような内容に仕上げていければ、多

分これまたきっと新たなまちの魅力なりが浮き彫りにされたり、あるいはそこにまた、

そんなところであれば行って仕事してみたい、あるいは一緒にまちづくりに参加したい

という人も出てくるのではないだろうかなと、こう思います。 

  最終的には、この町がいかにして元気になるかというのが終極の目標でございます。

とりあえずわかりやすいのは、人口減少、人口がどうなったのか、あるいは東京一極集

中がどうなったか、あるいは経済がどうなったのかという意味では、この４年間、多分
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間違いなく５年間の評価としては、想定以上の具体的な数字は出せるだろうというふう

に思っております。 

○委員長（山本和子委員長） 早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 今の答弁で、その後の質問はございませんけれども、次の事項

に移らさせていただきたいと思います。 

  地域おこし協力隊の関係でお聞きをしたいと思います。 

  この関係については、何回かこの間も質問させていただいていまして、上士幌町は、

この協力隊の制度ができてから、当初から、この制度を活用して協力隊ということで多

数の方、役場庁舎等で働いていただいているということで、非常に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。 

  こういう募集の仕方はできないのかということでお聞きをしたいわけですけれども、

いろんな実務的な部分で専門的な立場で、知識や経験のある方というようなことで採用

している部分もありますけれども、今の商店街のほうでは、商工会のほうで計画をつく

って商工の振興を図ろう、活性化をさせようというようなことで取り組みなんかもして

いますけれども、そういう中で、例えば空き店舗、空き店舗といっても、まだ住居と一

体型になっている部分もありますから課題はあるんですけれども、例えば空き店舗を活

用して何か上士幌町でこういうことを起業したいと、あるいはそういうことを試みてみ

たいというような方を協力隊という形で募集をして、３年間、国のそういう制度で支援

を受けられるわけですから、そういう形での協力隊の募集というようなこと、実践的な

形でできないのか。 

  生涯活躍のまちづくり会社のほうでも事務所を移転して、そういうことを何か準備を

するスペースというものもとったかというふうに思っていますので、そういうことで、

そういう形の協力隊の募集というようなことで商工なり町の活性化につなげていくとい

うようなことはどうでしょうかということで、質問１点します。 

  もう一点だけちょっとお伺いします。 

  それは、きのうからの質疑等の中でもあるんですけれども、きのうの中では、民生委

員さんだとか交通安全の関係の委員さんが、なかなか新たな方を見つけることが大変だ、

なっていただくのが大変だというようなこと、行政区関係ともそういうことがあるとい

うようなことのお話もあったかというふうに思います。 

  そんな中で、そういう各種の町の関係する委員さん等のなり手不足というようなこと

について、どのように対処していくかということでお聞きしたいと思います。 

  これは、報酬なり、そういうあれを上げれば人がふえるという問題ではないというふ
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うに思いますけれども、うちの町もこの間も議論されているように、合併議論があった

ときに一定程度の水準に据え置いて頑張っていこうということで来て、そういう余韻が

ずっと来て、そういう状況で進んできた部分もあるんじゃないかと思うんですが、そう

いう部分でのそういう報酬なりそういうものの見直しというようなことも総体的に検討

すべきじゃないのかというようなことも思いますので、その辺についてお伺いしたいと

思います。 

○委員長（山本和子委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 確かにボランティアで、無償ボランティアだけで清く正しく、そういう

思いだけ寄せて、そしてお願いするというのは、なかなかいろんな意味で難しいなとい

うふうに思います。コミュニティがなかなか難しくなってきただとか、それから、高齢

化になってきただとか、そしてまた、日々それぞれが大変忙しいと。多分、保育所なん

かを見てもふえているのは、みんな働いていると。それでもまだ人が足りなくて困って

いるという状況ですから、そうしてみると、以前のように昼、子育てをして、近隣でた

くさんのお話、井戸端会議なんかする方を見ることもなくなってきているという状況で

あります。ですから、お願いするにしても、相当やっぱり無理をお願いをするというよ

うなことだろうというふうに思います。 

  このボランティアも無償なのか有償なのかというのもありますけれども、有償ボラン

ティアということは、これは一定のレベルで必要だというふうに思っております。その

辺のことについては、だからといって、これをなりわいにするというようなお金はそこ

まではいかない、やっぱりあくまでも社会貢献という視点が一つどうしてもそれはなけ

ればだめだというふうに思いますから、その上でやっぱりそういったことに対する労に

対しては、何らかの形で報いるというのが、これは大事なことだろうというふうに考え

ております。 

  それぞれいろんな委員さんがおりますから、いわゆる拘束される日数や時間の問題だ

とか、それからその人でなければだめだとか、いろんな要素がありますが、いずれにし

ても、その辺の見直しについてはしていく必要があるだろうなというふうに思います。

それも、この町、これからやっぱりお互いに互助の精神を大事にしていく、自分のこと

は自分でやるということもそうですけれども、互助ということがあった上でも、そのよ

うなことでの評価といいますか、頑張っていただいた評価等もして、何らかの形でお伝

えすると。その一つとしては、一定の報酬なんかもその範疇の中に入るんじゃないかと、

こういう視点でこれからも検討していきたいなというふうに思います。 

  協力隊ですね、そのとおりですね。いち早く協力隊を採用させていただきました。行
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政は、行政の本来の採用された純粋な職員で大体ずっと構成されてきましたけれども、

民間の職員が入ってくるという意味では、非常に大きないろんな意味でのそれだけでも

刺激が一つあったということだとか、それから、それぞれ持ち合わせている固有の能力

を発揮していただくというようなことだとかで、従来であればなかなか取り組むことが

できないということについて、いろいろとお力添えをいただいているというふうに思っ

ております。 

  国もこの地方創生の視点で、若者の地方での移住やあるいは就労、起業という視点で

積極的に進めております。当初から見て随分ふやして3,000人まで予算を確保しました

けれども、この後は8,000人まで目標値を上げて、国としては積極的に若者の地方移住、

地方起業に支援をしていくと、そういう方針であります。 

  そういった流れの中で今のお話、空き店舗等々について何かやってみたいというよう

な人がいるとすれば、それは十分検討に値するというふうに思います。いろんな協力隊

の使い方というのがあります。当初、限界集落と言われている、この便利屋さんみたい

にやるのに、屋根の雪おろしだとか、そんなようなことにお願いをして、場合によって

はその集落に住んだという方もいますけれども、なかなかというようなことでした。う

ちとしては、うちの行政課題について足りない部分を特にお願いをしていると。集落、

いわゆる集落というのは糠平以外において今ほとんどありませんので、行政課題につい

ての足りない部分についてお願いをして、それが後にまだ必要であれば、それをやる。

やっぱり３年間の中で、基本的には自分の意思に基づいてどうするかということであり

ますし、そこにマッチングが起きれば、マッチングしてそのまま移住してもらうと、あ

るいは起業してもらうということであります。 

  空き店舗についても、それは非常にそこに新しい人の視点で何か業を起こすというの

は非常にいいことだというふうに思います。これは商工会、町と商工会の話の中でも大

きな課題の一つになっているんですね。なってはいるんですが、なかなか本当の空き店

舗ってどれだけあるんだろうかと、実際まだ住んでいるんですね。ですから、そこには

もう一つその前の課題としては、やっぱり住みかえの問題が出てくるんです。空き店舗

にいて、じゃ上２階に家主がいて、大家さんがいて、下で店舗を開くのかと。これはそ

う簡単にいかないですね。やっぱり安心して住みかえができるという意味では、住みか

える場所がなければだめだということが１つ出てきます。そしてまた、住みかえても、

それなりの一定の賃金というかお金がなければ、持ち出ししてまで住みかえると、そう

もなりませんから、そういった課題があります。 

  そういう意味での本当の純粋な空き店舗というのを考えると、やっぱり限られてきて
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いるんですね、今のところは。でも、この10年先見たら、相当空き店舗が一気に、もう

