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令和 ２年 ３月  第１回  上士幌町議会  予算審査特別委員会  会 議 録 

招 集 年 月 日  令和 ２ 年 ３ 月 ５ 日 

招 集 の 場 所  上 士 幌 町 議 会 議 場 

開 会 ・ 閉 会 

日 時 及 び 宣 告 

開 会 令和 ２年 ３月 ５日 午前 ９時００分 委員長 伊 東 久 子 

閉 会 令和 ２年 ３月 ５日 午後 ３時５４分 委員長 伊 東 久 子 

応（不応）招委員並びに 

出 席及び 欠席 委員 

 

出 席 １０名 

欠 席  －名 

欠 員  －名 

 
○   出  席 

△   欠  席 

×   不 応 招 

△公  公務欠席 

遅   遅  刻 

早   早  退 

 氏    名 
出欠 

の別 
 氏    名 

出欠 

の別 
 氏    名 

出欠 

の別 

委員長 伊 東 久 子 ○ 委 員 中 村 哲 郎 ○    

副委員長 早 坂 清 光 ○ 委 員 江波戸  明 ○    

委 員 渡 部 信 一 ○ 委 員 斉 藤 明 宏 ○    

委 員 山 本 和 子 ○ 委 員 馬 場 敏 美 ○    

委 員 野 村 恵 子 ○       

委 員 小 椋 茂 明 ○       

会 議 録 署 名 委 員 ６番  小 椋 茂 明  委 員 ７番  中 村 哲 郎  委 員 

委員会に職務のため 

出席した者の職氏名 
議 会 事 務 局 長 船 戸 竜 一 議会事務局主幹 渡 辺 純一郎 

委員会条例第１９条の

規定により説明のため

出席した者の職氏名 

町 長 竹 中   貢 企画財政課主幹 福 原 英 範 

副 町 長 千 葉 与四郎 企画財政課主幹 新 井 英次郎 

会 計 管 理 者 木 下 由季子 企画財政課主幹 梶     達 

総 務 課 長 杉 本   章 企画財政課主査 山 本 敦 志 

総 務 課 主 幹 冨 川 裕 士 企画財政課主査 老 月 隼 士 

総 務 課 主 査 大 塚 利 晃 企画財政課主査 岩 隈 亘 史 

総 務 課 主 査 石 川 志 乃 町 民 課 長 （会計管理者兼務） 

総 務 課 主 査 鈴 木 隆 嗣 町 民 課 主 幹 藤 倉 徳 夫 

総 務 課 主 査 遠 藤 裕 司 町 民 課 主 幹 青 木 弘 彦 

企 画 財 政 課 長 松 岡 秀 行 保 健 福 祉 課 長 尾 形 昌 彦 
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委員会条例第１９条の

規定により説明のため

出席した者の職氏名 

保健福祉課主幹 佐 藤 眞由美 商工観光課主査 平 岡 崇 志 

保健福祉課主幹 塩 澤 尚 弘 商工観光課主査 石 井 竜 也 

保健福祉課主査 岸   美 香 商工観光課主査 乙 幡 康 之 

保健福祉課主査 鳥 本 和 志 建 設 課 長 名 波   透 

保健福祉課主査 市 川 貴 邦 建 設 課 主 幹 山 﨑 浩 司 

保健福祉課主査 北 澤 佳 隆 建 設 課 主 幹 渡 部   洋 

保健福祉課主査 池 田   優 建 設 課 主 査 渡 辺 正 史 

保健福祉課主査 山 本 道 雄 建 設 課 主 査 木 田 克 則 

農 林 課 長 高 橋   智 建 設 課 主 査 巴   康 考 

農 林 課 主 幹 菅 野   茂 建 設 課 主 査 田 中 義 朗 

農 林 課 主 幹 林   峰 之 農業委員会事務局長 佐 藤 桂 二 

農 林 課 主 査 松 下 慎 治 農業委員会事務局主幹 谷 尻 常 盤 

農 林 課 主 査 羽田野 泰 弘 消 防 課 長 永 谷 全 功 

農 林 課 主 査 岡 田   直 消 防 課 主 幹 西 垣 隆 泰 

農 林 課 主 査 高 田 清 蔵 消 防 課 主 幹 杉 山 知 宏 

商 工 観 光 課 長 杉 原 祐 二 消 防 課 主 幹 川 端 健 功 

商工観光課主幹 佐 藤 泰 将 消 防 課 主 査 飯 島 宏 昭 

商工観光課主幹 吉 永 雅 一 代 表 監 査 委 員 根 本 広 実 
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（午前 ９時００分） 

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

  初めに、伊東久子委員長よりご挨拶を申し上げます。 

○委員長（伊東久子委員長） おはようございます。 

  このたび、令和２年度各会計予算の審査に当たり、予算審査特別委員会の委員長を務

めさせていただきますが、不慣れでありますので、審議に当たりましては委員の皆さん

のご協力によりましてスムーズな審議をお願いしたいと思います。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お願いをいたします。質疑

の過程で微妙な部分もあろうかとは存じますが、ご協力をお願いいたします。 

  それでは、ただいまより第１回予算審査特別委員会を開会いたします。 

  初めに、本日の本委員会傍聴の取り扱いについてご協議をいたします。 

  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は委員会条例第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（伊東久子委員長） 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、その他、町長等の

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

員会条例第19条の規定により本特別委員会に出席を求めております。したがいまして、

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

願います。 

  次に、会議記録署名委員の指名方法についてお諮りいたします。 

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

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

指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 異議なしと認めます。 
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  よって、本特別委員会の会議記録署名委員は、委員長において指名することと決定し

ました。 

  それでは、本特別委員会の会議記録署名委員を指名いたします。６番、小椋茂明委員、

７番、中村哲郎委員。 

  お諮りいたします。 

  ただいま委員長において指名いたしました６番、小椋茂明委員、７番、中村哲郎委員

を本特別委員会の会議記録署名委員に指名することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 異議なしと認めます。 

  よって、本特別委員会の会議記録署名委員は６番、小椋茂明委員、７番、中村哲郎委

員に決定をいたしました。 

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

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

ところであります。このことから、本特別委員会の開催日程は、議会運営委員会であら

かじめ決定したとおり本日より３日間とし、審査方法は、一般会計予算は款ごとに、５

特別会計予算は各会計の歳入歳出を一括して審査を進めることにいたしたいと思います。 

  それでは、お諮りいたします。 

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

に、５特別会計予算は各会計の歳入歳出を一括して審査することにいたしたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 異議なしと認めます。 

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

算は款ごとに、５特別会計予算は各会計の歳入歳出を一括して審査することに決定をい

たしました。 

  これより、本特別会計に付託されております案件の審査を行います。 

  本特別委員会に令和２年３月３日に付託されました議案第16号から議案第21号までの

令和２年度上士幌町一般会計予算及び５特別会計予算の６件を一括して議題といたしま

す。 

  令和２年度各会計予算の提案説明は３月３日の議会本会議において行われております

ので、これを省略いたします。 

  それでは、議案第16号令和２年度上士幌町一般会計予算から質疑に入ります。 
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  新井主幹。 

○新井英次郎企画財政課主幹 冒頭にちょっとお時間を頂き、誠に申し訳ありませんけれ

ども、財政担当から２点事前にお伝えさせていただきたいと思います。 

  まず、１点目はちょっとおわびになるんですけれども、予算書にあります予算に関す

る説明書におきまして、事前にお配りをさせていただいております令和２年度予算に関

する説明書正誤表にありますとおり、２点の修正をお願いさせていただきたいと思いま

す。 

  その２点は、内容につきましては、まず39ページでございますけれども、款２総務費、

項１総務管理費、目１一般管理費におきます前年度の金額ですけれども、こちらのほう

が20億4,340万2,000円を20億5,900万2,000円へ修正させていただきたいと思います。ま

た、隣の比較につきましてもマイナス２億5,262万4,000円を２億6,822万4,000円へ、ま

た下段にありますとおり52ページになりますけれども、同じ項１総務管理費でございま

すけれども、目６企画費の前年度の数値を１億6,646万1,000円を１億5,086万1,000円へ、

また比較につきましても1,466万1,000円を3,026万1,000円へ修正させていただきたいと

思います。 

  この原因につきましては、前年度にありました事業を目間で移管したために金額にそ

ごが生じてしまったものでございます。今後は細心の注意を払い、このようなミスがな

いように努めていきたいと思います。 

  また、あと２点目ですけれども、来年度から実施されます会計年度任用職員制度の導

入に伴いまして、予算に関する説明書における事項別明細書の節の区分、これの７節賃

金が地方自治法の改正に基づき廃止されております。そのため、予算書のほうでそれ以

降の節が繰り上がってございますのでご留意いただけたらと思います。また、これまで

賃金に区分されておりましたフルタイム雇用の職員につきましては給料及び職員手当、

またパートタイム雇用の職員は報酬へ移行されていますことを申し添えます。 

  以上、お時間を頂き誠にありがとうございました。 

○委員長（伊東久子委員長） それでは、初めに歳出の事項別明細書から質疑を行います。 

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

  なお、総務費及び教育費は範囲が広いことから、説明員の準備の都合もありますので

ページを区切って行いますので、併せてご理解、ご協力をお願いいたします。 

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

行います。 

  質疑ありますか。 
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（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 次に、総務費に入りますが、総務費は総務管理費の６目企

画費までと17目ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金まで区切り、その後、徴税費以

降を行います。 

  総務費は39ページから60ページまで、企画費までの質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  野村恵子委員。 

○４番（野村恵子委員） 60ページの交通安全指導員経費のことでちょっとお伺いいたし

ます。 

  交通安全指導員の報酬なんですが、31年度と令和２年度で予算が同じ金額になってお

ります。30年度の決算施策報告の中では、待遇の見直しの検討が必要であると書いてあ

るんですが、同じ報酬額でどのような待遇の見直しを考えているのかお聞きいたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 野村委員のご質問にお答えいたします。 

  交通安全指導員の活動経費の中の報酬なんですけれども、これは昨年と確かに同額に

なっております。このことにつきましては、管内の報酬、いろいろ調べたんですが、報

酬的には決して低いとは言えない状況がありました。 

  それで、私どもその他の部分でこれまでどうだったかと、待遇について調べたところ、

まずこれは消耗品費に入ってくるんですけれども、例えばワイシャツだとか、それから

雨具だとか、そういうものが実際に最初の段階では貸与しているんですけれども、その

後、更新の考え方がちょっとしっかりしていなかった部分もありまして、新年度におき

ましては、常時啓発員の方は朝、上士幌近辺２か所に立っていただいているですけれど

も、その方々の夏と冬のワイシャツ、これを今３名いるんですが貸与すると。 

  それから、これはちょっと難しいところもあるんですけれども、雨具ありますね、雨

の日も当然立っていただきます。なかなか劣化するのは時間がかかります。それで任期

が３年なんです。任期が３年というところで、３回目、７年目を迎えたところで雨具を

皆さんに新たに貸与するということで、現在、新年度に向けて待遇改善というところで

は、予算ではそのようにしております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  ほか質問ありますか。 

  山本委員。 
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○２番（山本和子委員） 41ページの国民保護協議会経費なんですが、令和元年度、今年

度の開催状況と、それから２年の開催状況どのように見ているのかと。それから、昨年

121万ほどかけて直しました緊急通報システムの保守点検というのは、どういうことを

やるのか質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 大塚主査。 

○大塚利晃総務課主査 ただいまの山本委員のご質問にお答えしたいと思います。 

  まず、令和元年度の開催の状況ですが、開催のほうは実施しておりません。２年度に

つきましては、国の計画のほうが大幅に改定をされたりした場合は、開催をすることが

必要になってきますので予定はしたいと思います。 

  次に、全国瞬時警報システムの保守の点検の業務の内容についてですが、こちらのほ

うは本機械が正常に受信作動して、庁舎に放送されるかを点検する業務となっておりま

す。今年度につきましては２月13日に点検のほうをいたしまして、勤務終了後に放送を

流しまして、そういうような業務内容となっております。 

  あと、今年度、令和２年度の予算につきましては、令和元年度の予算よりも増額にな

っているんですけれども、こちらのほうは平成30年度に自動起動装置の更新を行ってお

りまして、それが１年間の保証がありまして、そちらの分を除いた経費のほうを元年度

のほうで要求して委託をしているものですから、令和２年度でその保証が切れますので、

今年度増額の要求となっております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 今の件は了解いたしました。 

  次に、地域おこし協力隊の関係、ページ数がページちょっと、関係で質問したいと思

います。 

  令和元年度の状況なんですが、令和元年度に新規に採用予定されていた方が全員採用

されたのかと、それから令和２年度はどのような、何人採用目的かと、一括質問します。

それと、今年度任期切れになる方もいると思うんですが、その方の対応どうなるのかと、

それから令和２年度も途中で切れる方も多分いると思うんですが、その方のどういうふ

うにされるのかと。それから部署によって、全部チェックしたんですが、部署によって

必要な事業があれば引継ぎされるのかと、それからなくていいと言ったら失礼ですが、

そういう受け継ぎについてどうなっていくのか質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 遠藤主査。 

○遠藤裕司総務課主査 令和元年度の地域おこし協力隊の採用なんですけれども、６名の
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方を採用しました。募集した全員が採用されたかというと、そうではありませんでした

というところ。令和元年度の任期満了された方については２名いらっしゃいまして、そ

の方は１名は役場で勤務されておりまして、１名は町内で起業されております。 

  令和２年度で任期満了となる方については２名いらっしゃいまして、それぞれお一人

がまちづくり会社、お一人がカーチというところで派遣されている方ですので、それぞ

れそちらのほうで対応されるのかなというところでございます。 

  私からは以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 令和元年度、今年度の採用なんですが、幼児教育支援員２名と

いうのは、これは採用されているのかどうか。ちょっとこの文書を見ていてもそれは後

から採用されたりすると載っていませんから、その辺は採用されているのかの確認をし

たいのと。 

  それから、途中で令和元年度で切れた方、それから２年度で切れる方も含めて、その

方は町内に就職するとか、まちづくり会社、カーチ、それはいいんですが、実際に仕事

がそこのまちづくり会社やカーチに採用されれば、そこはそこで仕事が継続されるんで

すが、例えば企画の中での部署を受けている方が切れた場合に、その仕事はどうなるの

かと。それから教育委員会もたしか令和２年度に１人か２人ぐらいですか、切れると思

うんですが、その方の仕事がどうなるのかと。 

  それから、元年度途中で任期切れた方が、今臨時職員でいると、その方の対応が、私

が言いたいのは仕事がきちんと継続されるのかということを質問したいと思うんです。

町内に就職する、しないというか、就職率でいえば、上士幌は結構就職が、管内に住む

方の率は結構多いと思うんですけれども、そうじゃなくて、その部署の仕事はどんなふ

うに受け継ぎされているのかと。これは個々の仕事がありますので、一概に言えないと

思うんですが、企画でいえばデザインしたりする方はどうなのかと。それから教育委員

会でいえば大事なコーディネーターがどうなるのかと、そういうところをきちんと一人

一人に対応する仕事の分野をはっきりしていかないと、仕事が終わったから終わりでは

なくて、仕事をきちんと受け継いでほしいという意味で質問させてもらっているんで、

その辺の配慮がされているのかどうか、質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 遠藤主査。 

○遠藤裕司総務課主査 私のほうからは、幼児教育支援コーディネーターが採用あったか

というところの部分をお答えさせていただきます。 

  幼児教育支援コーディネーターは、５月に採用されたんですけれども、ご本人の都合
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で９月末で退職をされております。 

  以上になります。 

○委員長（伊東久子委員長） 副町長。 

○千葉与四郎副町長 協力隊のいわゆる任期満了後の引継ぎの関係はちゃんとできている

のかというようなご質問かなと思います。 

  ご承知のとおり、この協力隊制度、国の制度で１年ごとではありますけれども、最大

３年間の任期ということになるわけでありますが、これまで過去のいろいろな事例もご

ざいますけれども、基本的には制度そのものがいわゆる人材の確保ということに併せま

して、都市部からの地方へのそういった人材の移動ということもございまして、その大

きな目的の一つには任期満了後も地域に残って仕事を続けると、そこに住み続けるとい

うことも一つの大きな目的になっているところでございます。 

  そういう意味では、基本的にそれぞれ個々の事情によって３年間ではなくて、１年あ

るいは２年で退任される方もいらっしゃいますけれども、その中にはその後、また元の

ところに帰られる方もいらっしゃいますが、一方ではこの地域に残って仕事を続けてい

る方も当然いらっしゃるわけであります。 

  問題は、今、委員がおっしゃったようにその後のいわゆる任期終わった後の引継ぎ等

はどうなっているかというようなことでありますけれども、その点はこれまで何人も採

用し、あるいは任期満了で辞められた方もいらっしゃいますけれども、事務の引継ぎ等

については十分それは当然ですけれども、１対１の仕事の受け渡しじゃありませんので、

行政あるいは各団体、会社等のグループの中での仕事をしている部分がございますから、

例えば引継ぎ等がうまくいかなくて、事業に支障を来すとか、そういったことは現実に

は発生はしていないということでありますから、基本的には町としては例えば３年間終

了後に何らかの形で地域に残っていただきたいということは、常日頃申し上げておりま

すし、そういった形であとは本人の自分自身のもちろん考え方や将来を見越しての考え

方が出てまいりますので、結果的には町を出るという方もいらっしゃいますけれども、

かなりの割合で地域に残って、また別々の新たに起業する方もいらっしゃいますし、行

政の中に残って仕事をされる方もいらっしゃるということで、そういう面では、これま

での本町での状況を見る限りでは、そういった事務事業の引継ぎ等については、大きな

問題は発生していないということでありますので、今後もそういったことで協力隊制度

をうまく活用しながら、進めていければというふうに考えているところでございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 地域おこし協力隊の国のほうの方針は、地方のほうに人を移動
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というか、住み続けられるようなことの対策として、特に北海道、上士幌もそうなんで

すが、終わっても７割程度かな、結構残っているというのは、北海道は結構効果がある

ように思います。 

  ただ、私が言いたいのは、そこで仕事がきちんと継承されているんだろうかというこ

とで、国、総務省からお金も来ますし、人口増にもつながりますので、そういう面でい

けば効果的なんですが、町の先ほど言いました幼児教育支援員２名配置予定なのが、多

分１人なのかちょっと分かりませんが、必要だから募集したのに来ないというか、結果

的に退職されたと。であれば、その後は保育課でやろうと思った事業ができたのか、で

きないのかと。 

  また、今年募集しますよね、募集するのかな、募集するんだろうと思うんですが、そ

れを組んだ事業、認定こども園で新たな事業をやるというときに、この人材が必要だっ

たら協力隊員じゃなくて、きちんと臨時職員なり派遣すべきだというのが、私の考えな

ので、協力隊員頼みの政策じゃなくて、町が必要でそこに協力隊員が派遣してもらって、

もし来なくてもどういうふうにカバーするかとか、その事業をその方がいなくなっても

その事業を継続していくという方針でやらないと、協力隊員がいなくなったときに、そ

の事業がそのときはいいんですが、切れちゃうということもあるんではないかと。 

  それから、先ほど言いました生涯活躍のまちとそれからカーチについては、そこに来

ている協力隊員が多分これからも引き続き働いてもらえるような雰囲気もあります。そ

れはそれとして大事な部署として協力隊員が活動している分野だと私は認識しておりま

す。その辺について再度答弁があればお願いいたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 副町長。 

○千葉与四郎副町長 幼児教育コーディネーターの関係は、やはりなかなか今、全国的に

そういった保育士、幼稚園教諭の人材確保については、全国的に今非常に厳しい状況に

あるということはご承知かと思いますけれども、本町もそうでありました。あらゆる方

法を講じて人材の確保を図らなければならないということで、現場のほうからもいろん

なお話を頂きながら、こういった協力隊の制度をうまく使いながら、全国区での募集も

やろうということで進めてきているところでございます。 

  そういう意味では、現場のほうも確かに今、子供が増えておりますのでぎりぎりのと

ころで頑張っていただいておりますけれども、なかなかそういう意味では、不足する分

についてはパートさんの利用等もしながら、何とか現状、運営は行っているということ

でございまして、いずれにしても通常のいわゆる採用のほかに、こういった制度をうま

く使って、先ほど申し上げたように全国レベルでの人材確保ということも、併せてこれ
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からはやっていかなきゃならないと思っていますので、今募集してもなかなか応募がな

いという現実はありますけれども、今後とも継続していきたいなというふうに考えてい

るところでございます。 

  また、それぞれ会社のほうに派遣している協力隊員の関係でありますけれども、この

件についても委員おっしゃるように、私どもとしては引き続き何らかの形で協力隊とし

ての制度はもう切れますけれども、残って引き続きやってもらうようなことで、それぞ

れお話はさせていただいておりますけれども、ただご本人の考えもありますので、いわ

ゆる強制できるものではございませんけれども、基本的には引き続きということでのお

話をさせていただいているということでございまして、何とかそういう意味では継続的

な人材の登用ということで、できるだけそういったことについては努力していきたいと

いうふうに思っているところでございます。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 39ページの行政区運営経費についてお伺いしたいと思います。 

  本町においても世帯数かなり増えていますけれども、実質町内会活動になかなか参加

していないという部分が結構実態としてあるのかなと思っています。私も町内会長、行

政区長を６年ほどやった中で、やはりなかなかそういう方々の加入というのが少なくな

っている一方、そういうことを含めて古い世帯もかなり減少してきているという部分が

あります。 

  そんなことで行政区の会議負担金のほうの行政区の部分が昨年151万6,000円という形

で計上されていますけれども、かなり行政区によっては会費、会員の減少等で厳しい事

情になってきている行政区が多いのかなと思っています。私のいた11区、１とも２も含

めてやはりそういう傾向がありますし、特に１、２については公営住宅の配置替えとか、

そんな環境等もありますから、余計そういう環境はこれから増えてくるかと思います。 

  町も共助しながらまちづくりをしていきたいという一つの柱があると思いますけれど

も、そんな意味で行政区と、それから町のネットワークというのが一番これから強めて

いかんならない事柄かなというふうに思っています。実際、僕も先ほど言ったように行

政区長をやっていた中で、ほとんど町とのネットワークはなく、毎月25日前後の広報の

配付とか、年に一度の懇談会、別に町内市街地についてはまた別な懇談会を持っていま

すけれども、なかなかそういう接点がないんですけれども、やはりここら辺をきちっと

共有した中で、行政区とそれから町内会と町の在り方というのももう少し考えていく時

代に来ているかと思いますけれども、そこら辺について検討したかどうか、確認したい
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と思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 今、江波戸委員のほうからございました行政区と町内会のネットワ

ークというお話でございますけれども、従前の行政区の役割といいますか、町との関わ

りでいくと、月に１回の広報の配付ですとか、そういったものに今終わっているという

お話もございます。 

  ただ、これからはやはり地域の見守りですとか、防災の観点から防災のほうにつきま

しても昨年は町民対象の防災の研修会、何度も開催しておりまして、今後においては地

域の自主防災組織といった形での取組というのも進めていかなければいけないというこ

とでございます。単身の世帯の方が増えていて、なかなか行政区に加入していないとい

う実態がございますけれども、そういった行政区の活動の充実を図った中で、加入して

いただけるようなメリットといいますか、価値のあるような取組の充実を図っていきた

いというふうに考えているところでございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、総務課長のほうからかなり前向きなお話を頂きました。 

  本当にこれからそのような活動という部分については、今言ったように防災とか、そ

れからひきこもり対策とか、また孤独死対策とか、そんなことが現実町内会でもあった

りしていますから、これについて町のほうもやはり協働した共助の中で、これを連携し

ていきたいという認識で、少しずつ取組を進めて来ているかと思います。 

  そんなことを含めて、これについてもまちづくりの一つの中核の一つになっているん

ではないかと思いますから、今、総務課長からありましたように、基本的にきっちり前

向きで行政区と付き合っていただければありがたいなと思っております。 

  次に、先ほど山本委員からありました地域おこしの部分でありますが、僕は地域おこ

しについては、うちのまち、管内でもうちとか新得が非常に突出して人数が多いなとい

うふうに認識しております。あけてまちづくり会社とか、それからＤＭＯ、株式会社カ

ーチとかに派遣したりしていますけれども、そういう部分については、将来きっとそう

いう認識で採用していたのかなということがちょっと考えられますけれども、やはりこ

の辺について、もう少し足について、先ほど継続というのは行政の大前提だと思います

から、目的をきちっと持った地域おこしの方を採用しながら、それが充足されない場合

は、役場総体の中で事業を継承していくという、常にそういう姿勢が必要ではないかと

思いますんで、これはそういう形でたくさん集めればいいじゃなくて、総務省からたし

か一定程度の支援はありますけれども、まちづくりというのはそういう部分で終わるも
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のではありませんし、１年区切り３年の延長までありますけれども、やはり人材確保と

いう部分ではあまり、地域おこし協力隊に期待するとしたら、やはりきちっと目的を持

たせて、最後に地域で活躍できる場が見えるような、先を見た採用の仕方も必要ではな

いかと思いますけれども、この点について再確認したいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 副町長。 

○千葉与四郎副町長 委員おっしゃるとおり、やはり人材が地域にとって貢献できるよう

な、そういった人材確保というのは非常に重要なことであるというふうに思っておりま

す。 

  当然のことでありますが、我々も単に協力隊という名称だけで募集をしているわけで

はなくて、よりどんな具体的な仕事を求めているのか、何を期待しているのか、どうい

った仕事があるかということをかなり詳細にわたって、募集の中で明確に協力隊に応募

される方が、自分がどういう仕事をすることになるのかということを詳しく分かるよう

な形で、そういった募集をしておりまして、明確な目的をもって募集をしているという

ことであります。 

  なかなか今、全国的に協力隊制度を活用する自治体が非常に増えておりまして、ある

意味人材確保に向けて、それぞれ各自治体が競争しているというようなところもありま

すけれども、なかなか我々も今この数年間の様子を見ると、応募はあっても書類審査も

ありますし、もちろん面接もさせていただきますけれども、なかなか我々が期待をして

いたような方になかなか巡り合えないこともございまして、先ほどあったように募集し

たから、必ず全員が採用できているということはございませんけれども、その辺は委員

おっしゃるように、我々も採用するに当たっては、その方の持っているスキルや経験、

あるいはやる気、そういったことも含めてかなり大勢の人間で面接を行いまして、協議

をして採用決定をしているということでありますから、そういう意味では誰でもいいと

いうことではもちろん全くない、より優秀な人材の確保ということを大前提に進めてお

りますので、これからもそういったことで、本人自身も明確に自分がどういう仕事をす

るのかということを分かった上で応募をし、我々もその人間がどういった人材であるか

ということを十分に精査をして採用していくと、そういう意味ではよりよい人材の確保

ということを大前提に、これからも進めていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、副町長からありましたように、人材の確保というのは本

当に非常に大事なまちづくりの形だと思います。十分に認識していませんけれども、地
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域おこしの採用に関してもドラフト制とか、そんなことを取り入れている町村もありま

すから、応募する方と採用する町、自治体がマッチングするような方法という部分もそ

ういう形でありますから、我が町も工夫しながらいい人材を確保することによって、ま

たいい人材が地域に住み着くと、そんな循環になるかと思いますので、その点含めて、

またそういう視点でよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、45ページのふるさと納税推進事業の部分になりますが、この部分で節の部分で

８の旅費が去年は490万ぐらいで、今年は315万7,000円という形で見えますけれども、

非常にこの事業については事業総体が大きい事業ですから、８億の事業ですから、旅費

としては小さく見えますけれども、かなり行政全般の旅費の支出の中では突出している

ことになっているかなと思っています。 

  一概に言えない部分だと思いますけれども、一部の町村においては、例えば飛行機代

とかそういう部分については、チケットの一元管理とか、そういう形で総務課か財政課

かちょっと分かりませんけれども、部署分かりませんけれども、やっぱりチケットの一

元管理をしながらとか、それから時によってはマイルの一括管理で少しでも町にとって

効率的に財政を運用するとか、そういう部分も見受けられると思いますけれども、今後

やはりそういうことも必要なのかどうか、十分ちょっと職員の立場になるとどっちがい

いのか分かりませんけれども、こういうことも一つあるかと思いますし、特に突出して

いる部分について、主な支出、旅費の支出の主なものについて併せて説明してくれれば

ありがたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 新井主幹。 

○新井英次郎企画財政課主幹 財政担当のほうからご回答させていただきたいと思います。 

  現状、道外の出張の部分につきましては、航空券につきましては実費になっておりま

す。ただ予算要求をする段階では基本料金で要求していただきますので、実際は予算よ

りも実績は下がってくるものかなと思います。 

  また、委員がおっしゃられるように、一元管理等その辺は今までちょっと検討してき

ておりませんけれども、今後その辺、検討する余地があると思いますので、検討課題に

していきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 ふるさと納税推進事業に係る旅費の算定の部分ですけれども、

前年度より落ちている理由としまして、実際、今、財政主幹のほうから説明ありました

が、旅費の飛行機の実費分が一番大きいということで算出しています。 
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  基本的には算定は、まず旅費の部分で飛行機の定額分を予算で算定しておりますけれ

ども、実際この部分でふるさと納税一番大きいのはまるごと見本市で、多くの、ふるさ

と納税担当だけではできませんので、企画財政課だとか各課で関係する担当の方たちを

一緒に応援として行っていただいているので、その部分の東京に行く旅費が大きいとい

うふうに考えられますので、今までは実際は例えば飛行機代が実際片道３万、４万円で

したらその部分で算出していたんですけれども、実際はいろいろ工夫していまして、な

るべく先に飛行機を取って、例えば早く取れば２分の１以下の料金とかになりますので、

そういうのも加味しまして、令和２年度につきましては、ちょっと予測して決算に近い

ような金額で予算計上しているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今の説明で、そのことについては分かりましたので、そうい

うことでやはり財政は別にしましても、それが職員の旅行、工程の中に負担になるとい

う部分が出てこない範囲は、やはりそういう形で対応していただければありがたいと思

いますし、僕も早割とかそういう制度を活用できる部分、スケジュールが分かっている

部分については、そういうことで対応するとかなり抑えられたのかなと。そんなことも

含めてご理解しました。 

  次に、47ページ、高度情報通信経費の部分をお願いしたいと思います。 

  ここで13の使用料及び賃借料が、この事業では今後どういうふうになるかちょっと分

かりませんけれども、道路使用料とか、それから電柱共架料とか、そのあとは通信の保

管料とか、地下管路の使用料とか、つつあって、500万ほどこの部分について出てきて

いますけれども、これについては全ての賃借料、使用料含めて恒久的な支出になるのか、

ちょっと確認しておきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 岩隈主査。 

○岩隈亘史企画財政課主査 ただいまの委員の質問にお答えいたします。 

  高度情報通信経費、ご指摘のとおり光回線の部分が多くありますけれども、13の使用

料賃借料の部分、まず上から説明しますと、道路使用料でありますが、これは光回線と

は実は無関係のものでして、既存のＦＷＡの基地局に向かうための道路が民間所有のも

のですので、そこの使用料というところになっておりまして、これは恒久的なものと予

定しておりません。 

  続いて、電柱共架料339万9,000円でございますが、こちらは光回線の共架料というと

ころでございます。内訳としては、ＮＴＴ電柱が1,200円で2,200本、北電の電柱が１本
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900円で500本というふうなものの積み上げとなっております。 

  続いて、次のページの一番上の通信設備設置保管料でございますが、これも光回線に

関わるものでございまして、町で設置した光回線設備をＮＴＴの局舎に保管しなければ

ならないと、そちらの設置の保管料というふうなものとなっております。 

  続いて、地下管路等使用料についても、これは光回線のものでございます。道路の下

の管路ですとか、橋梁の管路、こちらがＮＴＴの所有するものに町所有の光回線を通さ

せてもらう、そのための使用料となっております。 

  電柱共架料、通信設備設置保管料及び地下管路等使用料については、今後恒久的なも

のになってくると、そういうものでございます。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） これからやっぱり事業をやると必ず財政の負担、特に建築物

等については負担になるかなと思います。そういう部分を含めて、町民の方にやっぱり

きちっと今年時の財政負担も含めて、何らかの形で周知できれば、町のほうの動きがよ

く見えるのかなというふうに思っております。 

  次に、49ページの役場庁舎等管理経費、この部分について、ちょっと僕もどの段階で

確認したかったかなという部分についてちょっと分からなかったものですから、場所違

いだったら大変申し訳ありませんが、今、庁舎等管理規則という規則があると思います。

これについては庁内のポスターとか、広告とか、そういう掲示の関係を一定程度規制す

るという部分でなされている部分ですけれども、この規制状況をちょっと僕はあまり状

況よくないなと、新しい建物についても掲示板とかあまりない、わっかでも大きな掲示

板がなくて、好き勝手に貼られていたり、そういう部分がありますし、それから逆に言

えば貼ればいいという問題じゃなくて、乱雑に貼ることによってなかなか周知がされな

い、そんな部分を含めてとか、意味合いがないとか、そんな部分がありますから、この

管理というのはきっとこの規則に基づいてきちっと対応していかないと、本当にどこで

も勝手に貼ってしまうかなというふうに認識しています。 

  ですから、この庁舎管理の規則の第４条でそのような使い方している部分について、

適正にして、庁舎の適切な管理という部分で大事にしていかなければならないし、こん

なこと含めて、この点について事前に通告しておこうかと思って、ちょっと予算書の配

付と僕の点検するタイミングがうまく合わなくて、先に通告しておけばよかったんです

けれども、ちょっとできなかった部分ありますけれども、この辺についてやはり掲示板

は適切にしながらとか、その目的をしっかり対応しながら対応していくような、やっぱ
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り庁舎の掲示板の在り方とか、それから例えば許可についてはいつまでこの分をすると

か、ほかの町村によってはその辺きちっと管理されているところがありますけれども、

そこら辺について対応して、どのような形で今後対応するのか、今まではそういう形で

管理ちょっと不十分ではなかったかなと認識していますから、そんな感じております。 

  当然、役場の顔であります玄関の入り口についても、やはりたくさんものがあればい

いじゃなくて、分かりやすいやっぱり掲示なり展示、管理を含めて必要だと思いますの

で、この整理整頓も含めて考え方と、今後の方針あればよろしくお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（伊東久子委員長） 答弁できますか。 

  暫時休憩します。 

（午前 ９時４７分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 再開いたします。 

（午前 ９時４８分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 企画課のほうから先ほどの江波戸委員に対して説明をした

いということで、松岡課長。 

○松岡秀行企画財政課長 私のほうから１点、先ほど江波戸委員さんのほうの質問の中で、

やはり恒久的に光ですとか、使用料ですとかかかってくるんじゃないかと、やっぱりそ

の辺のところは予算を預かるものとしてしっかりやるべきだというご意見かと思います。 

  それで、今回の光の進め方でありますけれども、かかるものはかかってお支払いしな

ければなりません。それは先ほど岩隈主査のほうから答弁させていただいた部分でござ

います。以前に委員会のほうでも若干説明をさせていただいたかと思いますけれども、

これは公設民営という形になります。財産は町のものになります。その中において北電

柱を借りるですとか、ＮＴＴ柱を借りるですとか、それについてはお支払いをしなけれ

ばならない。 

  ただし、うちの財産を逆に今度ＮＴＴ東日本が運営していくわけです。私たち自営柱

を建てています。それらについての使用料含めて、町のほうに歳入として入ってくると

いうことでございます。 

  現在の進捗でいきますと、４月１日から先般、地域のほうに入って説明をさせていた

だいて、４月１日からそれぞれの農家さん含めて糠平の方たちの意向を確認して、件数

が今度決まってまいります。 
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  今、考えておりますといいますか、ＮＴＴのほうからの利用料ですね、どのぐらいに

なるのかということで試算を頂いておりますけれども、１件につき800円から1,000円ぐ

らいは頂けるんではないかと。それは今ちょっと幅があるということで、今現在見てお

りますのが250世帯ほど見ておりますので、それが今度掛け算になってきますと200万円

から250万円が最低です。町のほうの歳入として入ってくるということでございますの

で、その辺のところをしっかり見通しを立てながらやっていきたいと。払うものは払う、

頂けるものは頂けるということでご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 副町長。 

○千葉与四郎副町長 公共施設の先ほど掲示の関係でのご質問がございました。 

  実は私もこれまで課長会議等で実はお話をさせていただいたことがありますけれども、

いわゆる募集期間が切れたものとか、イベントの周知であれば、イベントが終わってい

るのにいつまでも同じポスターが貼られているというようなことも実際にあったり、あ

るいは掲示板以外のところ、役場庁舎あるいはわっか等もそうですけれども、べたべた

と貼っていると。 

  中にはカウンターの下にも相当数の今ポスターが貼られていて、これは掲示という周

知をするという目的はもちろんあるんですけれども、庁舎管理上の景観もそうですけれ

ども、庁舎管理上の問題も実はそこに発生をしているということもございまして、何回

か私のほうから注意をしたということも実際にございますので、この辺はそれぞれ公共

施設を管理している部署が違う部分もありますけれども、全体的な問題として、今後そ

ういったポスター等の掲示に当たっての場所の問題ですとか、あるいは期間の問題です

とか、一定の何らかの基準がないと徹底できないということもございますので、それに

ついては検討させていただいて、そういったできるだけ基準に沿って掲示をしていくと

いうことをこれから検討させていただきたいなというふうに思いますので、そういうこ

とでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 今の件についての質問は終わりですか。 

  じゃ、次の方。 

  野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 61ページになるんですがよろしいでしょうか。 

○委員長（伊東久子委員長） 60ページまでです。 

○４番（野村恵子委員） 関連だと思うんですけれども、高齢者運転免許証自主返納のこ

となんです。 
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○委員長（伊東久子委員長） 局長。 

○船戸竜一議会事務局長 一応60ページで切ったというのは、目の企画費までというふう

にさせていただいておりますので、その件については次のページ数に入ったときに質問

していただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

○委員長（伊東久子委員長） そのほか39ページから60ページまで質問ある方。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 51ページの旧高校住宅解体事業ということで、これは多分消防

庁舎を新しくすることによって実施される事業だと思うんですが、教員住宅も何戸があ

ります。それで、全部壊すのか、あるいは何戸か残るのか、あるいは土地の購入につい

てどういうふうになっているのか、事情をご説明いただきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 鈴木主査。 

○鈴木隆嗣総務課主査 斉藤委員の質問にお答えいたします。 

  旧高校住宅の解体事業につきましては、消防庁舎の建設予定地、今、公用車が止まっ

ている町有地の北側になりますけれども、そこを今、道の土地になっているんですが、

約半分を分筆して、南側にある方に今３棟４戸の住宅がありますが、こちらを今年度中

に道教委のほうから買い取った上で、４月に入札を行って、４月から６月ぐらいの間の

工期で解体する予定としております。 

○委員長（伊東久子委員長） 斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 今の土地を分筆をして、全部の面積ではなくて取得するという

ことの理解でよろしいんでしょうか。 

○委員長（伊東久子委員長） 鈴木主査。 

○鈴木隆嗣総務課主査 今、道のほうで、地番で言いますと３線240番地の36という土地

が高校の教員住宅のある敷地となっておりますけれども、そのうち2,070平米程度を既

に分筆、こちらのほうで測量かけて分筆しております。この分筆の登記が終わりまして、

今現在、道教委のほうに土地と建物の譲渡及び購入の申請のほうを出していまして、現

在、道教委のほうでちょうど決裁が回っているような状況になりますんで、それが完了

しましたら所有権の移転を終わらせて、正式に建物を買い取って、新年度から解体とい

うことで進めていきたいと思っております。 

○委員長（伊東久子委員長） 斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 次に、57ページの移住促進・二地域居住事業の中で、今年度か

らだと思うんですけれども、移住支援ということで予算が200万円ほど組まれています。

この中身についてお聞きしたいと思います。 
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  平岡主査。 

○平岡崇志商工観光課主査 移住の中の移住支援の事業ですけれども、さきの２月21日に

開催しました総務文教委員会の公開のときにも話させていただいた内容でございまして、

首都圏の在住される方がこちらのほうに移住される場合に、移住に対しまして北海道で

開催していますマッチングサイト、仕事のサイトを通しまして、そちらのほうを経由し

て移住された方に対しまして移住支援金を交付するという事業になっておりまして、１

人最大100万円の交付がございます。その部分の２件分ということで200万円を要求して

おります。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） そのほか質問ありませんか。ほかの方。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 45ページのふるさと納税推進事業という中の返礼品の発送等の

部分で質問したいと思うんですが、返礼品については諸経費も含めて50％以下というこ

とに今なっているということなんですけれども、発送経費については、上士幌はかなり

の発送をしているんで、割引というのか、そういう料金等で発送できている部分もある

のかなということで思ってはいるんですが、そんなことで発送経費がどのように縮減と

いうか、経費分の縮減に努められているのかということと。 

  それから、ふるさと納税の仲介サイトのさとふるで、昨年実証実験をやっていて、一

括ふるさと納税の取り扱いの多い首都圏に、一括して１回まとめて送って、各町村そう

いうふうにやっているところの返礼品を、また再度そこから一括してまた配送するとい

うようなことで、15％から20％ぐらい発送経費の縮減につながるというようなことの実

証実験がされたというようなことの報道がされていましたけれども、そういう部分も含

めて、この発送経費の縮減ということについて、どういう対応をされているかというこ

とをちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 まず、発送経費につきましては、ここの部分である委託料に

ついてですけれども、まず調達する特産品の経費とあと送料も含めて委託してございま

す。 

  まず、経費の５割の経費率の関係ですけれども、基本的には集めた寄附額に対しての

５割ということで、そこには当然調達率だとか送料だとか、あと広告も打ったときには

広告費も含まれるということでなっているんですけれども、その部分で発送、今、委員

おっしゃるとおりに発送経費というのも結構大きな部分ですので、その経費を削減する
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ということで、５割以下に抑えるという考え方もあるんですけれども、実際契約の中身