否応なしに空き店舗になっていく可能性があるということですから、なってから手を打

つのでは、なかなかそれは難しいということなので、やっぱり住みかえですね、そのこ

とが非常に大事な今課題になっているなと、そう思っております。その上で、今みたい

なことなんですね。 

  ですから、どこの自治体にとっても商工会の問題、人口減少がやっぱり商工会にとっ

て一番の足かせになるといいますか、やっぱり経営にとっては頭数いなければ床屋さん

も大変だろうと思いますし、食料品だって大変だと思います。その意味では、一定の人

口を確保するというのが、商工会、商工業、商店街にとっても非常に重要なことであり

ます。 

  今回、総会の中で毎年出ていますけれども、必ず脱会する組合員がおります。今回ま

た新たに組合に入ってきていると、商工会の会員になってきているという方もいると。

これまた、ほかにない異例なことだと、そんなふうに思っています。うまくそんなふう

に循環していくというのは、余り例はないんですよね。ないという意味でも、このまち

のある意味では元気な一つの姿だと、そんなふうに思っておりますが。 

  しかし、あと数年先には大きな大きな転換が出てくるので、今それこそ手をどう打つ

かということだと思います。今手を打つということ。大体何でもそうなんですけれども、

そのときには何でこれが必要なのと話よく出ますけれども、やっぱり５年先、10年先見

てやるのが僕らの仕事であるし、議会の仕事であるなというふうに思いますので、ぜひ

その辺の問題については、空き店舗の把握だとか、あるいはそこでの住みかえの可能性

の問題だとか、そしてまた、それに新たに起業する人の募集の問題だとか、いろんなセ

ットでやっていかなければならない話だというふうに思いますが、ぜひ今のお話もこれ

からの政策なり施策をつくる上での大きな参考にさせていただきたいなと、そう思いま

す。 

○委員長（山本和子委員長） 申しわけない、質疑、答弁は簡潔にするように、委員長か

らよろしくお願いいたします。 

  ほか、質疑ありますか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今の早坂委員、それから、その中で２つほど地方創生に向け

た分と、それから地域おこしの関係については、町長の答弁ありますけれども、若干確

認等含めてしてほしいのは、まず、地方創生ですけれども、地方創生も国の推進交付金

なり、拠点整備の推進交付金等含めて、うちの町もかなり国の支援を受けながらまちづ
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くりの一翼を担ってきていたと思っています。僕のほうの小さな情報の中では、少しず

つ創生という部分の意識といいますか、結果がちょっとまずい事業も結構あるなという

のが、全国的にですよ、あります。その中で、本町もこの事業の中で活用しながら、い

わゆる箱物的なものがかなりできてきています。 

  今町長言ったように、10年先を見るという部分含めて、そこら辺について特に必要な

部分は、本当にその段階でスタート段階はどうだったか、それは町民意識、みんながど

うだったかと、それが大事だというふうに僕は思いますので、ちょっと先ほど臨時的な

予算がついてしまったから走っていくような形とか、議会としてもそれを受けざるを得

ない環境とか、そういうふうにあると思うんですけれども、これから始まる２期の創生

事業に対しての町の計画づくり、それから、これからまた間もなく調査も始まってくる

総合計画、この２つの大きな事業の計画が上がってきていますが、そこにやはり民意と

いう部分がかなり必要性になってくると僕は思っています。そんな意味で、都度、都度、

成果を確認しながら進んでいくというのが、僕はその成果を都度、都度、町民にお知ら

せしながら理解を得ていくと、これがやっぱり僕は行政を進める民意の基本だというふ

うに認識しています。 

  そんな意味で、この推進に向けて、本町では総合戦略推進会議を作成しながら、これ

は当然計画に同意しながら委員さんたちがどうその結果進んでいるかという部分ですか

ら、そんな意味では、町民にどうそれをはね返したかという問題ありますし、先般も一

定程度、昨年度含めての状況については報告いただきました。 

  ただ、推進会議のあり方としては非常に、アレルギーの問題だけぐらいがちょっと質

問あって、その他イメージ的には推進会議等の中で提案された町の報告が認識されたと

いう部分で、ちょっと一番大事な会議の推進の活性化がちょっと足りないんではないか

と、僕はそこでかなりやっぱり議論、課題もあると思うんです。もう少しやれとか、も

うちょっとゆっくり対応してよとか、いろいろとあると思うんですけれども、なぜそれ

がなかったかなと認識しながら、僕はやっぱり町民代表なり、それから地域のいろんな

関連している団体からの方が入ってきていますから、そういう会議をもっと活性化して

いくと。まずそれを逆に、その活性化した論議を町民に向けていくとしたら、もう少し

いい意味で理解されるまちづくりができていくのかなと。そうすれば、僕が町長に差し

向けてお話しした、協働のまちなり、生涯活躍のまちの芽生えかなというふうに認識し

てます。ですから、まだまだ僕は町民意識が、創生って何だろうかを含めてとか、生涯

活躍が何だろうかと、まだ１期目ではそういう認識の中で進んでいるかと思います。 

  まず、この点について町長の考え方、簡潔にお願いいたします。 
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○委員長（山本和子委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 簡潔にって、非常に難しいんですね。伝えるためには話が長くなっちゃ

うんです。その辺はお許しいただきたい。 

  計画づくりの過程での参加の問題であります。 

  １つには、地方創生の総合戦略をつくる過程のいわゆるスケジュール感ですね。これ

は、本町に限らず全国の自治体で一定の時間の中でつくるようにというような、こうい

った国からのある意味方針が出されたということであります。そんなんで、現状の把握

だとか、さまざまなところをコンサルにお願いしながら、地元の情報提供して原案を作

成し、そして、それをこれまた町内のさまざまな機関、団体の人方がそれら組織の中で

検討していくというような、そういう取り組みをしてきたということであります。 

  そのもとになっているのが、現状の問題点のもとになっているのが、それが総合戦略

がもとになっております。これ、総合戦略つくるときには結構手間暇、そしてまた時間

をかけて町民からの意見を聴取しながら、聴取も直接会議の中で意見を聞いたり、ある

いはアンケート方式だとか、しかも、小学生からさまざまな団体も含めてということを

やってきたものであります。 

  10カ年ということでありますので、つくってから今にはもう７年、８年たっておりま

すから、大分当時の記憶も、あるいは参加した人も少なくなってきているかもわかりま

せんけれども、そういった背景にあってつくったということでありますので、ゼロから

またつくるということになれば、多分そう簡単に半年や１年で総合戦略というのもなか

なかできづらいということでありますが、そういった総合戦略がベースにあったという

ことでございます。 

  これが、令和３年から始まる第６期に向けての総合計画については、10カ年というこ

とで、これまた10カ年の14年先を見据えるというのは非常に難しいんですけれども、こ

れから活躍してくるであろう世代を含めて、いろんな人方の意見をつぶさに聞いていく

必要があるというふうに思います。この辺については、多分来年あたりからもう準備に

かかってくるということで、まさに町民参加のもとでこの計画づくりがいよいよ来年か

ら始まるということでもあります。 

  それから、いわゆる合併のときも、これも相当きめ細かく意見を聞いて、当時は合併、

それから自立、かなり意見が錯綜した、あるいは割れていたところもありますけれども、

そういったことをもみながら時間をかけながらやった結果が、自立するということにな

ってきました。それぞれの物事の大小さまざまなレベルに合わせて、住民の参加や時間

のかけ方だとか、そんなこともあるということも、ひとつご理解をいただきたいなと、
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そんなふうに思います。 