としまして、当然送料分というのも含めて設計して委託しているわけですけれども、そ

れぞれの特産品の大きさによって送料を決めて委託しているわけではなくて、基本的に

は計算上では一律の送料ということで平均した送料を積算して委託に含めています。 

  ですので、そこら辺は今、中間業者２社にお願いしていますけれども、中間業者のほ

うで企業努力として送料を下げていただいている。例えば大口契約、もしかしたらして

いるかもしれませんし、そういうことで経費のほうを削減しているというふうに思って

おります。 

  さとふるのほうで一括して送るということで、全体的な経費を下げているという部分

あるんですけれども、そこら辺はこちらのほうでも調べて注視していかなくてはいけな

いんですけれども、うちとしては中間業者にいろいろ協力していただいて、いろいろ試

行錯誤した上で、送料部分につきましてはなるべくかからない方法でやっていただいて

いるということで認識しているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） そんなようなことで委託されている業者とも連携をして、縮減

というようなことになるように事業を進めていただきたいなというふうに思います。 

  それから、ちょっと違うことに57ページになりますけれども、一番下の最後の事業で

東京たいとう・すみだ連携交流事業ということで、十勝町村会18町村とこちらのほうと

交流事業を開始するということでの負担金というようなことになりますけれども、具体

的に今年スタートするということになりますけれども、上士幌町に関わって関係する部

分で事業をこういうことで進む予定があるとか、あるいは18町村でこうなんですという

ようなことの事業が、どう展開されるかということの今の時点で分かっている範疇で結

構ですので、お知らせいただきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 ただいまの東京たいとう・すみだ連携交流事業につきまして

ご説明いたします。 

  委員のおっしゃるとおり、今年十勝の町村会と東京23区区長会のほうから平成29年に

打診がありまして、こういった連携事業をやろうということで、十勝町村会全体の町村

合意の下、進んでいるところでございます。 

  令和２年は初年度ということで、今町村会から来ている情報によりますと、特に食と

いう部分でたいとう・すみだと交流をまずは深めていこうというところで、スタートの
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年ということで実施したいということで連絡があったところでございますけれども、上

士幌町として具体的に町として取り組むというところはまだ確定しておりませんので、

18町村と足並みをそろえながら、どういった取組を進めるかは今後また検討していきた

いと思います。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） それでは、ここで15分間の休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせをいたします。 

（午前１０時０３分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１０時１３分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 総務費の39ページから60ページまで、企画費までの質疑を

行います。 

  質疑ありますか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 46ページの企業版ふるさと納税について質問いたします。 

  これから多分この納税金について、町の政策の中で重要な柱になってくると思うんで

すが、どのように進めていくのかをまず質問したいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 企業版ふるさと納税につきましてですが、まず令和２年度に

ついてはパンフレットの作成業務について予算計上させていただいております。 

  まず、本町の企業版ふるさと納税を活用して進めていきたい事業を企業側に知ってい

ただくために、まずその内容、概要を載せたものと、また本町の概要を分かるようなパ

ンフレットを作成しまして、それを基にＰＲに活用させていただきたいと思っておりま

す。 

  また、その資料も使いまして、国または民間で実施していますマッチングのセミナー

等もありますので、そちらのほうに参加させていただいて、企業側にアプローチしてい

きたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） パンフレット自体はもう予算組んでいますので、早急に多分年
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度初めからいくと思うんですが、パンフレットにどういう中身を載せるかというのは、

ちょっとまだまだ検討を要することなのかなと思うんですが、例えばこれは戦略プロジ

ェクトの中にもあるように10社ほど、今年度から令和６年度まで10社ほど見たいと。そ

の中に今既に動いている事業もあるんですが、例えば今、検討中のＭａａＳとか自動運

転とかいろいろ、あとマイクログリッドはまだちょっと保留になっていますが、そうい

うことも全部含めてパンフレットに入れてしまうのかと、それによって多分この事業に

対して企業が補助しますよという形で、多分いくんだろうと思うんですが、そういうふ

うになるのかどうかと。 

  それと、これは私の情報なんですが、今年度末になかなかこの事業があまり広まらな

かったと、さらに５年間延長になり、企業にとっては納税額の９割まで、拡大されて９

割まで軽減されると、企業にとっては減免がされますので有利なのかなと。そういうこ

ともありまして、そういう企業側とマッチングして町が事業をするときに、本当に必要

な事業になって行くのかというのもちょっと心配です。 

  パンフレット作って、どこどこの会社がこれにいいですよとなった場合に、こっちの

事業がまだ進んでいないときに、例えばおでかけ対策はこれから質問、次に質問しよう

と思っているので、その中にまだ決まっていない事業もあるのに載せちゃうと、この事

業に対していいですよとなった場合に、納税金が優先されちゃって、それに町の事業が

乗る形で行くんではないかなというのが心配されます。 

  それともう１点は、企業がよくいわれている、過去にもあるんですが、企業が町に補

助金出したことによって、企業との癒着が、癒着といいますか有利なように働いていく

んではないかなという心配もされています。 

  その辺について慎重にしたほうがいいのかなと思って質問させてもらいましたが、先

ほど言いましたパンフレットに載せる事業をどうするのかと、まずその件について質問

いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 まず、パンフレットに載せる事業につきましては、今この再

生計画を国のほうに申請しているところで、まだ認定、今後３月末に認定の連絡という

か、報告が来る予定ではございますけれども、基本的には総合戦略に登載されている町

が進める地方創生に関わる取組について、地域再生計画のほうに反映させていただいて

おります。 

  その中の全てを企業に求めることはもちろんできませんので、町のほうである程度絞

らさせていただきましてパンフレットに載せていくんですけれども、もちろんそちらに
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ついては詳細について、具体的なことをある程度お示ししないと企業側が共感を持てな

いというか、その趣旨に賛同されないので、そこのほうは協議を進めていきたいと思っ

ております。 

  今、委員のほうでご指摘がありました企業とそういうふうにタイアップすると、その

企業のほうに有利に動くのではないかというお話なんですけれども、まずこの企業版ふ

るさと納税活用するに当たりまして条件がありまして、まず企業側がこの寄附をしたか

らといって財政的なメリットというか、財政的なものを求めたりしてもいけませんし、

また町のほうが進めていきたいものとはまた別の方向に行くんじゃないかというご質問

もありましたが、基本的には地域再生計画に登載されている計画じゃないものを企業版

ふるさと納税を活用するということもできませんので、その部分についてはないのかな

というふうに考えております。 

  この制度としまして、基本的には企業側のメリットは町からお金もらいたいとか、そ

ういうことではなくて、企業としてのＰＲ効果、社会貢献の社会的評価の向上だとか、

当然税の負担の控除、控除というか税負担軽減はありますけれども、そういった部分も

大きいので企業としてのメリットと、町の地域創生を進めるのに当たって、そういう企

業からの支援を頂くことによって進められるということもメリットはありますので、そ

ういった部分が新たなパートナーシップとして構築して、お互いのメリット、ウイン・

ウインで進めていけるんではないかと思っております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 先ほど言いました総合戦略に載っているものを中心に、再生計

画に国のほうに申請していると、その中にはたしかいろんなまだ未定の事業も含まれて

いますので、その中で例えば先ほど言いましたＭａａＳ、自動運転も多分そこに含まれ

ていくのかなという気もしますが、その辺は慎重にパンフレット作ったにしろ、実際に

寄附金を受けるかどうかというのは、これから計画をつくりますよね、おでかけ対策の

ね。その中で一緒に進んでいかないと危険というか、二の舞は踏みたくないんですが、

町民の合意に基づいて事業を行っていかなきゃいけないと、その辺についてきちっと慎

重に行ってほしいと思って、いずれまたおでかけのときにまたこのことについては関連

して質問したいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

  答弁があればお願いいたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 答弁よろしいですか。 

  山本主査。 
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○山本敦志企画財政課主査 今、山本委員おっしゃられるとおり、この部分については、

慎重に議論させていただきまして、何が町にとって必要なのかも含めて、総合戦略の計

画と照らし合わせて進めてまいりたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 39ページから60ページまで。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 59ページの総合計画の策定事業でお伺いしたいと思います。 

  昨年も総合計画策定調査業務ということでアンケート調査を実施しております。残念

ながらこのアンケート調査については、回答率というんですかね、それがあまり高くな

かったのかなというふうに承知をしています。 

  それで、今年も総合計画策定アンケートということで予定がされて、予算も計上され

ていますが、現状、今現在でどのような実施方法をお考えなのかお聞きしたいと思いま

す。 

○委員長（伊東久子委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 次年度総合計画策定事業についてですが、まず２か年で策定

事業を行う形になりますけれども、令和２年度は主に調査というところがメインになる

かと思います。 

  調査の具体的な方法については、今後、次年度調査業務を委託する形になると思いま

すので、その中でしっかりと内容を検討してきたいと思いますが、主に若年層の意見交

換というところは、今回少し重点的に実施していきたいとは考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） 斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） ここからは要望なんですけれども、せっかく策定する総合計画

ですので、より質問項目もその後の計画立案に生きるような、より町民の声が反映され

るような質問項目にしてほしいということを要望して終わります。 

○委員長（伊東久子委員長） 要望でよろしいですね。 

  ほかありませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 51ページの町有財産管理経費です。 

  50ページからつながりますけれども、この中の13の中に道の駅の用地の借上料という

160万、これは道の駅の旧共成レンテムの跡地の借り上げ等かなと思うんですけれども、

それ以外あったらまず教えてほしいんですけれども、何とか努力してこれを取得する方

法はないのかなと常々建設当時からきっと考えていたと思うんですけれども、長年これ
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を支払いをしていくとしたら、やはり町民的に見ても効率性があまりよくない賃借の仕

方かなというふうに認識してきます。 

  ということは、もう既に施設用地については、町で整備しながら観光、それから地域

産業等含めてに活用するという部分ですから、これについてどのような形で、これはこ

のままずっと契約をしてしまったという部分かもしれませんけれども、努力しながら町

有地に何とか買っていただければ、ここら辺の支出負担が少なくなるのかなと思います

けれども、これについてちょっと情況についてお願いしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 杉原課長。 

○杉原祐二商工観光課長 こちらの部分、道の駅の経過の部分でございますので、商工観

光課よりご回答したいと思います。 

  委員、今ご指摘のとおり借用という形で長期にわたって借りるというような契約をさ

せていただきまして、債務負担行為を起こさせていただいているところでございます。

私どももできれば取得したいというような形で交渉はしてきた経過はございますけれど

も、地権者の方の意向が借地でという形で、現状今こういう形で契約をさせていただき、

借り上げをしているというところでございます。 

  また、事情が変わりましたら、またそういったような形の交渉も進めてまいりたいと

いうふうに思います。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  ほかありませんか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 55ページの生涯活躍のまちプロジェクト事業についていたしま

す。 

  委員会のときも説明がありましたのでダブった質問は避けたいと思っていますが、委

託事業に関わる質問をしたいと思っているんですが、委託事業に関わってそれぞれの課

がありますね。これは保健福祉課、教育委員会とか、それに対してきちんと綿密に連絡

取りながらやっていってほしいと思っているんですが、その辺の質疑と。 

  それから、これ新しい事業だと思うんですが、よく再度見ましたら、仕事、学び、遊

び体験プロジェクト事業というのがあるんですが、それはどういう内容なのか質問いた

します。 

○委員長（伊東久子委員長） 福原主幹。 

○福原英範企画財政課主幹 ただいまの山本委員の質問にお答えします。 

  まず、生涯活躍のまちプロジェクト事業に関わる委託事業の各課連携の取組について
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でございますが、それぞれ包括ケアの充実ですとか、生涯活躍の場の創出、充実、それ

から健康づくり、様々な関係部署ございますので、当然まちづくり会社、そしてまた関

係部署と連携を密にしながら取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、仕事、学び、遊びの体験プロジェクトでございますが、ただいま昨今非常に人

手不足というのが背景にございますので、実際に人手を求めている事業者の方々と協力、

連携図りながら、実際に具体的な仕事というものを体験してもらうと。それから、例え

ば酪農業ですとか、それからパン作りといった事業者の製造業ですとか、そういった仕

事を体験していただくと。 

  それから、さらに学びというところですが、主にこれはまちづくりカフェのあすわが

ミーティングというのがございます。こうした課題解決の場のコミュニティーの場に実

際に参加していただいて、皆様と話し合いをしていく中でネットワークをつくっていく

と。 

  そして、また遊びという要素は、町内にたくさんございますので、そうした３つの要

素をパッケージにして、例えば都会の方がある一定期間、１か月程度町に来て体感して

いただくと、そうした中で、実際の生活、リアルな生活というものを感じていただきな

がら、町の魅力を体感していただいて、将来的な移住につなげていくといった狙いで行

うものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） そうしますと、これはもちろん移住促進のための方々が来たと

きに対するパッケージ事業として見るのかということと、それから仕事の関係、学びの

関係は分かる、遊びの関係、特に遊びにこだわるんですが、遊びというのは、私がちょ

っと想像するのは、この間、昨年ですか、クリスマスコンサートをやったときに、あそ

こに子供たちが遊んだり集ったりする場があってよかったなと。 

  あとは、高齢者が今のところないんですが、高齢者がそこに集う場所があるといいな

とか、そういうことも含めた地域の方々との触れ合いを含めた形で、そういう遊びのこ

とをやってほしいなという要望があるんですが、そうじゃなくてパッケージだったら、

私が勝手に想像して申しわけないんですが、こんな遊びを町内でできるよとか、そうい

う形に取れてしまうんですが、そうではなくて、それもそれとして必要なんですが、地

域の方々、子供を含めて、私、特に高齢者と子供たちが触れ合うというのはすごくいい

と思うんですが、そういうふうにしたときにこういう遊びができるよということも一つ

の課題といいますか、項目に入れながら進めてほしいなと思って、それはわっかはちょ
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うどいい場所ですので、通りすがるけれども、何か通り過ぎちゃうので、ぜひ足運んで

もらうような形で、仕事、学び、遊びというものをぜひ宣伝してほしいと思って質問さ

せてもらいます。 

  その辺含めて、先ほどの答弁ではちょっと私のイメージとは違うのかなと若干思った

ものですから、それも含めて、ぜひ検討課題にしてほしいと思って質問させてもらいま

した。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 福原主幹。 

○福原英範企画財政課主幹 こちらの体験プロジェクトプログラムに関しましてですが、

最終的には移住といったもの、移住していただくというところがゴールといいますか、

最終目標であるかもしれませんけれども、もう一つの視点としまして、やはり関係人口、

新しい第２期の総合戦略の新しい視点でございます関係人口の創出拡大というのもござ

います。いきなり移住ということではなくて、いろんな様々な方が入れ替わり立ち替わ

り町に来ていただきながら、町のことを徐々に知っていただいてと、またそういうとこ

ろの中間の政策的な意味合いでのプロジェクトというふうにご理解いただければと思い

ます。 

  そして、遊びという要素の部分でございますが、例えば遊びでいいますと、いわゆる

アクティビティーだとか、バルーンだとかいろいろございますが、そうしたものに加え

て、委員おっしゃるような子供の遊びですとか、そういったものの関係については、特

に学びという要素と関係があるのかなというふうに考えております。 

  コミュニティーづくりといったものの中で、そうした遊びの要素も含めてトータルに

メニューを取り入れていくといった方向で検討しております。 

  以上でございます。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 46ページになります。ふるさと納税推進事業の中の13番システ

ム使用料、これ昨年より250万円ほど増額ということで上がっていますけれども、これ

は多分以前説明あったシステムのことを指しているのかと思うんですけれども、これに

対しての再度説明と費用対効果ということも含めまして、質問させていただきたいと思

います。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 まず、システム使用料ですけれども、増額となった要因とし
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まして、消費税増税もしていますので、その部分で増額になっているという部分あるん

ですけれども、また独自サイトを昨年の10月に開設させていただきまして、その部分の

経費もプラスアルファ、プラスされている状況にもございます。 

  ただ、令和２年度に実際は今使っている特設サイトとは別のシステムなんですけれど

も、寄附者の管理システムというものがありまして、それは寄附者の金額の情報だとか、

特産品の発送の情報だとかを一括で管理しているものがあるんですけれども、こちらの

ほうも委員会のほうでは説明させていただいた部分はあるんですけれども、その部分が

今、もう４年、５年たっていまして、実はもともと使ったシステムが数十万件耐えられ

るものではなくて、それを改修、改修しながら進めているんですけれども、その部分を

令和２年度に新たに構築したいというふうに考えています。構築するまでにそのシステ

ムを当然並行して利用しなくちゃいけないので、その部分の経費も２年度についてはち

ょっと増えているのかなということで積算してございます。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  ほか、なければ。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 52ページから３ページにかけて、ふるさと会の交流推進とい

う部分に係るかちょっと確認できなかったんですけれども、先ほど、たいとう・すみだ

連携交流という部分で、新たなメニューで都市とそれから我々地方との交流の一つのき

っかけづくりになるのかなというふうに認識していますから、これにかけて、やっぱり

うちの町の一つの大きな方針は都市との交流、都市からの風とかそういう部分ではきっ

とあると思いますんで、やはり先ほどまだ具体的な戦略という部分か、それはまだメニ

ュー化されていないというのがありますけれども、独自のやっぱりメニューを持ったほ

うがいいなというふうに認識していますけれども、うちのまちもかつては海外ではカナ

ダのスレイブレイクとか京都の京丹波とか、交流町村なり友好町村の取組をしながら一

定程度交流町村との部分ですけれども、今後、管内を見ますと多くのまちがそういう交

流をしながら、災害のときの手助けとか、いろんなこれからきっと関係人口とか、一つ

の第二次総合戦略の一つの目標である、そういう部分にもつながっていくとか、そうい

う部分がありますから、こういうふるさと会的な、第二のふるさととか、そういうこと

を目指した交流の仕方もこれからは出てくるのかなというふうに認識しております。 

  そんな意味で、海外は別にしましても、子供たちも結構行ったり来たり、それから丹

波についても行ったり来たりとか、一部町民の方も行ったり来たりとか、そういう部分
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もありますから、これについて、やはり一つの戦略の一つとしてこういうことを検討す

るという段階でもあってもいいのかなと思っていますけれども、この辺について考え方

があったらちょっと含めてお話しいただければと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 松岡課長。 

○松岡秀行企画財政課長 改めて貴重なご助言だと思います。 

  私もここまで来まして、やっぱりこういう町民が一緒になって交流していく、視察に

行く、大切なことだと改めて思っているところもございます。これはどうしても遡りま

すと予算の関係がどうしても出てきていたかと思います。それで、やむを得ずこういっ

た事業も取りやめてきたのかなというふうに思いますけれども、委員おっしゃるように

改めて再考して、そういった機会を考えてもいいんじゃないのかということでございま

すけれども、私も予算が許せば、どの規模でできるかというのはありますけれども、こ

れはまた理事者の考え方があろうかと思いますけれども、総括のほうでもあるのかなと

思いますけれども、予算が許せばあってしかりかな。 

  やはり、海外研修もその思い出として先輩たちが行った、この人たちと行った、そし

て帰ってきて、それがまた一つのまちづくりにつながっているという事例があろうかと

思います。 

  丹波町とも、私も教育委員会にいたときに子供たちを連れていった、あるいは青年、

あるいは女性部、一緒になって行きました。その辺のそこで刺激を受けて、考え方がで

きたり、あるいはそこからまた起点になって、人づくりができたりということは非常に

貴重だなというふうに思うところでございます。 

  改めて理事者とも検討しながら、次につなげていきたいなと思うところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、課長から言いましたように、町村合併等の財政問題シミ

ュレーション的に将来厳しくなるという状況だったのがありますけれども、今、町も都

市との交流含めて関係人口含めてとか、もう少し身近な交流という部分を一つのまちづ

くりの支えとしながら、対応していただければと思っています。 

  次の質問になりますけれども、行政でできない事業とか、これからどう対応していく

かとかという部分を含めて、まちづくり会社の根幹がそこから発生したんだなというふ

うに認識しております。 

  そんな意味で、まちづくり会社、上士幌町の創生地域プロジェクト事業の中に大きな

事業を抱えながら推進していくという部分については、僕も認識しますけれども、この
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財源の今後の将来ということも考えながら対応していかなければならない時期に来てい

るのかなというふうに認識しているところであります。 

  ですから、町が地域創生交付金等を活用しながらとか、それ以外の単独戦略をこれか

ら考えいかなならない時代になってきているかと思いますけれども、そういう時代です

から、ぜひここら辺について、将来どういうふうに支援していくかというのをそろそろ

見える時代に入るかなというふうに認識しておりますんで、この辺、ちょっと町民の不

安もありますし、我々も財政、いつまでも支援できるか、いつまでたったら自立できる

かとか含めてあるんですけれども、そろそろ少しずつ点検していく時期だと思いますか

ら、この辺についての考え方ありましたら、方向性もありましたら報告をお願いしたい

と思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 福原主幹。 

○福原英範企画財政課主幹 まちづくり会社の今後についてでございます。 

  ３年間推進交付金を活用して事業を推進してまいりまして、また第２期という形で、

さらにまた今申請中でございますが、交付金を活用した事業展開を進めるという予定に

なっております。 

  今現在、まちづくり会社のほうでこれまでの取組、そして今後の財政的なことも含め

た経営計画というものをつくっております。その中で検証していきながら、今後の３年

間、もしくは５年間の事業計画を含めた経営計画を明らかにしていきながら、例えば委

託の在り方ですとか、その辺も含めて精査していく予定となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） その中で、やはりきちっと精査していくということが間違い

なくしていただきたいと思いますけれども、やはり支出状況とか効率という部分をまち

づくり会社に投資している町、役場の責任とか、役員を派遣している責任を、きちっと

チェックしながら効率よい運営をしていかなきゃならんかなと。 

  僕はどう見ても今までやってきた中では少し華美な広告の仕方とか、対応はあるのか

なという認識はしていますんで、それは僕の勝手な見方かもしれませんけれども、やっ

ぱり自立していくための戦略も頭に入れる時期だというふうに認識していますんで、そ

ういう形でお願いしたいと思いますし、これに係って町の監査の対象になる組織なのか

ちょっと確認したいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 福原主幹。 

○福原英範企画財政課主幹 事業の内容の精査、もしくは事業費の精査とかいろいろある
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と思いますが、そちらのほうについても先日の委員会でもご指摘いただきました。その

辺の単価の在り方も含めて、当然経営計画の中でも検討してまいりたいというふうに考

えております。 

  それと、経営状況の監査の件ですが、当然町としても委託しておりますので、委託事

業について精査をしながら当然委託料を払っておりますので、そうしたものは書類等々、

そしてまた当然日頃から綿密に連携してやっておりますので、その辺の書類のことも含

めて、町のほうでチェックしながら進めているという認識でおります。 

  以上でございます。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかの方は質問ありませんか。 

  野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 町営駐車場管理経費のことでお伺いいたします。 

  前年度から見ると今年度の予算がちょっと少ないんですが…… 

○船戸竜一議会事務局長 すみません。ごめんなさい、それも交通安全対策費ですよね。 

  企画費までということでお願いしていいですか。 

○委員長（伊東久子委員長） 次に進んでいいんですか。 

  質問あるんですか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 59ページのジャパンイノベーションチャレンジ開催支援事業

についてです。 

  この部分については新聞等、それからまた現地の状況等について、町のほうの情報も

ありますけど、本当にこの実行委員会ではメイン企業がきっとあったりすると思います

んで、そういう部分の支援という部分についても慎重にやっていくか、やらないか別に

しましても、一定程度この500万を投入すると、プラスアルファ使用料としての住宅の

借り上げも支援するという形の予算になっていると思いますけれども、ドローンによる

技術の活用というのは、うちの町で写真的にはニペソツ使ったりしていますけれども、

勢多山近辺でやっているのかなというふうに認識しております。 

  なぜ、上士幌で行うのかという部分を含めて、全国的に他町村でこのようなチャレン

ジ実行委員会が対応している部分があれば、ちょっと情報的に教えていただきたいと思

いますし、この技術の活用という部分について、どういうふうに対応するかというのは、

これきっと全国的な対応になると思いますけれども、我が町はいつまでこれを続けてい

けるのかなと。いく効果がどうなっているかなという部分について、僕はあまりそうい

う技術については日々、特にドローン技術は日々進んでくると思いますけれども、我が
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町がやる意義というのをなかなかちょっと分かりづらいところもあったりしますんで、

ほかの町村がうまくやっているとしたら実例とか、それからドローンの活用のほかの対

応を含めて、それからこれにおける500万を注入する効果、これについて過年度の部分

についてだけでいいですからお知らせしながら、また今年の効率よい事業の推進に向け

ていただきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 梶主幹。 

○梶  達企画財政課主幹 ジャパンイノベーションチャレンジ実行委員会の補助に対し

てのご質問でございますが、ジャパンイノベーションチャレンジについてのこれまでの

実績については、今ご承知おきいただいているのかと思うんですが、これまで課題を３

つ設けて、発見、駆けつけ、救助というところで、ただ課題の３つは変わらないながら

も、毎年それのハードルをどんどん高くして技術革新をというところで、当初のところ

から、夜の部を開催したり、また次年度につきましては、もう少し冬期間に近いところ

で、やはりドローンですとか、ロボットの今技術革新で一番問題となっているところが、

通信状況はもちろんそうなんですけれども、もう一つはバッテリーの持ちというのも非

常に課題だということを聞いておりますので、こういった冬期間の使用でどれぐらいバ

ッテリーが持ち、飛ばすことができるのかとか、そういったチャレンジをしたいという

ようなところも実行委員会のほうからは聞いております。 

  また、ほかの他町村の事例というところで言いますと、ジャパンイノベーションチャ

レンジ実行委員会としましては、上士幌町だけではなく、いろんな全国各地での実証を

進めていきたいというところで、次年度はつくば市において介護支援のロボットコンテ

ストも予定しているというふうに実行委員会からは聞いております。 

  この辺は上士幌町での実証実験で得た技術の進歩というところ、例えば実例を挙げま

すと、先般山梨県のキャンプ場のところで女の子が行方不明になるといった事例があり

ましたけれども、その際に上士幌町の夜の捜索に参加したチームが、そのニュースを見

た山梨県のほうからの依頼があって、行って、上士幌町で参加したチームが夜の捜索を

行って、発見には至りませんでしたけれども、捜索を行ったという事例もございます。 

  ですので、上士幌町によって行われているフィールドをもちろん全国ほかの自治体に

も共有してまいりますし、逆に今度つくば市で行われる介護の支援のロボットコンテス

ト、それで得られる知識ですとか技術というのを上士幌町のほうにもぜひ還元していた

だきたいと、そのように考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） ある程度年限を切って、その効果という部分についても、や
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はり効果が見える化をしておかないと、なかなか毎年毎年財源は別にしましても本当に

対応がよかったかどうかという、こういう部分も出てくると思いますんで、やはりきち

っと見える化を進めながら、効率が全国に及ぶか、町民に及ぶかは別にしましても、や

っぱり効果のはね返りという部分は必要になってくると思いますんで、その点を含めて

実効、きちっと町と連携取りながら、町の効果をやっぱり優先をある程度しながら対応

していただければと思っております。 

○委員長（伊東久子委員長） 答弁よろしいですか。 

  それでは、ほかの方ありませんか。 

  それでは、次に進みます。 

  総務費の60ページから70ページまで、ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金までの

質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  野村恵子委員。 

○４番（野村恵子委員） 町営駐車場の管理経費について、まず１点目なんですが、前年

度から見たら少し減っています。多分、町営の借り上げの分が減っているんだろうかな

と思うんですが、道の駅オープンに当たって、町営駐車場の場所がちょっと分からない

だとか、そんな意見も出てくると思うんですけれども、町営駐車場の案内板だとかとい

うのを考えているのかちょっとお聞きしたいです。 

○委員長（伊東久子委員長） 杉原課長。 

○杉原祐二商工観光課長 今のご質問、道の駅に絡むということで、商工観光課のほうか

らお答えさせていただきます。 

  今般の商工観光課のほうの予算で計上させていただいております中に、看板等の整備

というようなことで、こちら商工会さんの事業ということで補助金の中で看板事業を今

行う予定でございます。その中では、市街地の個店ですとか、その中にはもちろん町営

駐車場も含めて、歩いて来るお客様、もしくは車で来ても分かるような形で、そういう

看板を整備してまいりたいという計画をしているところでございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 分かりました。 

  あと、２点目、もう一ついいですか。 

  高齢者運転自主免許返納の件に関してなんですが、前年度予算よりも今年度ちょっと

多くしました。前年度の返納の数というのはどのぐらいがあったのか。今後、支援補助

に関して前年度と同じような支援の仕方なのか、今後もう少し膨らめて変えていく気は
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あるのかお聞きいたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 高齢者運転免許自主返納支援事業に関してのご質問にお答えいた

します。 

  まず、平成31年度、令和元年度なんですけれども、これまでに12件の返納手続を終え

ております。これは当初予算では10名分の予算を設定しておりましたが、これは途中補

正予算のほうでもう10名追加しまして、20名にしております。新年度予算におきまして

も20名分で６万円という形になっております。 

  それで、簡単にまた説明いたしますけれども、中身につきましては、あくまでも運転

経歴証明書交付手数料、これが1,100円かかっております。それで若干消費税の関係で

バス運賃が上がったんですが、一応上士幌の交通ターミナルから帯広の運転試験場、こ

れの往復のバス賃の４分の３相当額を補助しております。ですから、新年度１人当たり

2,930円の予定になっております。 

  実際、十勝バス、拓殖バス、この路線バスの半額、提示することによって半額につい

ては、皆さんご存じだと思うんですけれども、新年度におきまして特に町民課のほうの

予算立ての中では、それに対して支援相当はあくまでもこの返納手続に対してだけ上げ

ております。 

  ただし、当初10名の予算で途中で20名に変更したんですけれども、私たちとしまして

もＰＲ、もっともっと新年度はＰＲをしていかないと、皆さんがこの制度自体ご存じな

いことになると、せっかく予算立てしても水の泡ですので、この辺に力を入れていきた

いと考えております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 67ページのおでかけ対策事業について質問いたします。 

  令和元年度、今年度はアンケートと、それから協議会を立ち上げると、この件につき

ましては委員会でも説明がありました。令和２年度については、計画をつくるというこ

とで進めていると思うんですが、若干資料はもらっているんですがどんなふうに進めて

いくのか質問いたします。 

  私たちが以前もらった資料の中では、この計画の案の中に４点ありました。 

  １つ目は、全町民が安全で快適に生活できる交通網の体系を見直すと、それから２つ

目は道の駅観光拠点とする観光交通の観点と、それから４つ目はお出かけマップをつく
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ると、それから５点目が高齢者の免許返納についても、これも検討すると、これは私が

一般質問でもしたんですが、この中で検討するとなっているんですが、この辺について

きちんと計画の案に盛られていくのかどうか、まず進め方について質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 企画課長。 

○松岡秀行企画財政課長 まず、ちょっとページの関係で誤解されているのかなと思いま

すので、67ページをおっしゃいましたけれども、もう先ほどのおでかけ確保は57ページ

かと思います。ですから、先ほどのところでご質問あるのかなということで、それで野

村委員が今ご質問されたので、その後にまた委員長のお許しを得て、57ページまで戻っ

ていただいて、回答をさせていただこうかなというふうに思ったところでございます。 

  それにつきまして、57ページまでお戻りいただいたということでよろしいですか。 

○委員長（伊東久子委員長） その件だけについて戻ってもよろしいです。 

○松岡秀行企画財政課長 そうしましたら、そのことについての今ご回答は梶主幹のほう

から申し上げます。 

○委員長（伊東久子委員長） 梶主幹。 

○梶  達企画財政課主幹 では、57ページのおでかけ確保対策についてお答えいたしま

す。 

  まず、計画の関係でございますけれども、計画の大元となります法律が地域公共交通

活性化再生法という法律でございますけれども、こちらが今年の通常国会において改正

が見込まれるというところで、その改正状況を踏まえてという形の計画策定になります

が、この改正はどういった改正がなされるかといいますと、こういった今、全国各地で

起きている課題を解決していくためには、次世代の技術というのをＭａａＳですとか、

次世代の移動サービスということをしっかり今、法律上で位置づけられていないものが

多いものですから、法律上しっかり位置づけた上で支援策を講じる、こういった情報も

ございます。 

  上士幌町がこの計画を策定するに当たっては、当然国の法律に合わせて、例えば国庫

補助助成の補助を得るためにとか、そういったところももちろんあるんですが、もう一

つは上士幌町のおでかけ確保対策という名称でございますので、第一には町民のお出か

け確保といいますか、今よりさらに利便性をよくして、外出機会の創出、ここが第一の

目標でございます。 

  もう１点は、今、上士幌町で公共交通で来られた場合に、なかなか今、上士幌でいろ

んな観光スポットがあるにも関わらず、周遊がなされない。なかなかマイカー、レンタ

カー以外での周遊が難しいというところで、こういった次世代のサービスを活用して周
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遊性を確保して地域経済の活性化につなげたい、これが大きな柱でございます。 

  先ほど、計画の策定に当たって、今年度立ち上げました地域公共交通活性化協議会、

こちら次年度３回予定しておりますので、この中で各団体を代表して入っていただいて

おります委員の皆様にお諮りしながら計画の策定を行っていきます。また、この実証実

験に関しましては、できれば当初予算には上げていないんですけれども、国の補助なん

かも活用しながら、補正予算により、場合によっては対応していきたいと思っておりま

す。 

  こういった今、私が申し上げた成し遂げたいことに関して、先ほど企業版のところで

もあったんですが、次世代技術を活用するというのは、これは必項だと思います。経費

の負担を下げながら利便性を高めるということに当たっては、次世代技術を活用してい

くということは必ず必要ではあるんですが、ではそのために、じゃ例えば多額の経費が

まだ現状ではかかってしまう。そういった場合に企業版ふるさと納税なんかを活用して、

町の財源だけではなし得ないところに企業版ふるさと納税で企業の応援をお願いすると

いうのは一つ手なのかな。これはＭａａＳですとか自動運転に限らずなんですけれども、

例えばスマート農業なんかで、町民の生産者の方々の所得向上につながるということは

目に見えているんだけれども、まだまだ基盤整備に新しい技術を用いるのはお金がかか

ってしまう、なかなか町の財源で成し遂げるのは難しいとなったときに、ここで企業版

ふるさと納税を活用して企業に応援していただく、そういったのが一つの手なのかなと

思っております。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） それは４つの目標の中の多分２番か３番か分かりませんが、こ

の間もらった資料も公共交通のための計画として資料をもらっています。でも、これは

この計画の中の一部だと思うんですが、国の補助金の関係では、多分これには事業自体

はいろいろ優遇される補助金とかつくんだと思うんですが、この計画の趣旨からいった

ら全町民がきちんと快適に生活できるということを基本に行くんだろうと思うんですよ。 

  それで、例えばの話で高齢者の地域回っているバスもそうなんで、それをどうするか

とか、それから先ほど言った高齢者の運転免許返納もそうですし、必ずしも実証運転、

バスありきではないと思うんですが、どうしても先ほど、今言った国のほうの補助金関

係、これは立ち上げた場合については国の有利な補助金つくと。それで、この実証実験

を年３回の協議会も実証実験、７月からも実証の運行の検討をすると入っているんです

が、何かその実証ありきみたいに見えるんですが、それは一部であって、全町民がきち

んと交通の不便を感じないようにすることが目的であるんであれば、そのことを確認し
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たいと思っています。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 梶主幹。 

○梶  達企画財政課主幹 委員会においてもご説明申し上げましたが、委員、まさにお

っしゃるとおりでして、実証実験を進める中で、次世代の技術を活用したほうが利便性

が高まる。これはもちろん明らかなんだと思うんですが、これによって、ただ現在、例

えば地域内を走らせている交通よりさらにお金がかかってしまうとか、そういったこと

であれば、やはり実現するのは難しい問題になりますし、もちろん町民のお出かけ確保、

外出機会の創出に当たって利便性を高める、そこにあえて経費的にも、逆にアナログの

ほうが経費がかからなかったり、あとアナログでやったほうが、むしろそっちのほうが

簡単なんじゃないかなんていうこともあるかと思うので、そこらは何も次世代の技術を

活用するというのが大前提ではなくて、こういった活用を検討しながら、効率的に外出

機会の創出を図っていきたいということでございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 先ほどの企業版ふるさと納税金にも関連するんですが、もう既

に案内を出すときには多分この事業も盛り込まれるんだろうと思うんですが、そうしま

すと既にもう７月頃から第１回が開かれると、11月２回、第３回は令和３年２月と、そ

の中にはもう実証、実証と入っているものですから、その頃には多分補助金もちらちら

国のほうでは示してくるんだろうと思うんですが、やっぱりそれは必要なときにはその

事業を活用するけれども、本当に全町民がどうしたらきちんと不便なく交通できるか、

まず１つと。 

  それから、町外から来た方の観光ルートも、それ必要ですね。それから、道の駅もで

きます。それはまた別、別と言ったら変だから、並行だと思うんですよ。そのことをま

ず町民のためにどうするかということをきちんと検討しないといけないのかなと思って

質問させてもらいました。 

  どうしてもこの事業自体が国のほうの法律に基づくということがありましたように、

国のほうの補助金の多分いろいろ項目があるんだと思うんですよ。何かちょっと私、詳

しく分からないんですが、それを含め、それにマッチする事業じゃなくて、町の事業に

マッチするものを活用していくというふうに確認したいと思っています。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 梶主幹。 

○梶  達企画財政課主幹 委員おっしゃるとおりの理解でよろしいかと思います。 
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  また、企業版ふるさと納税に関してなんですが、企業版ふるさと納税も補助金、例え

ば国の補助金を活用するとすれば、補助金の裏に充てるということは今は認められてい

ないんですよね。一部地方創生交付金に関しては補助裏で企業版を集めることができる

ということが緩和される予定なんですが、そこがまたはっきりしていませんので、これ

と企業版ふるさと納税に関しては一旦切り離していただければと。 

○委員長（伊東久子委員長） ここで15分間の休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせをいたします。 

（午前１１時０３分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時１３分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 60ページから70ページ。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 65ページになります。 

  委員会等で説明受けていないというふうに思ってちょっとお聞きをするんですけれど

も、65ページの地域力創造アドバイザー活用事業ということで560万という予算になっ

ているんですが、これは町長が執行方針で言われている地域防災マネジャーのことをい

っているのか、また違うことなのか、内容をお知らせいただきたいことと。 

  若干お話し聞いている部分があるんですが、その下のデジタル専門人材活用事業とい

うことの事業の内容についてご説明いただきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 梶主幹。 

○梶  達企画財政課主幹 まず、ご質問の部分で地域力創造アドバイザー活用事業につ

いて、私のほうからお答えをしたいと思います。 

  地域力創造アドバイザー事業は、地域の活性化の取組に関する知見を持っている方、

ノウハウを持っている、そういった民間の専門家の方が、地域人材ネットというところ

に登録するという総務省の制度がございます。そして、この地域人材ネットに登録され

ている方を市町村が招聘して必要な指導、助言を頂く経費に関して、過疎地域であれば

財政力指数によるんですけれども、全国平均以下というところで、上士幌町であれば満

額の措置になるんですが、アドバイザーを招聘する経費について560万円まで、上士幌

町の財政力指数でいきますと560万円まで総務省が補塡してくれるという、そういった

制度でございます。 
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  ですので、今回の予算で計上した560万円に関して、町の持ち出しというのはないこ

とになります。 

  では、この地域力創造アドバイザーを招聘して、どういったことをしていただくかと

いう内容についてでございますけれども。今、シェアオフィスを整備しておりますが、

そういったシェアオフィスを核としながら、都市部の民間企業とただそこに来て都市部

の民間企業、人材の方々に仕事をしてもらうのではなくて、やはり町内の事業者さんで

すとか、町の特に生産者さん、付加価値の高い特産品を生産している生産者さんたちと

ビジネス上のコラボをして、ビジネスマッチングをしてほしいというところで、そうい

ったところのつなぎの部分をこのアドバイザーの方にご助言を頂きたいと、そのように

考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） 福原主幹。 

○福原英範企画財政課主幹 デジタル専門人材活用事業についてでございますが、この制

度は令和元年６月の閣議決定におきまして、まち・ひと・しごと創生基本方針2019とい

うのがございます。 

  この方針におきまして、情報通信技術ですとか、それから観光といった専門的な知識

というものが多くこれから求められるということの時代背景を基にしまして、民間の専

門人材の方を地方公共団体に派遣する新たな仕組みの構築の一環として、デジタル人材

の派遣制度というものが内閣府において創設されました。具体的には、内閣府が市町村

とそれから民間企業の仲介をしまして、人材のマッチングを行うと。マッチングが成立

して人材が町のほうに来ていただくということにはなります。 

  財源の措置としましては、特別交付税で560万円まで上限として人件費意味合いを措

置されるという制度でございますが、実際に町が人材の方、民間の企業人の方に直接給

料を支払うということではなくて、派遣元の事業者、企業に負担金という形で支払うと

いうものでございます。 

  町としましては、今現在ＩＣＴを活用した例えば農林業とか観光ですとか建設といっ

た産業振興、あるいは移動買い物、医療福祉、いろいろございますがそうした生活支援、

そして学習ツールですとか遠隔授業といった教育の活用と、様々な分野における次世代

高度技術を活用したトータルの在り方の構築に関する業務をはじめとして活躍していた

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（伊東久子委員長） 早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 地域力創造アドバイザー活用事業の部分の説明いただきました
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けれども、この方はこちらのほうに常駐するということなのか。何かの都度にこちらの