  あと、第２期の総合戦略の策定については、基本的には１期をベースにしていくとい

う前提であります。１期をベースにしながら、さらに新しいものだとかということを加

えていくということもありますし、それから、会議そのものは公開してないのかな、１

回だけ公開するんでなくて、多分しているんだろう、流してないんですね、きっとね、

情報が流れてないと思うんです。そのようなこと、多分いろんなところで今情報という

のは、会議そのものは公開をしております。そのようなことの情報も伝えながら、多分、

第２期の中において住民のかかわり合いだとか、こんなことも多分この後の総合戦略を

具体化する上で重要なポイントの一つになってくる可能性あるなと、そんなふうに思っ

たりしております。 

  そういった意味では、できるだけ周知、告知をしっかりしながら、参加あるいは参加

する動機を伝えていく、このようなことでの広報公聴なんかもしっかりやっていく必要

があるかなと、そんなふうに思います。 

  いずれにしても、この成果という意味では、毎年成果を評価しておりますから、これ

も簡略に伝えられるはずだろうというふうに思います。この評価というのは、今までに

ない評価の形であります。数値目標をつくって、それにどう到達したかというのは、多

分議員の現職中もこれほどまでやっていないことだというふうに思います。それを半年

ごと、１年ごと、そしてまた５年間トータルということであります。行政がどちらかと

いうと余りふなれなところでありますが、それらもしっかりやっていますので、お蔵に

入れないで出せるものは出すような形で町民に伝えていきたいなと、そう思います。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、総合的な部分の話、それから計画の手順については、基

本的にはやっぱりそのような形で対応していただければということは、町民の意見等含

めて本当に一つ一つ拾うことで、将来のまちづくりの展望のスピードが早まるかと思い

ます。当然行政のスピードもやっぱりそれにマッチングしていく形でやっぱり対応でき

るかと思います。 

  今ちょっとあったように、総合戦略の部分で、１回チラシか何かで公開しますという

部分で、意見あったら、ちょっと言ってくださいみたいなイメージだったんですけれど

も、１回行ったんですけれども、ほとんど総合戦略の中では、いわゆるコンサルの説明

だけで終わって、ほとんど意見がなくて、もうちょっと議論してほしかったなという部

分があります。いわゆる傍聴者の部分からも意見を、当時の司会者、企画課長だと思っ

たんですけれども、余り意見、そういう認識がなかったなと思いますから、今町長言わ
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れたように、いろんな場面で町民の、こういう委員会等含めて、審議会等含めたり、会

議については、まちづくりに特にかかわるやつについては公開しながら、町民に少しで

も、一人でも二人でも、それを伝達できるような場づくりになるんではないかと思いま

すので、そのような部分含めてお願いできればと思います。 

  もう一点、これにかかって、きっとＤＭＯなりまちづくり会社については、地方創生

の絡み、これが始まったからとあったんじゃなくて、もともとまちづくり会社とかいろ

んな意味で民間型とか、いわゆる個人型とか含めていろんな形ありますけれども、今回

は町が含めて、関連の同意者が含めて会社をつくって、２つの会社が頑張っているなと

思います。 

  これは、また、地域創生のあらゆる推進交付金なり拠点交付金の活用の一つの窓口に

もなるなというのを認識するところでありますけれども、先ほどあった早坂委員さんの

質問にあったように、まちづくり会社で去年ＰＲ代でもかなりお金を使っているという

部分、これ現実、町内の商店街の人たちから、それだけお金使って自分の店をＰＲした

り事業をＰＲしたりって、なかなかできないんですよね。ですから、やっぱりこういう

部分については、まちづくり会社といえども、やっぱり民間の中で本当に最低の経費の

中で最大の効果をやっぱり出してほしいなと。ですから、新聞に連ちゃんでぱんぱんぱ

んぱん出すとか、ミステイクでちょっと早まった部分もちょっとあったみたいですけれ

ども、僕はやっぱりそういう形でまちづくり会社が本当にどのような形で町で委託して

いるお金を使っているか、ＤＭＯ含めて財政運用しているか、このことについてちょっ

とやっぱりチェックしながら、そういう対応について僕は報告するべきじゃないかと思

っています。 

  今本当に先ほどあったように、合併論議の中で本当に町はチープ化していこうと、い

ろんな財政チェックしながら、そのときはアセスメント含めて、きっとそういう時代だ

と思いますけれども、今と同じようなチェック機能があったかと思っています。 

  そんなこと含めて、やはりまちづくり会社なりＤＭＯの経費についても、町がやっぱ

りいろんな職員研修とか、いろんなまちづくりのために頑張っている部分もかなり絞っ

ているんじゃないかなという気がしますけれども、そういう部分を含めて無駄な金を使

わない、効率的な金を使うために、町長として町ができないことをまちづくり会社にお

願いするという、この設立当時の一番の根本だと思いますから、そういう部分含めて、

町ができなくて、民間だったら、民間はやっぱりすごく経済効果を頭に入れながら無駄

な支出をしないで、利益をある程度追及しながらという部分がありますから、そんなこ

とで、町のほうもこの２つの資金投下している部分も含めて、また、それから、町とそ
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れからこの２つの会社の寄り添いの仕方も、町民にわかりやすく対応していただければ

と思っています。 

  １点目は、これで終わりたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） ちょっと確認なんですが、総合戦略と総合計画は違うので、

答弁が錯綜しているので。 

○８番（江波戸 明委員） 総合戦略。 

○委員長（山本和子委員長） 総合戦略。総合戦略について町長に質問するということで

すか。確認なので、総合戦略と総合計画は全く違う、総合計画の中に総合戦略も含まれ

るので、その辺ちょっと確認したかったんですが、わかりました。 

  町長、答弁ありますか。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせをいたします。 

（午前 ９時５４分） 

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

○委員長（山本和子委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午前１０時０６分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 委員長のほうから手短に答弁するようにという指導を受けましたので、

注意をしたいと思います。 

  ただいまのまちづくり会社、町とまちづくり会社カーチのかかわり合いについてとい

うことであります。 

  これも、いつも申し上げていますけれども、まちづくり会社とカーチ株式会社という

法人の形としては同じでありますけれども、大きくこの運営方法あるいは目指すところ

が違っているということであります。 

  １つには、カーチについては、道の駅やあるいはナイタイテラス、そしてまた新たに

電力の小売りなど含めて、いわゆる経済という視点で地方創生を図っていくということ

ですから、経営そのものが収支がしっかりとれて、なおかつ地域に経済が循環していく

というようなことをもって設立したというのがそれであります。これも、地方創生の大

きな考え方、方針のもとに発足したものであります。 

  もう一つにつきましては、生涯活躍ということでありまして、健康で長生きして生き

がい持ってというようなことでありますから、これは従来の行政が担う仕事の行政が担
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い切れない、なかなか事業に結びついていかないということだとか、そういったことを

含めてお願いをしているということですから、特にまちづくり会社の事業については、

行政からの仕事の内容について相当きめ細かくやる、お願いをしてやっているというこ

とであります。 

  そんなようなことで、今使い方の問題ありますけれども、そのことが会社として利益

が上がるように、その受託のお金を潤沢に貯めているかということになると、そうでは

なくて、むしろ特に人材センターなんていうのは、相当のある意味では職員の苦労によ

って成り立っているというようなことであります。 

  そういったさまざまな事業によって、目的に沿ってこれからも必要なもの、あるいは

見直しすべきもの、いろいろなことがあるという、先ほどお話しさせていただきました

けれども、これは町としてもその辺のことを見ながら、必要なものについてはお願いを

し、そしてまた、そうでないものについては見直しをしたりするという、そういうこと

でかかわっていくということであります。 

  ですから、町が特にまちづくり会社については、かなりの面で関与するというような、

そんなような形だと、事業を発注するという意味ではね。カーチのほうでは、やっぱり

自分たちが稼ぐということですから、行政が稼ぎ方だとか、稼ぐ方法だとか、稼ぐ手段

を一々逐一カーチのほうに指示するというのは、これは結果として自由な経営を損ねる

ということであります。言ってみれば、今言ったように一番大事なのは、町の地域の経

済にどう稼がさせるかということを一定にしながら、この仕事を自由に、カーチのほう

はカーチのほうの経営裁量に合わせてやっていただきたいなと思います。 

  ただ、公益性だとか著しく損なうような事態があるとすれば、それは株主が、大株主

が町でありますから、そこで一定のさまざまな成約なり歯どめをかけることができると

いうようなことでの両社の関係でありますので、そういったことを大事にしながら、町

民の全体的な利益になるようなことを目指していきたいというふうに思います。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今の答弁含めて、僕はやはりまちづくり会社なりＤＭＯ、カ