ほうに来ていただいて、そういう指導、アドバイスをされるという方なのかということ

と。 

  農商工連携だとか、６次化ということでそうした商品開発のことだとか、販路だとか、

どのように包装して商品化したほうが皆さんにこういうふうに売れるんじゃないかとか、

そういうことのアドバイスなり、つなぎをされる方ということでよろしいんですね。 

○委員長（伊東久子委員長） 梶主幹。 

○梶  達企画財政課主幹 まず、今想定している方についてはこちらに住んでいただく

のではなくて、東京に在住の方を想定しておりまして、ただこの満額分560万円総務省

から措置を頂くためにいろいろ条件がございまして、最低10回以上、その地域に来ると

いうことがあるので、大体月１回は来ていただくことになるかと思うんですが、委員お

っしゃったようなつなぎの部分をお願いするというのと、もう一つは我々やはりあまり

都市部の企業とのネットワークがないものですから、どちらかというとこちらに来てい

ないときの首都圏側での動きというところで、より活動をお願いしたいなと思っており

ます。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） 64ページのシェアオフィス管理経費で約500万ほど計上されて

おりますが、これ多分シェアオフィスのランニングコストかと思いますが、先般出され

た条例の使用料とか、ＫＰＩの目標数値から自分なりにちょっと計算しても、どうあが

いてもシェアオフィスの使用料は最大でも300万ぐらいしかいかないかなと思われるん

ですけれども、今回550万ぐらい財源として出ていますが、このほかに当然この事業で

はいろんな収入源は想定されていると思いますが、これやっぱり500万プラスその前の

ページの63ページの企業誘致、ここで700万、昨年1,000万計上されているので280万ぐ

らい減ってはいるものの、700万という大きなお金なのと。 

  それから、あと財源のところで公共施設の整備で862万ほどありますが、これは全部

次のページ、66ページのシェアオフィス整備事業で使われているということなんですけ

れども、結果的には今のままでいくと見た目、ただ見た目が赤字になっているような感

じになっているんですけれども、ここら辺の今後の見通しと。 

  あと、指定寄付金というのが300万落ちていますが、これについては多分想像するに

企業版のふるさと納税とかが入ってくるのかと思われるんですが、そこら辺も含めて見

通しをちょっと聞きたいと思います。 
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○委員長（伊東久子委員長） 梶主幹。 

○梶  達企画財政課主幹 ご質問にお答えいたします。 

  シェアオフィスの管理経費についてですが、先月２月20日の委員会のときの資料で詳

細をお渡ししておりますけれども、管理経費492万8,000円に対して、初年度のみでシス

テムの構築ですとか、初年度のみ係る経費が161万円ございますので、予算ベースでい

いますと経常的に係ってくる管理経費、ランニングコストというのは330万円と。今、

それに対して歳入のシェアオフィスの利用料、主に企業ですけれども150万円というと

ころで見ておりますので、その差額部分の180万ほどがプラスマイナスで今生じている

というような状況でございます。 

  ただ、これに関しても、歳出のほうの経費の削減には努めてまいりますし、入りは利

用する企業、フリーランスの方々というのをいろんな方法で周知をしていきたいと思っ

ておりますので、こちらの差というのは詰めていきたいと思っております。 

  ただ、この単体でも収支は詰めていきたいと思っていますが、先ほど申し上げたよう

に、ここの利用される企業の方々が上士幌町にもたらす効果というところで、最終的に

上士幌町に企業誘致につながるとか、サテライトオフィスの設置につなぐ、それが一番

最終的な税収入のことも考えると、一番目に見える効果かなと思うんですが、こちらに

滞在して仕事をしてもらうというところで、こちらに例えばぬかびら源泉郷に宿泊して

いただくですとか、滞在期間中上士幌町で食事を取っていただくとか、一番は先ほど申

し上げたビジネスマッチングというところで、来る企業の方たちも上士幌の高品質の商

材をもって稼いで頂ければ一番ありがたいですし、さらにそれは上士幌町の事業者、生

産者さんの所得向上につながるということで、その分はカバーしていけるようにしてい

きたいと思っております。 

○委員長（伊東久子委員長） 中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） あと、この指定給付金についてちょっと詳しく。あとは、これ

歳入のところでもちょっと質問しようと思っているんですけれども、指定給付金のちょ

っと明細を後で要求したいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 私のほうからは、この指定給付金のことについてご説明いた

します。 

  こちらの300万円につきましては、シェアオフィスの管理経費ではなくて、65ページ

にありますふるさと起業家支援プロジェクト事業、こちらの補助金300万円に充てるも

のでございます。こちらにつきましては、イメージ的には平成30年にそば屋さんの支援
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のふるさと納税型クラウドファンディングで資金を集めまして、そちらのほうに交付し

ているものでございます。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 新井主幹。 

○新井英次郎企画財政課主幹 私のほうから指定給付金の関係でちょっとご回答させてい

ただきたいと思います。 

  こちらのほうの指定給付金というのは、ふるさと納税を原資にするものですけれども、

今年度につきましては、委員会でもご説明させていただきましたけれども、医療、介護、

福祉から農林業、商工業、観光、また、今ご回答ありました起業家支援含めまして幅広

い分野に総額１億5,367万円を入れるものであります。 

  ただ、今回起業家支援の部分につきましては、あくまでも今年度事業がある部分とい

うことで、本来でしたら前年度に寄附があった分を財政調整基金に積み立てるんですけ

れども、そちらのほうについては一般財源ということで、特定財源化されていないので、

そこの部分については表に現れてこないことになります。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  次、ほかの方。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 指導員活動ですか、このうちの07の常時の啓発員の部分です

けれども、僕はこの方々の特に大きな活躍の一つは、上士幌小学校前後の交差点の指導

という部分だと思います。本当に夏、秋、冬含めて非常に朝早くから対応しているとい

う部分ありますけれども、ずっと見まして、また先輩の啓発員の話もちょっと聞かせて

もらったんですけれども、かなり先輩の。そのときとほとんどこの辺の報酬等について

は変化がないよという部分がありますし、改めてやはりここら辺についてもやっぱり少

しずつ重要性とか、そういうことを鑑みて検討する時期ではないかと思います。 

  今年度こういうような形で出していますけれども、この辺の部分については見直す時

期に来ているんではないかなというふうに認識するものですから、これに関連すること

を含めて、ちょっと考え方について、この報酬、特に交通安全というのは本当に命に関

わる部分とか、そういう指導も入っていますんで、ここら辺のことについてちょっと確

認をしたいと思いますけれども、考え方についてお知らせしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 常時啓発員の方につきましては、予算では４万6,000円、一月で
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す、これが12か月ということになっております。実際に年間でいうと大体200日ぐらい

の出動になります。現在、２名分ということなんですけれども、実際、上小さんの交差

点に２名の方が月交代で立っていただいています。それから、上士幌交差点の手前の理

容ドリームさんありますね、あそこのところに１名が、年間通じて１名であそこに立っ

ていただいております。 

  先ほどの待遇改善の部分にもつながる部分ではあるんですが、先ほども述べましたよ

うに、実際のところ調査も不十分なところがあるんですけれども、十勝管内見ますと、

この額が高いのか低いのか、ちょっと難しいところであったという部分は先ほど述べた

んですけれども、今、江波戸委員のほうから話もありましたように、実際になかなか年

間通じてこの仕事は大変な仕事だと私も思っております。今後、今この時点で常時啓発

員の方の月額について、上げる、下げる、そういう話はちょっと今できないんですけれ

ども、再度管内の状況等を見ながら、検討していきたいとは思っております。 

  ただ、ちょっと調べたところで難しいと思ったのが、現在３名の方が立っているとい

う部分で、１名だとなかなかうまくいくんですけれども、１か所２名、例えば複数にな

っていくと、実際にその月々で必ず同じ日数になるわけでもないわけですので、その辺

の調整含めて検討課題と今なっております。 

  よろしいですか。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員、よろしいですか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） そんなことで調整うまくしながら対応していただきたいと思

いますけれども、次に同じく61ページの交通安全管理経費の中で、改めて道路運送車両

法が改正された一部で、農作業用のついたトラクターの走行時の安全のために、トラク

ターの後ろに灯火器というのかな、それをつけることが義務化されてきているというふ

うにニュース等で聞いております。僕もこれについては特に秋口、農繁期忙しいときに

町道、道道、国道含めてちょっとヒヤリという一つの要因になるのが、このトラクター

の後尾につけた作業機の部分です。 

  思いがけないちょっと感じでそういうことがありますけれども、大きな事故がないう

ちに等含めて、やはり逆に言えば事故があったからこういう道交法の一部改正になって、

この後尾灯の設置も義務付けされてきているのかなと思いますけれども、このことにつ

いて、新たな課題としてどういう形で設置について指導するのか、そういう部分ちょっ

と時間かかったりするという部分はあると思うんです。やっぱり法律ですから一定程度

の枠組みの中で進めていくという部分と、農業団体等から含めて、こういう要望がある
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のかどうか、またもしそれあるとしたら、どういう支援を考えられるのか、この辺につ

いてちょっと考え方を報告願いたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 木下課長。 

○木下由季子町民課長 今、江波戸委員のほうからお話のあった部分で、農林課サイドか

ら等はお話を頂いてはいなく、大変申し訳ないんですが、詳細のほうをちょっと町民課

のほうで把握をし切れていない部分がありますので、確認の上ご回答させていただきた

いと思いますがよろしいですか。 

○委員長（伊東久子委員長） それでは、答弁を保留という形にしたいと思います。 

  ほかありませんか。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 68ページの士幌線交通対策費の関係の地方バス路線維持対策経

費というようなことで、十勝バスさん、拓殖バスさんが帯広上士幌糠平間等を路線運行

していただいていて、収支マイナス部分をこのように補塡といいますか、町村が負担を

しているような格好の予算になりますけれども、そうした中で札幌方面というか、道央

方面では、トラックも全部そうですけれども、バスも運転手さんが不足しているという

ことで、道央方面ではこの冬もかなり900便近い減便をしているというような状況ある

んですけれども、十勝のほうについては、新聞報道ではそういうことはないというよう

なことになっていますけれども、今後の部分に向けて事業者さんとの間でそういうこと

で困っているんだというようなことで、減便も将来的には考えていかなきゃならないと

いうようなことのお話し等はないんでしょうか。その辺ちょっと情況を教えていただき

たいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 事業者さんとの会議体、年に２回ほど町村で分科会という形

で実施しておりますけれども、その都度事業者さんからの要望ですとか、現状等お伺い

しながら進めておりますけれども、今運転手不足というところで、今回の補助の経費に

運転手の育成という部分の経費が結構大きくは出てきているところでありますけれども、

今のところ減便するですとか、そういった路線バスについて特段の相談を受けておりま

せんけれども、今後もそういった会議体の中でそういった部分の相談もあれば、常に受

けて相談していきたいと思っております。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 ちょっと私のほうから補足させていただきます。 
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  今、現状は老月が申し上げたとおりでございます。これはやはり先を見て、事業者さ

んたちもやはりほかもそうですけれども、先んじて運転手も現状、この以前からこうい

った将来が見えているといったところから、今の会議体で本音の部分で出していただい

て、そのときはやっぱり路線維持が必要だというところから、それぞれ４町、帯広市入

れてですけれども、その部分というのは必要だと、人材育成確保は必要だといったこと

に対しても補助をしているというところで、そのことというのはやっぱり継続していか

なければならないであろうと。継続することによってマンドにいくかどうかは分かりま

せんけれども、後継者が育成されていくだろうと、そのように考えているところでござ

います。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 68ページの集会所の予算の関係なんですが、備品購入費、何点

かあるんですが、この購入箇所について説明お願いいたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 渡辺主査。 

○渡辺正史建設課主査 ただいまのご質問につきまして説明させていただきます。 

  備品購入費として４項目のせさせていただきましたが、それぞれカーペットとなって

いる部分につきましては西地区集会所、遮光カーテンにつきましては東地区集会所、冷

蔵庫につきましては北居辺コミュニティセンター、テレビにつきましては北地区集会所

となっておりまして、それぞれ各地区の集会所管理組合様とご要望など頂きましてのせ

たものと。あと、修理の必要なものといいますか、更新の必要なものとしてのせさせて

いただきました。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 西地区集会所カーペットというのは、今カーペット多分取り替

えていると思うんですが、汚れたのでまた取り替えるのか、その辺、多分町内の箇所に

ついてはカーペットを全部取替えたはずですが、その辺、また要望があれば、結構カー

ペットも汚れることは汚れるんで、その辺確認させてもらいたいんですが。 

○委員長（伊東久子委員長） 渡辺主査。 

○渡辺正史建設課主査 こちらのほうにカーペット等となっておりますが、実際にはその

上に敷くレザーシートでございます。ほかのところにつきましても、この後また新年度

に入りましてからご要望など頂きまして、更新をしていくものにつきましては検討して

いきたいと思います。 
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  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） ほか。 

  小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 61ページにあります交通安全対策費の中で、昨年９月定例会に

おいて踏み間違い防止装置の導入をするということを答弁ありまして、新聞等にも載っ

たという関係で、結構それを待っているという町民の方のお話を聞く中で、今回当初予

算の中に計上されていない背景には、この間の執行方針の中でも説明ありましたけれど

も、国のほうの検討中という情報があるため、それを見てから判断するということだと

思うんですけれども、これについて今後の見通しがあれば、町民等の問合せにも答えら

れると思うんで説明お願いしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 木下課長。 

○木下由季子町民課長 委員のほうからご指摘のありましたとおり、町長の当初の執行方

針の中でも触れさせていただきましたが、現在国のほうで令和元年度の補正予算という

形で、令和元年度中に65歳以上になられる方を対象にしたサポカー補助制度が実証され

ています。予算的には令和元年度の補正という形でしたので、内部で事理者含め検討さ

せていただいた中で、町の予算としては令和２年度に執行すると。そこのところで、今

現在行われている令和元年度の国の施策と、町のほうで執行したい令和２年度の予算の

中での整合性をある程度整理した形で対応させていただきたいということで、要項の準

備も含めて段取りをさせていただいたところだったんですけれども、国の動向をちょっ

と注視させていただいて、状況が分かり次第早急に対応するようにということで理事者

のほうからは指示を頂いておりますので、今年度対応させていただく予定にはなってお

ります。 

  当初の予算の中ではちょっと概要が見えなかったのでのせさせていただいておりませ

ん。大変申し訳ありません。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  ほかありませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 62ページの職員厚生管理経費の11の役務費の広告料211万何

がしがあるんですけれども、これ新しい事業なのか、中身がちょっと認識していないも

のですから、この中身を説明いただければありがたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 遠藤主査。 

○遠藤裕司総務課主査 広告料につきましてのご質問なんですけれども、こちらについて
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は職員などを募集する際に有料の広告サイトなどを使いまして、そちらのほうで職員の

募集をかけるというものになっております。こちらは今年度の６月の補正予算のときに

また計上させていただいておりまして、今年度は執行しているところであります。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 大変ちょっと認識不足していますけれども、このぐらいかけ

る効果とか、他町村はこのような形の広告料を発信しながら対応しているような状況な

のか、ちょっとそれも含めて確認したいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 遠藤主査。 

○遠藤裕司総務課主査 他町村の状況につきましては、同じ有料の広告サイトのほうに掲

載されておりますので、恐らく何町村かは使用しているのがあるという状況であります。 

  こちらにつきましては、地域おこし協力隊、今年度活用させていただいておりまして、

応募者数が地域おこし協力隊72名中、こちらの有料の広告サイトのほうからは62名の応

募がありまして、こちらについてはこの活用がうまくいっているのかなというふうに認

識しております。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 65ページの地域力創造アドバイザー事業です。 

  先ほどこの中身についてはシェアオフィス等含めて、地域にいないで月に１回程度来

るという部分で、この財源大方は都市への還流になっちゃうのかな。東京かどこか分か

らないですけれども、せっかくの予算ですけれども都市に行ってしまう感じですけれど

も、逆に言えばせっかくの都市の知恵を使いたいというのもあるかと思いますけれども、

先ほど中村委員からお話しあったように、今シェアオフィスを運営していくとしたら、

現状の形の町が新しくつくった、これについては330ぐらいですね、維持経費等かかっ

てくると、その前に建設費も当然かかってくるんですけれども、これもやっぱり民間に

例えば空き住宅とか、そういう部分も含めて活用するということの必要性も出てくるの

かなと思いますけれども、そういう部分含めて、この民間の将来事業の確実性といいま

すか、そういうことを含めてこのアドバイザーに意見を求めるのか。 

  それだとやっぱり意味がなかなかないと思うんですよね。今の部分を含めてですから、

先ほどちょっとお話しあったように町内業者との連携という部分を含めて、新たな一つ

は地域の雇用、シェアオフィスについても今全国的にかなり改めて出来上がってきてい

ますから、そこの競争力等あります。せっかく地域の何かの施設を使って、民間もこれ

を運営してもらうとか、民間の施設を使ってもらうとか、このことを含めて、ぜひこの
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中にあるかどうか、ちょっと確認したいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 梶主幹。 

○梶  達企画財政課主幹 地域力創造アドバイザー活用事業につきましてですけれども、

先ほどもご説明申し上げましたが、この560万円に関しては全額総務省からの国の補塡

があるということで、シェアオフィスの管理経費についても先ほど申し上げたとおりで、

180万程度プラスマイナスの収支が今単純に使用料との差額でいえば生じる見込みであ

ると。そこをいかに町民の所得向上等につなげて、その分を取れるかというところだと

思うんですが、地域力創造アドバイザー活用事業についても、実は今想定しているこの

アドバイザーの総務省の地域人材ネットに登録されている企業の方というのが、実はウ

ィーワーク、上士幌町も入会しているウィーワークの企業で、同じ拠点を活用している

企業の方がたまたま総務省の地域人材ネットに活用しているところで、今回のアドバイ

ザーのお願いをしているところなんですが、その方に関しましては先ほど申し上げたビ

ジネスマッチング、また都市部の企業とネットワーク、そういうところの知見を持って

いるというところが一つなんですが、今、現状その会社の方もウィーワークという都市

部の大手のシェアオフィスを活用しておりますので、シェアオフィスの活用ということ

に関しても非常に見識はあるのかなと思っておりますので、委員おっしゃったように上

士幌、まずシェアオフィス、今回整備費に関しては国の地方創生拠点整備交付金のほう

で、町の手出しがない形で建設ができましたが、これが成功事例として民間でさらにシ

ェアオフィスの次なる２号店じゃないですけれども、シェアオフィスの新たな場が展開

できるというところにつながれば、これは町としても望むところですので、ぜひ地域力

創造アドバイザーについては、そのあたりも踏まえてアドバイスをお願いしていければ

と思っております。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） せっかく町がシェアオフィスのモデルをつくって、そういう

展開が民間に行かないと、地域経済はなかなか回らないという部分がありますから、せ

っかくの機会でアドバイザーを得ながら、やっぱりそこら辺はある程度重点的に対応し

ていくことによって、新たな地域の起業、小さな企業か大きな企業か別にしても、そう

いう展開もあるし、またそこにああいうオフィスじゃなくて、違うオフィスがいいよと

いう部分とか、あと違う形の出先的な部分のオフィスも出てくるのかなと思いますので、

せっかくのいいアドバイザーがいるとしたら、そういう展開、地域にしっかり循環でき

る、還流できるような対策も含めてお願いするのがいいのかなと思います。 

  勝手な話しして申し訳ありませんけれども、ぜひ地域に役立つような対応によろしく
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お願いしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 要望でよろしいですか。 

  ほかありませんか。 

  なければ、次に進みます。 

  次は、総務費の71ページから77ページまで質疑を行います。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 73ページの個人番号マイナンバーの関係で質問させていただき

ます。 

  昨日もマイナンバーがどのぐらい普及しているのかということで質疑がありまして、

四百何十件というようなことで説明がされておりました。 

  そうした中で、なかなかこのマイナンバー制度が普及をしていないということで、国

のほうではこれは新聞報道だけですのでそれしか分かりませんけれども、国だとか地方

の公務員に対して、率先してこのカードの取得を求めているというような記事がありま

して、そしてそういうどのぐらい地方公務員や家族が取得しているかの調査も国がして

いるというようなことの報道がされておりました。 

  そんな中で、今は消費税、昨年から増税になりましたので、２年６月まで５％還元と

いうようなことの採用がされていますけれども、このマイナンバー制度も普及の促進を

図るということで、来年の10月以降には１人最大5,000円までというようなことで、還

元率が25％というような、そういうポイント事業も行うようなことも予定されているよ

うな報道がされております。 

  そういう中で、前段申し上げましたように、このマイナンバー制度を普及させるため

に、そういう国からの通達というのか何らかのそういう率先してカードを取得するとい

うようなことによっての働きかけなり、そういう調査というのがされているのかどうか、

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 遠藤主査。 

○遠藤裕司総務課主査 公務員に対するマイナンバーカードの取得の関係でお答えさせて

いただきます。 

  昨年６月に閣議決定されました経済財政運営と改革の基本方針2019及びマイナンバー

カードの普及とマイナンバーカードの利活用の促進に関する方針というものが出されて

おります。そこの中でマイナンバーカードの健康保険証の利用ということでありまして、

国家公務員や地方公務員については今年度中に取得するようにということで、国のほう

からは通知が来ております。北海道市町村職員共済組合のほうからマイナンバーカード
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の交付の申請書のほうの送付がありまして、こちらについて共済組合の組合員のほうに

はこちらのほうからお渡ししておりまして、申請するようにということでお願いはして

いるところであります。 

  あと、上士幌町の古いデータなんですけれども、10月末現在では町職員の取得率につ

いては、およそ6.8％程度ということになっております。 

○委員長（伊東久子委員長） 早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 今の答弁というのは特に町職員に推進をしているとか、必ずこ

うしてくださいみたいなことをしていないということで、理解していいということでい

いですね。 

○委員長（伊東久子委員長） 遠藤主査。 

○遠藤裕司総務課主査 強制するものではありませんので、こちらからはあくまでもお願

いということで、申請書のほうだけは皆さんにお渡ししているという状況です。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 同じようにマイナンバーカードの関係なんですが、令和２年度

の予算につきましては、社会保障関連システム等保険証に関わるシステム等の改正です

か、それが入っているかと思うんですが、それと来年度からこの国民健康保険証に対し

てマイナンバーカードを使えるみたいなふうに変わっていくのかと、その辺の確認をし

たいと思います。 

  それから、普及についてはもともと必要がないので、十勝管内、上士幌も全国に比べ

ればそんなに普及はされていないんだろうと思うんですが、それはあくまでも利用した

い方が申請するのであって、町からとか、先ほど公務員の件もありましたが、勧めるも

の、ねばならないではないと私も判断いたします。その辺について確認したいと思いま

す。 

○委員長（伊東久子委員長） 木下課長。 

○木下由季子町民課長 マイナンバーカードの関係につきましては、先ほど早坂委員のほ

うからご説明があった部分で、国サイドとしましては利便のよいマイナンバーカードの

取得を推進し、政府が運営しているマイナポータルというサイトがあるんですけれども、

こちらのほうのオンラインサービスが利用できるような、そして各種行政手続が簡素化

されるような、そういうシステムを目指しており、それに向けて取得を推進しているよ

うな政策が今進められているのかなというふうに思っています。 

  まだ、ちょっと詳細が見えていないところがあるんですが、現在マイナンバーカード
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を保険証として利活用するという形で国民健康保険証と後期高齢者の医療保険証でした

か、すみません、そちらのほうの取得について、具体的なお話がされているというふう

に伺っていますが、こちらのほうではちょっと把握が出来切れていないところがありま

すので、大変申し訳ないんですけれども、ただこの制度の利用の部分につきましては、

マイナポータルというところから事前に登録をするだとか、ちょっと手続的にも必要だ

というふうに伺っています。 

  令和２年度あたりからは電子マネーをためて買い物に使用することによって、ポイン

トを付与するだとか、あと自治体ポイントみたいな形でためたものを町内、いわゆる地

方自治体、自分たちの住んでいる自治体のお店とかの買い物で使えるだとか、そういう

ような取組も進めている自治体も実際に今あると思いますが、上士幌町ではまだそこま

での体制ができておりませんので、今後、今マイナンバーカードの交付のほうは町民課

の窓口のほうで対応させていただいているんですけれども、マイナポータルの利活用で

すとか、あと自治体ポイントの付与の関係だとか、健康保険証、先ほどの国保、後期の

保険証の利活用だとか、そういうところでは様々な分野、医療分野ですとか、病院、薬

局、団体、商工関係の事業者さんなどとも連携をした取組が多分必要になるのではない

かなというふうに思っているので、現在役場の中で推進体制を整えているところで、ま

だちょっと先のところまではなかなか進めていないというのが現状にはあります。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 確認なんですが、現在保険証は後期高齢もそうなんですが保険

証をもって病院に行くのに、このカード、申請が必要で持った方はそれはそれとして必

要性があって持つと思うんですが、大変煩雑になったりとか、マイナンバーカードを持

って病院に行くということはとても危険なことですので、そのことを含めて町として、

言われたことを淡々と８月ぐらいにシステム整備するとか、私の資料ではあるんですが、

来年３月末にはこれが本格運用するというふうな情報もあるんですが、それについて、

淡々と事業を進めるにしろ、やっぱり町民の不利益に被ることは、あくまでも強制とま

で言えませんが、その辺も踏まえながらこの事業に当たってほしいと思って質問させて

もらいました。 

  いずれは多分国のほうは利用が少ないからどんどんやれやれというふうに、特別予算

も今回つけているみたいですので、その辺も踏まえながら十分慎重に進めてほしいと思

って質問させてもらいました。 

  答弁あれば。 

○委員長（伊東久子委員長） 木下課長。 



－53－ 

○木下由季子町民課長 委員ご指摘のとおり安全面、セキュリティー面等の不安等は多々

ある部分ではあるのかなというふうに思っています。総務省のほうとしても、ＩＣチッ

プの関係ですとか、セキュリティー、また紛失した場合にすぐストップができるような

24時間365日の紛失の対応窓口等を設けて、即座にその情報が外に漏れないような形で

の対応を考えておられるというふうに伺っていますので、上士幌町におきましても進め

ていく際には十分注意を払いながら、取組を進めさせていただきたいなというふうに考

えております。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 76ページの指定統計調査経費の部分でちょっと確認したいと

思いますけれども、１点目、この指定調査については、国勢調査でよろしかったでしょ

うか。 

○委員長（伊東久子委員長） 岩隈主査。 

○岩隈亘史企画財政課主査 委員のご質問にお答えいたします。 

  今回、指定統計調査経費、昨年よりも大きくなっておりますけれども、ほとんどが国

勢調査によるものと、ただそのほかに毎年行っております学校基本調査ですとか、工業

統計調査も併せて実施していくもので、それらが合わさった金額となっております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） ５年に１回のちょうど調査年という部分で、ちょうど本町に

とって総合計画がこれから作成されるという部分で、一番直近の国勢調査というのが非

常にまちづくり、将来を考えた場合、非常に活用できる資料、数値になるかなというふ

うに思っております。 

  ただ、国勢調査の部分では国の発表がかなり遅れてくるという部分ありますけれども、

ある程度自前調査の中の集計の中で、法の定めの範囲の中で一定程度の数値は捉まえて

公表できるかなという部分ありますけれども、そこでまずどの辺が公表できるかの確認

と、それによってやはり総合計画、まちづくり、かなりこの数値が大切な要素を占めま

すので、５年間、10年間、過去の経過を含めて見通せ、比較できたりとかありますんで、

ぜひなるべくそういう形で、これは申請行為かもしれませんけれども、なるべく法の定

めの中で公表できる部分、速報値として町が使える部分、こんなことをきちっと対応し

ていただければと思いますが、一方募集方法です。 

  前回の５年前の調査の中では、調査員に関して行政区のほうにお願いという形で文書



－54－ 

来たような記憶があります。ところが、行政区にとっては非常にこの調査員を選定する

ということは難しい話かなと思いますけれども、今回どのような形でこの調査員の確保

に向けた対応をするのか、確認しておきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 岩隈主査。 

○岩隈亘史企画財政課主査 委員のご質問にお答えいたします。 

  国勢調査の調査員の関係でございます。非常に広域にわたる調査でございますので、

今のところ６月に予定しております行政区長会議で前回と同じように委嘱を考えている

ところであります。 

  ただ、国のほうでは今オンライン回答のほうを平準に推薦しているところであります。

目標値が50％と、最低限40％はオンライン回答で答えてもらえるようにとお願いしてい

るところでありますし、町のほうとしてもオンライン回答を推奨するような、特段の予

算措置はないんですけれども、呼びかけていきたいと考えておりますので、調査員の方

が全ての世帯を回る負担を軽減するためにも推進してまいりたいと考えているところで

あります。 

  ただ、調査員に関しては、基本的に行政区のほうにお願いしようと現段階では考えて

いるところであります。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 先ほど町内会、行政区の話しもちょっとさせてもらいました

けれども、５年前と比べて間違いなく調査員、経験者等含めて年齢が上がっていたり、

やはり今なかなか家庭、今オンラインもという部分がありますけれども、やっぱり訪問

するとなかなか難しい地域もあると思うんですよね。 

  ですから、なかなかそういう部分で確保できないという部分ありますけれども、やっ

ぱりこういうのは町のほうも何らかの形でといったら、報酬を高めるとかそういうこと

は言っていませんけれども、なるべく協力してくれる体制をつくっていきながら、やは

り行政区のほうにお願いすると。丸投げにするとやっぱり行政区としても本当に僕も経

験しましたけれども、ちょっと大変な行政区もきっとあるんではないかと思いますから、

この辺も含めて、せっかく調査員の活躍というのは、日中いない家庭とか、夜間に行か

なきゃならんとか、曜日に指定されるとか、そんなことがありますから、その苦労はや

っぱり役場としても何らかの形で解消できるようにきちっと町民のほうに周知したり、

調査員の苦労についても含めて対応についても緩和できるような方法を考えていただけ

ればと思いますし、できれば町のほうでもそういう調査員がいたら、情報的に行政区に

情報を流すとか、そういうことを支援しながらも進めるべきではないかと思いますけれ
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ども、いかがでしょうか。 

○委員長（伊東久子委員長） 岩隈主査。 

○岩隈亘史企画財政課主査 委員おっしゃるとおり、前回の調査ででも行政区の方に大き

な負担をかけてきているのは事実であります。実は、ほかの今年度実施している調査も

そうなんですけれども、行政サイドと、あと調査員、連絡をうまく取りながら、丸投げ

にしないような形で当然検討していきたいと思います。 

  あと、先ほどの質問にありました活用方法ではありますが、可能な範囲でその他計画

等、できればと思っております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 質問がなければ、ここで総務課、企画財政課、町民課を終

わらせたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） それでは、ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午後 ０時００分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 次に、歳出、民生費は77ページから95ページまで質疑を行

います。 

  質疑ありますか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 87ページの介護支援ボランティアポイント事業について質問い

たします。 

  登録人数どの程度なのかと、それからもっともっと普及されたほうがいいのかなとい

う思いもあって質問させてもらうんですが、普及を図るための施策等があれば質問いた

します。 

○委員長（伊東久子委員長） 佐藤主幹。 

○佐藤眞由美保健福祉課主幹 介護支援ボランティアポイントの今の登録人数ですけれど

も、40名となっております。そのうち主に活動している方が29名というふうに報告を受

けています。実際には延べ人数42名なんですけれども、お二方、お一人亡くなる方がい
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らしたり、あとは活動を中止したいというふうなご要望があったりというふうなことで、

２名の方が退会されているという状況です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 多分、社協もいろんな事業について一緒に参加したりとかして

いるかと思うんですが、そういう事情だと思うんですけれども、ただいろんな登録する

ためにこの事業、この事業に関わるとなると、一般的にあまり何か手助けしたいなと思

っても、関わる事業が少ないと登録にならないんではないかという思いがしていました。 

  だから、社協の関わる事業だとか、主にそうですね、そのときに例えば私もいつも参

加しているんですが、お年寄りのためのサロンだとかにボランティアの方々が協力する

だとか、あとは社協がやっているふまねっとに協力するだとか、そういう形の方が多い

んだと思うんですが、それはそれで大事なんですが、いろんな形で池田の佐藤さんが来

たときの話かな、そのときに高校生も含めていろんな形のボランティアがあるので、そ

ういう方も登録、その当時はしてもらっているんだという話もあったので、いろんな形

で登録のあれが広がるといいなと私は思って質問させてもらいました。 

  あと、これは直接社協に委託している事業なのか分かりませんが、いろんな社協中心

の事業ありますよね。サロンだとかいろんなときに、そのときに、この間のときにも私

も65過ぎたので堂々と顔を出しているんですが、サロンに結構子供たちを連れたお母さ

んが参加したりとか、本当は該当じゃないのかもしれませんが、それはすごく大事だな

と思って、子供たちが一緒に高校のあれと、それから小学校の放課後児童クラブの方々

のいろんな体操ですか、見たときに、これいいなと思って、いろんな事業に高齢者も関

わって、子供も関わって、特に保育所に入っていない方々が結構いますので、そういう

のもすごく大事だなと思って、直接ボランティア活動に関わるかは分かりませんが、そ

ういうふうにいろんな形でいろんな方が関わる事業に、ボランティア制度が生かされて

いけばいいなと質問させてもらいました。 

  答弁があればお願いいたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 佐藤主幹。 

○佐藤眞由美保健福祉課主幹 ありがとうございます。 

  この介護支援ボランティアポイントも含めて、ボランティアの団体、夢気球であった

り、みどり会であったり、いろんなそういう団体の活動も含めて、社会福祉協議会のボ

ランティアセンターが中心となってコーディネートであったり、活動支援を行っている

のが現状です。 

  包括支援センターとしても介護支援ボランティアポイント事業の活動場所、ボランテ
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ィアさんの受入場所を少しずつ増やしていくような努力をしていってほしいであったり、

そこに携わる方たちの登録人数や活動人数を増やしていってほしいとか、いろいろなこ

とを社会福祉協議会の担当者と協議しながら進めてまいりました。今年度に関しまして

は、ボランティアミニアイランドで管内のボランティアの人たちが一堂に集まってとい

う場面がありましたけれども、そういうところでも非常に活躍していただいております

し、横のつながりというところではいま一つかもしれないんですけれども、ボランティ

アさん同士が介護支援ボランティアポイント事業で顔見知りになることで、例えばみど

り会が会員さんが高齢化してきているところを顔のつながりによって、少し若い人が参

入するようになってきたとか、いい副次的な効果も見られているので、社会福祉協議会

と協力しながらボランティア活動を推進していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 82ページになります緊急通報システム設置事業についてお尋

ねいたします。 

  11番の役務費、保険料として６万2,000円ですか、金額は小さいんですけれども、令

和元年度の予算の中にはなかったもので、この保険料というのは緊急協力員に対する保

険でしょうか。その辺まずお願いします。 

○委員長（伊東久子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 お答えします。 

  緊急通報システムにつきましては、一人の方につきまして、原則３名の協力員を用意

してもらうということになっています。その設置する方が３名の方にお願いするんです

が、ご家族以外の方が協力員になった場合、昨年の事例でもあったんですけれども、ボ

タンを押して健康づくり財団から協力員に要請があって、自宅に駆けつけたところ、転

倒したとか、けがをされたという事例がありまして、そういうことの協力員の援護活動

の中でけがですとか、対処者に対しての損害的なものが発生した場合に備えて、一応こ

ういった保険の加入の支援といいますか、意向を確認しますけれども、ボランティア活

動保険、こちらのほうを活用して加入できますよというようなご案内をして、費用につ

いても１人当たり年間350円の保険料を負担していきたいということで、新年度計上さ

せていただいたところです。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 
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  馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） ぜひ、これはこれからも続けていってほしいなと思います。 

  30年度実績見ますと、600件以上の受信があったということで報告されていますけれ

ども、実際に緊急に対応した件数が９件、９件の後ろに600件あったというのは、高齢

者にとっては非常に安心材料になっているのかなというふうに思っていますので、この

件、できればご家族も含めて加入できるような状況があれば、もっと安心材料につなが

るのかな、そんなふうに思っていますんで、今後も今年も緊急通報システムの受信業務

の設置工事で34万1,000円計上されていますので、これもまた増えていくのかなと、そ

んなふうに思っているので、ぜひこれは増えても継続していっていけるようにお願いし

たいなとそんなふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 今年、元年度につきましても年度途中ですけれども、今現在

で４件の救急出動みたいな、協力員と、あと救急車が既に出動したというケースがあり

ました。 

  ご本人がボタンを押すケースがほとんどなんですけれども、あとそのほかに人感セン

サーといってセンサー類がついていますので、その後ろにある数百件のケースは、そう

いった人感センサー類のちょっとした不具合ですとか、電池が切れそうですよというよ

うなことも通報に含まれてくるので、ちょっと件数が増えていますけれども、その辺の

電池切れの対応ですとかにも対応しているという状況です。 

  あと、在庫ですけれども、今現在新品の在庫が９台と、あと取り外して、また更新と

してつけられるものが５台ほどありますので、当面在庫のほうは大丈夫だと思いますけ

れども、ご家族の方の保険ですけれども、そこはちょっと今、要綱のほうも見直しして

いるところでありますので、その辺もちょっと検討していきたいかなと思います。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） ほか。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 94ページになります。児童福祉管理経費の中のことでちょっと

お聞きをするんですけれども、ここに十勝地区の里親会の負担金だと思うんですが計上

されているんですが、子供が虐待を受けたり、親が病気をしたりということで、親が子

供を見られない、見ることが適切でないというような場合に、里親制度というようなこ

とでまず子供を預かるというか、親代わりになって見るという活動がありますけれども、
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先般の新聞報道で里親制度についてちょっと掲載の記事があったんですけれども、十勝

管内では65世帯というか、65人が里親としての登録がされていて、帯広市が多いんです

けれども、６町村は里親制度に登録しているところがないというような報道で、そうい

う各町村にもあるべきだというようなことのそういう児童相談所ですか、そういうとこ

ろの方の記事が載っていましたけれども、里親制度がもともと上士幌町的にそういう登

録している世帯というのか、そういうところがなかったのでしょうかということと。 

  現状、そういう部分で上士幌でそういうケースになるようなことが起きていなくて、

そんなに緊急性はないというようなことの行政的には思いをもっていらっしゃるのか、

その辺ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 北澤主査。 

○北澤佳隆保健福祉課主査 里親制度ですけれども、児童相談所のほうで行っている事務

になります。毎年一度町の広報紙を通じまして里親の紹介、それから里親の募集という

ことを周知をさせていただいているところです。里親の必要性ですけれども、そういっ

たご相談を受けましたら、関係者と事実、情報収集も含めて関係者と連携しながら対応

することになると思います。 

  現状、町内にちょっと里親が実際いるのかどうかというところは、ちゃんと把握はし

ていないんですけれども、そういった状況があれば、帯広児童相談所とも連携をしなが

ら、必要な対応を取ることになると思います。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 81ページの敬老及び敬老精神高揚事業、事業の中で敬老精神

高揚事業という部分になりますけれども、ここで70歳と88歳、それから100歳のお祝い

という部分で、一区切りにしていますけれども、人生100年時代とか、それから健康寿

命を延ばそうとか、いろいろ健康の部分含めて対応していますけれども、ほかの町、何

となく見たら、70歳というのはきっと一番管内で若いほうのお祝いの始まりかなと思っ

ていますけれども、また88歳という部分があるんですけれども、町民の中からはやっぱ

り70は早いか遅いかは別にしましても、88までの間が18年もあったら大変だな、大変だ

と変な意味じゃないです、もう少しお祝いするチャンスもあってもいいんじゃないかと。

男でいえば平均寿命が81か２ですか、女性は６歳くらい上ですけれども、やっぱりそん

なチャンス含めて、元気に頑張ろうという部分を含めて、この敬老事業という部分をう

たっていますんで、もう少し回数増やすことも必要かもしれませんけれども、若干見直

したり、お祝い金の在り方とか、お祝いの仕方とか、そんな工夫がいるんじゃないかな
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と思いますけれども、ここら辺の見解をちょっとお聞きしたいなと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 市川主査。 

○市川貴邦保健福祉課主査 江波戸委員のご質問にお答えします。 

  敬老祝い金等々の関係でございますけれども、委員言われたとおり、本町が十勝管内

では70歳というところで、一番若いというところでお祝いの年齢というところになって

ございまして、皆さんもご存じのとおり敬老会につきましては、なかなか出席される方

も少なくて、特に70歳の方に関しましては、まだまだ現役というようなところもござい

まして、出席率のほうもなかなか少ないということがございます。ですので、年齢等々

含めまして、75歳がいいのか、77歳がいいのかという部分もあろうかとは思いますけれ

ども、そういう敬老祝い金の、敬老会自体の部分につきましても年齢等含めまして、今

後、令和２年度にかけて検討していきたいというように考えてございます。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 検討していただくということで、検討についてじっくり町民

の声等も含めて聞いていただければありがたいのかなと思いますし、しかるべき回数等

も含めてよろしくお願いしたいと思います。 

  あと、85ページの老人クラブの活動育成推進事業ですけれども、昨年度169万7,000円

という部分で、今年若干伸びていますけれども、今元気な、先ほど平均寿命の関係等含

めて、元気な高齢者がいるかと思います。その一つの象徴がこの老人クラブの活動とか、

かなり期待しながら対応しているという部分がありますけれども、何らかの形で財政的

な問題とか、役員のなり手がいないとかという部分を含めて聞いておりますんで、何ら

かの形でそういう部分の支援というのも、もう少し今後あってもいいのかなと思います

んで、併せて先ほどの高齢者に対する敬老含めて検討していただければありがたいなと

思います。 

  引き続き、ちょっともう１点ですけれども、次のページの86ページの災害時、ここで

は要援護者登録台帳等管理費、これ2014年の改正で、ここが要配慮者になっているんで

はないかと思います。それで、町政執行方針、町長の方針でも要配慮者という形を使っ

ていますけれども、ここら辺についてはそういう認識でよろしかったでしょうか。 

○委員長（伊東久子委員長） 市川主査。 

○市川貴邦保健福祉課主査 ご質問にお答えします。 

  委員の言われたとおり、こちらは要援護者から要配慮者という形で災害の関係につき

ましては変わっておりまして、今後こちらのほうも登録者台帳につきましても、要配慮
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者という形で修正変更したいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 老人クラブ関係の質問出ていましたけれども。 