ーチなりについて、安易なやっぱり委託なり受託をお願いしない。職員がやっぱりみず

からやって汗をかくことによって、やっぱり町民の気持ちがわかってきたり、それから、

そういう対応ができるんじゃないかと思っています。これは、ちょっと質疑の中でしな

かった。今回、例えば住宅の満足度に関する意向調査、これなんかやっぱり保健福祉、

介護保険のほうとやることによって、本当にどのぐらいの人が影響があったのかとか身

近にわかったりしますので、やっぱり安易な、それから、また、専門性のないところに
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委託するとか、やっぱりそれはやっぱり避けるべきではないかと僕は思いますので、こ

んなこと含めて、また取り組みについて、またそのように慎重にお願いできればと思っ

ています。 

  ２点目です。なるべく簡潔に質問したいと思いますけれども、先ほどもあった地域お

こし協力隊の関係です。 

  一般的に地域おこしの総務省の発信では、地域に定住してほしいという部分を含めて、

原則的な部分でそれに対してどう支援ができるかというのが、この制度だというふうに

僕は基本的な部分は認識しています。そうなると、やっぱり町のほうも協力隊を受ける

としたら、やっぱり移住か定住、そして永住、対応してくれるような、その中でやっぱ

り仕事づくりなり、新たな起業という部分も含めてというのがありますから、もし募集

するとしたら、やっぱりそこら辺を見据えた中で募集するというのがやっぱり一つの定

着、対応できるのかなと思っています。 

  物の本ですけれども、移住者というのはどのぐらいのといったら、１年から３年ぐら

いが大体移住者の範囲、それから、４年から10年ぐらいが定住者の範囲かなと。きっと、

この定住者に向けてやっぱり協力隊を対応していかならん。ここには、やっぱり起業な

り仕事なり、それからこの中ではきっと子育ての問題、地域と生活の問題等あると思い

ます。それを越して10年以上については、ざっくばらんに言えば永住者という形で、移

住者から定住者に移ってもらって、本当にしっかりこの地で頑張ってほしいという、そ

ういうカテゴリーがありながら、僕は協力隊というのを募集するほうがいいのかなと。 

  本当に今雑多な行政の中の仕組みの一部でも本当に活用している部分ありますけれど

も、やっぱり彼らは１年１年の更新でありますし、３年間という後ろもあります。です

から、大変苦慮しながら、自分の生活も苦慮しながらという部分も含めて、もう一方で

は、まちづくりのために頑張りたいという部分もあると思いますけれども、そういう部

分で、ある程度目標を持った募集というのが必要じゃないかなと思っていますので、こ

の点、町長の、今なかったとは言いませんけれども、そういう部分でない方もちょっと

来ているかなと認識しているものですから、その点よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 どこの自治体も今本当に職員が足りないという、役場でなくて、全てが

もう足りないという状況の中で、職員を協力隊にお願いをしているということでありま

す。協力隊をやっぱり頼むというのは、最終的には一番いいのはウイン・ウインの関係

になって結末を迎えるというのが一番望ましいと。それは、当初の目標でもあります移

住・定住で来て、そのことによってそこに地縁ができて、最終的に仕事ができてという
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ようなことで住んでもらえれば一番いいなというふうに思いますが、なかなか現実問題

はそうもいかなくて、あるいは、やがて親の介護をしなければならんだとかということ

だとか、それからなかなか合うお仕事がないだとかということで、途中で断念をする、

あるいはここから出ていくという、こういった現実もありますけれども、それでも５割

近い人の定住率というのは、非常に母数としては大きいということであります。 

  いずれにしても、来た人が来て自分の思いと違ったなというふうに思われないように、

どんな仕事だとかどんなことをやっていくのかというのを来る段階でできるだけきめ細

かくお伝えをして、全部が全部合うわけではないんですね、やっぱりこの町に合う人と、

それから漁村やあるいは都会のほうがいいという人もいるだろうから、全てが全てでな

いんで、来た人方が出ていくにしても、ここで学んで、成長して、ほかで活躍するとい

うようなことも、これも人生のあり方だというふうなことだというふうに思っています。

協力隊は、来る方々は基本的にはそういう前提で来ているというふうに思っております。 

  ただ、できれば末永くここにいてもらいたいというのがありますので、そういったと

ころのミスマッチができるだけ起きないようにしたいなと、そんなふうに考えながら、

これからも協力隊については積極的に活用していきたいというふうに思います。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今あったように、これからこの協力隊については、２期の中

で政府のほうも8,000人という枠を大きく広げながら対応していますので。それから、

もう一方では、優秀な人材のやっぱり争奪戦というのもあったりするのが現状だと思っ

ているんです。ですから、やっぱり優秀な方が３年間頑張ってもらう基盤をつくるには、

やっぱり１つは協力隊の実績というのが、今すごくネット等含めて情報がもうかなりあ

りますので、だめなまち、いいまちとか、極端な話、そういうことにもなる可能性が過

分にありますので、そのことも含めていい人材をどう集めるか、これもまちづくりの一

つの大きな姿になると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、古い施設ですね、これは結構まだ公的な施設で残っております。私の11区の１、

２のほうでも西保育所があったり青少年会館があったり、それから、今10年改革で西団

地が全面的に移転、取り壊し、白樺も引き続きという部分で、いろんな意味で住宅、そ

れから農業施設の宿泊施設等含めて残っています。これは、やっぱりどう活用するか早

急に判断しながら、取り壊すなら取り壊すという中で、次の土地利用という形もかなり

出てくると思うんです。 

  ですから、私は、まちづくりは大きなやっぱり土地利用という部分と、それから、先

ほどあったように、総合戦略なり、それから総合計画の中でも土地利用の中にどういう
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形で人々が住んで、どんな形で対応できるようなまちづくりができるかというもので、

やはり今ある部分の使い勝手含めてとかそういう部分を、壊すときは壊しながら、こう

いう構想で対応するという、そんなことを含めて対応してほしいと思っています。 

  今コンパクトタウンで、かなり町なかに集中しているという部分ありますけれども、

やはりこのまち、市街地といっても、僕は歩いて15分で我が家に着くぐらいの距離です

し、そんなにコンパクトという部分はないんですけれども、やっぱり町なかの本当に住

宅地と、ちょっと木があったり緑があったり畑がそばにあったりとか、そういう居住も

きっと求める方は結構いるんじゃないかと思っています。 

  幸い、この一、二年でうちの行政区等については、３軒ほど新しい人が住宅建ててい

ただきました。また今度建つというちょっと情報があります。賃貸住宅は、僕はあんま

りどうかなという認識はしながらも、賃貸住宅も本当にタケノコのように今11区の１、

２も含めて建ち始まりました。 

  そんな形で、町の形態もコンパクトじゃなくて、やっぱりちょっとそういう部分に住

みたいというのもありますから、そんなこと含めて、まず土地利用をどう考えるか、そ

のために今ある老朽化したり未使用の施設をどうするかということも、町が先頭的に考

えると、なかなかそういう形で整理されるのかなと思いますので、この点、簡単に、す

みません、お願いします。 

○委員長（山本和子委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そうなんですね。全体歩いても6.何キロという周囲、それぐらいであり

ます。ただ、今のコンパクトにというのは、お年寄りだとかそういう生活弱者が歩いて

生活ができて、できるだけ元気なという意味では、町なかにというのは、一つそれはそ

の流れとして進めていきたいというふうに思います。 

  一方では、西団地がこのようにだんだん移動してきているということと、それから、

そのうちの今、旧住宅についても解体を計画的に進めていくということであります。 

  しかし、その後は一つの大きなエリアとして残ってくるわけでありますね。これは、

今ではなかなか見えないけれども、ある程度もう少し区画ができたときに、その利活用

というのは、これまた全体でみんなでどうしたらいいのかと考える素材になっていくと

いうふうに思います。 

  お年寄りは遠くて歩いていくのは大変だけれども、じゃ若い人がということになって

くると、もっと広い意味で広い住宅だとか、そのようなことの利活用もあるかもわかり

ませんし、あるいはグリーンベルトだとか、そんなようなこともあるだろうと思います。

でも、基盤としては一定の基盤があるわけでありますから、そんなようなところは、ど
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んなふうにやるのかという、全体がもう少し見えてくると関心がもう少し高まってくる