  市川主査。 

○市川貴邦保健福祉課主査 老人クラブ関係の部分でございますけれども、こちらにつき

ましては、老人クラブにおけますバス等々の研修の関係の部分も含めまして、敬老会等

も含めまして、老人クラブの活動に対しては、社協とも連携をしながら今後とも進めて

まいりたいというふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 91ページの軽度難聴児補聴器支給事業について質問いたします。 

  毎年出ているかと思うんですが、今回老人性のことも含めましてどういう制度なのか

確認したいと思って質問いたします。よろしくお願いいたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 北澤主査。 

○北澤佳隆保健福祉課主査 この事業ですけれども、障害者手帳の交付の対象とならない

難聴児に対して、補聴器を購入したりですとか、修理をする場合の費用の一部を支給す

るという事業になっております。対象になるのが18歳未満の児童ということで、聴力の

レベルとしましては、医学的な基準はあるんですけれども、おおよそ普通の話し声がよ

うやく聞こえる程度というものになっております。病院の新生児に対する検査ですとか、

母子保健事業等々で該当者がいれば対応するというようなことを想定をしております。 

  支給の限度額といたしましては、両耳の場合で最大、大体11万円ぐらいの支給という

ものになっております。 

  この事業につきましては、平成23年度から始まっているものになるんですけれども、

実績としては平成23年度に購入が１件、それから平成25年度に修理が１件という状況で

す。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） これは国の制度としてあるということで確認していいのかと。

それから、手帳がない方の該当というのは、そういうふうに聞こえたんですが、手帳の

ある方についてはもちろん該当になったところから支給されるのかどうか、その辺ちょ

っとまだ私もこの事業、23年からですか、あったそうなんですが、その辺について国の

制度としてこれはあるというふうに確認させてもらっていいのかどうか質問いたします。 
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○委員長（伊東久子委員長） 北澤主査。 

○北澤佳隆保健福祉課主査 障害者手帳の交付を受けている方については、これとは別に

補装具費という制度がありまして、その中で補聴器に関する費用を支給するということ

になっております。 

  こちらは手帳の交付になっていないということで、すみ分けをしております。こちら

は国の制度ではなくて、各市町村独自のものになっておりまして、行っている市町村も

あれば行っていないところもあるというものになっております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 分かりました。私も情報がなかなか、こちらから聞かないのが

申し訳なかったんですが、町独自でやっているということで確認させてもらいました。 

  次に、91ページの就労継続支援Ｂ型事業について質問いたします。 

  これ大変評判いい事業で、働いている方も生き生きとしていると思うんですが、この

成果と、それからもし課題があればお願いいたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 北澤主査。 

○北澤佳隆保健福祉課主査 就労継続支援Ｂ型事業ですけれども、本町ではサポートセン

ター白樺さんが運営をしているというところが１か所ございます。こちらは平成28年度

からの事業を行っているんですけれども、従来居場所ですとか創作的な活動から、より

働くことというところにシフトしてきております。 

  工賃としては平成30年度の実績になりますけれども、お一人当たり大体３万5,000円

ぐらい１か月受け取っております。同種の事業で道内の平均が約１万9,000円というと

ころで、十勝管内でも上から数えて５番目に高い水準というところになっております。 

  結果として、工賃だけではないと思うんですけれども、利用者の方の就労意欲の向上

にもつながっていると思いますし、利用実績も伸びております。それに伴いまして、仕

組みとして運営費が増えるというところになりますので、一部町の補助金を入れさせて

もらっているんですけれども、常勤職員の方の定着ですとか、体制の強化にもつながっ

ているかなというふうに思っております。 

  それから、議員のおっしゃるとおりわっかの清掃ですとか、カフェの活動を通して活

動が町民に対して見える形にもなってきているかと思いますので、そういった障害福祉

への認識にもつながっているかと思いますし、高等養護学校の生徒の保護者からも、卒

業後の進路の一つというところでの認識もされるようになってきているかなというふう

に考えております。 
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  課題というものではないかもしれないんですけれども、この小さな町の特徴として、

そういった常勤職員以外にも20人ぐらいの町民の方が職員として携わっております。中

には福祉経験の少ない方もおられますので、新年度はそういった方たちと何らかの形で

学習をする機会ということで、講師の謝礼ですとか、そういった学習会の費用を計上さ

せていただいております。 

  それから、収支の改善ということも一つ課題というふうに思っておりますので、利用

者が増えるようなことについても考え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（伊東久子委員長） 江波戸委員、ありますか。 

○８番（江波戸 明委員） 養護老人ホームの設備改修について、お尋ねしたいと思いま

す。 

  本当に本町においては、北斗系列の老健施設なり、福寿協会が老人介護を含めて大き

な役割を果たしているなと思います。 

  今回、ここに老人施設の助成金として570万ほどの予算をつけているところでありま

すが、この福寿協会の施設についてもかなり年限がたっていますので、いろんな意味で

今日的不都合があるとしたら、やはり町の大事な高齢者介護施設の大事な拠点でありま

すから、中長期にわたる施設に対しての対応について、計画的にきっとあるんではない

かと思っています。 

  できれば、なるべく早い段階で前倒しに環境、特に施設環境含めて対応していただけ

ると思いますけれども、この福寿協会の財政についても、僕何らかの形でちょっと見せ

てもらいましたら、かなり厳しい運営で頑張っているなと、本当によく頑張っているな

というふうに認識していますんで、町のほうもしっかりとしたハード面を含めてきちっ

とした計画、前倒し的な計画も含めてあればなと、より頑張れるんではないかなと思い

ますし、そんな形でこの点についての今後の見込み含めてあれば、ちょっと説明お願い

したいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 お答えします。 

  まず、新年度で予算付けした570万、整備費用として、すずらん荘における冷房機器

の設備です。近年の夏場の暑さ、湿度の高さに対応して冷房機を設置するというもので

す。すずらん荘自体も老朽化してきているというところでありますので、平成31年から

要綱のほうを定めていまして、老人福祉施設運営対策実施要綱というのがありまして、

３年ごとに1,000万を上限に補助金を支出するという要綱があります。30年度に電動ベ



－64－ 

ッドの入れ替えということで補助した経過があります。ですので、３年後になりますと

令和３年度にまたこういった改修に関する補助というのが発生してくるのかなというふ

うに考えています。 

  法人とも今後のそういう改修について、いろいろ話す機会があるんですけれども、屋

根の塗り替えですとか、屋根の補修、その部分ですとか、あと介護に関するところでい

くとＩＣＴのそういったケアソフトの充実とか、そういうところにお金をかけていきた

いというところで、３年ごとにこういった次の整備のときにはこういう工事をしたいと

いうような計画は、法人のほうで持っているというところですね、という状況です。 

  ほかには、改修に関する補助以外にも、運営費のところでも在宅サービスに関する運

営費の介護報酬が単価改正された減額分、そこを補塡していくというような補助が別の

予算項目で出ていますので、法人のほうとも運営と改修の部分、協議しながら進めてい

るところであります。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、主幹からありましたように、３年間の中で1,000万をア

ッパーとしての部分については承知していますけれども、年によったり、状況によって

はやっぱりその部分に固執しないで対応できるようなこともあってもいいんじゃないか

と、そういう考え方で、これを基本的な計画はできているんだと思いますんで、要望含

めて十分に聞きながら、やはり我々こういう介護施設の充実という部分も、あそこしか

ないという認識していますんで、ぜひそういう形で適宜、アッパーは分かりますけれど

も、対応できればありがたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 尾形課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 今、江波戸委員のほうからご指摘、ご意見いただいた部分につ

いては、法人のほうでも長中期という部分の長い目で見たところの建て替えも含めたよ

うな、建て替えなり大規模改修なり含めたというような部分までの将来的な長期の部分

の話については、まだすり合わせも何もされていないという状況ですので、今後そうい

う町民の皆様が安心して安定的に対応、サービスを受けられるような体制を十分途切れ

ることのないような形で法人のほうともお話を進めさせていただいて、今後の展開につ

いては引き続き詰めさせていただきたいなというふうに考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 86ページの権利擁護人材育成事業ということで、令和元年度
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は市民後見推進事業ということで、ちょっと名称変わっているんですけれども、これは

同じ継続かなというふうに思って、ちょっとお聞きいたします。 

  どちらも250万少し予算をかけて、市民後見人の養成を行っていると思うんですけれ

ども、現在でどのぐらい養成されているのか。そして、養成された方が支援員としてど

のぐらい活動しているのか、ちょっとお聞かせ願います。 

○委員長（伊東久子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 まず、事業名ですけれども、これまで市民後見推進事業とい

う事業名で、今年度、権利擁護人材育成事業というふうになっています。国のほうのい

ろいろ事業の要綱名ですとか変化がありまして、補助事業のほうもこういった事業名で

ありましたので、この事業名に変更したというところです。 

  市民後見の推進になると、そこにちょっと特化したことになってしまいますので、広

範囲ということで権利擁護人材育成という形で事業名としております。 

  事業の中身は、委員おっしゃるとおり同じです。権利擁護センターへの委託料が主と

なっております。権利擁護センターについては、社会福祉協議会に委託をしておりまし

て、こちら障害の方のご相談ですとか、あと認知症の判断能力低下した方のご相談とか

ありますので、民生費のほうで半分、障害福祉費のほうで半分という形で両方合わせて

一つの委託料となっている形になっています。 

  市民後見人の養成の部分ですけれども、30年度に実施しております。元年度は実施な

くしておりまして、新年度にまた予定をしているというものです。これまでに30年度８

名です。その以前に平成25年か26年ぐらいに一度やっています、それが初回のときで、

そのときも８名なんですけれども、現状言いますと、養成をしたんですけれども、実際

に登録をして支援員として活動している方は今現在いないです。 

  そこもちょっと課題になっていまして、今回せめて５名ぐらいは本当に実働してくれ

る方を養成したいなということで、社会福祉協議会とも話をしていまして、そういった

支援員を増やしていきたいというところを課題に感じています。 

  市民後見人の養成実施のほうは、３町の社会福祉協議会、音更町と池田町、上士幌町

が合同でやるという形になりますんで、研修会場は音更町になるかというふうに感じて

おります。 

  権利擁護センターについては、日常の金銭管理の問題があるですとか、生活困窮の問

題などの相談を受け付けておりまして、そこと連動しながら町長の成年後見制度の申立

てですとか、そういったことにもつながっているというものになっております。 

  以上です。 
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○委員長（伊東久子委員長） 馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 費用対効果でいくとなかなか難しい事業だなというふうに思

うんですけれども、今後やっぱり人口減少で高齢化が進んでいくというところでは、本

当に必要になっていく事業かなと思いますんで、この辺はしっかりとまた継続して、や

っぱり要請は続けていかなきゃなんないかなと、そんなふうに思っていますんで、今後

ともよろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 答弁よろしいですね。 

  ほかありませんか。 

  小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 86ページになります。 

  高齢者等福祉バス運行事業の委託費が100万円ほど昨年より増えているんですけれど

も、この辺の要因について説明お願いします。 

○委員長（伊東久子委員長） 市川主査。 

○市川貴邦保健福祉課主査 高齢者福祉バスの関係でございますけれども、実際バスの運

行につきましては、来年度経路をある程度距離と時間で計算していくんですけれども、

道の駅のほうにも接続するというところで、若干経費増えている部分と、それからバス

の実際の運行の部分じゃなくて、バス停とかそういうものを新しく更新とか等々するた

めに経費のほうが若干増えているというところになってございます。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  ほかありませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今の部分につながるかと思うんですけれども、帯広市におい

ては70歳以上の方については市内バスの無料パスを発行し、結構便によっては30分なり

１時間という便利な部分で全市内について無料化しながら対応していますけれども、本

町においても路線バス、結構拓バスと、それから十勝バスについて町内だけでも結構走

っていますけれども、町内部分のこういうことも僕は必要になってくるのか、当然予算

かかると思うんですけれども、町内に乗り合わせてターミナルに降りるとか、そうする

と、またターミナルの活用があって、市街地の買い物に行ってくるとか、いろんな意味

でこのバス、プラスアルファの路線バスを活用する方法、もうちょっとあるかなと、帯

広ではもうそういう対応をしていますから、その辺についての将来についての考え方が
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もしあれば、ちょっとお話しお願いしたいと思いますし、それによってかなり老人福祉

対策、この福祉バス対策についても向上するんではないかなと、僕は認識していますん

で、ただ路線の在り方については限定されますけれども、町内の路線バス、現行の路線

バスの活用という形もあってもいいのかなと思っています。この辺についてちょっとお

伺いしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 尾形課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 例えば糠平ですとか、ちょっと離れた集落で路線バスしか移動

手段がない方もおられるというような部分もございます。ただ、現実路線バスについて

は転換交付金の基金ですとか、国の補助金なんかも入っているのか、詳しくちょっと把

握していないですけれども、そういうような補助金も入っているという中で、さらに町

の助成という部分については、これは十分検討していかなきゃならない要件かなという

ことで考えておりますし、今、企画のほうでも進めておりますおでかけ対策の中で公共

交通網でお出かけしやすくするという制度設計を進める中で、併せて進めていきたいな

というふうに考えているところでございます。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） なければ次に進みます。 

  次に、歳出の衛生費95ページから107ページまで質疑を行います。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 97ページの健康管理システム改修事業の概要について質問いた

します。 

○委員長（伊東久子委員長） 佐藤主幹。 

○佐藤眞由美保健福祉課主幹 健康管理システムの改修業務に関しては、令和２年度は５

本の契約をする予定になっています。 

  １つ目は、地域保健・健康増進法の改正に伴う改修で、これは毎年のように必要なと

ころを改修している経常的な経費。そして、２つ目は後期高齢者の健康診断のときに質

問票を変えるということで、今、後期高齢者のフレイル対策に力を入れるというふうな

流れがありまして、質問票が変わりますので、その変更に伴う改修が２つ目。そして、

３つ目が国保の被保険者番号が、マイナンバー制度に合わせて今まで被保険者の番号、

保険証の番号が世帯ごとだったのが、今度個人ごとの番号になるということで、それに

伴う改修が３つ目。そして、４つ目が今まで健康増進担当で使っている健康管理システ

ムと国保のシステムは連携がされているんですけれども、後期高齢者医療のほうの保健
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情報とは連携がされていなかったので、その連携がされるようにシステム改修。そして、

最後に５つ目は10月からロタウイルスに関する予防接種が定期接種化されますので、そ

れに伴う改修。この５本になります。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 分かりました。 

  必要な改修もありますし、一つ若干国保と被保険者のナンバーの、それどういうこと

なのかがちょっと分からない、被保険者の番号、個人個人にカードが変わるということ

で、直接マイナンバーとは関係はまだないですよね。その確認はちょっとしたいと思い

ます。 

○委員長（伊東久子委員長） 佐藤主幹。 

○佐藤眞由美保健福祉課主幹 私も、国保担当者のほうが詳しいかもしれないですけれど

も、被保険者番号が２桁増えるんだそうです、これから。それがマイナンバー制度とい

うか、マイナンバーカードと何かつながるというような形になるらしく、そのための改

修です。 

○委員長（伊東久子委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志保健福祉課主査 今の保険証の関係のちょっと補足をさせていただきます。 

  今、国保の被保険者は世帯ごとに被保険者番号というのが設定されています。なので、

家族の方、皆同じ国保の番号がついています。今回、マイナンバーと連携するというこ

とで被保険者番号の後ろの番号が２桁増えるんですね。それで、個人ごとに番号が増え

ることから、今回その部分の健康管理システムと連携するために改修が必要ということ

で対応しております。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 大体見えてきました。ですから、今までうちは１人しかいない

から、保険証が１つだけれども、番号がそこにあと２桁つけばつなぐことができると、

マイナンバーもし登録した場合には、そういうシステム改修を着々と進めているという

ことで分かりました。 

  以上です。答弁いいです。 

○委員長（伊東久子委員長） 答弁よろしいですね。 

  ほかありませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 107ページの無料職業紹介事業についてお尋ねしたいと思い
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ます。 

  これについては、上士幌町とまちづくり会社が、ここいいですか、事業所登録しなが

ら、連携しながら対応していると思いますけれども、ここまだ入っていない。 

  失礼しました。 

○委員長（伊東久子委員長） 107ページまでです。 

○８番（江波戸 明委員） 労働費は入っていないですね。 

○船戸竜一議会事務局長 衛生費までです。 

○委員長（伊東久子委員長） 失礼しました。 

  すみません、衛生費までで。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 106ページにごみの収集の関係の予算が計上されてございます。

資源ごみ等を含めて、分別をされて皆さん出されているということなんですけれども、

最近特にプラスチックごみの分別がきちんとされていなくて、中士幌の資源センターの

ほうから返されてきて、本町の焼却施設で燃やしているというお話を聞いたんですが、

その実態についてお聞きしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 資源ごみのプラスチック関係のご質問だと思います。 

  うちの町では透明の袋に入れていただいて、プラスチック関係は収集しております。

それが士幌町が管理します中士幌にあります士幌町のリサイクルセンターのほうで処理

をしております。その処理をする際、今、斉藤委員が言われたことだと思うんですが、

一度作業員の方々が袋を開けるんです。そこで汚れたものはそこで撤去します。撤去し

たものは、これは今度、２町の処理場のほうに持っていきまして、これは焼却じゃなく

て埋立てのほう、そちらに回している実態はあります。 

  これは決して物すごい数だとか、そういうことではないと思うんですけれども、どう

しても収集する際にはそのようなものもどうしても出てしまうということで、ただ実態

としては士幌町よりも上士幌町のほうが多いのではないかと、ちょっと士幌町のほうか

ら言われているところです。 

○委員長（伊東久子委員長） 斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） ということであれば、町としてもやはり分別方法について、再

度一般の町民の方にご説明をする機会を設けたほうがいいのではないかなというのが一

つと、それから最近高齢化で独居老人の方ですとか、分別がなかなか難しいという方も

多分いらっしゃるんだと思うんですよね。 
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  やはり、そういう方に対しての対策というのもこれから必要かと思うんですが、その

辺についてのお考えあればお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 委員のおっしゃられるとおり、特に高齢になってきますと分別作

業の難しさが出てくると思います。特に、分別作業の難しさの中でいえるのが、今も触

れたような、洗浄関係です、洗浄をしっかりして投げる、それによってリサイクルが可

能になる。洗浄ができなかったら、それは今度埋立てだとかそういうことに回ってしま

いますので、本当に無駄な話になってしまいます。しかし、中で作業的には大変苦しい

ところがあります。 

  今、町のほうでは保健福祉と町民課と一緒になりまして、ごみ出し支援は実際行って

おりまして、今10名ほどの家庭、高齢者の方の家庭へ行きまして、第２、第４金曜日に

なるんですが、ごみを片づけております。その方々のところにはヘルパーさんも来てい

ますので、まだごみの分別についてはいいんでしょうけれども、おっしゃるとおりそれ

以外の方々、そういう方々にとっては作業的にはかなり年々きつくなっていくというこ

とは分かると思うんですが、これについてもやはり洗わなくていい、廃棄すればいいと

か、そういうわけになりませんので、私たちも伝え方としては、本当に広報でよく出し

ているんです、洗ってくださいということについては。これを出して、なかなかそれだ

けでは周知できないと思いますが、ＰＲの方法を今後検討しまして、その辺は対応して

いきたいと考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） 斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） ぜひ、そういったことで日常生活でお困りになっている方いる

と思うので、行政側からもぜひ細やかにリサーチをして対応していただきたいというこ

とを要望して終わります。 

○委員長（伊東久子委員長） 答弁よろしいですね。 

  ほかございませんか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） ページ数についてはちょっと把握できないんですが、管理栄養

士の関係について質問したいと思うんですが、町長の施政方針の中に管理栄養士を２人

体制にするということがありましたので、どういうふうな町民への食育とか体制、これ

いろいろ国の制度の関係もあると思うんで、その辺について質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 このたび管理栄養士が１名増員になった最大の理由としては、
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健康寿命延伸のために食生活の改善が不可欠であるということです。例えば、妊娠期で

食生活を見直して、乳幼児期では多くの食を体験して味覚を形成していく。学童期、青

年期では食について正しい知識を身につけて、自ら食を選択できるようにする。そして、

壮年期ではバランスのよい食生活を継続して、血管を守ってメタボを予防し、疾病を予

防する。高齢期では低栄養を防止して、フレイル状態、介護状態になるのを防ぐという

ように、健康を視点に置いた食育というのが今必要とされていまして、特に壮年期、高

齢期の食というのは健康寿命に直につながる大切な課題というふうに考えております。 

  ですから、管理栄養士の専門性を活用して、関係機関と連携した上で段階的にこのよ

うな発達段階に応じた食生活の改善を目指していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） そうしますと、だんだん幼児期から高齢期までありましたが、

それを栄養士さんが特に分担をするということにもなるのか、本当に幼児期から高齢者

までそこそこのやり方とか、例えばお年寄りも肉食べなさいとか、栄養を取りなさいと

かあります、そんなふうに管理栄養士さんがこういうふうに分担するのか、それとも２

人で共同でやっていくのかと。それから、私よく言うのは、遊びは主食で、食事は健康

の薬というふうによくいわれていますので、食事はやっぱり体のために薬を飲むんじゃ

なくて、いい意味での薬だというふうに考えれば、食事は物すごく大事だと思っていま

すので、その辺も含めて体制そのものはどうなっていくのか質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 実際の業務としては、２人で分担して行うことになると思う

んですが、実は今、妊娠期から高齢期までお伝えしましたが、国が求めているものは、

国保の保健事業と高齢者が行う保健事業を一体的に実施しなさいと、一体的に実施しな

い限り介護予防はできないというようなところに趣旨を置いていますので、まずやらな

ければならないことは国保の今のあるデータ、高齢期の持っているデータを分析して、

その課題にあったものを栄養士が改善していくということです。 

  具体的には、例えば心臓疾患を持っている方が介護状態にならないようにご家庭に訪

問に行って、食生活を聞いて、検査データを見て、そして何が不足なのかということを

指導してくる。 

  また、少し集団の場において、皆さんにフレイル予防とは何かということをお伝えす

る、そのような事業を今検討しております。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 
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○２番（山本和子委員） 再確認といいますか、国保の事業と予防の事業と一緒になって

やっていくと、結果的には医療費を下げることができたり、国保の支援制度にも多分影

響して、評価される事業なのかなと思っているんですが、ぜひその点について十分効果

が発揮できるようによろしくお願いいたします。 

  答弁いいです。すみません、自分の私見挟んでしまいました。 

○委員長（伊東久子委員長） 答弁いいですか。 

  ほかありませんか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 続いて、これ毎年質問して、補正のときにも質問させてもらっ

たのが、健康診査、女性がん検診、40歳健診等についての大分効果的な事業で、効果が

上がっているかと思いますが、その点について質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 まず、がん検診ですが、昨年度の受診数と比較しまして、子

宮がん、乳がんは横ばいです。胃、肺、大腸は少し人数が減少しております。減少の要

因、少し分析してみたんですが、特定健診とがん検診、セットで受けることができるん

ですが、これが特定健診のみを受けている方が多いというような傾向があります。きっ

とかかりつけ医を持っていて、町で行う検診と同等の検査を治療の一環としてやってい

る方が多くて、選択して受診しておられる方が多いのかなというようなことが影響して

いるのではないかと思います。 

  このような状況もありますので、まずは引き続き特定健診の受診率の向上で勧奨して、

その際に必要な検診が何かを保健師が見極めて、勧奨するような体制を取っていくこと

と、特定健診は国保のみになりますんで、社会保険の方たちにも個別案内を行うこと。 

  あと、今年度10月から胃の内視鏡の単独検診も開始していますし、大腸がんの単独検

診も予定しております。あと、30代からの乳がん検診、ペット検診は町独自のものです

ので、利用者の方が選んで検診を受けるようなニーズに応えていくというような検診の

進め方を重点課題として実施していきたいと考えております。 

  あと、40歳スタートなんですが、今年度は55％ぐらいかなというふうに見込んでおり

まして、未受診者の方に訪問等しているんですが、今年度の傾向としては、酪農関係の

企業の方で転入されてきた方で、例えば外国人労働者の方とか、そういう方が増えてい

るかなということで、その方たちが受けておられないので、もし次年度の対象で同じよ

うな状況があれば、企業の方に町の健診を理解してもらうという意味で、先にＰＲをし

て、そして受けやすい体制をつくっていきたいなというようなことを検討しております。 
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  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） いろんな手法をやりながら、もっともっと増えればいいなと思

ってはいるんですが、かなり苦労されて受診率を上げているということで把握いたしま

した。 

  先ほど、特定健診の関係については、多分私もそうなんですが、病院で受けたものを

持っていくということで途中からカウントされるようになったんですが、多分それでな

かなか持っていかない方もいるんではないかと。ですから実際にはもっと健診率はアッ

プしているんじゃないかなということを思いますが、それが結果的に国のほうの支援金

だとか何とかのときに影響出てきますので、その辺をきちんと奨励をしながら、保健福

祉課のほうに持っていくと、そうするとそれだけで何も、大抵網羅していると思います

が、その辺確認すれば多分もうちょっと受診率は増えているんじゃないかなと思います

が、その辺これからもよく徹底してほしいなと思っております。 

  答弁があればお願いいたします。ほかについては努力されているということで把握い

たしました。 

○委員長（伊東久子委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 特定健診のデータの受領については、なかなか保健師が訪問

に行っても、初め関係ができていないと、何のためにこのデータを渡すんだろうという

ことで、初回でもらうことは難しいんですが、何回か通ってお話をするうちに理解が得

られて、それでやっと１件もらえるというような、そんな地道な作業になりますので、

これからも栄養士も増えることですし、みんなで協力しながら、１件、１件受診率を上

げ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（伊東久子委員長） ほか質問ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） なければ、次に進みたいと思います。 

  労働費の107ページから108ページの上段、質問ありませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 先ほどは失礼しました。 

  無料紹介所の事業について、ちょっと確認したいと思いますけれども、職業の紹介先

につきましては、職業安定所なり民間の紹介サイトネット含めてありますけれども、本

町においては新たに町が無料紹介所を認可でやりながら、また併せましてまちづくり会
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社が同じような形で認可を得ながらだと思いますけれども、この職業紹介所を設置した

んだと思っています。 

  町とそれからまちづくり会社との連携については、ある程度状況については確認でき

ますが、１つまず１点、町が直接このまちづくり会社に対応しないで町が直接紹介した

件数があれば、その件数と、それからまちづくり会社を介して情報提供しながらやった、

紹介して成立した件数等について、まずは教えていただきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 無料職業紹介事業につきましては、現在町とまちづくり会社、町

づくり会社に委託して行っているわけですけれども、２か所で行っております。昨年、

実際まちづくり会社の委託が始まったんですけれども、昨年度の場合は、実際には町の

ほうが例えば相談者数だとか、マッチングの数は多かったんですけれども、今年度ちょ

っと方法をまちづくり会社のほうと協議しまして、変えているところがあります。とい

うのは、サーバー等のパソコン関係、うちのほうで扱っていますので、登録関係だとか、

そういうものは徹底して町のほうで受けますよと。 

  町のほうは当然相談も受けますが、相談者に必ず同意が要るんですけれども、同意を

得た上で、まちづくり会社のほうでいろいろ紹介作業をしていただいております。 

  実際、すみ分け的なものにも近いんですけれども、昨年と今年を比較します、その数

なんですけれども、町のほうに来たものについては、相談を受けましても実際はまちづ

くり会社に移行しますので、うちはカウントしておりません。ですからカウントしてい

る数字でいいますと、まちづくり会社が例えば昨年相談件数が13件だったんですよ、と

ころがもう２月段階で55件まで伸びております。 

  それから、マッチングにつきましては、採用、紹介の経過を得て、結局採用になった

方々、昨年５名だったんですけれども、今年はもう17件まで伸びております。それにつ

きましては、その中でも今年の場合は道の駅が新しくできるということで、そういうと

ころもあったから、より以上に数は多かったとは思うんですけれども、ただちょっと驚

くことが、うちの町、昨年の実績でも実際よその無料職業紹介所、そちらに比べると実

績があるということなんですよね。 

  当初、まちづくり会社ができる前、当初言われたことが、要するに地方版ハローワー

クというイメージがあるんですけれども、これは緩和されて、かなりその後増えている

んですけれども、すみません、これ平成16年です、当初。その頃いろいろ言われたこと

が、実際地方で行って実績がでるだろうかというのが一番心配されたことなんですけれ

ども、うちの場合、町に2016年に開設しておりますけれども、実績はとても多いとは言
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いませんが、実績は確実に出ている状況があります。 

  ただ、その中で職業別で見てみますと、実際にこういう方が欲しいという職場もある

んですけれども、一部例えば技術者等のものについてはなかなか採用がない状況、求職

がない状況。ただ、そのほかについては、イメージとしては農業者が多いというイメー

ジがあるんですけれども、決してそんなことはなく、いろんな業種に採用されている実

態はあります。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 何となくイメージつかめましたんで、この紹介した中できっ

と心配される部分については、紹介と雇用条件の差異があって、トラブルとかそういう

ことがちょっと心配される一つだと思うんですけれども、そういう事例というのは町の

ほうではきっとないんじゃないかと思いますけれども、もし、あるとしたら、そういう

件数とか、ことについてちょっとお知らせしていただければと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 この１年見ますと、そのような情報等は町のほうには入っており

ません。また、まちづくり会社のほうにも入っておりません。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） そんな意味では、立派に設置条件に基づいて対応しているか

と思いますけれども、12の委託料の中で、無料紹介所の業務である部分については、こ

れはまちづくり会社の対応で、正確にちょっと分かりづらいところがあるんですけれど

も、負担金及び交付金の中での部分で、会議負担金となっているんですが、それちょっ

と違いまして、委託の中で紹介業務となっていると思うんですけれども、紹介業務とい

うのは、基本的に人件費を指すのか、その辺をちょっと確認だけしておきたいと思いま

す。 

○委員長（伊東久子委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 これは決して人件費というわけではなくて、例えば研修も当然入

りますし、広告も入りますし、ＰＲ等様々な消耗品も入りますし、様々な分野が入って

きます。 

  ただ、人件費というわけじゃないですけれども、例えば年間の目標の中で例えば相談

件数が40件だとして、40件に対して実際には人件費相当になるんでしょうけれども、実

際にはこれを換算するとどのぐらいの時間がかかって、一般的な単価でいくとどのぐら
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いになると、そういうものを当然それはマッチングのほうもそうなんですけれども、全

ての分野でそのように算出して、累積したものがこの委託料になっております。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 内容ちょっと理解しました。 

  ここにはたしか地域おこし協力隊も派遣しているという、その方が任務を担っている

ということになっているかと思いますんで、それをプラスアルファ業務に係る分につい

ての委託料と、そんな感じで受け取った形でありますけれども、それでよろしいと思う

部分と、まちづくり会社で受理した新規求職者情報なんですけれども、ここで受理した

求職情報については、同意を得たものであっても町のほうへ情報は提供しないものとす

るという取り決めがかみしほろ会社で出しているかと思いますけれども、業務提供のフ

ォローの中にあるんですけれども、どんな理由でこのような、町からは提供しますよと。

ですけれども会社のほうから町には提供しませんというのは、やっぱり会社を主体的に

このまちづくり紹介所の位置付けを明確にしたということの一つであるかというふうに

認識してよろしいでしょうか。 

○委員長（伊東久子委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 ちょっと私の認識がずれているのかもしれませんけれども、まち

づくり会社に対して町のほうが情報を提供する。これについては基本的に相談者が例え

ば町のほうに来たときに、もう１か所まちづくり会社というところがやっている無料職

業紹介所があるんですよとこちらで紹介して、その情報を共有してよろしいですかと。

駄目ということはないんですけれども、仮にここだけにとどめてくださいと言われたと

きに、その情報はまちづくりのほうには出さないで、これもお互いそのような形です。 

  ただ、実際には情報はほぼ今のところ100％共有するような形で、全て来ることがで

きております。あくまでも相談者側の意向でそれは決まってくるものと認識しておりま

す。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） ちょっとそこの部分は僕は認識ちょっと違ったかどうか分か

りませんけれども、町のほうに来た場合、求職者が同意した場合はまちづくり会社のほ

うにその情報は提供できるとなっていますよね。それで、一方先ほど僕が質問したのは、

まちづくり会社がその情報を得た場合は、逆の同意を得たとしても提供することはでき

ないという約束になっているんですけれども、もう少しオープンにできなかった何か理

由があったのかなと思いますけれども、まちづくり会社も役場も町のほうも同じ情報を

共有する、個人情報の大事なところですから、そういうところで非常にきちっとしてお



－77－ 

かないとならん部分だと思うんですけれども、なぜまちづくり会社が得た情報を町のほ

うに提供できなかったのかな、同意を得たとしても。町のほうは同意したら情報を提供

してもらうと、何かちょっと課題があるのかなと思いますけれども、その課題ちょっと

僕分からなかったものですから、再度質問したいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） ここで15分間休憩としたいと思いますが、答弁あります。 

  保健福祉の皆さんご苦労さまでした。 

  暫時休憩です。 

（午後 ２時０７分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 ２時１８分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 先ほどは大変失礼いたしました。 

  江波戸委員のご指摘があったんですけれども、確認してみますと、こちらの業務提携

フローの表記に間違いがありまして、実際には確かに町への情報提供をしないものとし

たと書いてあるんですけれども、一番下に求人事業所様や求職者様の同意を得た上で、

求人情報や求職者情報を共有させていただきますというのが入っておりました。 

  私、先ほど認識という言葉を使ったんですけれども、本当に認識不足でなくて、確認

不足もございました。大変申し訳ございません。これにつきましては、訂正させていた

だきます。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  江波戸さん、よろしいですか。 

○８番（江波戸 明委員） 今の説明あったんですけれども、もし変だなと思ったら下の

確認をしようと思ったんですけれども、条文の先ほどの受理の仕方、会社から町への部

分は共有しますという形で認識しました。 

○委員長（伊東久子委員長） ほか質問ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） なければ、次に農林課に入ります。 

  農林水産業費108ページから126ページまで質疑を行います。 

  先ほどの答弁保留の、お願いいたします。 

  木下課長。 
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○木下由季子町民課長 大変申し訳ありません、先ほど江波戸委員からのご質問で答弁保

留をさせていただいた件に関しまして、作業機のついたトラクターの道路走行に関する

基準緩和があり、公道を走行できるような形になったことに対しての対応ということで

のご質問だったかなと思います。 

  今、農林課のほうとも調整をさせていただきまして、農林課サイドでの各種対応がさ

れているというふうにお伺いしましたので、農林課長のほうからご答弁をさせていただ

きたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 農林課、松下主査。 

○松下慎治農林課主査 作業トラクターの公道走行について、国の規制改革推進会議の答

申を受けて、昨年国土交通省が道路運送車両法の運用を見直し、一定の条件をクリアす

ればトラクターに作業機をつけたまま公道を走行することが可能となりました。 

  条件としては、作業機をつけたままではトラクターのバックランプ、ブレーキランプ、

ウインカーなどの灯火器類が見えなくなるのであれば、作業機側にこれらの灯火機を装

着するなどの対応をすれば、公道の走行が認められるという内容でございます。そのほ

か、車両に応じて走行速度の表示、車両の幅の表示などが必要となってきております。 

  これらの条件は交通の安全を確保するために設けられた基準であり、これらをクリア

することにより安全が確保されるものであると考えてございます。 

  農林課では、昨年11月に開催された制度説明会に参加してきてございます。これらの

情報は農協さんとも情報共有を図ってきてございます。 

  さきの２月18日には上士幌町農作業安全運動推進本部のほうで、町内の農家さん向け

に説明会を開催してきており、制度の周知を図ってきてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） その状況については分かりましたけれども、先ほど交通安全

の一番課題になっていたなというふうに認識もしていますので、これに対する将来の早

急にやっぱり対応していくためには、支援とまでは僕は言いたくないんですけれども、

何らか町のほうでこれについて考えて、財政支援とかということまでじゃなくて、それ

に近いことが考えられているのかなと思っていますけれども、今回の予算の中にちょっ

と出てきていないものですから、ちょっと確認させてもらいたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 松下主査。 

○松下慎治農林課主査 今、この制度への対応については、農協さんのほうで具体的に今

動いている段階でございまして、この後、町のほうに何らかのそういった支援の要請だ
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とか、要望だとか、そういったものがもし来るのであれば、それに対して農林課のほう

で検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  ほかございませんか。108ページから126ページまで。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 123ページの林業費の関係、124ページのほうへいきますけれど

も、木育の推進事業ということで主要事業の中でも概要書かれていますが、これは何か

子供たちを対象に何か木育の推進する事業を行うという、ちょっと中身的にそういう内

容のものかどうかということをお聞きするのと。 

  もう１点、次のページの林政アドバイザー経費ということで、給料等計上されている

んですけれども、これは職員の再任用等に関わる部分なのか、新規にこういう方を採用

するのか、その辺についてお伺いします。 

○委員長（伊東久子委員長） 高田主査。 

○高田清蔵農林課主査 木育につきましては、まず赤ちゃんに対しての木のおもちゃを配

布していくということと、あと上士幌高校で今林業に関する授業をやっておりまして、

それに係る経費、あとはまだ未確定なんですけれども、こども園から小学生、中学生を

対象にした木工教室などの経費として計上しております。 

○委員長（伊東久子委員長） 高橋課長。 

○高橋 智農林課長 林政アドバイザーにつきましては私のほうから答弁させていただき

ます。 

  これにつきましては、現在、林産担当の準職員がこの３月をもちまして定年退職とい

うことに伴いまして、その後、再任用ではなく、林政アドバイザー制度を用いて任用職

員として雇用されるということで、これにつきましては、雇用人件費の特別交付税措置

が７割あるということで、そちらを使って雇用するということでございます。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 今の林政アドバイザー事業に関連しまして、私も今いらっしゃ

る準職員の方が退職した後に、すぐに現場で技術的なこともそうですし、施業管理、あ

るいは森林育成というようなことでなかなかすぐには現場に行って仕事ができるという

中身ではないというふうに理解をしていまして、やはり後継者を育てていかないと、本

町の林業が影響があるのかなというふうに考えていますが、その辺についていかがでし

ょうか。 
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○委員長（伊東久子委員長） 高橋課長。 

○高橋 智農林課長 今、斉藤委員おっしゃられましたように、当然現場のことを熟知し

ている職員ですので、後継者の育成、これはもう欠かせないわけですけれども、今後、

その方が何年おられるか分かりませんけれども、任用期間の中で早い時期に後継者の方

針というものを考えていかなければならないというふうには考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） まず、１点目なんですけれども、農業労働者受入れ協議会が

解散されてしまったのかなと思うんですけれども、予算的にちょっとないものですから、

そのまず確認させていただきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 松下主査。 

○松下慎治農林課主査 農業労働者受入れ協議会の解散の経緯は、昨年11月25日に解散総

会が執り行われて、解散しております。 

○委員長（伊東久子委員長） 高橋課長。 

○高橋 智農林課長 この解散の理由なんですけれども、昨年の年度当初では４名の方が

まだおられたんですけれども、いずれも80歳以上ということで、そのうち２名の方が体

調がちょっと悪くなって、結局２名の方しか受け入れることができなかったということ

で、そういう状況も踏まえて、これ以上もう続けることは厳しいということで、解散と

いうことになりました。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 現状、このような担い手といいますか、そういう方について

は事業者、いわゆる農業者のほうからはギャップがあるかしらん、要望はあるんでしょ

うか。 

○委員長（伊東久子委員長） 高橋課長。 

○高橋 智農林課長 現状は農協を通じて申し込むパターンと、個人が個人でやっている

場合あるんですけれども、人材センターのほうからそれぞれ受け入れて対応していると

いうことです。年間大体1,000人いくぐらいというふうには聞いております。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 120ページの有害鳥獣の駆除経費ということで予算要求がされ

ています。昨年の秋もあちこちで熊が出没したりというようなことで、本町においても

有害鳥獣が出没していることがあります。 
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  それで、猟友会も本町にはあるんですけれども、やはり高齢化が進んでいるというふ

うに承知しています。新たにハンターを養成したり、そういったことについて町のほう

で助成をしたりするような考え方は現状あるんでしょうか。 

○委員長（伊東久子委員長） 高田主査。 

○高田清蔵農林課主査 現在のところ具体的に支援をするような制度というのは、今考え

てはございません。 

○委員長（伊東久子委員長） 斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） あくまで狩猟というのは個人のレジャーの、というような範疇

というふうに捉えられているのかもしれませんけれども、やはりそういう意味では山間

地で、熊であったり、鹿であったりという有害鳥獣が出没しているので、ぜひその辺は

検討していただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（伊東久子委員長） 高田主査。 

○高田清蔵農林課主査 若手のハンターの育成に向けて、いろんなほかの町でもいろんな

取組があるというのは聞いておりますので、何が現実的か検討してまいりたいと思いま

す。 

○委員長（伊東久子委員長） そのほかありませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 113ページに関わるかなと思いますけれども、今年度の中で

農業技術研究センターについて改修ということで事業が進み始まっているのかなと思い

ますけれども、今年の中で改修に係る実費の部分でちょっとないような気がするんです

けれども、なぜないのか。 

  それで、もしこれから設計なり、施設改修するとしたら、年度内に間に合わなくなる

のかなというイメージをちょっと持っているものですから、なぜこれないなという理由

と、そこら辺の経過、今後の経過についてお話を聞かせていただきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 松下主査。 