というふうに思っております。もう少しその辺についても時間いただければと思います。 

  それから、お話あったように保育所の問題だとかありますが、一般の住宅なんかでも

かなり老朽化した住宅、これ、廃屋については解体費の助成ということがあって、相当

進んできております。公的なところで持っている、今お話あったように、青少年会館だ

とか、ほかにありますけれども、阿部病院て大きな課題については解決しましたけれど

も、これまた人の動きだとか出てきて、青少年会館も当初もう解体するという前提でい

ましたけれども、利活用したいという話もちらちらと聞いているところがありますので、

ですから、そういった意味で活用できるものであれば改めて活用していただくような、

そんなふうにしていく必要があるだろうなと、そんなふうに思います。 

  賃貸住宅はあるけれども、やっぱりもう少し低価格の、あるいは一時期のということ

であれば、レディースファームなんていうのは、前は農業関係に特化をしてやりました

けれども、そうでない形であそこの利活用できないのか、こんな話も提案を受けたりな

んかしているものですから、そういう意味で、どうしても解体をすべきもの、それから、

今人が動いたり企業が動いたりしているという流れの中で使いたいということであれば、

それらについてもいろいろ検討する必要があるだろうなと、そんなふうに思っておりま

す。 

  何もかも全てが今後については町なかということではなくて、やっぱりその世代世代

によって住み方だとか生活の満足度だとか、そういうのも出てくるだろうと思いますか

ら、これらについても順次検討の対象にしていきたいというふうに思います。 

○委員長（山本和子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） もう一点お願いします。 

  今、町はいろんな形で業者に、例えば業務的には集塵なりリサイクル、それから除雪、

それから配送業務とか、人手がかかる、現実にはやはり人手を、民間として人手がかか

る業務委託が結構あるんじゃないかなと思っています。ですから、この業務委託に関し

て、私はやっぱり今本当に賃金、報酬の問題とか働く条件とか、そういうことをやっぱ

りある程度鑑みながら、こういう委託を進める時代に来たんではないかと思っています。

これは要望です。 

  そんな形で、委託の積算という部分について、なるべく効率的にという部分もちょっ

とあると思いますけれども、働く人のこと、それから会社の維持のこと含めて、受託先

の維持のこと含めて、やはりフォローアップできるような、特に働く人についてフォロ

ーアップできるようなやっぱり委託の積算というのも必要になってきますし、受託業者
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にもその旨、やっぱりきちっと意思統一できるような形でこの事業を進めてもらえれば、

委託という形も本当に少しずつ本当に働く方のいい職場になっていくんではないかなと

思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。要望です。 

○委員長（山本和子委員長） 答弁、よろしいですか。 

  じゃ、ほか質疑ありますか。総括質疑、ほか。 

  馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 平成30年度の決算の中で、介護・福祉分野でちょっと質問さ

せていただきたいと思います。 

  介護保険制度がスタートして20年がたちます。それで、上士幌町の場合、介護保険制

度がスタートするときに、介護保険制度のサービスだけでは当然賄い切れない、介護保

険制度だけであれば地域住民が非常にサービスの不足を感じるということで、三愛介護

サービス計画をスタートしたということでありますけれども、これもきのう審議されま

した施策報告書の42ページの中でいけば、30年度で1,000万ちょっと給付になっている

ということで、この金額というのは非常に私重要だというふうに思っております。それ

だけやっぱり給付の必要な人が利用して、この恩恵を受けたということでもあるのかな

と、そんなふうに思っております。 

  これは、まさに国の政策の補完として町が独自に行ったことだということで、20年間

ずっと息づいてきたものなんだろうなというふうに思っていますし、当時としては、各

町村見渡しても画期的なサービスだったんですね。そういう意味では、もう一度この20

年過ぎた中で、私たち町民も含めて、上士幌町がこういう町民に恩恵のあるすばらしい

サービスを実施しているということは認識すべきかなと、そんなふうに思っております。 

  それと、もう一つは、介護度改善に対する助成事業ということで、これも平成27年か

ら行っているというふうに思うんですけれども、これも30年度で293万1,000円助成対象

になっているということで、これなんかは、まさに介護保険制度になかった制度、恐ら

く当時は全国の町村、市町村見渡してもどこでもやっていなかった施策だったんだろう

なと、そんなふうに思います。 

  これが、近年では、介護保険の考え方がこちらのほうにシフトしていっているという

ふうなことで、これも非常に先進的な取り組みだったんだろうなと、そんなふうに思っ

ております。 

  これらの施策含めて、ほかにもいろいろ先進的に施策を講じておりますけれども、賛

否両論はありますけれども、間違いなくその恩恵を受けている方々がいるということも

事実だと、そんなふうに思っております。 
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  このように上士幌町の介護・福祉を考えて、一方、国のほうをちょっと考えてみます

と、国の社会保障制度というのは４つの柱からなっているというのは御存じのとおりだ

と思うんですけれども、国における社会保障制度というのは、民生の安定という部分で

非常に大きな役割を果たしているのかなと、そんなふうに思っております。 

  １つ例を挙げますと、つい最近問題になった年金の2,000万問題みたいなのは、すぐ

に大きな問題になるという意味では、社会保障制度がしっかりすることによって民生の

安定につながる。そう考えたときに、上士幌町においても、この国の社会保障制度の柱

であります社会保険ですとか社会福祉という点において、これを充実することが上士幌

町の町民にとって本当に安心して暮らせる町につながっていくのかなと、そんなふうに

思っているところでございます。 

  今申し上げました20年前からの制度であったり、27年度からの制度であったりという

ことで従前から継続されてきておりますけれども、繰り返しますけれども、30年度まで

にしっかりと実績があって、継続されて受け継がれてきているという、この辺鑑みまし

て、今後、上士幌町のまちづくりにおきまして、この社会福祉ですとか社会保険、それ

から医療制度の分野を中心にしたまちづくりというのは、町民の皆さんが安心して暮ら

す上で本当に必要な分野になっていくのかなと、そんなふうに思っております。 

  まちづくりについては、今までも議論されてきましたように、これだけではないこと

は十分理解しておりますけれども、いつの時代においてもこの重点的なこの部分、重点

的な施策となっていくのかなと、そんなふうに考えております。 

  これから、第６期の総合計画、それから令和２年か３年になると思うんですけれども、

三愛介護計画の見直しなんかも出てくると思うんですけれども、そういう中にしっかり

と必要な事業を落とし込んで施策に反映していっていただきたい、そんなふうに思って

おります。 

  そういう中で、一般質問でも質問させていただきました、地域包括ケアシステムの中

の具体的な何点かの部分を三愛介護計画の事業の中に反映する等含めてお願いしたいな

というふうに思っております。 

  この社会保険、社会福祉、医療を中心としたまちづくりというところについて、町長

の見解をお伺いしたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 その町に安心して暮らすという意味では、この福祉医療の問題というの

はかなり大きなウエートを占めているというふうに思います。しかも、それぞれの経済

によっては、なかなか思うようにサービスを受けることができなかったりだとか、そん
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なようなこともありますから、いわゆる行政のサービスとして特に必要な方々には、し

っかりと手だてを講じるというのが行政の大きな使命だというふうに思います。いわゆ

るセーフティーネットということでありますが、それを今の話の中にあったように、そ

れは従来の国あるいは一般的なレベルを超えて、その辺についても今、三愛計画なんか

についてもやらさせていただいていますし、特に介護報酬が下がったときも、精いっぱ

い職員は頑張っていますよと、やっぱり頑張ると手間暇といいますか、しっかり介護者、

受益者にしっかり寄り添わないといい介護はできないということでありますから、その

ためには人手やそれから時間や労力がかかると。そのことによるコストの削減、いわゆ

る経営の厳しい側面を何とか改善するために、その差額分を補填しただとかと、今こう

いうことは当時の折衝のときにもいろいろお話を聞きながらさせていただいたというこ

とであります。 

  これは、これまでもそうであります。さらには、できれば家族で、在宅でできるだけ

一緒に住み続ければ大変だという思いもあるかと思いますが、介護が重篤にならないよ

うに、リハビリだとかいろいろなことのサービスだとか、それから家族のほうも負担に

ならないような、そういった支援なんかも含めて、公的なところ、それは家族も含めて、

本当に支えが必要な人方に寄り添っていく、そういった政策は引き続きしっかりやって

いきたいなと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 今回、決算の認定についてということで、私もそちら側にいた

人間なんですけれども、議員必携を読みますと、例えば税であったり使用料であったり、

滞納額がやはり各会計についてあります。ぜひ、今後に向けて、この滞納の減少に向け

努力していただきたいなということを要望して、終わりたいと思います。 

○委員長（山本和子委員長） 町長。 

○竹中 貢町長 住民は、この町に住んでさまざまなサービスを受けるということであり

ます。一方では、そういった意味では、しっかり納税をして自治は成り立つということ

でありますので、今おっしゃられるようなところについては、精いっぱい精力的に、い

ろんな事情も勘案しながらでありますけれども、公平性を保つように事務を進めていき

たいというふうに思います。 

○委員長（山本和子委員長） ほか、総括質疑ありますか。 

（「ありません」の声） 

○委員長（山本和子委員長） 委員長からですが、本議案に対しまして委員として総括質

疑を行いたいと思いますので、暫時、副委員長と交代いたします。 
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  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時３４分） 

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

○副委員長（伊東久子副委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時３５分） 

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

○副委員長（伊東久子副委員長） それでは、委員長の職務を行いますので、よろしくお

願いいたします。 

  引き続き、理事者に対する総括質疑を行います。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 総括では３点ほど質問したいと思います。 

  委員長をしておりまして、細かい点、質疑もしたかったところもあるんですが、まと

めてまちづくり会社に対する質問と、それから町の問題と、それから平和の問題につい

て、３点質問いたします。 

  まちづくり会社については、一般質問でもそもそも論は質問しましたので、それは避

けますが、委託事業の関係と経常利益の関係で質問したいと思っています。 

  平成29年から委託事業が始まりまして、そのときにも大きく３点委託をし、29、30、

令和元年もそうなんですが委託事業を委託し、大きくは地域包括ケア充実、生涯活躍の

場の創設、それから移住希望者の募集ということが大きな柱で、それに沿って委託事業

を行ってきているんですが、平成29年は資料もらいまして計上利益が648万円と、それ

から平成30年度は委託自体は5,130万円なんですが、経常利益687万円と、令和元年はち

ょっとわかりませんが、そんなふうに経常利益を上げているんですが、これは委員会で

の説明の中で、独自事業やっているわけではほとんどありませんので、委託事業の中で

経費を削減して利益をつくることができたという答弁があったんですが、もしその委託

の関係と事業の実質のお金の関係がどうなのか、指定管理者だったら、指定管理したら

それは戻すということはないと思うんですが、その関係がどういうふうになっているの

かということで、まず質問したい。 

  それから、これずっと平成29年から30年、31年とまちづくり会社が行っている事業が

あるんですが、委託事業は小さい字で委託とか、それから、町が主催する塾は町主催と

書いているんですが、ほかのチラシでは多分独自の事業もあるはずです。それについて

は、はっきりわかるようにしないと、これは平成30年の事業で、これは住宅セミナー事

業、これは聞いたんですが、これはどうなんですか、これは実際６人参加したんですが、
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これは独自の取り組みだというふうに答弁ありました。だから、独自の事業をするのは

全然構わないんですが、その辺のどこまでがまちづくり会社に委託した事業で、どこま

でが独自の事業かというのをはっきりしていかないといけないんじゃないかと。それに

基づいて委託費をどうするかと、ふえるのか減るのか、町がこの事業をきちんと委託す

るのか。 

  例えばの話、９月８日日曜日に救急セミナーがあるんですが、これはまちづくり会社

の事業なのか、ポイント事業で町委託事業となるので、これは多分まちづくり会社の委

託事業だと思うんですが、この説明された委託事業の中には入ってなかったりするので、

その辺がどこまでがまちづくり会社に委託する事業なのかと、どこまで吟味しているの

か、その辺確認したいと思います。それが１点目です。 

  それから、２点目につきましては、先ほどからいろいろまちづくりの問題で議論があ

るんですが、国の創生論をここでするわけじゃないんですが、いろんな創生の交付金を

使いながら事業が進んでいくのは、もちろんそれはそれとして、お金の面でも財政面で

もいろんな有利な面があるんですが、実際にやっぱり町民がどう一緒にまちづくりする

かと、町民とどういう、先ほど誰かの質問にあったと思うんですが、町民と向き合って

どういうふうにやるかということ、そもそもがないと、町民が元気に生き生きできるま

ちづくりではないんではないと、そんなふうに考えて、その辺について、私たちはまだ

まだちょっと疑問に思う事業があります。それについて、まず確認したいと思います。 

  それから、平和の問題で、これは具体的に平成30年度の事業の中では、瞬時警報シス

テム、これが開始されました。これは、北朝鮮がミサイルを飛ばしたことにより、それ

も含めて、そのことも含めて把握するために、国からの補助金でシステム改修を行った

ということもありますので、それは国から言われてやらなければいけない事業かもしれ

ませんが、そういうことに対する町民をどう守るかと、国に言われたとおりに、例えば

どこかの学校では、それによって警報鳴らして小学校が避難訓練したということも聞き

ました。でなくて、町独自でどういうふうに平和の問題を考えるのか、言われたから補

助金あるからやる、それはそれで仕方がない面もあると思うんで、その点について、大

きく３点質問いたします。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 町長。 

○竹中 貢町長 業務委託の関係は、利益を上げているということでありますけれども、

これは中身は、人件費が協力隊等々の関係で相当削減されているということであります。

ですから、実質的にはアップアップの状況です。本来であれば、多分、例えば人材セン

ター、あるいは無料職業紹介所なんかというのは、これなんかについては委託料は払っ
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ておりますけれども、到底人的な今のレベルでは賄い切れないということであります。 