○松下慎治農林課主査 農業技術研究センターの改修事業については、今年度検討会を設

置して、改修の内容について検討を進めてきてございます。現在、実施設計のほうをや

っておりまして、間もなく設計が出来上がるわけですが、12月の産経の委員会のほうで

ご説明させていただいた改修計画にも記載しておりましたが、実施予定としては令和２

年度を予定してございます。 

  ただし、町の単費で整備することはなく、補助事業を活用して実施をすることといた

しており、その補助事業のほうとの調整などもできた段階で、令和２年度６月の議会で
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できれば補正予算を計上させていただきたいというふうに考えてございます。 

  今回ご提案させていただいている農業技術研究センターに関する予算については、現

状これまで同様の運営を１年間継続した場合に必要となる予算でございまして、改修事

業が補助事業の調整がついて、実施ができるといった段階で、必要な予算の増額補正に

合わせて、今回不用となる予算の減額も同時に行わせていただきたいというふうに考え

てございます。 

  以上でございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 状況を今聞いて大体分かりました。 

  ただ、やはり利用者がいますので、そういう財源を国等含めての財源を求めていると

いう部分を含めて、なるべく早くきちっと状況については報告したり、周知するという

ことが必要になってくるかと思いますが、もう一つは、その段階で運営方法について、

指定管理者制度という言葉も出てきたような認識をしております。事例的に見せてもら

ったら、八千代の段階で指定管理者していますけれども、ほかの町村への部分ではほと

んど自前でやっているという場合がありますけれども、あくまでも今、指定管理者制度

をするとしたら、それなりのある程度運営の仕方とか、かなり緻密にしておかないと、

運営して受ける会社自身が八千代は五日市という精肉取扱い等の方がやっていたり、製

造関係に明るい部分だけは対応していますけれども、３点セットでやる場合、やはりな

かなか指定管理者を受ける人が管内的に事例を見てもなかなか難しいのかなと認識して

いますけれども、そこもきちっと整理しておかないと、いざ運営するとしたら、造って

しまったけれども、運営するということが大事ですから、そこら辺も重ねて、きちっと

年度内に検討しておいてほしいなと、そういうふうに認識しますんで、そこら辺の考え

方、ちょっとお示しお願いしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 松下主査。 

○松下慎治農林課主査 現在の予定では、令和２年度中に改修工事を実施して、できれば

令和３年の４月には供用開始をしたいというふうに考えてございます。 

  指定管理者制度の導入については、この後よく検討していかなければいけないわけで

ございますが、まずは令和３年４月の供用開始に向けては直営方式でスタートしたいと

いうふうに考えてございます。指定管理者制度の事例については、実は今月道内の事例

を視察する予定でございましたが、コロナウイルスの関係で出張を中止しているところ

でございます。 

  今後もそういった先行の事例を研究させていただきながら、準備が整った段階で、委
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員の皆様にもご相談をさせていただきながら、導入に向けて進めていきたいというふう

に考えてございます。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 先ほど斉藤委員からも質問ありました林政アドバイザー経費

等に係る部分で、これ林野庁事業で予算議決を前提にして募集するという形が一般的な

マニュアルというふうに認識していますけれども、早々大体人材の確保はできたなとい

うことで安心しています。非常にここは大事なうちのほうは林業も一つの基幹産業であ

りますし、町有林もかなり広大な面積で、やっぱり管理上はかなりの経験がいるという

部分がありますから、先ほどの報告を聞きまして、少し安心したところでありますが、

ぜひ適切な運用の中で、早めに申請した中で財政確保しながら、きちっと位置付けして

ほしいなと思っています。 

  これは特別交付税の対象になるというふうに認識していますけれども、そういうこと

を含めて、あと何年ぐらいこの特交で対応できるか、それもちょっと確認しておきたい

と思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 高田主査。 

○高田清蔵農林課主査 林野庁の制度なんですけれども、今現在何年までというような期

限というのはないので、いつまでこれが適用になるかというのは、今の段階ではちょっ

とまだ分からないというのが現状でございます。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  ほかございませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） なければ、各課担当課入れ替わるので、暫時休憩をしたい

と思います。 

（午後 ２時３７分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 再開をいたします。 

（午後 ２時３８分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 次に、歳出、商工費は126ページから143ページまで質疑を

行います。 

  質疑ありますか。 
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  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 観光の関係なんですけれども、どこのページということでもな

いんですが、商工の観光の事業でＤＭＯだとか、観光プロモーション事業だとかという

ようなことで、いろいろ町内の観光資源の掘り起こしだとか、そういうことを今されて

いるところだと、あるいはそういう部分も結び付けて観光に活用できないかというよう

なことで、いろいろ検討を進めていらっしゃるし、来年度もそういう検討を進めていく

ということなんですけれども、そうした中で、三股の三国山の近くの尾根がオホーツク

と太平洋と日本海のそれぞれ十勝川、それから石狩川、常呂川というようなことでの大

分水嶺というか、そういうようなことのちょうど境界というか、そういう場所だという

ことになっているんですけれども、そういう場所、私もどういうふうに行けば、そこに

行けるのかというようなことを分かっているわけではないんですけれども、そういうと

ころも、そういう地点だということでの観光資源として生かしていくというようなこと

も必要ではないかというふうに思っているんですけれども、既にそういう検討もされて

いるのかもしれませんけれども、その辺についての状況、そういうことについてどう思

っていらっしゃるか伺いたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 ただいまのご質問について回答させていただきます。 

  委員おっしゃるとおり北海道大分水点ということで、３つの尾根が交差しており、３

河川の源流域を分ける地点となっておりまして、地図愛好者の方々の間ではこのような

地点は大分水点と呼ばれ、北海道でも唯一の場所となっているところでございます。 

  令和元年、昨年11月28日には大分水点としては、初めて国土地理院の電子地図上に北

海道大分水点の名称で表記をされたところでございます。地図の表記に先立ちまして、

当該地点にあった老朽化した木柱に代わり石碑も新設されております。新名所として登

山愛好家の来訪などが期待をされております。 

  町としましても、こちらのほう積極的にシーズン、皆様来ていただけるような形でご

案内、ＰＲ等活用していきたいと考えている次第でございます。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  ほかありませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 138ページ、ＤＭＯ推進事業と観光プロモーションについて

一括で質問したいと思います。 
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  この部分については、本当にこれからＤＭＯ、どういうふうに対応していくか含めて、

またそれを併せまして観光商社カーチについても、どのようにという部分がメインにな

るかと思いますけれども、ＤＭＯ推進については、これから今、広報からＤＭＯ、何と

か頑張ろうという部分もあるかと思いますけれども、地域の観光、例えば観光協会も含

めて、それから地域の人たちも含めてとか、資源も含めてきちっとやっていないと、こ

のＤＭＯのカーチのためにやっているんじゃなくて、町総体の中でこの事業を進めてい

くという意識がないと、なかなか本物にならないのかなと認識しています。 

  ここを含めて、あと観光のプロモーションですけれども、多額のお金をまたここに投

資しながら委託していくという部分がありますけれども、基本的にどのような会社がま

ずこのプロモーションの会社のイメージ、受託する、委託になっていますから、受託す

る会社のイメージについて、ちょっと説明いただければありがたいなと思います。 

  併せまして、直近の話ですけれども、道の駅が５月27日に開設するという日程になっ

ていますけれども、余分なことかもしれません。今、観光課で知っている人材確保の状

況とか、接待に対応とか、そこら辺についてあればちょっと教えていただきたいと思い

ます。 

  結構町民の方、これについて興味を持っているものですから、できれば情報提供も含

めてよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 それでは、ただいまの江波戸委員の質問について回答させて

いただきます。 

  まずは、ＤＭＯの在り方というご質問だと思いますが、ＤＭＯにつきましては、委員

おっしゃるとおり株式会社のためにということではなく、観光協会含め地域の皆さんの

ために観光を通してまちづくりを進めていくものだと考えております。 

  そのＤＭＯという役割を推進していくため、令和２年度につきましては、委託業務と

しましてＤＭＯ推進業務の中で、例えばマーケティング業務ということで、上士幌町に

来訪されている観光客の方々がどのように動いているか、どのような消費動向であるか、

そういったものをしっかりと押さえ分析しフィードバックしていくことで、今後の商工

業者さんがどのようにＰＲをしていくのか、観光業者がどのようにＰＲしていくのか、

また町の施策にも反映させていくために業務を進めていこうと考えてございます。 

  また、プロモーション業務についてでございますが、プロモーション業務につきまし

ては、業務の中身としましては、魅力あふれる上士幌町の周遊ルート作成といたしまし

て、現在上士幌町で取り組まれていますエネルギーを活用、再エネルギー、バイオガス
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発電によるエネルギーの活用ですとか、ふるさと納税ですとか、子育て支援ですとか、

たくさんの方々、いろいろな自治体、視察等に訪れているところでございます。 

  そちらのほうをしっかりとガイドツアーのような形で提供できるような、そういった

仕組みづくり、テキストを作るですとか、しっかりとどのようなルートで回っていただ

くかなとか、その中でしっかりと町内に宿泊をしていただくだとか、そういったような

ルート検討、またルート販売につなげていくような業務。また、道の駅を拠点とした観

光プロモーション業務ということで、今回、道の駅の営業開始に伴いまして、47万人の

来訪者を見込んで進めていくところでございます。 

  この絶好の機会を逃さないためにも、そこに訪れた方たちをどのように町内回ってい

ただくか、それを旅行前にしっかりとＰＲしたり、こちらに訪れたときにどのように回

っていただくかというような情報提供をしたりというようなプロモーションのほうを動

画や画像、またはホームページ等の告知、またメディアを使った告知等を委託業務によ

り行うことを考えてございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 佐藤主幹。 

○佐藤泰将商工観光課主幹 ２点目の５月28日に道の駅オープンに向けた人材確保の関係

についてお答えいたします。 

  着々と株式会社カーチのほうで社員の採用、あるいはパートの募集等を行っておりま

して、まだ全体の人数、充足しているようには聞いていないんですが、大方確保できて

いるというように聞いています。 

  ナイタイテラスの運営と合わせてということになりますけれども、新年度の体制とし

ましては、社員を約25名、パート25名という想定の下、動いておりまして、シェフ等に

ついては大方確保できているというふうに聞いております。 

  ただ、やはり課題として残っておりますのが、土日を希望されるパートさんが少ない

といったところで、多くのお客さんが来るのはやはり土日というところで、その辺の調

整が課題というふうに伺っておりますけれども、予定どおりオープンについては、今

着々と準備を進めているところでございます。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、回答お話しいただきました。 

  少し安心しながら、町民も期待していると思いますんで、もう少し努力よろしくお願

いしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 
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  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 139ページの道の駅等経済波及効果推進事業をどのように進め

るのか、オープンしてからだと思うんですが、そのことについて質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 ただいまの道の駅等経済波及効果の調査業務でございますが、

おっしゃるとおり道の駅の部分につきましては、営業が始まらなければ調査はできない

ところでございますが、こちらにつきましては、道の駅とナイタイテラス、今年度より

営業しております。そちらの２つの営業効果というのを経済波及効果という形で調査を

したいと考えてございます。こちらにつきましては、委託事業で調査業務を行う予定で

ございます。 

  経済波及効果につきましては、実際のどこの売り上げが増えたかだとか、そういった

ものではなく、ナイタイテラス、道の駅での売り上げである直接効果、それに伴って波

及する仕入れ及び生産に伴う売上増加である一次波及効果、またその一次波及効果によ

り労働者の賃金が生まれ、それに伴う消費活動による地元事業者の売上増加の二次波及

効果、それら全てを足して経済波及効果となるものです。 

  また、それを産業連関表というものを用いることによりまして、経済波及効果以外に

地域内での雇用効果や税収効果を推計するといったものでございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） これは特段そういう専門的なところに委託をするんだろうと思

うんですが、やはり町内にどれだけお金が落ちて、経済波及になるかということが見え

てこないといけないのかなと思うんですが、以前定住促進の関係の住宅のときにも道の

レベルで調べても、町に直接どういう効果があるんだろうかと、なかなか見えないこと

がありましたので、多分これはいろんな指数があったりするので専門的じゃないと分か

らない面もあると思うので、これは年度終わって、大体どの程度のめどに、ナイタイは

もう連休、それから道の駅は５月28日以降と、ただそれはどれぐらいを区切って調査す

るのか、道の駅は年間だと思うんですけれども、ナイタイは時間区切られます。その辺

はどの程度絞って調査するのか質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 ただいま頂いた質問についてでございますが、道の駅かみし

ほろにつきましては、一応５月28日営業開始予定でございますので、そちらから年度末

をめどに３月31日までの効果分析というような形で行ってまいりたいと考えております。 

  ナイタイテラス分につきましては、営業期間ということで、まず今年度の分と令和２
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年度の営業期間分の効果分析について行っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） そうしますと、年度末は３月の末になりますので、その効果に

ついて次どうしようとかという政策的な課題も見えてくるかと思うんです。それはどん

なふうに生かされているのか。まだオープンしていませんので、３月31日に閉めて、も

う次のまたオープン、４月１日はちょっと厳しい、道の駅は続いていますね。その辺ど

んなふうに生かしていくのか質問して終わります。 

○委員長（伊東久子委員長） 石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 ただいまおっしゃられたとおり３月31日までの事業検証で、

その報告を受けたものだけを取り上げるとすれば、次年度にというのは少し遅れてしま

うと思いますので、中間報告等もしっかりと押さえながら、反映できる部分は反映する

よう努力をしてまいりたいと考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） そのほかありませんか。 

  小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 大きな事業でもある道の駅のオープンがあと２か月半後に迫っ

て、かなりの金額つぎ込んで、町を挙げてという状態になっております。関連事業とし

て商店街発信事業等も大きな事業を組まれて、一体となって盛り上げるという状態かと

思います。 

  そんな中、先日のコロナウイルス対策の中でも申し上げましたけれども、現状飲食店

含め宿泊施設、大変大きな打撃を受けております。今、キャンセルが続いて全くない状

態ということで、せっかく大きな事業を構えるに当たって、体力が大丈夫なのかという

心配するほどの状態かと思います。今、年度計画をやっているんで、これには登場して

こない出来事ですけれども、近々に何らかの町のほうからの手厚い補助がないと、せっ

かくのお祝いムードも力を出し切れないという状態も心配されますので、その辺につい

て重ねてよろしくお願いしたいと思いますが、いかがでしょう。 

○委員長（伊東久子委員長） 平岡主査。 

○平岡崇志商工観光課主査 小椋委員おっしゃるとおり、新型コロナウイルスの感染症の

影響におきまして、本町の飲食店やホテルを中心に団体客のキャンセルが相次いでいる

という話は町のほうの耳にも当然入っております。 

  まず、経済産業省におきまして、優遇金利においての融資が受けられるという事業の

ほうもスタートはしているというところでございます。町の支援につきましては、近々
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で商工会関係団体を含めまして、金融懇談会のほうを開催することを予定しておりまし

て、その中で町の中小事業者に向けた支援策について検討してまいります。 

  当初予算には当然入っておりませんので、補正の対応ということで考えさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  ほかありませんか。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） これは理事者にお伺いをしたいんですが、140ページにぬかび

ら源泉郷スキー場の支援ということで、人工降雪機の購入事業費があります。それから、

糠平の冬季の観光客誘致促進協議会ということで、交付金ということで予算が計上され

ています。 

  現在、糠平のスキー場につきましては、第２、第３リフトの休業中ということで、こ

の間ずっと営業がされておりません。現在の事業者に、この第２、第３リフトを改めて

運行を開始するような整備をするような会社的に余力はないものというふうに、私は判

断をしております。そうしたときに、この糠平スキー場の今後の運営の方法について、

やはり魅力あるスキー場となるためには、第２、第３リフトを動かして、そこにスキー

客を誘致するのが一番手っ取り早い方法かなというふうに思うんですが、現状、理事者

どのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 副町長。 

○千葉与四郎副町長 非常に難しい問題だなというふうに思っております。特にウインタ

ースポーツといいますか、スキーに関しては、スノーボードもそうですけれども、やは

り年々、特に若者のレジャー志向もいろいろ変わってきているようで、特にスキーヤー

については減少傾向にあるということで、全国的にもスキー場がいわゆるやめるという、

そういったスキー場が年々出てきているという状況でありますし、併せて今年のように

非常に雪不足ということで、本州では全く開設もできないような、そういったところも

出てきているということでありますから、非常にスキー場をめぐる環境というのは非常

に厳しいということであります。 

  今、委員おっしゃるように現在営業している事業者さんも第２、第３についてはなぜ

中止をしたかということを申しますと、いわゆる老朽化に伴って更新時期を迎えたとい

うことでありますが、その更新費用に相当多額の費用がかかるということで、やむなく

第２、第３については営業を中止して、いわゆる第１リフトともう１基ありますけれど

も、下のほうでのそういった営業に切り替えて、いわゆるコスト削減を図りながらスキ
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ー場を運営しているというような状況であります。 

  このことに関しては、過去にも町として企業誘致をして大規模な開発を行っていただ

いたという経過がございますけれども、現状、前段申し上げたようなスキー場のそうい

った状況の中で、新たな企業がまた参入をして、いわゆる第２、第３を含めたそういっ

たスキー場開発ができるかというと、非常に今そういった情勢的には非常に厳しいだろ

うなというふうに考えておりますので、当面はやはり今の状態の中でやっていかざるを

得ないのではないかと。 

  また、町が例えば事業者に対して支援をするということになりますと、一私企業への

膨大な金額の支援ということになると、これは非常に難しい、理解を得るのも難しいで

すし、非常に私自身としてはできないんではないかと思っていますので、一番いい方法

はやはり新たな企業が参入をして、開発するということがあれば、一番それは理想的な

姿ではないかと思いますけれども、これから様々なまた動きがあろうかと思いますので、

アンテナを高くして、そういったことで、もし参入していただけるような可能性が出て

くれば、その辺については事業者はもとよりでありますけれども、町としても積極的に

その誘致には動いてまいりたいなというふうに考えているところでございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 現状のスキー場の中で第２、第３リフトのスキー場用地の契約

上は多分林野庁から町が契約して借りているということになっているんだと思うんです。

冬季の道道についてもスキー場になるということで、土現のほうから借りているような

土地ではないかなというふうに思います。そういったときに、いつまでも現状のまま放

置していくということでは、私は問題あるのかなというふうに思っているんですが、も

し今、副町長おっしゃったように企業誘致で再度スキー場としての利用を考えるんであ

れば、やはり町としてもう少し翼を広げて誘致活動するというようなことも考えるべき

ではないのかなというふうに思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。 

○委員長（伊東久子委員長） 商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 ただいま委員のほうから土地の借用の関係でございますけれど

も、事実関係だけちょっと私のほうからご説明したいと思います。 

  第２、第３のコースでございますけれども、スキー場事業者さんがいわゆる森林管理

署といいますか林野庁から土地を借り上げているということでございます。町は、スキ

ー場のロッジと駐車場の部分をお借りしているという形でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 副町長。 
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○千葉与四郎副町長 先ほども申し上げましたけれども、本当に新たなそういった事業者

さんが力のある方が再開発といいましょうか、第２、第３も含めた以前のような形態が

できることが理想的ではありますけれども、実際に現在経営をされている事業者さんも

この間いろんな形でそういった可能性に向けて動いていたようでございますが、結果的

にはなかなか実現には至らなかったということでありますので、そういう意味で事業者

としての努力も必要でありますし、併せて町は町としてもそういった可能性が出てくれ

ば、それはしっかりと事業者と連携をしながら、そういった対応をしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） なければ、各課が入れ替わりますので、ここで暫時休憩を

いたします。 

（午後 ３時０１分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） それでは、再開をいたします。 

（午後 ３時０２分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 次に、歳出、土木費は143ページから155ページまで質疑を

行います。 

  質疑ありますか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 153ページの西団地の解体工事についてなんですが、解体の箇

所と、それから西団地の住み替えの状況について、説明会から、たしか平成26年だった

と思うんですが、あれから10年という範囲で住み替えをということなんですが、まだま

だ残っている方いらっしゃると思う。その辺の状況について質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 西団地の解体工事についてですけれども、令和２年度につきまし

ては、２棟６戸を解体する予定でございます。場所につきましては、号数でいいますと

37号、38号の２戸長屋、それからもう１棟が39号から42号の４戸の長屋ということで、

西団地全体で見ますと、東側の道路沿い、ちょうど白樺団地との間のところ、こちらを

安全性ですとか、景観のことも配慮しまして、２年度につきましては、こちらを解体す

る予定となっております。 
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  また、住み替えの状況についてですけれども、平成29年度にまちなか住宅の第１期分

建設したもの、また北団地ですとか、白樺団地などの既存の公営住宅も含めまして、順

次移転をしていただいているところでございますが、現在西団地の入居状況につきまし

ては、22戸が現在も入居中ということになっています。 

  令和２年度にまちなか住宅２棟６戸建設して、移転を行うということでございますけ

れども、その他の西団地の住棟につきましては、住棟ごとに全ての入居者の退去が完了

した棟から、順次解体をしたいと考えておりますけれども、これは予算の都合ですとか、

あとは国庫補助を活用して取壊しを行っておりますので、この補助事業の採択状況とい

うのもございますけれども、退去が完了した住棟につきましては、速やかに解体をして

いきたいと考えているところです。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 説明会は多分平成26年だったと思いますが、実際に住み替えた

ときに一番のネックというか、入居、住み替えできない理由がやっぱり料金だと思うん

ですが、その辺について私たちは説明受けているからいいんですが、いきなり高くなる

わけではなくて、普通のあれからいうと半額と、それから段階的に上がるとか、そうい

うことについての、22戸といったら結構残っていますので、その辺の説明をしながらい

ったらどうかと。 

  ただ、その後については説明会は開かれていないと思うんですが、個々にいろいろ聞

き取りをすると、やっぱりここにいたいと、高くなるから大変だという話、具体的な

個々の収入等によるので、住宅料金違いますので、個々のケースじゃないと、あなたは

幾らになるとか言えませんが、その辺をきちんと説明しながら、住み替えやったらいい

のかなという気がいたします。 

  それと含めてなんですが、まちなか団地について、私たち条例決めるときに知ってい

るんですけれども、公募の例外によって公募しないで住んでいると。ただ、あそこ結構

立派な住宅立ちますので。入りたいという方が結構いるらしいんですよ。そのときに公

募しないんだよといっても、その辺が全町民的になかなかまだ周知されていないのかな

と思っています。 

  だから、それは西団地の方が住み替えすると、北団地にも行ったりするんですが、そ

ういうために造っているので、公募によらないんだということをどこかで示したらいい

のかなと思っています。 

  以上、質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 木田主査。 
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○木田克則建設課主査 新たなまちなか住宅の建設につきましては、町民の皆様も建設す

るということで、お話を聞いてあそこに入ることができないのかという声も出ているこ

とは承知しております。 

  これで、今後広報等を通じまして、こういった住宅を建設するということ、ただし老

朽化した西団地等からの移転が優先されるということで、当面の間は一般の公募は行い

ませんという前提で、町民の皆様には周知を図っていきたいなと考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、同じような項目で西団地の解体等含めて、全体に関わる

問題なんですけれども、去年苦肉の策かどうか分かりませんけれども、白樺団地の方も

まちなか住宅への住み替え等をある程度容認したのかなと思っています。今年について

も同じような形で白樺の方もそういう対応をするのか、西団地がマンドになかった場合

は、西団地以外に白樺もそれに加味するのかという部分がちょっと考えられると思うん

ですけれども、今年の部分でいくと、去年方式を導入するのか、そこら辺ちょっと確認

したいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 移転の対象者についてですけれども、令和２年度に建設するまち

なか住宅につきましては、２棟６戸ということですけれども、こちらは単身者向け、ま

たは夫婦等の二人世帯を想定した小規模な住宅ということで考えております。29年度に

建設しました第１期のまちなか住宅につきましては、世帯向けですとか、または多少広

めの住宅ということもありまして、西団地に住まわれている方、基本的に今22戸居住さ

れているということですけれども、うち19戸が単身世帯の状況になっておりますので、

ちょっと29年度に建設した住宅では広過ぎると、単身者の方ではちょっと対象にはなら

ないということがありましたので、令和２年度に建設する住宅につきましては、小規模

な住宅ということで、基本的には西団地をまずは優先して移転を進めていくと。 

  ただ、西団地だけでは埋まり切らないと、まだ移転したくないという方も中にはいら

っしゃるかなと思いますけれども、そういった場合には次の計画にはなりますけれども、

取壊しということで予定されています白樺団地のほうにも声をかけさせていただいて、

対象としていきたいと考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 前回の３ＬＤＫ含めて、ちょっと広過ぎてとか、そういう問

題で空き室ができてしまったという反省を十分に踏まえながら、本当に１人、また夫婦
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の世帯に対応できるような施設にうまく方針転換をしたなという部分は、実態に合って

いるなという認識します。 

  ただ、併せまして西団地も白樺団地も含めて、北団地への住み替えという部分も一方

ではあるんですけれども、北団地に対応する住み替え先についての改修という部分が、

あまり見えていないんですよね。ですから、そこら辺も含めて、たしか地域説明ではそ

のような年齢的な区分はありますけれども、あとは障害的な対応とか、そういう部分も

含めて、ユニバーサルの対応を含めてとかあって進めていくという部分あるんですけど、

なかなかそこまで先進まないと。そっちにも行きたいという部分を含めて、ちょっと見

えないんで、ここら辺について説明と少し違う進め方をしているんじゃないかなという

気がいたしますんで、それについてちょっと確認したいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 北団地につきましては、今年度、令和元年度に３戸の住宅を大規

模改修ということで、内部ですとか、バリアフリーの対応にしたり、大きな改修を行っ

て、ついこの間工事が完了したところでございます。これから、入居者の募集を行うこ

とになりますけれども、こちらについても老朽化しています西団地等の移転ということ

をまず優先に考えていきたいと考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 併せまして白樺の部分も優先的に、僕は時間的にちょっと十

分でないんですけれども、認識しているんですけれども、白樺の方も北団地の今対応し

ている３戸含めて、それから今年度ちょっと事業的にやってほしいなと思うんですけれ

ども、ちょっと見当たらないようなイメージもあるんですけれども、そこら辺を含めて、

やはり今、西と白樺の方については、なるべく移転してという部分も町の本心だし、そ

の後の跡地利用も当然出てくると思いますけれども、そこら辺なるべく明確にしておか

ないと、なかなか次の生活拠点になりますから、この辺は早く明確にしておいてほしい

なと。 

  一定程度説明というちょっとやっぱりタイムロスがあるなということを認識していま

すんで、そこの点についてもあれば説明お願いしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 北団地の改修計画につきましては、一応８戸を大規模改修をした

いということで計画をしていますけれども、あとは北団地の住宅の退去をした後の空き

状況というのもございますので、来年度の令和２年度につきましては、大規模改修は行

わない予定でございます。 
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  ただ、その後、また北団地の空き住宅が出てきた際には、さらに追加で改修は行いた

いと考えておりますし、また西団地だけではなくて、白樺団地のほうも相当老朽化も進

んできておりますので、その白樺団地に住まわれている方たちにも随時情報提供を行っ

ていきながら、移転のほうは進めていきたいと考えます。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） それに併せまして、西地区には集会所、町立の集会所がある

んですけれども、今言ったように地域の居住者の減少に伴って、集会所の使い道がかな

り減ってきているという部分で、これについてももう少し町のほうでこれをしっかり直

営で管理するとか、そういうことも必要になってくる時代かなと。あそこはマンドの時

代で、いわゆる公営住宅西団地、白樺、それから新西含めて、マンドで結構まだ子供た

ちもたくさんいてという時代とやっぱり変わってきていますんで、集会所の在り方につ

いても、僕は歴史的に関連してくると思います。 

  そんな意味で、町なかの中心街については、わっかを含めてとかいろんなところで集

会できますけれども、11区においては集会所１つ使っていますが、なかなか使いづらい

という部分含めて、場所的にも含めて、わざわざ行くんだったらという部分を含めて、

そんな時代も来ていますんで、それも含めて、まちづくりの公営住宅とか集会所の管理

も含めて対応することになるんではないかと思いますけれども、その点について、考え

方をちょっとお知らせしてほしいなと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 名波課長。 

○名波 透建設課長 今お話にありました集会所の管理についてということで、市街地区

４か所ございまして、地区ごとに事情がいろいろ違うと、利用状況も違うという状況が

ございます。江波戸委員言われるように西地区については、公営住宅の建て替え等もあ

りますし、利用状況はかなり下がっていて、管理体制としてかなり負担が大きくなって

いるという話は意見交換会等でもお話をされて、状況は分かっているつもりでございま

す。 

  その辺の管理負担をどうやったら軽減できるのか、いろいろ常設のお話もありました

し、集会所のほうの予算的にはいろいろ状況を聞かせていただいて、その都度配分をさ

せていただいているところでございますけれども、全体の負担だとか、今後の在り方と

かについては、今後検討していきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） いろいろ質問したいことあったんですが、まず先ほどの続きの

関係なんですが、住み替えの関係で、私たち条例でしか見ていないので、意見交換会の
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ときに結構いろいろ質問が出たんですが、要するにその後も話し言われて聞きに行った

んですけれども、年齢制限が65歳以上だと言われたというんだけれども、そういうこと

を私たちは見ていないので、条例上も何も書いていないし、それはそういうふうに答え

たのか。その方がまだいろんなときにそう出ていくと、何かちょっとずれていくので、

条例上見たらそういうことはないし、実際にまちなか団地に結構若い方、さっき言った

白樺の方も入っていますので、白樺はどうして入れたんだと言われても、私も答えられ

なくて、そういうところをある程度一線基準をおいておかないと、町民から質問された

らこうなんだよと言わないと、ケース・バイ・ケースでいくとちょっと入りたい方がい

るのに何で入れないんだとなっちゃう。その辺をきちんと整理してほしいなと思ってい

ます。 

  あと、もう１点最後の質問になると思うんですが、公営住宅の住み替えの関係で入居

の条件の緩和について、北海道のほうでは保証人要らない等の条例改正を令和元年にな

ったというふうに情報があるんですが、としますと町のほうでも一番大事な保証人、保

証人はやっぱりないというふうに、特別に２人、それを緩和できる方法で条例改正をす

べきではないかと思います。その点について質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 公営住宅の入居要件の緩和に関しましてですけれども、国のほう

から方針が示されておりまして、入居に際して保証人を入居の前提にしないように改正

しなさいということでございますけれども、町としましては国の方針に基づきまして、

保証人制度につきましては現在廃止するという方向で検討をしているところでございま

す。 

  このことにつきましては、今後３月11日に開催されます産業経済建設常任委員会、こ

ちらのほうにお諮りさせていただいて、協議をさせていただく予定となっておりまして、

またどちらにしましても条例の改正が必要になりますので、この条例改正につきまして

も、本定例議会の最終日のほうで提案をさせていただきたいと考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  答弁漏れで、年齢制限の事実あったかどうか。 

  木田主査。 

○木田克則建設課主査 年齢制限に関しましてですけれども、まちなか住宅の入居に関し

ましては、特に年齢制限によって制限をかけるという説明はしておりません。ですので、

希望があればそういった条件なく入居の申込みは頂けるということになっております。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 
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○８番（江波戸 明委員） 今の回答について、例えば白樺から北団地に行く前は、例え

ば60歳以上でそれなりの要件とか、そういう条件ちょっとあったような気がするんです

けれども、全くまず今、北のほうですけれども、そういう部分含めて、まちなかについ

ては説明当時具体的な話になっていなかったんですけれども、一定程度の条件的な部分

もあったのかなと思いますんで、再確認しておいたほうがいいかと思います。１回しか、

通達で説明会しているのも動く前ですから、具体の部分が。僕はそんなちょっと記憶し

ていたものですから、それ確認しておいたほうが後で、先ほどの山本さんに対する対応

等含めて、もう少し過去のこと点検お願いできればと思いますんで、要望です。 

○委員長（伊東久子委員長） 答弁はよろしいですか。要望でよろしいですか。 

  答弁あります。 

  名波課長。 

○名波 透建設課長 説明会のときにそういう説明があったという記憶は私のほうではし

ていないんですが、もしそういうお話をしているならちょっと確認をさせていただいて、

その辺の是正、是正というか再確認をさせていただくということでよろしいでしょうか。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 151ページの本町西仲通北線道路改良舗装事業ということで、

今年度最終補正で2,376万で決定して、工事終わったのかなと思ったんですけれども、

令和２年度でこれが委託料として776万6,000円とまた計上になっているんですけれども、

説明資料の中で支障を来すんで再整備と書いてあるんですけれども、工事じゃなくて委

託料のこの辺と、もう少しこの辺詳しくちょっと教えていただきたいなと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 巴主査。 

○巴 康考建設課主査 本町西仲通北線道路舗装事業なんですけれども、今年度要望させ

ていただいた路線につきましては、ちょっと事業名等誤りがございまして、実は路線的

にはちょっと別の箇所を整備させていただいております。令和２年度の予算要望の西仲

通北線につきましては、昨年工事やった箇所とは別の箇所でして、そこの委託を計上さ

せていただいております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか、分かりましたか。 

  ほかありませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 153ページお願いします。 
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  一番下のほうに定住促進賃貸住宅建設費助成事業とあります。今年、昨年と比べて半

額で、先ほどの補正段階でもこの辺のお話しちょっとあったと思いますけれども、少し

ずつ建設希望者が減ってきているイメージもあったりというのもありますけど、まだ、

引き続き要望を数件ありますというふうになってくると思います。一般的に一般住宅借

り上げ、誰でも入れるよという部分と、法人が借り上げてくれる分とか、社員住宅とか、

大ざっぱに分けたらそういうような区分がなっていると思うんですけれども、僕は一般

住宅についてはやっぱりちょっと一定程度の線引きをしたほうがいいのかな、ある程度

ハードルを上げたほうがいいのかなという認識はしています。 

  ただ、地元法人とか社員住宅については、やはりきちっと住環境を確保するという部

分では支援の対象になると思いますけれども、やはりそこら辺、一定程度規制をしなが

らという時期に入ってきているとしたら、早急にやっていただいたほうがいいのかなと。 

  まちづくりの中でも先ほども町内会の話もちょっとしましたけれども、やはりいろん

な意味でちょっと様子を見るという部分が、一般住宅についてはそういう考えも必要だ

と思いますけど、そこら辺の認識をちょっと確認しながら、できれば要綱の見直しなが

ら、次年度以降募集することも必要じゃないかなと思いますが、そこら辺の考え方につ

いて確認したいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 名波課長。 

○名波 透建設課長 補正予算のときもお話がありまして、そういうお話をさせていただ

きました。その後、近々の状況ということで、昨日町内の不動産業者さん、賃貸住宅全

体を扱っているわけではないんですけれども、一応状況としてどんな状況ですかという

話を実は聞きに行ってまいりました。 

  そこの話ですと、やっぱり需要はあると。ここ２月、３月、４月の転勤だとか新規就

労に向けて問合せが結構あると、それからもう一つは株式会社、法人等からも従業員住

宅を何戸か確保したいんだということで問合せもあるということで、その業者さんは一

定程度まだ需要はあるんじゃないかなというふうに考えていると話をされておりました。 

  この間入居率、稼働率の話をさせていただきまして85％というふうな結果でございま

したけれども、その前の前回からの調査でいくとちょっと落ちていますけれども、85％

という数字は、不動産業者さんから言わせると悪い数字じゃないということでございま

して、なおかつ来年度の相談も何件かあるという状況を踏まえますと、一定程度今年度

6,000万で来年度3,000万という予算付けをさせていただいて、この中で令和２年度につ

いては実施をさせていただいて、その中で状況を見ながら委員先ほどおっしゃられたよ

うに要綱の中身、段階的になるのか、住宅の種類によって変えるのか、そういうところ
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も検討して、次期の分について考えてまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、課長からありましたように、今そういう状況で的確に捉

えていかないと、やっぱり建築主も町外のオーナーも結構いますから、その人たちにつ

いても、まちづくりに対して不信感を持たないような対応というのも必要になってくる

かと思いますので、本当にそういう形で緻密に情報を得ながら、この事業を進めていた

だければ幸いだと思います。ありがとうございます。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） なければ、次に進みたいと思います。 

  次に、消防費は155ページから160ページまでを質疑を行います。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 159ページの災害対策経費の関係になるのかと思うんですけれ

ども、ちょっとこれまでの予算の中で見落とし、私したのかもしれないんですが、町長

の執行方針の中に、防災情報インフラという項目の中で、行政内部に地域防災マネジャ

ー（総務省事業）を配置しということで、記載があるんですけれども、予算的に地域防

災マネジャー配置という部分が、行政内部にといっている意味がどこかからそういう専

門的な知識がある方を配置をするという意味なのか、行政内部にいる職員を何かの研修

をして、そういう地域防災マネジャーということにするのか、その辺がちょっとその方

がやる業務の中身も含めてちょっと分からないんで、ここで質問させていただきました。 

  まず、そのことについてお聞きをしたいことと、もう１点、次の160ページのところ

の18の負担金補助交付金のところに、北海道総合行政情報ネットワークということでの

負担金か何か納めるんだと思うんですけれども、これに防災という意味でこの情報ネッ

トワークに参加をするというのか、何か開始をするというのか、ちょっと中身分からな

いんですけれども、この予算の意味合いをちょっと説明していただきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 副町長。 

○千葉与四郎副町長 防災マネジャーの関係、私のほうからお話しさせていただきますけ

れども、これは町のほうで採用するということで、会計年度任用職員にはなりますけれ

ども、専門職として採用していくということでございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 大塚主査。 

○大塚利晃総務課主査 ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 
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  北海道の総合行政ネットワークの負担金の関係なんですが、こちらのほうは今年度北

海道のほうの防災情報ネットワークというシステムなんですけれども、そちらのほうを

更新いたしまして、それに伴いまして全道の市町村のほうで機器の更新をすることにな

ります。それの事業に係る負担金なんですが、２分の１が道、２分の１が町ということ

で、今年度負担金として支出することになりまして、その経費ということになっており

ます。 

  更新につきましては、令和２年度、来年度に機器、あとアンテナ関係の更新工事が予

定されております。 

  内容的には以上になります。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 前段の関係、会計任用職員として採用というか募集をして、そ

こに配置をするということなんですが、そうしたら総務費の中の会計任用職員等に係る

人件費の中に含めて計上してあるということだということで理解をすればいいですね。

分かりました。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） ただいまの防災対策経費にちょっと関連するんですけれども、

令和２年度で上士幌町の地域防災計画で上がって、その中で更新しなければならないと

いう状況あるのかなと思うんですけれども、この件、令和２年度でこの辺新しいものを

つくり直すのか、地域防災マネジャーの配置の中でその件やろうとしているのか、ちょ

っとその辺についてお尋ねします。 

○委員長（伊東久子委員長） 大塚主査。 

○大塚利晃総務課主査 ただいまのご質問についてですが、現状、令和元年度で上士幌町

の地域防災計画のほうの見直しが終わりまして、今、振興局のほうに新旧対照表を含め

て改正の部分を点検いただいているところです。内容といたしましては、避難所の指定

避難所の変更、萩ケ岡小学校のほうが閉校になりまして、もともと指定避難所として予

定されていたところが、閉校になりましたので、まず萩ケ岡のコミュニティセンターに

変更をかけるところと、あと今回、道の駅が造られますので、そちらのほうにつきまし

ても避難所としての位置付けを設定しなくちゃならないものですから、避難場所として

指定をすることで、あくまでも広域な形での一避難場所ということで、変更、設置の部

分を記載する予定で、今協議をさせてもらっているところです。 
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  併せまして、生涯学習センターわっか、それとふれあいプラザのほうも避難所的な部

分の要素がありますので、こちらのほうにつきましては、２次避難所ということで記載

をして対応を進めていきたいというふうに考えております。 

  あと、抜けている部分では福祉避難所の部分が記載がありませんでしたので、その辺

につきましても記載をして対応するような形で、今回防災計画の中で記載するような内

容になっております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 今、道のほうで精査してもらっているということで、これに

ついては早々に必要なのかなと、そんなふうに思っています。 

  昨年の台風のときに、避難勧告について、避難を始めると理解した町民がアンケート

調査では27％しかいなかったということで、避難勧告と避難指示が非常に紛らわしいと

いいうことで、国のほうも４月以降早急にその辺を整理するというようなことを報道さ

れていましたけれども、その辺含めて早急に対応してほしいなと思います。 

  それともう一つは、出来上がったものを今度町民にどうやって知らせるか、町民にど

うやって理解してもらうかというのが非常に大切だと思うんですね。そういうことも含

めて令和２年度のこの564万3,000円の中に予算化されているのかどうなのか、その辺含

めてちょっとお聞きいたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 大塚主査。 

○大塚利晃総務課主査 予算化の部分につきましては、この経費の中には含んでおりませ

んので、あくまでも改正したものにつきましては、町のほうのホームページでデータ化

して情報提供しているところですので、同じように改正したものにつきましては、新し

くしたものをまたホームページにアップする形で周知をしたいと考えております。 

  なおかつ、一般の方にその部分が分からないようであれば、広報等でもその辺の周知

をして、広く町民の方に周知してそちらのほうから見ていただくなり、ダウンロードし

ていただくとか、そういう対応を今までも進めているので、同じように進めていきたい

と考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） 馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） これは要望になりますけれども、広報ですとか、ホームペー

ジというのは特定の方、広報はほとんど配られるんでしょうけれども、なかなか周知さ

れないという現状があると思います。例えばごみの分別等含めて、町のほうで冊子にし

て配ったというような、そういう経過もありますんで、この防災に関してはぜひそのよ
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うな形含めて、もっと町民にこういう方法取れば周知できるよということをぜひやって

ほしいなと、要望でございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 答弁よろしいですね。 

  ほか質疑ありませんか。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 関連があるので質問させていただきます。 