  そういった中で地方創生の交付金を採用しながらこれまで課題となっていたところに

ついてお願いしていますけれども、やっぱりこれは、このうちも必要なものについては、

当然行政サービスの一環としてその業務を発注していくということになろうと思います。

ですから、見かけ上はそのことでありますけれども、この事業そのものについてのそこ

での収益というのは、現実的にはほとんどないというふうに考えていただいて結構だろ

うと思います。 

  その間に、やっぱりこの仕事については、まちづくり会社にお願いをしなければなら

んというようなことが合意が形成されていくということになれば、そこにはしっかりと

した、先ほどの話いろいろありますけれども、業務委託の中で手だてを講じていくとい

うような流れの中で、存在感をしっかり持ってもらうというふうに思います。 

  住みかえのことだとかという、それは独自、ある意味では社会貢献的な、まちづくり

の課題について独自にしていただいているということでありますから、それはそれとし

て、余りこちらの方でも関与して、ああせえ、こうせえということにはならないと思い

ますが、委託事業については、こちらからいろいろと注文をして、その注文の範囲の中

で仕事をしてもらって、当初の委託業務の仕様書にあるような仕事をしてもらうという

ようなことだろうと思います。 

  その独自事業、この生涯活躍のまちという性格の中の独自事業というのは、なかなか

全く違った営利を目的にするということについては、なかなかそう簡単でないと。例え

ば人材センターだからと、そこで派遣業で、じゃこの町でできるかといったときに、そ

れはむしろ地域が求めるそういった課題に対して応えているということでありますから、

それはもう行政サービスの今までなくてやらなければならないという前提であったわけ

ですから、それについてはしっかりできるようにやってもらうということであります。 

  町なかにそういった仕事というのはいっぱいあるわけですよね。業者にいろんな委託

事業というのはたくさんありますから、そういった意味の中でのどこも必要でやってい

るわけでありますので、まちづくり会社にとっても必要だというものについて委託をす

ると。委託した以上は、それはちゃんとした労賃なり、経営ができるようなそういう対

価を払っていくということであります。 

  むしろ、今は町がほとんど、この町のお金をほとんど払っていないというわけですか

ら、いわゆる国の交付金と、それから400万円の補助金がありますけれども、その範囲

の中で町の持ち出しというのはそれ以外に全くないということでありますから、大きな

仕事をしてもらうという視点も、そこにやってもいいのではないかなと、そんなふうに



－138－ 

思います。 

  それから、協働の取り組みであります。これは、まちづくりにはやっぱり当初から協

働によるまちづくり、住民ができることは住民でしよう、それからお互いに助け合って

やることで、助け合ってやりましょうというようなことであります。大切な自治の基本

的なところであります。改めて住民にも声をかけながら、自分たちの役割だとか、行政

がそれに対してどう関係を持つだとか、これまでもその視点は非常に大事だというふう

に思いながらいるわけでありますけれども、非常にそれぞれ今お忙しい時代であります。

いきおい、どうしても行政ができることは行政がということで、よくよくある意味では

行政主体の町だというふうに言われますけれども、そういった意味で、この間のあすわ

がミーティングなんていうのは、行政に関与しないで自分たちでそういった課題を見つ

け出していこうというような取り組みもしているということであります。 

  そのように、行政がやることと、それから自分たちの中から新たなエネルギーを起こ

してまちづくりに参加してもらうと、これは幾らでもあるというふうに思っています。

物理的な支援が足りないというのであれば、そういったことについても、これまでも十

分させていただいているつもりでありますし、足りない、足りないというかこんなこと

をやりたいというんであればということであれば、相談もさせていただきたいと思いま

す。この間のまちづくりに対する事業も１件だったと、住民の企画立案でやることにつ

いても１件だったと。これはまさに協働という意味の事業でありますから、こういった

ことがもっともっと盛んになるようなことを、これからも住民の方々に理解を求めなが

ら進めていきたいなというふうに思います。 

  平和の問題については、今特に周辺、非常に厳しい世界情勢があります。特に直近で

は、隣国との非常に何とも非常に行く末が不安なような状況もございます。 

  平和の願いというのは、誰もの同じ願いであるというふうに思いますが、ただやっぱ

り自分たちの国は自分たちで守るという、そういった姿勢は一方では必要だというふう

に思いますので、そういったためのいろんな、特に国防に関することについては基本的

には国の役割ということになりますけれども、その一員としても平和を願うための応援

もいろいろと必要ではないだろうかと、こう考えています。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 生涯活躍のまちについてのそもそも論じゃなくて、例えば委託

事業と委託事業でない事業の明記をきちんとすべきだという問題と、それから、委託事

業につきましては委託費を払いますので、最終的に町のほうにも報告があり、委員会に

も報告があるんですが、そのときの差というのはどこから来るのかと。委託費を5,000
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何万払った、それでオーケーじゃなくて、もし万が一、経費削減したんであれば、必要

なお金はやっぱり委託しなければいけないと思うんですよ。400何万、600何万浮いたと

いうんであれば、そうじゃなくて、きちんと600何万を払わなければいけないんではな

いのかと。その辺の関係がよくわからなくて、黒字が出ることがわからない。事業をや

って黒字が出るならわかるんですが、経費を削減して黒字が出たというのは、何か会社

の仕組みがよくわからないのと、その辺をすっきりとしないと、会社独自の事業をどん

どんやって黒字とかそうなれば、それはそれですごくいい展開になるかと思うんですが、

その辺についてちょっとすっきり、３年間やった結果、どうも何かすっきりしない。そ

の辺の答弁だけ、お願いいたします。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 町長。 

○竹中 貢町長 担当の課長のほうから、細かいところ答弁してもらいます。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 松岡課長。 

○松岡秀行企画財政課長 じゃ、現場課長が答弁させていただきます。 

  今のお話ですけれども、まず、委託事業と独自事業が分かれているんであれば、しっ

かりと明記すべきではないかと、先ほどチラシのほうも見せていただいたと。その辺は

今後の問題もありますので、その辺のところははっきりさせるべきだというご意見を賜

ったということで、会社のほうには伝えたいなと思います。 

  あと、委託費の関係でありますけれども、決算の報告の中で補助金云々、委託料云々

という資料提出は事務局のほうに出させていただきまして、きょう代監いらっしゃいま

すけれども、代監のほうに見ていただいているかと思いますけれども、その辺が議員皆

様方のところの手元に行っていないのかなというところもございます。 

  その辺のところからしまして、この額の確定、要は契約書に基づいて、何、何、何と、

町からの委託はどういうこと、どういうこと、どういうことと、その辺は実績報告、契

約書と実績報告の写しを見ていただければわかると思いますけれども、それにのっとっ

てどういうような実績が積まれたのかというところが、最終的に実績報告として出てき

ますよね。ほかの補助団体と全く一緒です。その中で、最終的に約束どおりできたもの

なのか、できないものなのか。例えば、回数決められて６回やるべきところを４回しか

例えばできなかったと。そうすると、積算根拠が２回、それは少ないですよね。そうす

ると、２回分というのは、これは減額しなければいけませんよねと。その回数を決めて

いる契約については、そのようになってくると思います。 

  そうしますと、最終的には額の確定と、実績報告が出て額の確定をします。額の確定

をした段階でこの5,000何がしが払われているということで、その差額というのは生ま
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れてこないと。要するに不足している、足りないから、その分というのは必要なんじゃ

ないかというふうに今おっしゃられましたけれども、そうではなくて、最終的に実績と

してどのようなことがあったから、じゃ委託、例えば委託が6,000万あったとして、

5,100万で終わったかもしれません。そういうことで、この金額というのは、補助金が

最終的に支払われているということでご理解いただきたいと思います。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） それなら納得できるんですが、経費削減につき687万円、平成

30年度は黒字が出たという明記になっているので、そのときに、そこの会社の方、町か

ら派遣されている方についても、それは経費削減により、独自事業はないけれども黒字

出たという言い方がおかしいんで、黒字はどこかで事業すれば出るのはそれはそうなん

だけれども、やっぱり委託した事業をきちんとやったかどうかを見て委託費を払うので、

それが確認されれば、私はいいんです。書き方がちょっと、何か私の勘違いか、ちょっ

と違ったなと思ったものですから、質問させてもらいました。 

○副委員長（伊東久子副委員長） ほか、ございませんか。 

（発言する声なし） 

○副委員長（伊東久子副委員長） 総括質疑がないものとして、町理事者に対する総括質

疑を終わりたいと思います。 

  以上をもちまして、認定第１号から認定第６号までの平成30年度各会計歳入歳出決算

に対する質疑を終結いたします。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１０時５３分） 

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

○副委員長（伊東久子副委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１１分） 

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

○副委員長（伊東久子副委員長） これより認定案件ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、認定第１号平成30年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定について討論を

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、本案に反対の討論を行います。 
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  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 平成30年度一般会計歳入歳出決算の認定の反対討論を行います。 

  町民の暮らしはますます厳しくなる中、国は年金引き下げ、いろんな社会福祉の基準

となる生活保護基準の引き下げ等を強行しています。 

  このような中、一旦延期されてきました消費税10％が、この10月に強行されようとし

ています。その影響は、国民の負担増加、経済の混乱等、はかり知れません。国民には

我慢の生活を押しつけながら、2018年度の軍事費は過去最高の約５兆2,000億円、しか

し、2019年、今年度はさらにふえて５兆2,600億円となっています。 

  そして、地方には国の各種政策の反省もなく、人口をふやせと競わせ、国の方針どお

り頑張っている自治体には各種交付金等を有利に交付しています。真に地方自治を守り、

生かす行政がしづらくなっているように思います。 

  このような中、平成30年度の決算を見ますと、各種町民生活を応援する事業等も含ん

でいますが、国の国民生活をないがしろにする政治から真に町民の生活を守り切る決算

になってないと判断し、反対いたします。 

  １、まちづくりの問題です。 

  大きな事業等、国の交付金や有利な地方債が該当になるなど、財政面は効果的な面が

ありました。しかし、真に必要な事業なのか町民の声が分かれる中、どんどん事業が進

んできました。 

  また、国の進む方向、示す自治体像を先進的にこの上士幌町が実践しているように思

っています。 

  町長は、町が財政的に安定し、時代の先を行くまちづくりが町民の幸せにつながると

思って、精力的に頑張っていることも理解できなくはありません。しかし、町民の幸せ

は、確かに財政的な豊かさも必要ですが、みずからつくる、ともにつくるまちづくりに

一緒に参加することが大事ではないでしょうか。生涯活躍のまちかみしほろへの事業委

託やカーチによる道の駅等々、まだまだ課題は山積みしていると思っています。 

  ２点目の財政問題です。 

  平成30年度の地方債残高は、過去最高86億円となっています。そして、一般質問の答

弁では、令和元年度は96億円、令和２年には100億円となるとのことでした。心配な返

済計画では、令和８年がピークで、その後は減っていくとの予定で、返せる見込みはあ

ると私も判断はしています。 

  しかし、ここまでふえた地方債が、本当に重要な事業によるものかも疑問も残るとこ

ろです。国の交付税が戻ってくるとはいえ、国はそもそもの国が100兆円もの借金を抱
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える中、真に必要な事業に限って、地方債は余りふやさないことが望ましいと考えます。 