  この災害対策経費の中に、災害に当たって備蓄というのが町でもされていると思うん

ですけれども、現状どのような備蓄の状況になっていて、新年度はこの備蓄についてど

こで予算立てをしているのか、答弁お願いしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 大塚主査。 

○大塚利晃総務課主査 町のほうの備蓄につきましては、需用費の消耗品の中で予算の要

求を上げさせていただいているところです。こちらにつきましては、食料品としてアル

ファ米のほうを300と、あと携帯用のトイレのほうの購入で、あと30年度までは防災用

の毛布のほうを計画的に購入をしていたんですが、冬場の対応とか含めて毛布では対応

し切れないということが話されて、今、札幌型の防寒用の寝袋を各町村で備蓄するよう

な形になっておりまして、町のほうでも一昨年は50、今年度20、備蓄をしているところ

です。 

  令和２年度につきましても冬期間の防災備品として寝袋のほうを随時購入した中で、

各施設、地域のほうのコミュニティセンター等に常備配置できるような形で計画的に数

を購入していきたいと考えているところです。 

○委員長（伊東久子委員長） 斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 今お答えありました消耗品費74万9,000円なんですけれども、

5,000人の町の災害対策の備蓄をこれから当然更新もしますし、耐用年数が来たものを

破棄していかなきゃいけないと思うんですが、防災計画の中に備蓄についての事項とい

うのはあるんでしょうか。 

○委員長（伊東久子委員長） 大塚主査。 

○大塚利晃総務課主査 防災計画の中には備蓄の関係の目標とするものは記載をしている

ところなんですけれども、防災の中でも今言われているのが自助、共助、公助で、自助

の部分が強く言われておりまして、町のほうからも備蓄、その部分については自分のほ

うで３日間、もしくは１週間ぐらいの備蓄のほうということで、広報を含めても言って

おりますし、地域の防災訓練の中でもその辺は言っていただいて、まず地域のほうでそ

ういう備蓄をしていただきたいということでお話をさせていただいているところです。 
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  町のほうの備蓄の部分は、あくまでも避難所に来られた方用の対応の食糧とかになり

ますので、数のほうは300ずつで1,500ぐらい予定しているんですが、それでも厳しいよ

うであれば、もう一度見直しをかけて対応を進めていきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） ここからは要望になりますけれども、ぜひ昨今非常に災害が多

発していますので、いざというときに支障のないように、この辺については町のほうで

十分な対応をお願いしたいと思います。 

  終わります。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、齋藤委員のほうからも僕も質問しようと思っていた部分

なんですけれども、やはり安全、うちの町、案外防災に対してのそういう被害が近年も

含めて３年前の大水以降、あまり認識はしていない状況ですけれども、やっぱり基本的

な部分はきちっと対応していただきたいなと思っています。 

  そんな意味で、何年か前に町内会便りに書きたいなと思って、町のほうのそういう防

災の状況をちょっと聞いてみました。そうすると、庁舎の下に一部備品があったり、西

保育所のところに備品があったり等含めて、きちっとした備品施設といいますか、安全

な備品施設がちょっと統一されていないなと思っています。 

  特に西団地なんかは冬、あそこ誰が鍵開けるんだとか、そんな問題も含めて、そうい

う分散するんじゃなくて、計画の中できちっと明確になるかなと思って期待していまし

たけれども、やはり備蓄はこうという部分を置くべきだと思いますし、全ての人が対象

になるかは別にしましても、一定程度の災害を想定した部分を対応していただきたいと

思いますし、先ほど新たな専門員をここに配置するという部分ありますから、専門員の

知識、見識とうちの町のサイズ、それから予想される災害の種類、こんなことも含めて、

ぜひ町民の一番安全・安心の一つだと思いますから、そういう対応をぜひまた再点検し

てくれればありがたいと思います。 

  併せまして、今要望になりましたんで、もう一つちょっとよく分からない部分で大変

申し訳ないんですけれども、上士幌町消防団訓練場整備事業について、予算自体工事請

負費と、それから備品購入費とありますけれども、本当にそういう要望も庁舎造った段

階も含めて、これも併設したらどうかとか、いろんな要望があったというふうに認識し

ていますけれども、概要についてまだあまり認識していませんので、簡単に私たちがち

ょっと町民に聞かれたら、こんなんだよという部分を含めて、説明できるようなちょっ
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と時間、お手数かけますけれども、この辺説明いただければ、大変この予算について

我々も理解できるのかなと思っています。 

  特に設計費とか、設計上はあまり見たことがないものですから、それもちょっとそれ

は別にしましても、基本的な考え方、それから近隣に認定こども園がありますし、また

その広さからいくと認定こども園との共有ができたりとか、ほかの町民が使えたりとか、

そんな工夫もされているのかなという認識しますから、そういう部分でいつも訓練して

いるわけではないと思いますから、そういう利活用にも対応できるかとか、そこら辺も

ちょっと含めてよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 川端主幹。 

○川端健功消防課主幹 今の質問にお答えいたします。 

  消防団の訓練整備ですけれども、以前消防団からの要望があり、消防団専用の訓練と

して整備するものです。この計画は現在実施中の庁舎建設とともに、平成30年度の庁舎

建設基本計画において消防庁舎の訓練場の条件、規模、面積、場所など具体的な計画を

示させていただいたところであります。 

  現状の消防団の訓練ですけれども、以前は航空公園の駐車場で行われていました。ま

た、現在は役場北側駐車場を借用し、消防演習や合同訓練、夜間想定訓練等を行ってい

ますが、医療機関、老健施設、役場来庁者、職員、それからこども園等の方々が多く駐

車場を利用しているため、いざ消防団が訓練する際、駐車場に利用されている車におい

て訓練ができていない状況がありますので、このようなことから消防団の要望により、

消防団の専用の訓練として整備計画を進めているところであります。 

  今後、自然災害等に備え、防災訓練や防災拠点の施設として消防団活動の充実強化に

つなげる施設と考えております。 

  また、平成11年度当初予算において訓練場の調査設計委託を計上し、調査が完了して

おります。調査内容については場所においては役場北側駐車場の東側になります。調査

面積は敷地面積約3,000平方メートルです。調査の結果により舗装整備区域が約2,900平

方メートルで、舗装以外の東側の未整地区域は砂利を整地し、訓練場として使用いたし

ます。 

  予算についてですが、緊急防災・減災事業債であります。整備事業は8,493万7,000円、

緊防災が8,370万円、一般財源が123万7,000円。これは起債外と照明器具等の備品購入

費です。備品購入費でありますが、夜間訓練用及び防災拠点として利用を考慮し、移動

式の発電機、照明を整備する予定です。国の実質負担金が5,859万、町の実質負担金が

2,634万7,000円であります。 
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  駐車場の利活用として、周辺の施設の方々に駐車場として利用する施設も考えており

ます。また、消防団が使用するときには、車両の進入を制限するポール、それから車止

め、そういったものも整備して、消防団が使うときには制限をかけて、消防団が使わな

いときは周辺公共施設等の駐車場として利用していただきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  ほかありませんか。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 今の関連で質問させていただきたいんですけれども、いいです

か。 

  消防団の訓練場整備事業の関係について、ちょっと庁舎のことが頭にいっぱい説明を

受けたということがあってあるんですけれども、その辺についての説明、先般の委員会

等でも説明していただいていましたでしょうか。 

○委員長（伊東久子委員長） 川端主幹。 

○川端健功消防課主幹 委員会の説明でありますが、平成30年度12月に開かれている総務

文教厚生委員会において、訓練場の必要性について説明していただいたところでありま

す。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 今説明があった場所というのは、役場北側の駐車場を使って、

今、臨時的にというか、そこを車どけていただいて、消防団が演習等をしているんです

けれども、その東側の用地にスポーツセンター側というか、そこに訓練場の整備工事を

されるという説明があったということで今、理解してよろしいんですかね。 

○委員長（伊東久子委員長） 川端主幹。 

○川端健功消防課主幹 今おっしゃったとおり、そのとおりの計画進めております。 

○委員長（伊東久子委員長） 暫時休憩。 

（午後 ３時４９分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） それでは、再開をいたします。 

（午後 ３時５３分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） そのほかありませんか。 
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（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） なければ、委員の皆様にお諮りいたします。 

  本日の会議はこれにて終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議はこれにて終了いたします。 

  次回の委員会は、３月６日、金曜日、教育費から入りますので、よろしくお願いいた

します。開会は９時でありますので、ご承知願います。 

  本日はこれにて終了といたします。 

（午後 ３時５４分） 

 



－107－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

  令和  年  月  日 

 

      予算審査特別委員会 

      委 員 長 

 

 

      署名委員 

 

 

      署名委員 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

３ 月 ６ 日 



－109－ 

令和 ２年 ３月  第２回  上士幌町議会  予算審査特別委員会  会 議 録 

招 集 年 月 日  令和 ２ 年 ３ 月 ５ 日 

招 集 の 場 所  上 士 幌 町 議 会 議 場 
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閉 会 令和 ２年 ３月 ６日 午後 １時４６分 委員長 伊 東 久 子 

応（不応）招委員並びに 

出 席及び 欠席 委員 

 

出 席 １０名 

欠 席  －名 

欠 員  －名 

 
○   出  席 

△   欠  席 

×   不 応 招 

△公  公務欠席 

遅   遅  刻 

早   早  退 

 氏    名 
出欠 

の別 
 氏    名 

出欠 

の別 
 氏    名 

出欠 

の別 
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委員会に職務のため 

出席した者の職氏名 
議 会 事 務 局 長 船 戸 竜 一 議会事務局主幹 渡 辺 純一郎 

委員会条例第１９条の

規定により説明のため

出席した者の職氏名 

町 長 竹 中   貢 保健福祉課主査 鳥 本 和 志 

副 町 長 千 葉 与四郎 保健福祉課主査 池 田   優 

会 計 管 理 者 木 下 由季子 保健福祉課主査 山 本 道 雄 

総 務 課 長 杉 本   章 農 林 課 長 高 橋   智 

企 画 財 政 課 長 松 岡 秀 行 商 工 観 光 課 長 杉 原 祐 二 

企画財政課主幹 新 井 英次郎 建 設 課 長 名 波   透 

町 民 課 長 （会計管理者兼務） 建 設 課 主 幹 山 﨑 浩 司 

保 健 福 祉 課 長 尾 形 昌 彦 建 設 課 主 査 杉 森 誠 志 

保健福祉課主幹 佐 藤 眞由美 教育委員会教育長 小 堀 雄 二 

保健福祉課主幹 塩 澤 尚 弘 教 育 推 進 課 長 石 王 良 郎 



－110－ 

委員会条例第１９条の
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出席した者の職氏名 

教育推進課主幹 有 賀 孝 行 農業委員会事務局長 佐 藤 桂 二 

教育推進課主査 藤 田 晴 美 消 防 課 長 永 谷 全 功 

教育推進課主査 澁 谷   真 代 表 監 査 委 員 根 本 広 実 
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幼児教育課主幹 依 田 美富士   

生 涯 学 習 課 長 須 田   修   

生涯学習課主幹 岩 間 敏 広   

生涯学習課主幹 平 田 佳 伸   

生涯学習課主査 深 瀬 一 輝   
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（午前 ９時００分） 

○船戸竜一議会事務局長 ただいまより第２回予算審査特別委員会を開催いたします。 

  初めに、伊東久子委員長からご挨拶を申し上げます。 

○委員長（伊東久子委員長） 皆さん、おはようございます。 

  昨日に引き続き、委員会を開会いたしますので、皆さんのご協力どうぞよろしくお願

いをいたします。 

  それでは、ただいまより第２回予算審査特別委員会を開催いたします。 

  初めに、本日の本委員会の傍聴の取扱いについてご協議をいたします。 

  お諮りいたします。 

  本日の委員会傍聴の取扱いについて、委員会条例第17条の規定により、本日の委員会

の傍聴の申出がある場合は、これを許可することと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（伊東久子委員長） 異議なしと認めます。 

  よって、本日の委員会傍聴の申出がある場合は、これを許可することといたします。 

  次に、教育費に入ります。 

  教育費は、総務費、中学校費までと社会教育費、保健体育費をページで区切って行い

ます。 

  教育費は、160ページから181まで質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） いろいろあるんですが、１項目ずつ、その都度質問していきま

す。 

  初めに、163ページのスクールカウンセラーの実施状況について質問したいと思うん

ですが、今年度の状況と、それから予算上の上では、今年度に比べて令和２年度につい

ては80万、金額が増えていますが、その辺の状況について質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 澁谷主査。 

○澁谷 真教育推進課主査 スクールカウンセラーの経費ですが、昨年度につきましては、

この謝礼等につきましては、本庁において、いじめ問題に関する重大な事態が発生した

場合や、児童・生徒の不登校などに備えるものであります。昨年度は、中学校からの要

請により、カウンセラー２名招聘しております。１月に１回、２月に４回、３月に１回

の計６回、面談件数は10件です。行っております。 
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  今年度につきましては、道教委のスクールカウンセラー活用事業を活用しております。

年間24日、月、大体２日程度となっております。１日当たり約３時間、今、中学校へス

クールカウンセラーを配置しております。内容としましては、カウンセリングはもちろ

んのこと、教員や保護者への助言、校内研修等の講師、休み時間の保健室における援助

活動、生徒観察などをしていただいております。 

  次年度、予算、計上しておりますが、２年度につきましても、道教委のカウンセラー

事業、今、現在要望しております。配置につきましては、まだ、現在未定となっており

ます。よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） いじめ等について、昨年ですか、２名、６回したと。来てもら

いたいという要請の関係なんですが、それ学校のほうから、多分、養護教諭等、子供た

ちは相談を受けていると思う、その辺について、要請があった場合に行くのかと。 

  それから、各町村、いろいろな形でやり方が違うと思うんですが、専門のスクールカ

ウンセラーがいるところもあれば、その都度要請して来る形もあると思います。その辺

について、どんなふうに要請をし、来るのかと。 

  いじめというのは結構難しいと思うんです。なかなかね、表に出る問題と、あとネッ

トのこれもあるしね、いろいろ。その辺は、学校のほうから要請があった場合に派遣す

る形になるのか、それと既にカウンセラーについては、実際には人ですので、具体的な

人についても、ある程度把握できているのか質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 澁谷主査。 

○澁谷 真教育推進課主査 要請につきましては、学校から要望があった際に、教育委員

会のほうで、ある程度道教委のほうに確認して、人選、こちらのほうでこの方というこ

とでお願いして招聘しているところでございます。 

  来年度も、今、現在、ちょうど要望調査が来ており、多分、恐らく、スクールカウン

セラー、こちらのほうに配置できるとは思うんですが、道教委の予算の関係もありまし

て、ほかの学校から要請が増えた場合には、日数が減ったり、時間が減ったりというよ

うな形になっておりまして、もし、そのスクールカウンセラーでも足りない場合は、こ

ちらで、また、急遽、カウンセラーの先生を招聘したいと考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） このカウンセラーにつきましては、スクールカウンセラー、ず

っと従来の中で、いじめに限った対応なのかなという気もするんですが、例えば、不登
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校とかそういうことについては、学校の中で、専門的な支援員もいますけれども、そう

いう形で対応するのか、不登校となると、結構心の問題、いろいろなことで、学校だけ

では対応できない問題、対教師との関係じゃなくて、いろいろなものが係ってきますが、

そこまでの対応には至っていないのかと、その辺について質問いたします。 

  いろいろな、いじめだけではなくて、子供の状況というのは、すごくやっぱり不安定

なことがあったりするときに、誰かにはけ口を求めて聞いてもらうとか、あと、地域の

中でも、この間の教育委員会の講演会もすごくよかったなと思って、いろいろな形で地

域がつながり合って、協力し合うと。学校に行かないのが悪いじゃなくて、いじめるの

が悪いとかじゃなくて、いろいろな心の問題を、地域でつながり合って、お互いに出し

合って、協力できるんではないかと。もちろん、スクールカウンセラーの先生も必要で

すし、そういう形で、この事業をもうちょっと広げて、いじめだけに関することじゃな

くて、広げて、いろいろな子供たちの心を救ってあげるような事業になるといいなと思

って質問いたしました。そういう考えがあるかどうか、質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 澁谷主査。 

○澁谷 真教育推進課主査 報告では、いじめはもちろん、不登校の子についても、観察

等、あと相談等を行っていただいております。その情報の共有も行った際には、各先生

と情報共有をしているということで、あと、またケア会議などを行っているという報告

も受けております。 

  いじめはもちろん、不登校についても、今後も継続して、養護教諭等と連携取りなが

らやっていきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 小学校費と中学校費、関連していることなんですけれども、学

力の向上だとか、教育の充実というようなことで、あるいは教職員の負担の軽減という

ようなことも含めて、支援教諭、少人数学級教諭というようなことで、様々な、手厚い、

学校に対してそういう配置なり支援をしているというふうに思うんですけれども、そう

した中で、聞こうとしていることは、学校の教職員の皆さんの働き方改革という視点に

お聞きをするんですけれども、学力向上とかそういう部分の支援もありますけれども、

部活だとかいろいろなことの支援というようなことで、上士幌アクション・プランとい

うことで作成をされて、平成30年度から令和２年度までの計画をつくっていまして、２

年度が経過をするというような状況になっています。 
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  その計画の中では、常に、検証だとか改善をしながら、取組を前進するように進めて

いくんだということになっているんですけれども、２年が経過しているんですれども、

こういう、予算上で、そういう学力向上とか教育力の充実というようなことでの手厚い

先生方の配置というような部分では、そういうことなんだなというふうに理解できるん

ですけれども、そういうことで、２年経過をして、どのような検証をされて、どのよう

な改善というようなことで進めていらっしゃるのか、お聞きをしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 教職員の働き方改革ということで、今、特に、教職員の長時間

労働が問題になっておりまして、その部分をいかに、例えば業務の効率化であるとか、

町の職員を配置することによって、先生方が、やっぱり子供たちに向き合えるような状

況をきちんとつくっていけるか、そういうのが非常に課題になっているところでありま

して、例えば、取組として今年度やったのが、学校業務改善アドバイザーということで、

東京からコクヨの方を招聘しまして、３回やっていまして、これ国の事業で、北海道で

は上士幌しか結果的に手を挙げなかった事業ということになっておりますが、例えば、

そういう方に３回来ていただいて、最初、研修会で啓発をしていただく中で、２回目は、

各学校を巡回指導をしていただいて、いろいろなご助言をいただく中で、３回目は、そ

の助言に基づいて、それぞれどういう改善をしてきたか、改めて研修会ということも実

施をしてきているところでありますけれども、ポイントとして、その中で確認されてい

たのが、やっぱり、環境を変える。例えば、書類は各自が持たないで、共通の書類をつ

くって、置くところを決めて、みんなでちゃんと整理をしてやっていこうとか、共同ス

ペースの確保であるとか、文書とか備品もそうですけれども、きちんとラベリングをつ

けて分かりやすいように置くと、きれいな環境でつくっていくことによって、やっぱり

教職員の意識も変わるし、意識が変わることになれば、また働き方も変わると、そうい

うようなことで３回来ていただいて、いろいろなことを進めてきました。 

  そういうことを通じて、また今後につなげていきたいということで進めているところ

でありますし、あと、今言った職員の配置もそうではありますが、あと、今考えて、今

年度進めたのが、新たに教職員にタイムカードを設置をしまして、もともと町の職員に

ついては昨年度から導入して先行していましたが、学校の道費の教職については、今年

の１月からタイムカードを入れて、やっぱり見える形で、先生方の働き方をきちんと把

握をしまして、それを基に、やっぱり、一部の先生に業務が集中しているんではないか

とか検証をしながら、学校の中でそれぞれフォローをしていく、改善を図っていく、そ

ういうような取組を進めているところでありますし、あと、来年度予算に反映している
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部分ということでは、やっぱり勤務時間外、電話がいろいろかかってくるので、その電

話対応についてはメッセージによる電話ということで、基本的には時間外に先生方の負

担を減らしていただくと、そういうような取組をやっているところでありますし、また

は、デジタル教科書を、今まで社会だけを入れていたんですが、今度は英語も入れて拡

充をしていく中で、そのデジタル教科書の導入によって、先生方の負担を、極力、やっ

ぱり軽くしていくようなことを進めていきたいということであったり、あと、大型モニ

ターの配置をイングリッシュルームに配置したりということ、あと、職員の配置という

ことで考えれば、ＩＣＴ推進教諭の配置を来年考えていまして、これは、今、ＧＩＧＡ

スクール構想がありまして、そこら辺で、学校の中で、どういうようなＩＣＴの有効活

用を進めていくのか、またプログラミング教育を進めていくのかということを、やっぱ

り中心に対応していける職員の配置をしていく等々、この間、いろいろな部分で論議を

進めてきていく中で、やれることを一つ一つ積み上げてきているということでございま

す。 

○委員長（伊東久子委員長） 早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 非常に、学校の先生方が忙しくて、なかなか勤務時間を短縮す

るようなことも進んでいないというようなことが、マスコミ報道等でされています。そ

ういう中で、今、答弁がありましたように、いろいろなことで取組を進めていらっしゃ

るということは理解をしましたし、また私どもも勤め人としての経験があるんですけれ

ども、やっぱり、自分の仕事の進め方というのは、何か自分流のがつくられて、こうし

なきゃ駄目だというようなことの中で仕事をすることもあるというふうに思います。先

生方も、先生という立場で、いろいろなことを、やっぱりやりたいというような気持ち

なり、してあげたいという気持ちがあったりして、いろいろな部分もありますし、学校

では長時間で、夜残らないけれども、家に持ち帰って仕事をするというようなことで、

そういうケースにも、子育ての先生方の、お母さんというか女性の方ですと、そういう

ことになっているというような現状もよく言われております。 

  そんなことで、個人の、自らの意識を変えていくということも大切ですけれども、そ

ういう先生方の実情を踏まえながら、適切に対応していただきたいというふうに思いま

す。 

  そんなことで、これからも負担軽減を図っているんだけれども、新しい学習要領にな

ったり、あるいは、こういう情報化のいろいろな部分のことを取り組んでいかなきゃな

らないという部分では、また新たな学習をしなきゃならない、自己啓発をしなきゃなら

ないという部分が増えていくんだと思うんですね。そういう部分で、やはり、きちっと、
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今後とも検証しながら進めていただきたいと思います。 

  答弁ありましたら再度いただいて、私の質問を終わりたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 今、言われたように、学習指導要領も変わっていく中で、どん

どん、子供たちが学ぶこと、プログラミングであるとか、道徳もこの間入ってきていま

すけれども、あと、英語が教科化、小学校はなってきているとか、いろいろな部分で、

やっぱり、先生方の負担が、年々かかってきている状況がありますので、よりその負担

を軽減して、きちんとみんな、学校全体で、あとは地域を巻き込んで、全体で子供たち

を育んでいけるような体制というのは、十分考えて進めていきたいと考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 181ページになります。 

  学校魅力化推進員活動経費という計上ありますけれども、この事業の狙いと活動内容

について質問したいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 学校魅力化推進員につきましては、中学校に配置を考えており

ますけれども、中学校には特別支援に在籍をしているお子さん以外にも、やっぱり困り

感を持つお子さんというのは、一定数います。そういうような状況の中で、そういう子

供たちの学習もそうですけれども、学校生活全般にわたってきちんと支援していく、フ

ォローしていく、先生方と連携を持って、その都度起こったことを、きちんと一つ一つ

解決するというか克服していくという、そういうようなことを進めていくために、まず

配置をしたいということと、併せまして、あと、かみしほろ学園に組織されるこども園

から小・中・高を通したその学校の魅力化というのは、やっぱり、さらに、今後、上士

幌としても考えていかなければ、進めていかなければならない大きな課題ということに

なっておりますので、そのことを進めていく、一端を担っていただけるような人材を配

置をしたいということで考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 直接予算とは関係ないんですけれども、今回のコロナウイルス

の感染の問題で、報道によりますと、学校の空き教室等を使って、子供たちを、先生方

が面倒を見るというんですか、そういったような報道も一部にあります。その辺、本町

の教育委員会ではどのように考えているのかということと、それから、もし、そういう
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生徒さんが発見された場合、保育所ですとか、学校ですとか、消毒作業をやっているの

がよく映像等で流れますけれども、そういった消毒薬の備えとかというのは、本町の教

育委員会はされているのかどうか、お聞きしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 学校の臨時休業期間中の空き教室の利用については、一切うち

としては考えていません。その部分で、家庭で、まずきちんと子供を健康管理をしなが

ら見ていただきたいということが基本に踏まえつつも、今、学童で80人ぐらい登録され

ておりますけれども、学童も月曜から開所をする中で、新たに、やっぱり学童に登録し

たいという保護者の方も今回の関係でいるかと思いますので、そういう方を含めて門戸

を広げまして、わっかの１階を学童専門のスペースということで、一定程度の人数が来

ても、余り密集していかないように、それぞれのところを十分にフルに活用しながら、

余裕を持った学童保育を進めていきたいということで考えています。 

  それと、消毒の関係につきましては、これは、随時、各学校において、先生方が消毒

を進めてきているということでありますので、その消毒の部分で必要な資材等について

は、教育委員会から随時調達をしているということでございます。 

○委員長（伊東久子委員長） ほか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 先ほどの早坂委員の質問の、少し詳しく聞きたいと思うんです

が、実際に、アクション・プランを平成30年度から令和２年度に向けて目標を設定して

いるんですが、例えば、１週間当たりの勤務時間60時間を超える教諭を全校ゼロにする

と、この状態について、実際調査をしているのかどうかと。例えば、私が上士幌独自の、

これは国の基準でいったら、なかなかもうこんな60時間を超える先生方結構いると思う

んですが、上士幌では、体育と音楽を専科性にしたりとかする中で、小学校ですね、自

分の持ち時間、時数がかなり減っていますので、負担軽減されていると思うんです。そ

の辺について、上士幌の実態がどうなのかと。 

  それと、あと、部活の関係で特に、小学校はそれほどじゃ、中学校は結構部活あると、

土日も含めて、あと、いろいろなイベントに参加したりする中で、ここの中にも、部活

動の休養等については、毎週２日以上にするとか、そういう実態調査をされているのか

どうかと。私、何が何でも連休も土日も全て練習、練習じゃなくて、子供たち、やっぱ

り部活を休む日があったほうがいいと、そのほうが逆に能力的に集中できると、そうい

うのが実際にいろいろな方も提唱しています。その辺の実態調査をされたのかというの

と、実際に、この目標は来年度になりますので、この辺の具体的な数字の調査をされて
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いるのかどうかと。 

  あと、家庭での仕事は、そこまではなかなか掌握できないと思うんですが、先生方は

やっぱり持ち帰って仕事していると思うんですよ。教材研究、熱心になればなるほど教

材研究したりとか、あと、個人的には、研修会に行くのは、それは個人の責任ですので、

研修会に参加したり、そこまでは把握できないので、学校勤務に関しての調査をされて

いるのかどうか質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 まず、年休の取得状況とかについては、一定程度調査をして、

年々、若干ながら上がってきているというような状況は把握をしておりますけれども、

それとあと勤務時間、今、１週間当たり60時間を超える教員をゼロにするという目標、

これは実は、また見直しをかけることによって、月45時間、年間360時間を超える時間

外をなくすと、そういうようなことで、全道的にちょっと今変わってきている状況があ

りますけれども、その適切な勤務時間というのは、現状の中では、実は把握し切れてい

ません。だから、それを把握するに向けて、タイムカードを導入して、このタイムカー

ドの打刻された時間を基に、先生方がどのぐらい時間をしているのか、それを２月分か

ら、今、集計してやっていこうということで作業を進めているところでありますので、

これから十分、その部分についてはきちんと把握をして、改善に向けて進めていきたい

と考えております。 

  あと、部活動の休養につきましては、平日１日休養日、あと、土日どちらか１日休養

日ということで方針を立てて進めてきているところでありまして、一定程度、大会が近

くなると、なかなかそうはならなくて、でも、その場合は、ちょっと前後のもうちょっ

と期間を取った中での調整ということは可能ということになっておりますので、中学校

のほうでの報告では、きちんと部活動については、休養日を設けてやっているというこ

とは守られて進めていますし、４月の学校の入学当時についても、保護者にはそういう

説明をして、保護者にも十分理解をしていただいて進めているということで報告を受け

ております。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 令和２年度にかけて、これから質問したいと思っているんです

が、様々、指導要領の改訂等出てくると、かなり、また先生方の負担が増えるんではな

いかと、パソコン関係、ＩＴ関係、プログラミング関係も含めて。そのときに、国は働

き方改革で、夏休みに集中しろじゃないけれども、そういうふうに、あれもすごく問題

があると私は思うんですが、そこを国の方針もあるんですが、町としてできること、先
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生方が勤務時間をきちんと保証しながら、ゆとりのある、先生方が元気になるようなこ

とを、上士幌としてやっぱり取り組まなきゃいけないと思うんですよ。国は、あれもし

ろ、これもしろと言って、働き方改革しろと言っても、逆に先生方が本当に負担が増え

るんではないか、その点について、それはこれからまた質問させてもらいたいと思って

いるので、その辺について、やっぱり、きちんと町としての方針を持たないと、申し訳

ないんですけれども、予算をつけないと、人員配置しなきゃいけないのかと思っており

ます。 

  それは置いておきまして、そういうことで、もし関連する質問があればどなたか質問

してもらいたいと思うんですが、次に、ページ数でいくと165ページ、プログラミング

推進事業に行きたいと思うんですが、今年度は様子見で、ロボットを借りて、実証とい

いますか、先生方の講演と学校でも何回か練習したと、それで、今年度具体的に入るわ

けで、どのように進めていくのかと、先ほどの先生方の負担も含めて、余り、私自身、

プログラミングってロボットじゃなきゃいけないものかという、よく詳しく分からない

んですが、ソフトバンクがその機械をどんどん多分貸し出すんだと思うんですよ。その

辺の環境も含めて、どんなふうに進めていくのか質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 澁谷主査。 

○澁谷 真教育推進課主査 まず、小学校は令和２年度から、中学校は令和３年度からプ

ログラミング教育が全面実施されます。本格実施に向けて、今年度、プログラミング教

材として、ペッパー導入しております。また学校でのプログラミング教育の推進を図る

ため、十勝ＥｄＴｅｃｈというところと、学生派遣の連携協定を結びまして、今年度、

小学校のクラブ活動の場で来ていただいて、入力の補助などを支援いただいております。 

  大学との連携なんですが、昨年度、北見工業大学に出向いて、本町の教員６名が研修

を受けております。プログラミングと聞けば、難易度は高いというイメージがあるんで

すが、パソコンもロボット教材も、基礎技術を有することで、指導は可能であると判断

しております。このため、来年度につきましては、大学の連携協定は考えず、子供の活

動を見守り支える学生派遣を充実するため、そちらのほうを優先して行っていきたいと

思っております。 

  また、ペッパーは令和２年度授業に活用いただいて、そのほか、それに附属されてい

る様々なアプリケーションですね、英会話やドリルなどありますので、それを活用して、

教育課程外におきましては、小学校のパソコンクラブ、各種学校行事、放課後こども教

室での活用もしていきたいと考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 
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○２番（山本和子委員） それでは、具体的な子供との接する時間の問題なんですが、こ

どもクラブの方は一部だと思うんですが、全校でそういう時間があるのかどうか、多分、

そこまで行くと一斉授業でやるとかなったら、それはもう物すごい大変だと思う。その

辺について、一部の子だけに該当するのか、そこに置くからやってみてみたいなそうい

うことなのか、それほどするのにここまで導入しなきゃいけないものかと私は思ってい

るので、その辺の状況について。私、進めているわけじゃない、もし必要だと考えるん

であれば、やっぱり全校生徒が関わらなきゃいけないと。私、進めているわけじゃない

んですけれども、そのことについて、先ほど言った、今年度もそうなんですが、試行期

間ですので、全校生徒じゃなくて、居残りの子供たち、その方だとか、多分一部だと思

うので、その辺について、どういうふうに進めていくのかと。今年度、これから続きま

すし、それから、ロボット自体は借りますので、年間で200万、300万を毎年借りますよ

ね、買ったらそれは高いですので、借りるお金って、それほど、国の政策でそれは仕方

ないと思うんですが、そこまでやる効果があるのかという、その辺を含めて、どんなふ

うにするのか、もうちょっと詳しく説明お願いします。 

○委員長（伊東久子委員長） 教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 今年度につきましては、お試しということで、子供たちに

慣れてほしいと、遊びながら自分でロボットを動かす、そういう喜び、その過程の中で、

論理的な思考が発展される。実は、パソコンの中でも、スクラッチといういろいろなソ

フトが入っているんですが、それよりもロボットを置くことによった可視化、可視化を

することで、子供たちは、自分の打ち込んだもの、表情、これを自分の目で見ることが

できると、こういった楽しい、遊びながらできるというのがペッパーのよいところです。 

  学校の教育課程のことを考えれば、実は、このプログラミング教育は去年いきなり出

てきたものではなくて、もう３年、４年前から出てきています。それで、それぞれの学

校が、それぞれの大学が、いろいろな研究等をしています。北海道においても道教委が

中心になっていろいろな研修会を設けています。そういったものに先生方を派遣したり、

または来ていただいたりして、先生方に基礎的な技術の習得を、まずマスターしてもら

うと。 

  このペッパー自体は、じゃ、１年間ずっと続けなければいけないのか、そうではない

んです。例えば、新学習指導要領の中でうたわれているは、具体的には５年生の算数、

正三角形を描くという取組があったり、６年生の理科だったり、総合的な学習の時間に

おける町の魅力と情報技術、こういったことは含まれているんですが、１年生から６年

生まで全てに入っているわけではないというところで、では、なぜペッパーなのかとな
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ります。お金を使ってと。 

  それについては、子供たちにその喜び、自分たちで考えたところ、いろいろ友達同士

で熟議をしながら操作をしていく喜びを体験させたいと。これから先、20年、25年たっ

ていたときには、人口も減っていく、そして学び方もどんどん変わっていく、そういっ

たものに立ち後れない子供たちを何とか育てていきたいなというところで考えています。

これが１つ。 

  それから、先ほど、ちょっと戻るんですけれども、先生方の働き方のところで、体育

だとか、理科の先生が入ったというところで、実は、この体育と理科の専科を入れるこ

とで、歩みだとか、それから指導要録、こういったものも、この先生方ができる仕組み

になっています。実は、今入っている体育の先生は、中学校と高校の体育の免許しかな

いんですけれども、上級の免許を持っていれば、その教科においては指導できると、Ｔ

１になれるということで、そういった先生が入ることによって、本来、担任の先生がし

なければならない体育の授業は、Ｔ２とかＴ３だとか、そういったところになると先生

方にもゆとりが生まれて、または、教室に戻って教材研究をしたりと、そういった授業

が可能になるということで、そんな効果は、今、現れていると。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） ちょっと、引き続きでしょうか。今の質問の続きでしょう

か。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 具体的に、専科性を取るというのは、すごくいいことだと思う

んですよね。私も、自分のことを言ったら申し訳ないんですけれども、結構大きい学校

にいたので、音楽、理科、家庭科、かなり専科性があって、その時間のゆとり、その時

間は自分は行かないので、そこで丸つけしたりとか、多少なり教材研究するとかいう時

間が取れますので、そうすると、学校にいる勤務時間は、昔、結構４時で帰れたんです

けれどもね。そうすると勤務時間は減って、うちで仕事するのは、それはそれぞれなん

ですけれども、そういうふうに専科性を取ると、先生方が専門分野をそれぞれ分けても

らって、その空き時間を先生が利用できるという、学校にいてもできるということがあ

りますので、せめて先生方必要があれば、体育、理科、音楽もそうだと思うんですが、

その辺を含めて、ぜひ、できることを町の独自の予算でつけてほしいと、多分、今年度

も入っていますので、その辺を確認したいと思います。 

  それから、プログラミングの関係は、これは、すごく、過去に2015年ぐらいからかな、

その実証実験があったりする中で、やっぱりそこに、文科省と経済界とその中でいろい
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ろな議論をした中で、ＩＴ産業がどんどん入ってきたという経過があると思うんですが、

その中で、私自身はいろいろなことを考えるんであれば、ペッパーに、私、ペッパーを

士幌のあれで見たことあるんですが、道の駅で。それに入れて、プログラムを入れて、

どうのこうのという、その画面で可視化できるのも大事なんですが、子供たちが議論を

して、こんなふうに紙に書きながらするということの重要性もすごくあると思うんです

けれども、それは、これはロボットを置いたにしろ、やっぱり、並行して、それに本当

に大事なことを子供たちに議論をして、ここ曲げたほうが何とかというのは、やっぱり

手書きで書く、今日もたまたま読んでいる本、何冊か借りたんですが、やっぱりメモ書

きは手書きでするのが一番頭に入ると、あと、会話するのが一番いいと、そういう本を

ちょっと今読みかけているんですが、やっぱり、手書きで書いて直して議論して直すと。

機械は入れたら、そこは手書きといったって、機械いじれば直せるんですが、そういう

重要性も、やっぱり考えながら、この授業を進めてほしいと思っています。 

  それはそれとして、何が大事かということをやっていかないと、ロボット、パソコン

というふうになっちゃうと、物事はそういう世界に流れるというのは分かるんですが、

何が大事かを持っておかないと、やっぱり重要なことを忘れていくんじゃないか、その

辺を確認させてもらって、答弁があればお願いいたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 今、委員おっしゃったとおり、導入段階からいきなり打ち

込むという作業にはちょっとなっていかないと思います。恐らく、ここからは先生方が

自分の学級の子供たち、個々を見通したときに、大体、今、上士幌小学校では６台入っ

ています。グループ学習するときに、大体６人に１台という計算をもって入れているん

ですけれども、導入段階では、当然、どんなことをやってみたい、テーマがあって、そ

のテーマに対して、どんなことをこのロボットに入力していくんだというのを当然グル

ープで話し合っていきますので、その中では議論があります。書く作業も当然出てきま

す。そして、そのテーマに従って、それぞれ打ち込んでいって、可視化をしていって、

お互いの成果を発表し合って、「わー、うまくできているよね。」とか「こんなことが

参考になるよね。」という、そこは、従来のものは従来のものでしっかり続けていきた

いなと思っております。参考にさせていただきます。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかの皆さん、質問。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） まず、164ページに係って、全体に係る部分で、給与の関係
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でちょっとお尋ねしたいと思います。 

  教育専門職というのは、やっぱり教育委員会等を含めて、しっかり配置しながら、子

供、社会人まで含めて、そういう先見の目で、また十分のキャリアの目で指導するとい

うのは、僕は非常に大切なことだと思いますので、今、専門員の配置という部分で、こ

れについてちょっと確認したいと思います。 

  １つ確認、中で気になったのが、給与体系なんですよね。これは、ちょっと、僕は何

がこれベストだという給与体系になっているかちょっと分かりづらい部分があるんです

けれども、基本的に、まず、どんな形で給与体系になっているか確認したいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 教育専門員は、今いらっしゃる方は、みんな校長先生をもう経

験して退職されて来ていただいている方ということでありますので、やっぱり、そうい

う教職員時代の経験を生かして進めていただきたいということで、学校の先生が再任用

した場合の条件、それと同じような条件で来ていただかないと、なかなか実際、いい人

材が来ていただけないということがありまして、そういうようなことを背景に、給与体

系を組んでいるということでございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） その部分については、明確に何か、書類的にですか、数字的

にとか、きっと管理されているんだと思いますけれども、次の世代に含めて、今課長が

言ったように、非常に、専門職の確保については、安定性という部分についてもなかな

か難しいのかなと。特に、我が町はなかなか校長先生の退職者がいないとか、そういう

部分もありますから、他町村から来てもらったりとか、そういう部分になるんだと思い

ますけれども、そんな意味で、基本的に、退職者の、特に専門員の部分についての雇用

期間について、あれば教えていただきたいという部分と、専門職については、いろいろ

な形で専門職があるわけですけれども、若干、手当等で違う部分があるんですよね。 

  例えば、100万という職員手当等になっていますけれども、100万とか101万5,000円と

か、103万とか、何でこんな、専門職によって。ベースは343万円だと思います。これに

対して、手当等について、何でこんなに違うのかなと、これもちょっと僕分からなかっ

たものですから、これ、確認しながらやっぱり、今あったように、均一にやっぱり各課

にわたって対応していく部分と、同じ専門職の中でも学童の役割とか、現場の役割とか、

それから指導的な役割といってもちょっと違うなという部分があるんですけれども、こ

れについては統一されているような気がいたします。 

  そんなことを含めて、あと、先ほどあった地域協働推進員という形も、専門職的な部
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分で配置しているのかなという認識しますけれども、この方については449万1,000円と

いう部分で、ほかの先ほどの任用職員等の、うんと、対等するかも分かりませんけれど

も、どのような人かは分かりませんけれども、ちょっと違う部分があったり、生涯学習

推進員という部分では310万7,000円とか、ちょっとバランスが悪いんですけれども、何

かやっぱりきちっとした根拠がないと、この次の継承、継続していく部分で、やはり、

お前だから何ぼだ、あいつだから何ぼって、そういう、ちょっと言葉は悪いんですけれ

ども、そんなことにならないと思うんですよね。 

  ですから、そういう評価の仕方とか、この給与の押さえ方、それから今、役場等でも

かなり任用されている方もたくさんいますけれども、そのバランスとかってきっとある

と思います。そこら辺について、ちょっと説明していただければありがたいなと思いま

す。 

○委員長（伊東久子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 ちょっと、私の把握している範囲で、まずちょっとお答えした

いと思いますけれども、教育専門員については、先ほど言った等の再任用をしています

ので、再任用も、その年その年で金額が動いたり、率が動いたり、これ、人事委員会の

勧告とかに基づいても影響しますので、毎年それを確認して、その数字をうちのほうで

計上している。だから、手当の率もそれに基づいて決めさせていただいているというこ

とでありますけれども、来年から今度、任用職員制度が始まりますので、今度は、その、

月ベース何十万という金額を、うちの賃金表、任用職員の賃金表に移行した中で、どこ

に該当するのか、そういうことで、令和２年度からはそういう設定をして進めてきてい

る、教育専門員はそういうことで、基本的には統一をしておりますので、これはこども

園の園長から学童の保育所長から、そういう形で進めておりますし、率も合わせている

ということでありますので、まず、そのことについてはご理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（伊東久子委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 専門的職員の雇用につきましては、生涯学習課でも数人雇用し