  基金は、ふるさと納税金の恩恵もあり、平成30年度末の残高は過去最高の約76億円と

なっています。財政調整基金初めふるさと納税金による夢基金や生涯活躍いきがい基金

等を有効に大切に活用を図るべきと考えます。 

  ３点目の平和の問題です。 

  平成30年度におきましては、しきりに北朝鮮のミサイル発射問題で自衛隊の強化、瞬

時警報システム導入と、戦争を想定しての動きが強まりました。さらに、令和元年、２

年と軍事費はふえ続け、過去最高の５兆3,000億円となりそうです。消費税引き上げを

強行しながら、片や一方では、欠陥だらけのミサイルＦ35などのいわゆる爆買いを続け

ております。今の自衛隊が、最近特に多い災害救助に尽力していることは認めますが、

ますます軍備増強、戦争への道に引き込まれていくことに反対いたします。自衛隊協力

系への補助金や瞬時警報システム改修で特殊攻撃や弾道ミサイルまで含んでいるため、

反対いたします。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

  討論ありますか。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 私は、本委員会において慎重審議されました、平成30年度一般

会計歳入歳出決算の認定について、賛成する立場から討論いたします。 

  町の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8.6％という状況下で、なおかつ地方交付税も前年を下回るという中で、

自主財源の最大限の確保、地方創生に係る交付金やふるさと納税寄附金の確保と活用、

さらに不足する財源を非常時に備えた各種の積立基金から繰り入れ、借金である地方債

の発行など、財源確保に苦慮され、確保に努められた結果の決算になったと思います。 

  一方、歳出では、子育て、教育、福祉、医療、介護、産業振興、道路や住宅など、各

分野の事務事業において安心・安全な住民生活や経済活動などの充実と継続性が維持さ

れ、また、緊急性や優先度などに配慮した予算執行、決算になったと思いますし、町の

将来を見据えた新たな事業にも取り組めた結果の決算になっていると思います。 

  以上が、私の賛成理由でありますが、予算執行に当たる行政側には、以下２点をお願

いしたいと思います。 

  １点目は、本委員会での審議経過、また、この間の常任委員会や本会議での審議経過

を十分に尊重され、今後の事務事業の検証、予算執行に当たっていただきたいと思いま

す。 
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  ２点目は、本決算では、地方創生総合戦略第１期４年目を迎えた中で、重点事業とし

ているナイタイ高原レストハウス整備事業としてのナイタイテラス建設、道の駅整備に

向けた実施設計と用地造成整備などが進められました。本町の他に先駆けた地方創生の

取り組みは町内外から高い評価をいただいていますが、住民の皆さんの中からは、町の

説明が足りない、赤字の心配はないのか等々の声があります。私ども議員も当然に説明

責任がありますが、住民の皆様によりご理解をいただき、協働のまちづくりが促進され

るよう、その丁寧な対応を求めたいと思います。 

  以上、私の賛成討論とさせていただきます。 

○副委員長（伊東久子副委員長） 次に、本案に対する反対の討論ございませんか。 

（発言する声なし） 

○副委員長（伊東久子副委員長） 次に、本案に対する賛成討論はありませんか。 

（発言する声なし） 

○副委員長（伊東久子副委員長） ほかに討論がありませんので、これをもって認定第１

号に対する討論を終結いたします。 

  これより認定第１号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行います。起立しない委員は反対とみなしますので、ご承知

願います。 

  本案は認定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） 

○副委員長（伊東久子副委員長） 起立多数によって、認定第１号は認定すべきものと決

定をいたしました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１１時２１分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午前１１時２２分） 

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

○委員長（山本和子委員長） 次に、認定第２号平成30年度上士幌町国民健康保険特別会

計歳入歳出決算の認定について討論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） 討論がございませんので、直ちにこれより採決を行います。 
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  お諮りいたします。 

  認定第２号は認定する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（山本和子委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第２号は認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第３号平成30年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて討論を行います。 

  討論ございませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） 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。 

  認定第３号は認定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（山本和子委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第３号は認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第４号平成30年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

討論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） 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。 

  認定第４号は認定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（山本和子委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第４号は認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第５号平成30年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

討論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） 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。 

  認定第５号は認定すべきものと決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第５号は認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第６号平成30年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて討論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本和子委員長） 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。 

  認定第６号は認定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（山本和子委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第６号は認定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認定の審査は全て終了いたしました。 

  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（山本和子委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、付託事件審査報告の委員長報告は、正副委員長に一任することに決定いたし

ました。 

  ここで、竹中町長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

○竹中 貢町長 ９月、きょうでありますけれども、胆振東部震災からちょうど１年たち

ました。被災地では、まだ仮設住宅で非常に不便な生活を強いられているという状況で

もありますし、生活やあるいは社会インフラもまだ復旧が道半ばだというようなことで

あります。改めて被災地のほうにお見舞いを申し上げたいということと同時に、一日も

早い復旧を心から願いたいというふうに思います。 

  そういった中、本町でもブラックアウト経験をいたしました。大きな被害は出なかっ

たわけでありますけれども、非常に防災に対する町民も関心、意識も高まったところで

もございます。 

  そのための一つの施策として、自助の視点から防災グッズ、そういう身の回りの準備

等についての支援をさせていただいたところでもありますし、今防災の拠点としては、
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まだこれ耐震化整備されておりませんけれども役場と、それから、新たに防災の拠点と

して消防署の今設計、建築等の準備が始まるということでございます。 

  こういった機会に、多分多くの町民がこの委員会のほうをネット等でごらんになって

いただいている方もいらっしゃると思います。ぜひ改めて、町民一緒に防災に対する、

改めて自分の身の回りのことを点検する機会にしていただきたいなと、そんなふうに思

います。 

  また、きょう、ＮＨＫのテレビ番組で７時半から北海道スペシャルという番組で１時

間15分、８時45分までの特別番組が組まれます。多分、今の被災地の状況だとか復旧の

状況だとか、こんなようなことが出されるというふうに思いますが、私も取材を受けて

おります。停電のない町のプランニングをするということで、これからの防災のあり方

だとか、そのようなことの一つのヒントという、そういうことでＮＨＫのほうでは関心

持ったからだと思いますが、同時にスタジオのほうなのか、あるいは道庁のほうかわか

りませんけれども、鈴木知事も出て、一連のこの間の取り組みや、あるいは今後に向け

ての防災対策、このようなことを知事の立場としてもいろいろとコメントがあるようで

ございます。もし時間があれば、ごらんいただきたいと思います。ただ、多分もしやる

とすれば、後半のほうで、何分になるかわかりません、それは編成上のことになります

けれども、時間があったらごらんいただいて、改めて防災に対する認識を新たにする機

会にしていきたいものだと、そんなふうに思いながら、特別に発言をさせていただきま

した。 

  ありがとうございます。 

○委員長（山本和子委員長） 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。 

  ここで、一言ご挨拶申し上げます。 

  委員の皆さんのご協力によりまして、無事委員会を終了することができました。ご協

力に心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

  以上で、本特別委員会を閉会いたします。 

（午前１１時３０分） 
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