ているわけでございます。あと、地域おこし協力隊につきましては、これは、全町的な

規則、あとは個別に規定をつくりまして、雇用しているということでございますので、

その辺は統一された給与体系だったり、身分というか、そういうような形になっている

というふうに理解しております。 

  あと、生涯学習課では、地域おこし協力隊以外に、生涯学習推進員、あるいは社会教

育推進員という形で雇用してきております。それにつきましても、基本的には、流れ上、



－125－ 

地域おこし協力隊になっていて、その後、任期満了になって再雇用するとか、新たに雇

用するという方もいらっしゃいますけれども、基本的には地域おこし協力隊と同じ身分

というか給与体系を維持した形で雇用しているという形になります。 

  あと、地域協働推進員という職種がございます。これにつきましては、今、コミュニ

ティ・スクール含めて、学校の魅力化ですとか、あとは社会教育全般にわたって活動し

ていただいている、専門職という形で雇用しています。この方につきましては、先ほど

の教育専門員と同等の職種の内容、業務の内容等を勘案して、同等の身分というか、雇

用の内容になっているということでございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 概要については理解しています。細かいことは余り必要ない

と思うんですけれども。ただ、これ全ページにわたって、教育委員会の、今言った専門

職等について、ベースは、例えば164ページの教育専門員の給料が343万円と、それから

手当等が100万円とはなっていますけれども、そこら辺で、ベースは同じでも、手当の

部分で微妙に違うというのは、何かちょっと統一性されていないなという部分あります

から、これでちょっと聞きたかっただけの話で、何か細かいことを聞いてもしゃあない

なと思っていましたけれども、それ、何でそういうふうに同じ教育委員会の中で整理さ

れていかなかったのかな、それがルール化されていないなと、ちょっと気がしたもので

すから、再度確認、単刀直入に説明していただければ分かりやすいかと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 実は、町内に住宅を借りていらっしゃる方がおりますので、住

宅手当をつけている専門員の方もいらっしゃるので、その部分の金額で、手当の金額、

ちょっと格差があるのかなと認識しております。 

  あと、町外から通勤している方もいらっしゃいますので、通勤手当も出しております

ので、その違いだと思われます。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 僕、聞きたかったのは、そのルールだけ聞きたかったわけで

すから、それを説明、初めからしてもらっていたら余分な時間必要でなかったかなと思

っています。 

  次、上士幌高等学校の振興会の部分でありますが、昨年度、途中で内部補正といいま

すか、予算の対応の中の内部補正したんですけれども、今年も何名入るか、一定程度の

人数を把握できる時期に来たと思いますけれども、内部保留したまま、１人当たりとか、

支援の仕方、いわゆる本当の意味の支援ですね、経済的な支援についてアップしたんで
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すけれども、今年もそれをそのまま導入した予算を組んだのかどうか。それによって、

やはり１人当たり、学校全体、生徒当たりに、かなり予算が対応できる形になると思い

ますけれども、このことについて、支援すればという、やっぱり、今まで支援の工夫を

しながら効率的に考えていたんですけれども、何でも、保護者の負担は少ないようにと

か、そういう部分に行き過ぎていると。学校の魅力化という部分、教育長も常々話して

いると思いますけれども、本来の学校の魅力化という部分について、なかなかどこにも

出てこないものですから、ここ振興会の中にも出てこないものですから、やはり、こう

いう部分は学校の魅力化という部分を含めて、やはり予算の中にどういうふうに組み合

わせるかという部分を見える化したほうがいいのかなというふうに思っていますので、

その点よろしくお願いしたいと思います。 

  考え方あったら、よろしくお願いします。 

○委員長（伊東久子委員長） どなたが答弁。 

  石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 今年度の予算の組み方については、まず、今、管内の中学生も

減少傾向、年々減ってきている状況の中で、去年までは、マンド80名の入学者を見込ん

でいましたけれども、今年は、実は60名を想定をして、予算的には組んできているとこ

ろでございます。そういう中で、昨年度、途中から認めていただいた今年度からの通学

費全額補助、それについてを見込んだ予算編成になっておりますので、その関係で、去

年より予算規模が膨らんでいるということになっております。 

  学校の魅力化につきましては、今、例えば、高校のほうにはコミュニティ・スクール

の関係の協力隊の方を派遣しておりますけれども、この人は、やっぱり学校の中で、も

うちょっときちんと幅広く学校と関わって、今、新たに生徒会と関わって、いろいろな

部分で進めていただいていることもありますけれども、あと、いろいろなことを情報発

信という部分でも進めていただいているところがありますので、そういう学校、町のほ

うと連携してやっていただける方を、学校内部で、もうちょっと育てていくなり増やし

ていくなり、そういうことも１つ考え方あると思います。 

  私のほうからは以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 江波戸委員からのお話、経済的な支援という部分はもちろ

ん大事だと思うんですけれども、もうこれだけでは続かないというふうに考えています。

今年度については、この予算の中で、何とかあと１年、２年動かしてみたいなと思って

いるんですが、ただ、そこだけでは、もう来たいとか、行かせたいとかということにき
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っとなっていかないんじゃないかなと、大事なことは、やはりその学校生活が楽しくて、

そして、地元と大きな関りを持ちながら、そんな子供たちを育てていくのが役割なのか

なと思っています。 

  今年度につきましては、その予算の中で、例えば島根県だとか東京だとかで、そうい

った教育魅力化に関わってきた人材等の派遣も少し入れています。よその力も借りなが

ら、そして、自分の町の子供たち、または管内の子供たちのことでありますので、産業

界も含めて、協力しながら内側から盛り上げていけるような体制を、今年つくっていき

たいなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） まなびの広場の開設事業について確認したいと思います。 

  委託事業という部分ですけれども、これ、長期休暇の中にという部分で、ほかの部分

で、事業の内容についてはある程度承知していますけれども、全体的にどのぐらいの子

供たちが、これに参加しているかという、それによって、やっぱり効果というのは、き

っと参加することの効果というのもありますし、それを持ち込んで、また自宅で頑張っ

てもらうとか、実証をしてもらうとか、そんなことにつながっていくと思うんですけれ

ども、まず、参加率についてちょっと確認したいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 実際参加した子供の人数ということで申し上げますと、夏場の

まなびの広場については37名、冬場が23名ということで、ここら辺、初年度ということ

で、なかなか去年実施した公営塾との違いというか、まなびの広場の本来の目的がきち

んと浸透されてきていなかったということもありますし、冬場の落ち込みはどうしても

年末年始ということで、家庭でどこかへ行かれるであるとか、あと、どうしても、なか

なか正月明け、すぐそういうところに行くよという子供の意識がもしかしたらあったの

かもしれないですし、ただ、来ている子供については、非常に、夏と比較して冬のほう

が、実は滞在時間が増えて、結構、積極的に参加している子供たちもいますので、そう

いう部分では、来ていただければ、いろいろな部分で大学生がきちんとフォローしてや

っていくことができると、そういうことが一定程度実証されたのかなと思いますけれど

も、そういう部分では、今後、増やすための取組ということでは、ここら辺のよさをも

っと分かりやすくＰＲするということもありますし、あとは、中学校との連携ですね。

中学校に、まず、この取組をきちんともっと理解をしていただいて、中学校からも積極

的に働きかけていっていただけるような体制が取れれば、より令和２年度は進んだ取組
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ができるのではないかと考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） きっと、中学校のほうも事情があるかなと思いますし、こう

いうことで地域の学力を上げているところがあるんですが、きっと、夏・冬、結構、今、

子供たち含めて、ほかの部活、クラブ活動とか、そういう部分が結構重複するのかなと

いう部分もあると思うんですよ。ですから、これはやっぱり教育の提供の仕方としては、

やっぱり均等に公平にやるという前提があってもいいのかなと、僕は思っていますので、

そういう配慮という部分を、中学校の教育というと、やっぱりかなり中学生、今、本当

に全国レベルまで行っている子供さんがいたり、それを目指す子供たちがいたら、これ

とこれを、まず、当面、体育で頑張ってみようとか、体力という部分を含めて、スポー

ツ活動を含めて、ほかの活動もあると思いますけれども、そういう部分ありますので、

そういう部分をちょっと配慮してやりながら対応してくれれば、もう少しパーセントが

上がったり、学校の教育というのもありますけれども、やっぱり、父兄の意識も連携す

るのかなと思いますので、そんなことで、ぜひ、少しでも効率よくして、学びの充実性、

総合戦略に基づいた、目標に基づいた方向性で頑張っていただければと思います。 

  何かあれば、よろしくお願いいたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 この期間の部活が、どんな部活がどの時間帯でやるかというの

は、一定程度、事前に把握はさせていただきました。そういう部分で、部活終わってか

ら参加した子供たちも一定程度はいたということでありますし、あと、冬場にあった数

学のワークショップの部分で、ちょうど部活をやっている時間が重なったこともあって、

その部分は部活の先生に直接僕お願いして、出たい子供は、ぜひ、ちょっとこちらに出

させてくださいというお願いをしながら、進めてきたということもありますので、なか

なか子供たちも、夏休み、冬休み、暇じゃありませんので、忙しい状況がありますので、

部活との配慮というのは、今後、さらに確認をして進めさせていただきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかございませんか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 165ページの認定こども園の関係について質問いたします。 

  まず、劇団公演謝礼33万、ここ数年33万で動いていないんですが、以前は９万とかす

ごい少ないときあった。あの頃まだ人数が少なかった。今回、33万ということなんです

が、子供の人数がかなり増えていますので、多分、分けているかどうかというのと、そ

れから、年齢が、保育所の子供たちは３歳でも４歳でも５歳でも、見方が全然違います。
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５歳ぐらいになったら、かなり落ち着いて見られるんですが、３歳というのは結構厳し

い、４歳ぐらいはいいです。その辺は、やっぱり、作品も分けたりしなきゃいけないと

思いますので、予算的にこの33万でやれるのかという問題と、それから、その下の子育

て支援広場講師謝礼というのは、これは、多分新しい事業なんでしょうか、どのような

事業か質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 弦巻課長。 

○弦巻佳光幼児教育課長 まず、劇団公演謝礼についてなんですけれども、予算につきま

しては、標準的な公演の単価としまして、２回分を計上しております。しかし、今年度

につきましても、実は、演目の検討と、それから日程の検討ということで、劇団のほう

と協議ができましたので、ほかの町村と併せることができました。それによって、旅費

を軽減できるというような形がありましたので、今年度、年間３回開催することができ

ました。来年度につきましても、そういった演目ですとか日程を調整して、協議が整え

られれば、できれば３回開催したいという形で現在検討しております。 

  次に、子育て支援広場の講師謝礼につきまして、これまでも、子育て支援センターに

つきましては、妊婦から乳幼児と保護者を対象にした交流機会の確保ですとか、親子の

絆をつくることを目的に、いろいろな集いですとか、それから広場を実施しておりまし

た。また保健福祉課のほうでも、母子保健事業として、これまでいろいろな教室等が開

催されておりましたので、ここを子育て支援センターの事業として集約しまして、マミ

ーズ広場ですとか、ベビーズ広場、すくすく広場というような事業合計で、11回開催と

いう形の講師謝礼を計上しております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 先ほど質問したんですが、未満児から５歳まで一括して、この

３回やるのかどうかと、それと、11回、支援センター中心に、要するに、私もひよこを

やっているんですが、その支援センター中心に、11回の講師を呼んだ遊びの広場をやる

のかどうかと、これ保育所ではないということで、保育所の中でやるわけじゃなくて、

地域の保育所に行っていない子供たちに対する支援ということでいいのかと、その件に

ついて、また再度質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 弦巻課長。 

○弦巻佳光幼児教育課長 まず、劇団のほうの公演につきましては、主に、以上児、いわ

ゆる３歳、４歳、５歳を中心に考えてございます。ただ、未満児につきましても、会場

の中には入って、できるだけ見るようにしております。 
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  演目については、先ほど言われたように、いわゆる５歳児、年長さんですとか、それ

から、もう少し、年中さん、あるいは３歳児というような形の対象になるような、いわ

ゆるバリエーションに富んだような形で行いたいというふうに思いますので、演目の内

容について検討しているところです。 

  次に、子育て支援センターの事業として、認定こども園の事業としてではなくて、子

育て支援センターとしての事業という形で開催をします。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） この項目が最後なんですが、予算的に33万ではなくて、もっと、

50万円か60万円ぐらいつけたほうがいいんではないかと。例えば、２回から３回に増え

たというのは、交通費が下がったからどうのこうのと言っていますけれども、呼びたい

劇団がいたら、単独でも呼べるぐらいの意気込みでいかないと、普通、公演を呼んだら

50万は結構ざらだと思うんですよ。子供向けだから安いということはないんですよ。だ

から、そういう意味で、値段に関わって、これと、例えば士幌と組んだ作品が来るんだ

ったらこれで安いなじゃなくて、呼びたい劇団があれば、芸術鑑賞会のときそうでした

が、東京からでも単独で呼ぼうというので、そこで交渉して下げてもらったり、学校公

演とか保育所公演は、劇団の方々、安く、下げられるから下げちゃうんですよ。結果的

に、学校公演なんかも、大きい劇団はほとんどなくて、ちっちゃい劇団は教育委員会主

催だったら70万、80万で来られるんですが、ちっちゃい学校関係、こういう関係は、ど

うしても値段がありきで下げられちゃって、劇団のほうもそれで仕方なくというか、設

定を下げるんだと思うんですよ。 

  だから、それぐらいでいい作品があったら、３歳、４歳、５歳で、この年齢だったら、

多分同じ作品見られると思う。未満児のほうはちょっと厳しいと思うんで、できれば、

未満児向けの本当に遊びの感じのでも、それはいいかなと、やっぱり、赤ちゃんのとき

から大事ですので、私は、自分の子供のときにあちこち連れて歩いて、今は、孫と一緒

にあちこち行くんですけれども、年間一、二回は行っているんですが、やっぱり、下は

２歳で、上は４歳といったら、全然、反応違いますね。下は、全然ちんぷんかんぷん。

だけど、その子に合った、２歳なら２歳、３歳になったら３歳に合った作品は絶対にあ

るはずですので、今度、クニ川内さんと野田美佳さんが保育所向けに公演やるというの

を見たので、多分、遊び中心だと思うんですよ。そんなふうに分けて考えれば、この33

万というのは絶対安いと思いますので、その辺は、認定こども園に対して無料にしてい

る、いろいろインパクトありますので、その辺の文化の点では、この33万をもっと引き
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上げるように、担当部局のほうにも、作品を練ってから、ぜひ、してほしいと、その辺

について質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 弦巻課長。 

○弦巻佳光幼児教育課長 内容につきましても、今年度、例えば劇団につきましては、３

回行いましたうちの２回は北海道内、札幌の劇団でした。もう一回につきましては、東

京の劇団でした。こちらのほうの、先ほど言った旅費の関係等、本当であればもっとも

っと高い単価なんですけれども、ほかの町村との日程を合わせることによって安くでき

たから、東京の劇団も呼べたというような形になってございます。 

  内容につきましても、職員等とも検討しまして、先ほど言われた未満児ですとか、そ

ういった対象のことも、今後検討したいと思います。 

  それから、現在、年長さんにつきましては、上士幌小学校で行われている芸術鑑賞会

なんかにも参加をするような形で、いろいろ開催をしているような状況です。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） それでは、ここで15分間休憩といたします。 

（午前１０時０５分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１６分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 委員の皆さんにお願いがあります。質問事項については、

要点簡潔に質問していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、引き続き160ページから181ページまでの質疑に入ります。 

  小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 172ページになります。 

  小学校管理経費の中の工事請負費、受電設備改修工事について、内容説明お願いしま

す。 

○委員長（伊東久子委員長） 澁谷主査。 

○澁谷 真教育推進課主査 受電設備につきましては、電気技術管理者より、耐用年数等

がかなり経過しており、このまま何かあった場合、近隣住民に影響が出る可能性かある

という指摘を受けており、今回、各種機器ですね、コンデンサーとかキュービクルの更

新を予定しております。 

  以上です。 
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○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 169ページ、地域おこし協力隊のことについて質問いたします。 

  今年度は、多分、募集したけれども、途中で、５月採用、６月で切れたという方なの

かなと思うんで、その対応についてとどういうことをするのか質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 弦巻課長。 

○弦巻佳光幼児教育課長 今年度につきましても、実は募集をしておりまして、１名の方、

５月に採用されて、本人の都合で、９月で退所されているような現状でした。来年度に

つきましても２名募集するところですけれども、１人については、特別な配慮が必要な

お子さん、園児に対して、園内の教育支援会議も開催しているところなんですけれども、

そのほかにも発達支援センターですとか、連携・強化が必要になってございます。 

  さらに、小学校との連携も図るため、そういった、担い手というような形で人材を確

保したいというところ。それから、もう一人につきましては、主に、身につけたい36の

動作というようなものもあります。そういった遊びを中心とした、サーキットを通した

考える力だとか、体力が育まれるようなことを期待して、人材を募集しているところで

す。 

  新たな人材確保を図るためには、保育士が不足しておりましたので、全国的な展開と

募集というような形で、この地域おこし協力隊を募集しているような状況です。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 確認ですが、２人募集する中で、１人は、発達支援、小学校も

含めた連携を取りながらやる支援の先生と、それから、２人は、遊び中心の先生と、こ

れは別々な形で募集しているのかと、もし、どちらか欠員になると、その事業はできま

せんけれども、そのことも含めて、どんなふうにするのか質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 弦巻課長。 

○弦巻佳光幼児教育課長 募集の２名としては、別々なことを考えてございます。ただし、

地域おこし協力隊の人だけでこの事業をやろうというふうには思っておりませんで、現

在のこども園の中にも教育支援コーディネーターというのを配置をしております。 

  そういった園内の保育教育との連携を図って、この事業を進めたいというふうに考え

てございます。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  山本委員。 
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○２番（山本和子委員） 173ページ、健康診断のこと聞きたいと思っているんですが、

小学校費の中である健康診断・歯科検診等について質問したいと思っています。 

  子供の発達の異常が指摘されていますが、健康診査の項目が、ここ何年かで変わって

きているというふうな情報があるんですが、特に、視力の検査についてどうなっている

のか聞きたいと思っていますが、資料があればお願いいたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 澁谷主査。 

○澁谷 真教育推進課主査 健康診査の項目ですが、ここ近年、変わっておりません。身

長、体重、聴力、視力、あと医者の問診、あと結核検診も行っております。あと尿検査

で、小学校１年生については、心電図検査も実施しております。 

  視力について変わってきているとのことですが、今のところ、年２回検査をしている。

ここ近年、４年生ぐらいから、全国平均によると、三、四年生ぐらいから、視力が低下

している傾向にあるということで、スマホやタブレットの端末によって、目を酷使して

いるということが一因との指摘もあります。 

  小学校４年生においては、ちょっと1.0未満の人数が全国平均を上回っているような

状況で、裸眼で0.6以下の場合なんですが、眼科にて精密検査を受けるよう学校よりお

知らせしていて、多くの児童が通院をしてくれているという状況になっております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 私がホームページ上で調べた中では、1992年からＡＢＣＤとい

うふうにランクでやると、Ａは1.0未満、Ｂは0.何というふうに、そういう項目でいい

というのがあるんですが、それから、1.0未満の方については、何か対象、なかなか調

査がはかり切れない、先ほど0.6以下は眼科に行くというのは、それはもちろんそうな

んですね。その辺の把握ができているかどうかと、一番危ない1.0未満の方がどうなっ

ているかと、その辺がどう増えているかということの傾向なんですが、その辺について

は、上士幌町ではデータとして、多分、検査項目に1.0未満、1.1にいって、ずっと1.0、

0.9と、そこそこのデータがあるのかどうかと、もしないとした場合に、そのことをき

ちんと把握することが必要ではないかと思うんで、その辺についての実態を質問いたし

ます。 

○委員長（伊東久子委員長） 澁谷主査。 

○澁谷 真教育推進課主査 実際、委員会のほうでは把握しておらず、学校のほうで視力

何点何ぼという人数は把握しております。今後、そのような資料の提供をいただいて、

表とか、把握するようにしたいと思います。 
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○委員長（伊東久子委員長） いいですか。ほかありませんか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 補助教材費の関係なんですが、中学校では、教育の行政方針の

中では増えているという話がありましたが、小学校、中学校含めて、教材の補助費はど

の程度増えているのか質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 澁谷主査。 

○澁谷 真教育推進課主査 平成26年度より、補助教材につきましては、１人2,000円に

引き上げる、今、助成をしているところです。保護者の負担状況や推移につきましては、

学校にも示し、過度に保護者負担とならないように校長会等でお願いしております。 

  中学校１年生の補助教材が、ほかの学年と比べて高い傾向にあります。特に、音楽や

美術の教材が高い傾向にありますので、令和２年度より、中学校１年生のみ5,000円に

引き上げて増額して助成したいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 金額を、どれぐらい増やしているのかということを聞きたいん

ですが、その辺もお願いいたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 澁谷主査。 

○澁谷 真教育推進課主査 今年度で言うと、中学校１年生で１万3,492円、２年生で

6,284円、３年生で4,804円ということで、１年生が突出しているような状況となってい

ます。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） そうすると、中学校に行っていて、１年生だけじゃなくて、こ

れ、補助教材費の負担ですよね。町が払う分として聞いたんですが。これは、年間でか

かる経費なんじゃないかなという気がするんだけれども、中学校2,000円だったのをど

れぐらい負担をするのかと、町が。そのことを聞きたいんですが、これは多分、年間１

万3,492円かかるのは、これは保護者の負担だと思うんで、その辺の、どれくらい町が

負担するのかを聞きたかったんですが。 

○委員長（伊東久子委員長） 澁谷主査。 

○澁谷 真教育推進課主査 先ほども申し上げましたが、中学校１年生に対して5,000円

を支給すると、そのほかの２年生、３年生につきましては、今までどおり2,000円とし

ております。 

○委員長（伊東久子委員長） 次に進んでよろしいですか。 
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  それでは、教育費は、182ページから203ページまで質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 183ページの文化財保護事業についてお伺いしたいと思いま

す。 

  ここには、委託料で、イオルの森の管理業務とあります。今年、白老に国立のアイヌ

博物館ウポポイの完成に基づく開園が始まりますけれども、この部分についてのサテラ

イト化に向けて、このイオルとどのような関連しているか、ちょっとお聞きしたいと思

います。 

○委員長（伊東久子委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 白老に整備されておりますウポポイのサテライト化ということ

ですけれども、うちの上音更地区の東泉園隣接地と町有地、国有地で展開していますこ

の事業、イオルの森に関連するイオル再生事業の部分は、位置づけとしては、ウポポイ

とはまた別ですね、全く別の、要するに、地域それぞれにアイヌ文化それぞれあるとい

うことで、それの伝承保存を目的とした取組ということで、連携だとか、サテライトと

いう位置づけはされておりません。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 関連なんですけれども、そこの文化財保護事業費の中で、イオ

ルの森の管理業務というのは、新年度から新たに要求されているのかなと思うんですが、

これの内容についてお聞きしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 イオルの森の管理業務につきましては、十勝圏のイオル再生事

業ということで、平成27年度から事業を展開してきています。事業の内容は、ライブラ

リー事業だとか、いろいろな多岐にわたる事業があるんですけれども、その１つの柱と

して、上音更地区の東泉園隣接地の通称イオルの森、町有地、国有地を含めた部分の整

備、あるいは見本園的に整備して、そこでいろいろな行事を行ったりするというような

形の事業を現在も展開しています。 

  今回、アイヌ新法がまたできたということで、実は、このイオル再生事業の仕組みが

変わりました。アイヌ新法の中で、それまでイオルの森再生事業として、国から補助金

で、単独でやっていた事業も、新法の交付金事業でやっていくという形になりまして、

歳入のほうでも交付金見ていますけれども、それで補っていくということなんですが、
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事業の内容としては、継続のものでありまして、イオルの森の部分の遊歩道があるんで

すけれども、そちらのほうの草刈り等の維持管理費ということで、この予算を計上させ

ていただいております。 

○委員長（伊東久子委員長） 中村委員。どうぞ。 

○７番（中村哲郎委員） 186ページのコミュニティスクール事業なんですけれども、前

年計上されているのが1,136で、今回7,128、かなり増えていると思うんですけれども、

そこら辺の、ちょっと説明をお願いします。 

○委員長（伊東久子委員長） 深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 こちら、地域おこし協力隊で、平成31年４月には採用してい

た方につきまして、年度途中で任期が切れまして、その方の給与分を補正をしていたし

ていたところでございます。その分、昨年度から見ると増額という形になっています。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか、中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） はい。 

○委員長（伊東久子委員長） 斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 184ページの子どもの夢・未来応援事業というのがございます。

これは、昨年の予算から見ると約半減しているんですが、これについて、事業内容につ

いてご説明いただきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 平成31年４月、令和元年度につきましては、２つの事業を行

いまして、１本につきましては、北海道の事業と共催をして行っているものもございま

す。新年度につきましては、１本で今のところ考えておりまして、ただ、内容につきま

しては、１回の公演でいいのかというところもありますので、頼むところもこれからに

なるかと思うんですが、調整しながら、複数回来られるのか、また、１回でこの金額な

のかというところも確かめながら事業を実施していきたいと思っています。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  山本議員。 

○２番（山本和子委員） 187ページのかみしほろ学園推進事業について質問いたします。 

  教育長の方針の中で、ＥＳＤ、それからＳＤＧｓ等のことも明記されているんですが、

これ、具体的にどういうことを、この教育実践の中でやるのか質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 かみしほろ学園事業の中で、今、再来年度から組織を改編して
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実施していくと、進めていくということにしております。総務、あるいは連携協働、教

育推進の３部、その中にまたグループを設けて実施していくということにしています。 

  今、おっしゃった、特にＥＳＤ、あるいはＳＤＧｓ、こちらのほうにつきましては、

その中の地域協働部の中の、新たに、その中に地域教育グループというのを設けまして、

幼・保・小・中・高が連携して、全体で取り組むという形にしております。 

  内容としましては、各学校で、今も行われていますけれども、従来の、今やっている

ふるさと学習、各種ありますが、そちらのほうを体系化して、地域の様々な人たちと関

わりながら、郷土の歴史や文化、あるいは自然、産業などに触れて理解する中で、人間

力に富んだこのＥＳＤ、あるいはＳＤＧｓが目標としています持続可能な社会の担い手

づくりというところで、子供たちを育んでいきたいというふうに考えております。 

  具体的なそれらに向かった取組につきましては、今後、かみしほろ学園の中で、調査、

検討されていくものと考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 前の、学園構想からの変わった中で、30年から33年度の中のそ

の言葉が、名前が変わって、ＥＳＤというふうになって、事業そのものは同じなんです

が、さらにもっと広げた形で、多分、活動されると思うんですが、そのときに、この本

来のＥＳＤの事業そのものをやっぱりきちっと押さえながら、町の中、持続可能な教育

はもちろん大事なんですが、その目的、いろいろあるんですが、価値観の問題から判断

力、分析能力、いろいろ広がる中で、世界的には、世界の子供たちが一人残らずきちん

と教育を受けるみたいなところに行き着くといいますか、そういう広い視野の中で、上

士幌はどういうことをするのかと。多分、この中では上士幌の過去に遡るふるさとの問

題とか、そのことも含めて、子供たちと一緒に、地域含めてやろうとしていると思う、

その辺の全体的な視野も含めた観点で、この事業を取り組むべきと思っています。その

点について質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 ＥＳＤ、あとＳＤＧｓの取組ということですけれども、当然、

子供たちへの教育というのは、ＳＤＧｓの17の開発目標というのがありますけれども、

全てそれらの基盤となるものというふうに捉えておりますので、そちらのほうは、学校、

あるいは地域、これは学校だけにとどまらず、地域の方々を巻き込んだ形で、子供たち

の人間力等を高めながら、大きな視野を持って進めていきたいというふうに考えており

ます。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 
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  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） ちょっと予算的には、どこの範囲か確認できなかったんです

けれども、よく、まなびの森のポイントという部分の在り方について、よく目にするん

ですけれども、僕自身が予算的にちょっと明確になっていないのかなと思うんですけれ

ども、このまなびの森の参加ポイントの業種なり、種目なり、そういう部分を決定する

部分で、どんな基準で決定するのかなと。これは町民の学習意欲を助成したり、そうい

う部分で、非常に僕は町民の頑張りが見える一つかなと思っていますけれども、どうい

う事業をポイント対象にしているか、この基準と決定の方法あれば、ちょっと説明をお

願いしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） どなたが答弁しますか。 

  深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 まなびの森の事業としましては、関係する団体の健康づくり

であったり、生涯学習の一環ですので、そういった講演ということで、町民参加型コー

スとか、そういった形でコースを、主催者と話をして、これに当たりますねといった形

でスタンプのほうをお渡ししている状況でございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） ということは、教育委員会のほうからも、こういうのを該当

するような行事ですよとか、活動ですとか、そういう判断をしながらという、もう一つ

は各団体の主催者と行動している形から、町民のほうからもあるよと。それがマッチン

グした場合はポイント対象にすると。そういう認識でよろしいでしょうか。 

○委員長（伊東久子委員長） 深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 はい、そのとおりでございます。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） ページがどこまでかちょっと把握できていませんが、193ペー

ジの図書館講演会謝礼もよろしいでしょうか。 

  では、193ページの図書館講演会謝礼なんですが、令和２年度は、幾らでしたっけ。

それと、例年22万から20万程度の予算しかついていないんですが、この中で、苦労され

ていろいろな取組をしているんですが、もうちょっと予算を増額できないのかと。ここ、

昨年、その前は150万か200万つけて、多分、地域協力隊も含めた形で、いろいろな講演

やっているんですが、それぐらいの予算があれば、いろいろなことを取り組めるのかな

と思うんで、その辺について、従来と同じ予算しかついていませんが、その辺について
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質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 岩間主幹。 

○岩間敏広生涯学習課主幹 従来、図書館の講演会経費は、平成27年、28年度までは６万

円です。20万とかという金額につきましては、地域協力隊員が配属された社会教育のほ

うの事業として、講演会を絵本作家を呼んでやったのが一昨年ということですので、図

書館の講演会として実施してはおりません。 

  私が、平成28年に来てから、29年度から10万円増えまして、16万円の予算になりまし

た。その中で、27年度に、子どもの読書推進事業というのが策定されましたので、子ど

もの読書推進だとか、ブックスタートという事業をやっていた経過がありまして、この

３年間については、北海道のＮＰＯ法人の子育て支援ワーカーズというところに依頼を

して、絵本の読み聞かせと童謡とリズムの体操だとかという形のものを、３年間、11万

円から13万円の予算の範疇で、図書館講演会として、幼児を抱えている在宅のお母さん

を中心にということで、図書館講演会については開催をしてきております。 

  その中で、来年度についても、一応、13万円の予算がついていると思いますので、一

定程度、３年間で、その役目は果たしたかなという判断をしておりますので、来年度に

ついては、従来の作家、または絵本作家、そういう方の講演にするのか、それとも絵本

作家だとか、別な講演会というよりも研修会的な形のものをするのかという形について

は、これから検討を進めたいと思いますが、ただ、いろいろな階層の町民の方が、一斉

に参加していただけるような講演会とかというのは、なかなか、本を読む方については、

本の好きなジャンルだとか作家の好き嫌いだとかもありますので、著名な方を呼んだか

らといって、たくさんの方が来るかというとそうでもないと思いますし、あと、いろい

ろな階層の方の参加を求めるという形になると、講演会形式がいいのか、それとも研修

会形式みたいな形のものがいいのかというのは、これから検討して、来年度については

進めていきたいなと考えております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 私、図書館活動の講演会、ほぼ完ぺきに参加してきているんで

すが、でっかい講演会で人を集めるとかじゃなくて、地道な、そこに子供たち、お母さ

ん、おばあちゃん、おじいちゃんまで含めて、集えるような会をしたらいいのかなと、

これは私の個人的な考えなんです。それも含めて、そこの場が中心になって、絵本の読

み聞かせ、そういうのが広まり、つながりを持てるような会にすればいいのか。 

  それでは、今、聞きました25万というのはあるけれども、講演会自体は11万から13万
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程度しか予算がつかなかったと。それ、もうちょっと増やせば、いろいろな形の、講演

会形式になるのか、著名な方を、遊ぶ中心の絵本になるのか、その辺も含めて、ぜひ、

検討にしてほしいと思っていますが、予算要望にもつながってきますけれども、よろし

く質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 岩間主幹。 

○岩間敏広生涯学習課主幹 今の予算の申し上げられた予算については、社会教育担当の

ほうの事業として、予算計上をして計画をすると思いますので、そちらのほうで、今言

われたような形で今後検討されるのかなと、私のほうでは判断はしています。たまたま、

前回の質問のとき言われたのは、絵本作家を、単年度で140万くらいの金額で、４名ほ

ど、いろいろなパフォーマンスもできる方含めてやったということで、お年寄りや何か

も、飴玉細工だとかと絵本を一緒に、紙芝居をやるというような方を呼んだという経過

があったので、先ほど来ある、そのイベント的なまなびの森事業だとか、町の補助をも

らってやる事業と同じような感覚で、お年寄りだとかが参加してくれたというのは、イ

メージとしてあると思いますが、それは、あくまでも先ほどから申し上げていますが、

社会教育のほうの事業としてやっているということで認識をしていただきたいなと思い

ます。 

  一応、そちらのほうは、そういう形での、これから検討を含めて事業計画は立てると

思いますが、図書館のほうも13万円なら13万円の範疇でいくと、呼べる作家だとか講師

というのは、道内に限定されてしまうんですよね。その旅費の関係だとか、宿泊料だと

か考えますと。ですから、絞られるのは、やはりそういう形で行くのか、それとも、先

ほどから申し上げましたとおり、例えば、今、保育所あたりでも、札幌国際大学の学長

さんだとか、いろいろな方が保育士の講演会に来ているとかという形も含めて、例えば、

そういう対象を絵本の読み聞かせの講師を呼んでやる講演会とする形を取るかとか、そ

ういうことについては、今後検討していきたいなと考えております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 203ページまで質問ありませんか。 

  小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 190ページになります。 

  学習センター管理の中の、最後、工事請負、プレイルーム改修工事について、内容説

明をお願いします。 

○委員長（伊東久子委員長） 深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 プレイルーム等改修工事につきましては、プレイルームの排
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煙窓の開閉がうまくいかないというところが一部ありましたので、そちらの修繕と床点

検口、そちら、ミニバレーだとか学童、並びにほかの児童・生徒などがプレイするとこ

ろなんですが、床の点検口、そこをよりフラットに、少し修正をして、より安全を求め

たいというような工事を行いたいと思っています。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） ほか。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 給食センターのボイラーですか、更新するということで、予算

計上がされています。給食センターも年限が大分たってきていますので、こういった更

新業務というのが年次的に出てくるのかなと思っていますが、そういったことについて

は、給食センターとして計画的に更新を行っていくということなんでしょうか。お伺い

します。 

○委員長（伊東久子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 給食センターの更新については、今後、複数年にわたって、平

成12年から稼働していますから、もう20年以上経過しておりますので、老朽化が進んで

いるということで、随時更新していく考えは持っております。ボイラーについても、か

なり、３基ありますけれども、これを単年度で、やっぱり早急に進めるべきだというこ

とで、今回計上させていただいております。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 関連なんですが、このボイラーをいつ設置するかと、ずっと課

題になっていまして、私も何回か質問させて、ようやく、今回、当初、長期計画では、

令和２年、３年で2,066万とあったんですけれども、今回、３基一気に変えるというこ

とで、金額的にも大きくなっているというふうに思いますが、これ、本来もっと早くす

べきではなかったのかなということも含めて、さっき、斉藤さんの質問にありましたよ

うに、いろいろなもの見直したときに、必要なものは、持ちこたえるんじゃなくて、で

きれば早め早めとか、時期時期に更新していくべき、その辺について、ぜひ、まだまだ

どれぐらい機器が残っているか分かりませんが、その辺は十分検討すべきと思いますが、

質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 特に今回、ボイラーは、複数年ということだったんですけれど

も、単年度でやったほうが経費的にもかなり節減されるということで、２年度一気に進

めたいということで、計上させていただいております。まだまだ今後、いろいろな調理
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機器含めて施設も古くなってきておりますので、その分は計画的に、随時、計上させて

進めさせていただきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 201ページの学校給食関係、確認と説明お願いしたい部分に

ついて質問いたします。 

  センターにおいては、今、制度的に学校栄養教諭を配置していると思いますけれども、

センターと、それから学校の２つの場で活躍していると思いますけれども、センターに

おいて、どのような主な仕事に携わっているか、これについて説明をお願いしたいと思

います。 

○委員長（伊東久子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 センターにおいての栄養教諭の活動については、今、中学校が

本籍ということ、栄養教諭なんですけれども、それ以前にやった業務とは基本的には同

じ業務をやっていただいて、適正な学校給食の安全・安心な提供ということで進めさせ

ていただいております。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） それで、一番かなった形かなと思っています。ただ、これか

ら、町のほうも食の対応という部分で、ある程度重点化するという方向があると思いま

すけれども、ふるさと給食とかって、一般的な部分でよく言われている分ですけれども、

今後、この在り方とか提供の仕方について説明、これからの考え方を、ちょっとこの中

で具体ないですけれども、どんなことを今年の中で考えているか、この辺について説明

をお願いしたいなと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 地域食材の活用ということで、予算的には150万見て、地元の

食材を極力使っていこうということで進めておりまして、それを活用した給食の提供と

いうことで、例えば、地域の生産者と一緒に、子供たちが給食を食べたりということも

進めているような状況で、より地域と密着できるような、地元のありがたさ、食材のあ

りがたさ、有効性、そこら辺も子供たちに、毎回、チラシという形でＰＲをして進めて

いるということでございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 直接関係ないかもしれませんけれども、今度、管理栄養士を

町のほうで採用してという部分で、かなり強化していくという部分ありますけれども、



－143－ 

そこと連携するということも必要ではないかと思いますけれども、この辺もちょっと確

認だけさせていただければと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 石王課長。 

○石王良郎教育推進課長 食の関係は、町としても計画を持っておりまして、そういう中

で、食育ネットワークということで、それぞれ、ふれあいプラザ、給食センター、こど

も園、管理栄養士は配置しておりますので、随時連携を取りながら、その食育の事業を

進めていくということで、今後もそういう対応で、より推進していきたいということで

ございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 次に進みたいと思いますが、よろしいですか。 

  教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 管理栄養士さんとの関わり、実は、今、小・中学校のほう

では、３か月に１回ほど給食担当者の会議をやっています。本来でいけば、小・中学校

と高校だけなんですけれども、今、そこにこども園の栄養士も入っていただいています。

今、お話のあった管理栄養士、非常に、こういった方々に入ってもらうことによっても、

効果がきっと期待できると思いますので、そういった方々も含めて、学校給食、食の安

全だとか食育の推進を努めていきたいなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） それでは、次に進みたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

（「はい」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 次に、公債費及び予備費は203ページから204ページまで質

疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 次に、給与費明細書、債務負担行為調書及び地方債の現在

高調書の事項別明細書は205ページから218ページまで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（伊東久子委員長） それでは、各課入替えのため暫時休憩をいたします。 

（午前１０時５２分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 再開いたします。 
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（午前１０時５３分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） ここで15分間の休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせをいたします。 

（午前１０時５３分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時０３分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 次に、事項別明細書の歳入は、12ページから36ページまで

一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 29ページに不動産売払収入ということで、町有地売払収入が計

上されていますが、これはどこの土地かお伺いします。 

○委員長（伊東久子委員長） 高橋課長。 

○高橋 智農林課長 この4,203万円につきましては、農業振興センターの土地の収入と

なっております。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

○９番（斉藤明宏委員） はい。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかございませんか。 

  江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 19ページの総務使用料の中に、昨年、補正して交通ターミナ

ル施設使用料とあったんですが、これ、今年は当初から、これについては歳入を見込ん

でいないのかなと思っていますけれども、少しでも歳入ある施設であればなと思って、

昨年度66万2,000円ほどですか、あったんですけれども、今年は、初めからは見ないと

いう形で認識しておいてよろしいでしょうか。 

○委員長（伊東久子委員長） 松岡課長。 

○松岡秀行企画財政課長 基本原則、無償の条例になっておりますので、見ないというと

ころで、昨年から変わっているところでございます。 

○委員長（伊東久子委員長） 江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） ちなみに、去年どんな利用があって収入を得たか、ちょっと
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確認だけ、説明できればお願いしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 一応、歳入を見たところではありますけれども、実際に収入と

していただいたものはございません。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 16ページ、17ページは、該当しているのか、ちょっと、私、ペ

ージ数を聞き漏らしたものですから、消費税の関係と交付税の関係を聞きたいと思って

いるんですが、そこ該当していますか。 

（「はい、しています」の声） 

○２番（山本和子委員） それでは、16ページの地方消費税交付金の関係なんですが、地

方消費税交付金、10％に上がったことにどんなふうに国から来る税金が増えていくのか、

まず質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 新井主幹。 

○新井英次郎企画財政課主幹 消費税のところにつきましてですけれども、まず、消費税

は標準税率で、今段階だと10％になっております。このうち、2.2％分については、地

方消費税というところになっております。この部分が国税なので、国が徴収しますけれ

ども、そちらのほうからまず道に来ます。道に来て、その半分が市町村に振り分けられ

ることになりますけれども、今回、その2.2％のうち、１％の部分については従来分と

いうことで、前年度と変わっておりません。残りの1.2％の部分については、消費税引

上げ前は0.7％でした。というと0.5％増額することになるんですけれども、こちらのほ

うが引上げ分ということで、社会保障財源交付金というふうに、一般的には言われてお

ります。 

  こちらのほうの引上げ分の活用も、国から明記されておりまして、基本は一般財源で

すけれども、活用につきましては、介護や子育て、医療や年金などの社会保障４経費に

充ててくださいということになっております。 

  また、令和２年度からは、その引き上げられた0.5％部分につきましては、幼児教育

無償化の財源で活用してくださいと、国から通達が来ております。 

  予算のほうなんですけれども、まず、従来分につきましては、今年度の見込額が

5,200万円何がしです。そちらのほうは同額で計上させていただいておりまして、引上

げ分0.5％の部分につきましては、令和元年度の見込みの45％増で計上させていただい

ております。 



－146－ 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） そうしますと、消費税分については分かったんですが、幼児教

育無償化との関係の財源が、ちょっとまだよく分からないんですが、地方交付税に算定

して入れるという情報もあるんですが、地方交付税に入れるとなると、多分、基準財政

需要額の中で、幼稚園部分なのか、新たな項目が起きるのか、その辺を込みで地方交付

税になるという情報もあるんですが、それはそうではなくて、消費税のほうに含まれる

ということでいいのかどうかと、そんなふうに確認いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 新井主幹。 

○新井英次郎企画財政課主幹 その部分につきましては、委員のおっしゃるとおりなんで

すけれども、ただ、ちょっと考え方を整理させていただきますと、交付税の部分につき

ましては、交付税の単位費用の中に無償化部分がまず入ります。ただ、そこから減額す

る要素で、基準財政収入額というのがあります。そちらのほうにも、消費税交付金を算

入することになっております。ですから、消費税交付金が増えてしまうと、逆に交付税

がその分減るということになります。 

  この部分を言い換えますと、要は、基本的には、地方消費税交付金の増額部分で対応

して、不足分は、普通交付税で措置されるというような考え方になると思います。ちょ

っと分かりづらいんですけれども。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 私が、要するに、何が言いたいかといいますと、幼稚園部分の

無償化なったから、国からこれから来るという補助金ではないので、消費税に含まれる

とか、さっき言った0.5％社会保障型、多分、これも、介護保険も入ってくるのかなと

いう気も若干するし、分からない……その辺も含めて、消費税充てると言った分がここ

の中に入ると、でも、0.5で、そこそこ足りないときもあると、その分を、何か数字で

言われたらなかなか難しいんですが、地方交付税でも入ってくると。 

  そうすると、実際に、本当に、幼稚園の無償化部分が交付税に入っちゃったら見えな

いし、消費税と言われたら見えない、消費税も交付税も一般財源になってしまいますの

で、きちんと保障されるんだろうかということが、財政担当は分かると思うんですが、

そこそこの担当では、保健福祉課なり幼児教育課なりにすると見えなくて、いずれは単

位費用をちょっと切り下げたりなんかされると見えてこないという辺は、財政担当はど

のように押さえているのかと、それで確認させてもらいました。 
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○委員長（伊東久子委員長） 新井主幹。 

○新井英次郎企画財政課主幹 その一般財源ということで、見えなくなるというご心配が

あるのかなと思いますけれども、消費税交付金につきましては、これまでも引上げ分に

つきましては、うちの町もホームページで公表しているんですけれども、その使途に関

する説明書というのを公表させていただいております。 

  実際に、その部分で、国から幾ら入ってきて、その部分はどう使ったのかというのを、

国から説明するように求められておりますので、恐らく来年度の無償化部分につきまし

ても、国から同じような指示が来まして、どのような使われ方をしたのか、町村に責任

を持って説明しなさいという制度になると思います。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 分かりました。私も、担当課のほうから説明を受けながら確認

していきたいと思っています。 

  それと、新しく、私の情報の中で、社会地域再生事業費というのが、基準財政需要額

の中の新しい項目として出たというふうに情報があるんですが、それはどういう事業な

のかと、もしあるんであれば、どういうふうに使われていくのか質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 新井主幹。 

○新井英次郎企画財政課主幹 委員のおっしゃるとおり、来年度の部分から、普通交付税

の新たな算定項目として、地域社会再生事業費というのが創設されることになります。 

  こちらのほうの財源なんですけれども、基本的には、地方法人税の一部が活用される

ことになります。地方法人税につきましては、基本的には、道費なり都道府県の税金な

んですけれども、その一部を国税化しまして、地域に振り分けて、この事業に活用する

経費になります。この考え方としましては、財源の偏在性を是正する措置となっており

ます。 

  ちなみに、交付の考え方ですけれども、人口密度が低い地域で、生活を支えるサービ

スの経費がかかります。そちらのほうは持続可能性が低下することに対応したものにな

っておりまして、その考え方としましては、人口密度が低い地域に手厚く交付されると

いうことで、うちの町にとっては、期待できる内容になるかなと思いますけれども、ま

だ、国費で2,100億円配分されるという情報までしか来ておりませんので、詳しい金額

については、いまだちょっと未定になっております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 
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○２番（山本和子委員） 分かりました。金額が分かり次第、これ一般会計に入ってしま

いますので、そのことも含めて、多分、少子化対策等サービス低下にならないような形

で、これから活用されていくんだというふうに、まだ思っておりますが、その確認と、

それから、第２期総合戦略に係る新たな交付金等というのは、今回は予算化されている

のかどうか、ちょっとその辺は、そこそこの事業に入ってきますので、その辺の確認し

たいと思います。 

  それから、もう一点は、そういう交付金というのが、例えば総合戦略もそうなんです

が、３年間分は、国からの交付金なり、補助金なりが認められて、交付税で認められる

ということは言われてはいるんですが、きちんとそういうことの確証というか政策に関

わる交付金なり等について保障されているものかどうか確認いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 新井主幹。 

○新井英次郎企画財政課主幹 先ほどの前段の交付税の活用につきましては、一般財源と

いうことですけれども、その辺の中が見えてきたら、ご質問があればお答えしていきた

いと思います。 

  次に、総合戦略の部分につきましては、総合戦略のＫＰＩを達成するために、各種施

策につきましては、幅広い分野に及んでおります。この部分につきましては、各課で計

上されておりますけれども、あくまでも財源は、各種省庁の補助金のメニューを活用し

ている状況にあります。 

  ただ、この中でも、地方創生推進交付金につきましては、総合戦略に掲載されていな

いと活用できないメニューになっております。今回、新規の部分につきましては、５事

業になっておりまして、その部分の交付金額につきましては、1,800万円を予定してお

ります。 

  また、地方創生推進交付金の補助率は２分の１となっておりますけれども、残りの地

方負担分につきましては、交付税措置がされるということで、説明がされています。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかの方。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 基金繰入れの関係について質問したいんですけれども、大丈夫、

よろしいでしょうか。 

○委員長（伊東久子委員長） 36ページまで。 

○２番（山本和子委員） そうしたら該当しないですね。 

  基金の繰入れについて質問したいんですが、大丈夫ですか。 
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○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。はい、大丈夫です。 

○２番（山本和子委員） ２点なんですが、財政調整基金の中で、繰入れの中で、指定寄

附以外の財政調整基金はどれぐらい入っているのかと。今回、減債基金の繰入れがされ

ているんですが、その理由について質問いたします。過去に減債基金の繰入れというの

は、私の記憶の中で余りないんですが。その減債基金を繰入れた理由について質問いた

します。 

○委員長（伊東久子委員長） 新井主幹。 

○新井英次郎企画財政課主幹 まず、財政調整基金の部分につきまして、答弁させていい

ただきます。 

  まず、ふるさと納税指定寄附金につきましては、金額ですけれども、１億4,736万

6,000円になります。そのほかの部分につきましては、その他のふるさと納税以外の指

定寄附分というのがありまして、それが90万円、残りの２億9,309万3,000円分につきま

しては、歳入と歳出を調整した後の財源調整部分の金額になっております。それらを合

わせたものが４億4,135万8,000円となっております。 

  次に、減債基金の繰入れにつきましてです。考え方としまして、委員のおっしゃられ

るとおり、これまでちょっとなかった部分になります。まず、基金の現在高につきまし

て、今現在11億円あります。この活用というのをどうするのかということで考える判断

の部分がありまして、それで、現段階で、元利償還金の計画におきまして、令和２年度

につきましては、９億円の元利償還金が発生しております。交付税措置を除いた実質的

な町の負担額につきましては、２億2,300万円になっております。 

  なお、この償還金というのは、ある程度、今後、上昇していく見込みでありまして、

そのピークが令和８年、そのときに、町の実質的な負担分ですけれども、２億9,000万

円になります。その要素がまずあります。それから、今年度、予算を編成した段階で、

先ほどお話ししましたように、財源調整分、要は、ちょっと財源が足りなくなったとい

うことで、財調から２億9,300万円を取り崩すことがあります。その２つの事実を総合

的に判断したのと、財政のほうで、令和15年まで長期のシミュレーションをつくりまし

た。そういった中で、この基金の活用方法の方針というのを内部でつくりまして、その

考え方としましては、町の負担、交付税措置を抜いた部分、その負担分が２億円程度に

抑制しようと考えております。これは将来にわたってもです。 

  今年度につきましては、２億を2,300万円ほど上回ったということで、今回、2,200万

円繰り入れする計画になっております。ただ、留意点としましては、条例の規定に基づ

きまして、予算編成時に、あくまでも財源が不足した場合のみ活用できることになって
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おりますので、今後、補正を重ねるごとに、執行残とか留保財源が増えてきた場合につ

いては、この繰入れをやめたりとか、逆に、積み立てるということも出てくる可能性が

あることをご留意いただけたらと思います。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 数字があって、いろいろメモしたんですが、最終的な確認とい

たしまして、今まで借金は、もう今年も来年も増えて、百二、三億になっているんです

が、基金自体は、若干減りぎみになりますけれども、今までの答弁の中で、借金を返す

分が令和８年をピークで、その後減るだろうというような答弁だったような気もします

が、そこで令和15年までシミュレーションつくったときに、どうなんだろうかというこ

とで、やっぱり、毎年毎年きちんと整理していかなきゃいけないので、令和２年度につ

いては、取り崩すという決断をしたというふうに捉えていいのかと。それが令和３年、

４年もずっと続くのかと、私は、以前から、減債基金11億もあるんだから、それを崩し

ながら、きちんと財政的に運営したほうがいいということで言っていたので、総括で質

問しようかなと思っていたんですが、その辺、確認したいと思います。 

  要するに、実際の中では、ちょっと財政的に、一般財源等だけでは、ちょっと厳しい

んではないかと、それで、毎年少しずつ減らしていくために、減債基金も数千万入れな

がら、ならしていくというふうに捉えていいのか、ちょっと、私たちの言葉ではちょっ

と難しくて、その辺の確認をしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 新井主幹。 

○新井英次郎企画財政課主幹 考え方は、委員おっしゃるとおりであります。一応、15年

までのシミュレーションというのは、償還金がどれぐらい、先ほどお話ししましたよう

に、今の段階でしたら令和８年にピークを迎えて、そこから緩やかに落ちていくという

ことになります。ただ、この金額につきましても、また令和４年からの第６期の総合計

画等に必要となる事業等も出てくると思いますので、その辺は、ある程度の動きという

のは出てくると思いますけれども、今段階では８年がピークと押さえておりまして、そ

この償還金の金額というのが、交付税措置を抜いた場合におきましては、大体、12億程

度になりますけれども、実際には、交付税額を抜きました実質的な町の負担額になりま

すと、２億8,900万円となります。 

  そちらの減債基金の活用につきましても、もし、年々の予算編成時に財源が不足する

ようであったら、繰り入れるというシミュレーションをつくっておりまして、大体15年

になりますと、２億を下回るような状況になりまして、そこまで満額こう入れていった
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としたら、大体７億程度使われるということで考えております。考え方につきましても、

毎年、財源が不足する年につきましては、おおよそ２億を超えた部分については入れて

いこうと考えております、今段階では。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） それでは、次に移ります。 

  次に、事項別明細書の総括表は９ページから11ページまで、質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 次に、一般会計予算書の１ページから８ページまで質疑を

行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 以上をもって令和２年度の上士幌町一般会計補正予算に対

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。 

（午前１１時２５分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 失礼しました。 

  以上をもって令和２年度の上士幌町一般会計予算に対する質疑を終結いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１１時２５分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時２７分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 次に、議案第17号令和２年度上士幌町国民健康保険特別会

計予算は、219ページから250ページまで一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 特定健診の関係については、一般会計の中でも質問させてもら

ったんですが、特定健診受診向上に向けて、施策等あればお願いいたします。 

  それから、国保会計の状況、委員会で多々説明はあったんですが、今の状況と、それ

から、保険者支援制度による評価で、昨年度は、多分300万ちょっと。評価されたとい
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うことがありましたが、今年度について、評価された額、その程度について質問いたし

ます。 

  それから、令和２年度以降は、かなりいろいろな、いい面と悪い面と出てくると思う

んですが、悪い面というのは、要するに、町からの繰入れをするとマイナスされるとか、

そういう面あったりしますが、あと、町の中では、栄養教諭の配置も含めて、かなり予

防事業等進めると思うんで、その点についての、どの程度評価されるのかという予想に

ついて、あればお願いいたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志保健福祉課主査 まず、１点目の特定健診の受診向上策につきましては、一般

会計のときにも岸さんが答弁していたと思いますが、まず、40歳スタート事業が１つに

あります。あと、また町の巡回健診の際に、自己負担の無償化、これは平成29年から行

っています。また健診を受けると、健康ポイント事業の対象になるということで、そう

いう様々なことをやっています。新規に行うものというよりも、継続して地道に続けて

いるものですね、例えば、受診勧奨する際のチラシの内容の工夫ですとか、あと、地区

担当の保健師が訪問して、受診勧奨したり、特定健診受診としてのデータ授受の話もあ

ったと思うんですけども、その場合のお話をしたり、ソフト面に力を入れて取り組んで

いるところでございます。 

  特定健診の部分については以上で、２点目の国保会計の状況ですが、ちょっと簡単に、

224ページの歳出のページをご参照していただければ分かりやすい部分ではあるんです

けれども、総額では７億3,000万近くということで、前年比2,186万円増額となっており

ます。今回、１款の総務費で、国保事業費事務処理標準システム導入事業で、システム

改修の事業があって、その分で大幅な増とはなっております。 

  実際、２の保険給付費については、北海道から、都道府県化に伴って、全額医療費が

交付されますので、その部分の急激な医療費の増については、余り財政的なリスクはあ

りません。具体的に、委員会のときにもちょっと説明させていただいたんですけれども、

３款の国保事業費納付金を納めるために必要な税収が確保できるかというところがポイ

ントになってきます。不足する分については、税率改正の検討となってくると思います。 

  令和２年度の予算ベースの試算では、現行税率で、ある程度収入が確保できるという

ことで、委員会の際にも説明させていただきました。しかし、今回は、税金、高齢者交

付金の精算が、４か年に分けて、先ほどの３款の国保事業費納付金に上乗せされること

から、その財源確保のため、227ページに基金の繰入れを987万7,000円、当初予算で計

上させていただいております。その部分では、ちょっと国保税の今回、政令改正が予定
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されていますので、賦課限度額の改正等は必要であるかとは思っております。今後、国

保の財政については、基金の状況ですとか、北海道の保険料統一の考え方を踏まえて、

対応していきたいと考えております。 

  ３点目の保険者努力支援制度については、今回、歳入部分としては、226ページの３

款の道支出金の２の特別調整交付金1,604万1,000円のうち、該当分として、381万5,000

円予算計上しております。令和２年度の国への申請段階では、道内の自治体でも上位か

ら11番目の状況でございました。保険者努力支援制度については、国保事業費納付金へ

の歳入の財源とできることから、その部分では、他市町村よりも上位であるため、１人

当たりの交付額が多いことから、保険税への税率維持に大いに効果があると分析してお

ります。この部分で言いますと、本町で言う特定健診の受診率向上の取組ですとか、健

康ポイント事業、あと、糖尿病性腎症重症化予防などの取組がしっかりと評価されてい

ると思っております。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 質疑がありませんので、以上で令和２年度上士幌町国民健

康保険特別会計予算の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第18号令和２年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算は、251ページか

ら268ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 質疑がありませんので、以上で令和２年度上士幌町後期高

齢者医療特別会計予算の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第19号令和２年度上士幌町介護保険特別会計予算は、269ページから300ペ

ージを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） ページ数は285ページになると思うんですが、日常生活支援総

合事業について質問したいと思います。 

  これ、制度が変わりまして、町の事業のほうで、介護保険から外れた方含めて、いろ

いろ事業を行っていると思うんですが、これ、度々質問しているんですが、以前に比べ

て給付が減らされるとかそういうことはないのかと、要望した項目について、要望につ

いて、予算について、きちんと給付され、それから受けるサービスもきちんと受けられ
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ているかどうかの確認をしたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 お答えします。 

  285ページの日常生活支援総合事業については、訪問型サービスと通所型サービスの

ほか、一般介護予防事業を含めておりまして、その一般介護予防事業というのは、まる

ごと元気アッププログラムですとか、元気ぴんぴん塾などの事業が一般介護予防事業と

なっています。 

  事業の効果という点では、利用されている方の機能維持ですとか、機能改善が、どれ

だけ図られたかという点になるかと思うんですが、訪問型・通所型サービスでは、要支

援認定を受けている方がほとんどでありますが、昨年ぐらいから、事業対象者と言われ

る方、要支援認定を受けていない方、基本チェックリストで該当になった方を、サービ

ス利用している状況であります。その事例が、数件に増えてきているという状況があり

まして、これは、週１回程度の通所ですとか訪問サービスが、継続して利用できること

によりまして、機能改善が図られていったのではないかというふうに考えております。

そうした利用の中で、介護保険上では非該当というふうになった事例も、数件ですけれ

どもあるというところです。 

  給付についてですけれども、この地域支援事業につきましては、国と道による交付金

という形で、事業を実施されておりますので、年度初めの地域支援事業費の交付申請に

より交付決定がされて、実績報告ですね、年度終了後の実績報告の精算によって額が確

定されますので、実際に実施した事業に対して交付金が交付されますので、それが減ら

されているという実態はないものというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 今の、答弁の中で、要介護支援ですね、その認定されていない

方も、チェックリストの中では、チェックされた方については、こういう総合事業のほ

うに来てもらっているというふうに、今、答弁あったかと思う、それはすごくいいこと

だと思うんですけれども、むしろ、国のほうは、逆に、チェックして来ないようにとか、

そういうこともあったりするんですが、そうじゃなくて、チェックリストを行った結果、

要支援の認定を受けていなくても、きちっとサービスを受けられるような努力をしてい

ると、そういうふうに確認していいのかどうか、質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 今、おっしゃるとおり、基本チェックリスト、新年度も年代
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刻みに一斉に送付して返信をもらうという形と、あと、面談の中で、基本チェックリス

トをしていくというものがあります。 

  介護予防事業につきましては、元気な高齢者が利用するまるごと元気アッププログラ

ム、これあります。これは３クラスありまして、Ａ、Ｂ、Ｃですね、機能別に各25名ず

つぐらいが利用する教室があるんです。 

  それと、基本チェックリストで該当になる方ですね、送迎が必要で、ちょっと活動的

な支援が、この動機づけが必要だなという、そのぐらいのレベルの方については、元気

ぴんぴん塾とか、その中で、さらに送迎がついて、昼食がついて、さらに入浴支援も必

要だというような方になってくると、通所型サービス、デイサービスというようにサー

ビスを転換してつなげていくというような状態になりますので、基本チェックリストで

該当になる方については、それに応じたサービス、介護予防事業を進めているという状

況になります。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） なければ進みます。 

  質疑がありませんので、以上で令和２年度上士幌町介護保険特別会計予算の質疑を終

結いたします。 

  ここで各課入れ替わりのため暫時休憩をいたします。 

（午前１１時３８分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 再開をいたします。 

（午前１１時３９分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 次に、議案第20号令和２年度上士幌町水道事業特別会計予

算は、301ページから320ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 消費税引上げ分については、これは、以前議論をさせてもらっ

て、上げることは決定し、広報３月号にも載っていますが、これは、消費税分について

はここで議論はしませんけれども、含まれているかどうかの確認をしたいと思います。

この予算について、含まれているかどうか質問いたします。 
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○委員長（伊東久子委員長） 杉森主査。 

○杉森誠志建設課主査 歳入の中で、使用料の収入額ですね、こちらの中に、直近の過去

１年分の収入実績から見込額を算出、毎年していますけれども、これに加えて、消費税

率の引上げに伴います増税分、約２％、これを組み込んで、収入として予算に計上して

おります。 

○委員長（伊東久子委員長） よろしいですか。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 310ページに、会計法適用化基本計画策定業務ということで、

水道もそうですし、下水道も会計が変わるというふうに認識をしております。本町にお

いて、いつから変える予定で、こういう準備をしているのかについてお聞きしたいと思

います。 

○委員長（伊東久子委員長） 杉森主査。 

○杉森誠志建設課主査 昨年の４月に、総務省からなんですけれども、公営企業会計の法

適化に向けた新労働マップが示されております。この中でなんですが、人口３万人未満

の公営企業の団体につきましても、法適用化が令和５年度までしなさいよということで

義務づけがされております。 

  こちらに伴いまして、準備として、今年度については、任意委託業務を予算計上して

ございますけれども、移行に係るその他の委託業務を、来年度から複数年計画してござ

いまして、総務省が示してございます令和５年度まで、こちらを目標に、本町について

も法適用化が完了するよう進める予定でございます。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  質疑がありませんので、以上で令和２年度上士幌町水道事業特別会計予算の質疑を終

結いたします。 

  次に、議案第21号令和２年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算は、321ページか

ら345ページまで一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 水道料金と同じように、消費税引上げ分が、この予算の中に含

まれているかを確認したいと思います。それだけです。 

○委員長（伊東久子委員長） 山﨑主幹。 

○山﨑浩司建設課主幹 下水道料金も、先ほど水道と説明したのと同じように、消費税

２％アップ分を見込んだ予算要求となっております。 
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  以上でございます。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 質疑がありませんので、以上で令和２年度上士幌町公共下

水道事業特別会計予算の質疑を終結いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１１時４４分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 再開いたします。 

（午前１１時４４分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午前１１時４４分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○委員長（伊東久子委員長） 各会計の予算に対する質疑が終了いたしましたので、これ

より町理事者に対する総括質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 大きい、２つ質問いたします。 

  １つ目は、財政の問題です。今後の財政の見通し等について質問したいと思います。 

  先ほどの予算質疑の中で、町の財政状況、それから、これからの借金を返すとかある

んですが、そのことも含めて、今答弁があったんですが、その中で多分、これ前の確認

と同じだと思うんですが、残高のピークについては、令和２年度末が最高と、それから

令和８年をピークに、返すお金は、そこをピークで下がっていくと、そこの確認は同じ

だと思うんですが。 

  それと、私が心配いたしますのは、その交付金なり補助金等については、きちんと約

束ですので、来ることは間違いないと思うんですが、それに加えて、これからの交付税

がどうなるのかというのが私のすごく心配するところで、交付税が下がると、算定基準
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が下がると、交付税の下がってくるんではないかというのを、ちょっと今心配します。

この間ずっと、交付税そのものと計算も変わっていませんので、それなりに維持されて

おりますが、その辺が心配するところです。 

  と言いますのも、消費税10％になり、景気が物すごく悪化している中に、今回のコロ

ナ関係で、今、どれぐらいの影響があるかというのは計り知れないと。そういうときに、

国のほうもいろいろなお金を使いながら施策を行うとしていますが、国も借金が大変多

くて、その中でお金をどう工面するんだろうかというのが、私も心配するところです。 

  それから、町としても、それに関わる予算等出てくれば、かなり支出も予想されます。

その点含めまして、今の時点では何とも言えないと思うんですが、これからの財政的な

問題でもかなり厳しいことを予想されるんではないかと、そのことについて、町として

どう考えていくのか質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 町長。 

○竹中 貢町長 交付税につきましては、少なくても現状を維持するという前提で、国の

ほうとしても、あるいは町村、自治体のほうも、そういったことについては、強く要望

をしてきているところであるということであります。一時期の交付税、急激に下がった

ときがございます。合併の折の、当時、町としても三十数億の交付税だったわけであり

ますけれども、今は20億ぐらいになってきているということでありますが、安定的に、

今、推移をして、16兆円前後のところで安定的に交付税については、予算確保してきて

いるというふうに思っております。 

  これらについては、町だけの課題ではなくて、全ての自治体の課題でもありますし、

地方があって国があるわけでありますから、地方に頼らざるを得ない本町のように、ほ

とんどのところがそうでありますけれども、交付団体については重要な財源であります

から、これらについては引き続きしっかりと維持、あるいは必要に応じて、さらに地方

の元気のためにプラスされるように、いろいろな機会を通して今動いているところであ

りますし、全国の町村会の中でも最重要課題の一つとして交付税の問題を取り上げてい

るということでありますから、これらを含めて、今後とも国としっかり向き合っていき

たいというふうに考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） そこで、本当に、私が前から言っていることなんですが、国に

おいても町においても、やっぱり、大事な事業にきちんとお金をかけるべきだと、国の

ことはここで議論はできませんので、いろいろ無駄なことが多々あると思うんですが、

大事な事業にお金をきちんとかけることが大事だと、国から交付金なり、今回、道の駅
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とか光の回線もそうなんですけれども、国からのお金、かなり交付金が来たり、補助金

が来たりする中で、あと交付税算定が見込まれる中で、大型事業やっています。 

  それから、これからも多分いろいろ出てくると思うんで、そのときに、国からお金が

来る、補助金が来るからで、組んでいいんだろうかというのは私の常々の疑問です。や

はり国全体で、それは町としては有利な施策をするために、補助金等活用するのは物す

ごい大事なことなんですが、それが行く行く、国としても行き行かなくなったときには、

私の想像するところですが、これは、多分、交付税をいじってくるんではないかなとい

うような気もします。交付金、返済のお金については、地方交付税の過疎債につきまし

ても、それは７割どうのこうの、約束ですから来るんですけれども、もしかしたら、い

じるとしたら交付税をいじるかもしれないんではないかという、ちょっと心配します。 

  それは、平成12年頃に、結構いじって、かなり地方交付税が減らされて、そのときに、

地方から物すごい反発がありまして、財政対策債というのが導入されました。それが大

体、うちの町も１億円から２億円程度、毎年来ています。 

  そんなことがあるので、そういうことにもつながりかねないなという思いがあり、や

っぱり、地方においても、国はもちろんそうなんですが、大事な事業にきちんとお金を

かけると、最低限、今回のコロナも含めてそうなんですが、地域の経済なり、あと、弱

者対策含めたところにお金を使うべきじゃないかなというのは、私の基本的な考えです。

その点について、再度質問いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 町長。 

○竹中 貢町長 まず、かねてから、町としては、町の必要な政策課題、あるいは施策

等々踏まえた上で、そこに国の有利な制度があるかどうかというようなことを考え合わ

せて、財政負担が伴わないようなことは、これは、日頃から担当レベルでこう、あるい

は全てのところでも、必要だから丸丸はその一般財源と、このようなことのないように

取り進めているということであります。 

  そもそも、その事業も、基本的には、町民のかねてからの要望だとか必要性だとか、

それらを踏まえてやっているということであります。今年度もそういった中で、新年度

ですか、予算審議を丁寧にしていただきましたけれども、一般財源で91億と、かなり大

型になってきております。これも、様々な財源を、非常に活用して、町民の財政負担が

伴わないような、これ最大限配慮をしているということであります。特に、今どきであ

れば、地方創生の絡みの支援交付金等々、それから、先ほども歳入のところでも議論あ

りましたけれども、地方譲与税の関係だとか、いわゆる都市と地方の税財源の格差、そ

ういったところの税制だとか、そのようなことで考えると、地方における財政の必要性、
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あるいは地方創生、地方が元気になるために、やっぱり地方にもそれなりの応分の財政

にしなければならないという国のほうの姿勢も見えているというふうに考えております。 

  いずれにしても、福祉も教育も、こちらのほうはサービスを重視にということであり

ますから、出ていくほうが中心になりますけれども、片方では稼ぐということも考えな

がら、この町が子々孫々ですね、持続的に発展していくというような、そういった使命

を、私どもは持ちながら、財政の健全化と、そしてまた、様々なことに挑戦していくと

いうための財源とその配分だと、あるいは事業だというふうに考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） 山本委員。 

○２番（山本和子委員） 直接、平和の問題をいつも質問していますので、再度確認の意

味で質問させてもらいますが、直接町がどうのこうのではないんですが、今回、国のほ

うでも緊急事態のあれを変えるとか何とかということも、今議論されておりますが、そ

のときに、自衛隊の果たす役割とか、いろいろな形で町にもいろいろ影響が出てくると

思うんですが、その点も踏まえまして、自衛隊の協力会への補助金だとか、自衛隊募集、

自衛隊募集は委託事業ですので、やむを得ない面もあるかと思います。その点について、

どんなふうにお考えか、再度確認したいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 いつも、この話やり取りさせていただいておりますけれども、やっぱり、

国を独立した国として守るという意味では、防衛というのは、非常に大切な政治課題だ

というふうに思っています。ペルシャ湾のほうにも行っていますけれども、日本として

は、国際貢献という、その視点で、これまでも平和を最大限といいますか、その姿勢と、

それから安全を確保した上で国際貢献をしているということでありますし、別に、侵略

だとか戦闘だけが防衛ということではなくて、今も話にありましたけれども、このコロ

ナなんていうのも、いわゆる国の存亡に関わるような、今のところはどうなっていくか

分かりませんけれども、解決してほしいなというふうに思いますけれども、そういう、

様々な国の危機管理というのは、常に持っていなきゃならんだろうというふうに思いま

す。 

  そういった中での自衛隊の役割というのは、これまでも災害時の対応だとかいろいろ

やっていますけれども、しっかりとその使命を果たしていただきたいなと、そんなふう

に思うところであります。 

  いずれにしても、今は、特に災害については、いつどこでどんなことが起きるか分か

らないと、今回の新型コロナウイルスの関係も、誰も予測しなかったことが起きている

わけでありますけれども、そういったときに、常に、その最先端に立って、国民、ある
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いは財産等々を守る仕事をしていただいているということについては、非常に敬意と、

そしてまたしっかりこの辺の、これからも役割を果たしていただきたいなと、そう思っ

ています。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかありませんか。 

  中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） 町の戦略とか、皆さんの日頃の努力によって、人口減が抑えら

れている日本でも数少ない町だと思います。ただ、町税ですね、町税が増えているのは

いいんですけれども、個人の分野が８％ほど減っているんですね。人口ビジョンでいく

と、若い人たちの収入もかなり増えていると、増えていて、移住・定住もうまくいって

いて、人口も減らない、減らなくて、当然、高齢者の方がお亡くなりになって、そうい

うことを考えると、何で町税が減るのかというのが、そこら辺が分からないのと、その

構造を、まずちょっと知りたいので教えてください。 

○委員長（伊東久子委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 予算の見立てであります。これについては、担当のほうから詳細をお話

しさせていただきたいというふうに思います。 

○委員長（伊東久子委員長） 木下課長。 

○木下由季子会計管理者 町税の関連ですけれども、個人町民税のことでのご質問かなと

いうふうに思うんですが、個人住民税の推計値なんですけれども、過去３年の課税状況

調べという数字があるんですが、こちらのほうで、給与所得、営業所得、農業所得、そ

の他所得という形で、それぞれ４種類の所得を基に、納税義務者の数ですとか、総所得

金額に対する課税標準額になる数字等を算出をさせていただいて、平均値といいますか、

増減値というんですかね、そちらのほうを積算をさせていただいたような形になってい

ます。２年度の予算で若干落ちているのは、給与所得については増えています。農業と

営業系の所得が若干落ちているかなという形で、相対で、歳入のほうをちょっと落とし

た形で予算を積算させていただいております。 

○委員長（伊東久子委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今回の委員会の中でも、いろいろと予算の積算の根拠だとか、あるいは

執行状況だとか、補正予算も含めて議論はありましたですね。どちらかというと、行政、

安全な見積りをすると、例えば一定のルールの下で、旅費の話もこの間出ていましたけ

れども、実際は、飛行機賃は実費支給というふうになっていますけれども、一応、制度

上は、普通旅費というふうに見ていて、膨らんで、決算で補正で落としているというよ

うなことがあります。 
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  予算の関係も税の関係も、どちらかというと、例年でいうと、最終的には、当初予算

よりも増えているという、そういう結果になっております。歳入欠陥をできるだけ起こ

したくないというようなことで、見えないところがありますから、そのようにやってい

ますけれども、今までの趨勢でいうと、多分、分かりやすいのは、農業は年間の農協の

取扱い等々を見れば、一定程度の税も見えてくる気がしますし、それから、そこに働く

人だとか、こういったところの給与も見えてくるわけでありますけれども、今、お話あ

ったように、ことであれば、多分一定の健全な税の収入になっていくんではないだろう

かなと、こんなふうに考えております。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかございませんか。 

  馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 令和２年度の予算、審議させていただきました。基本的には、

私、賛成という立場でちょっと何点かお聞きしたいと思います。 

  １つ目なんですけれども、第１期総合戦略が今年度で終わりますけれども、この５年

間というのは、非常に、ハード面の整備というのが多かったかなと、そんなふうに捉え

ております。一般会計規模も、全体で100億を超える、そういうような予算規模で推移

してきたと思っています。第２期総合戦略に当たっては、執行方針の中にもありますけ

れども、その件含めて、今度は、ソフト面の充実というところにシフトをしていってい

るのかなと、そんなふうに思っております。その辺は、新年度の予算にも多く計上され

ております。そこで、第２期総合戦略期間内の総予算規模の見通し、この辺、どのよう

に考えているか、ひとつお伺いしたいと思います。 

  それともう一つは、ちょっと具体的なところになりますけれども、第１期総合戦略を

牽引するのはＩＣＴということで、ここにスマート農業、家事や介護を手伝うロボット、

テレワーク、福祉、医療、教育など、産業や暮らしを変える重要なエンジン的役割を担

っていますというふうに述べております。確かに、具体的には、農業関係、農村への光

回線の敷設ですとか、実証実験では、牛舎内の管理等を含めて、実際に今までもやって

きておりますし、また教育のほうでは、プログラミング教育ということで、ロボットの

導入、ＩＣＴ推進担当教諭の配置ですとか、あと、教育用のコンピューターの設置、そ

して、新年度では、商工業においては、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備等々、それから、シェア

オフィスの運用、それから、庁舎内には、ＩＣＴ通信室の設置ということで、かなりソ

フト部分に予算を計上されているな、そんなふうに思っておりますけれども、反面、Ｉ

ＣＴに限ってみれば、福祉、医療、介護、この分野においては、具体化されたものが、

この中になかなか見られないというふうに思っております。この辺は、特に、業務の人
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不足が進んでいる中の業務の省力化ですとか、情報の共有というところは、早急に対応

しなければならないのかな、そんな課題があるのかなと思っておりますけれども、この

辺について、方向性含めてちょっとお伺いしたいなと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（伊東久子委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 第１期、この５年間、戦略的な様々な目標、施策、具体的にするために、

かなり動いて、ハードの面、非常にタイミングよかったなと思っているのは、地方創生

の交付金を使わせてもらっていると、これは、やっぱり、このタイミングでないとなか

なかできなかったことだと、そんなふうに思っております。一般的に、道の駅なんかと

いうのは、ほとんど一般財源を持ち出ししなきゃならないと、せいぜい、要所要所に過

疎債というのもありますけれども、これらについても、いわゆる地方創生の交付金を当

てはめる、これはなかなか、職員がそういった知恵を出したということだというふうに

思っていますけれども、ほかではない、有利な資金を活用しながら、持ち出しを最小限

に食い止めながら進めているということであります。 

  これらについても、あるいは議論がありました交通ターミナルなんかそうであります。

これもかねてから、いわゆるお年寄りや子供の交通弱者の問題をどうするかと、そもそ

もは、冬の寒さの中、吹きさらしの中、待っていると、しかも、定刻どおりに来るかど

うか分からないと、こういったことと、過疎化における減便の問題だとか、こうあって、

これは単に数だけの問題でなくて、非常に福祉という視点がそこに根強くあって、この

必要があって、これもハード施設については、交付金を使わせていただいたという意味

では、非常にタイミングよく、時々の課題について、様々な資金を使わせてもらったと

いうことであります。 

  もう一つ大きかったのは、何といっても、全国からいただいているふるさと納税の寄

附金だというふうに思います。これらがなければ、多分、もし、ふるさと納税寄附金も

ない、あるいは地方創生の交付金もないと考えたときに、やっぱり、人口の問題につい

ては、相当、国の社会保障問題研究所が推計していますけれども、4,500人というのは、

遠い話じゃなかっただろうなと思っております。そこに、農業関係だとか、いろいろな

ところが組み合わせて、今日の第１次の課題の解決に至ったというふうに思っておりま

す。 

  そういった意味での整備を、そもそも、ハードをつくるということが目的じゃなくて、

経済活動だとか、あるいは交通のアクセスの問題だとか、そういった課題に対して、い

わゆる対応すべきハードが整備されてきたということですから、これは、今後活用され

て、町民の安心・安全に、あるいは経済の活性化につなげていきたいというような意味
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では、いよいよこれから具体的なソフトの面が重視されてくるというふうに思っており

ます。 

  第２期のこの戦略の中に、今回の地方創生の執行方針の中でもＩＣＴのは出てきてい

るかと、そんなふうに思っております。これは、今、この問題を取り上げたのではなく

て、いわゆる都市と地方のこの距離間、このことによって、地方が疲弊していっている

という事実であります。この距離感を縮めるというのが、このＩＣＴだと、１つには、

そうだということで、かねてから情報通信の関係については、先駆的に取り入れてきた

という事実がございます。例えば、ホームページなんかのつくり込みだとか、あるいは

農村地域の無線通信の整備だとか、最近は、今は、光回線ということでありますけれど

も、これが課題となる都市と地方の距離を縮めるということと、それから、地方の豊か

さを、さらに都市部の人にも実感してもらえる、あるいは仕事も地方のほうでやってい

けるような、そういった環境の中の基本的な整備だということであります。 

  そういった意味で、このＩＣＴが、ふるさと納税なんかでもそうなんですけれども、

あれがしっかりやっていたから、いち早く独自にシステムつくり上げたりして、先行し

て、よその町よりは評価をいただいたということであります。そんなにそんなに各町村

の特産品というのは変わるものではないだろうというふうに思いますけれども、そうい

った背景があるということであります。 

  これがさらに、第２期においては、高度に発達するということであります。特に、そ

の時間差の、最近は余り感じなくなりましたけれども、テレビなんか見て、国際とのや

り取りで、かなり時間差で映像が出てくるというような、そんなような場面があります

けれども、これらの解決がされるということで、非常に、それらを駆使して、全てのも

のが変わっていくというふうに考えております。今までも、ＩＴだとかＩＣＴだとか、

そういった時代だと言いながらも、私ども、みんなパソコンいじったりなんかしていま

すけれども、それは、さらに高度に発達した社会、あるいは産業技術が革新的に発達し

ていくと、そんなふうに思っております。 

  ただ、予算の審議の中でも、ロボットだけがあればいいのかと、先ほどそういった心

配もあります。それは、ロボットだとかそういったことのやる仕事と、本来、血の通っ

た人間がやれること、あるいは人間に求められること、こういうものというのは、しっ

かり分別されてくるものと、そんなふうに思っています。 

  ただ、今まであった仕事が同じようにこれからもあるのかといったら、例えば分かり

やすいのは、最近でいうと、金融関係は非常に、それは今のままの状況では危機感を持

っているということでありますから、そういう業態によっては、大きく変化するところ
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もあるかと思いますけれども、この流れというか、この時代というのは避けられない時

代であります。 

  医療、福祉の関係の話もありましたけれども、医療にとっても、私どもとしては、帯

広から40キロ近く離れているということで、医療に対する不安、しかもクリニックとい

うことでありますから、そこでは大きな手術なんかはできるような条件はありませんけ

れども、しかし、それを入れても、安心のできる医療、あるいは介護を受けるというこ

とができるというためにでも、この医療ＩＣＴというのは、これは必要になってくると、

そんなふうに思っています。 

  具体的に、東京の遠隔の、いわゆる相談を受けながら診察をするなんていうことも、

こういったことも可能になってくるということでありますし、それから、医学の進歩に

とっても、今、ウイルスのことは多分、方々でワクチンの研究だとか、いろいろやって

いるだろうと思いますけれども、世界中がそれらを駆け巡って、ビッグデータとして、

そこでやり取りされているということでありますから、医療の現場でも、非常に恩恵を

受ける分野になってくると、そんなふうに思っています。 

  私どもとしても、ここにクリニックがあって、十分そこでも町民の医療に対する不安

を解消できるというためにも、こういったその技術というのは、これからも絶対必要に

なってくるというふうに考えております。 

  そのようにして、多分、５年、10年たった先には大きく変化しているだろうというふ

うに思います。最近、特に身近なところとしては、キャッシュレスがありまして、現金

からカードだとか、それもやるＩＣＴを活用するということだと思いますけれども、や

るまでは大変だということでありますけれども、かなりの人方がだんだん活用してきて

いるというふうに思っております。 

  セキュリティーの問題だとか、不安な要素もないわけではありませんけれども、その

辺については改善しつつ、そういったその時代の流れの中で上士幌町が、この地域の特

性ですね、農業、あるいは農村、自然景観、これが、このまま都市部の人方にも評価さ

れて、ここで仕事なんかもできるというようなことも、決して、それは夢物語ではない

と、現実的な話であるということで、新たな町の可能性というのは、そういったところ

から広がってくるだろうと、そんなふうに思っております。 

  それから、総合戦略に係る予算ということでありますけれども、ここだけ特筆して幾

らだとかというふうにはなっておりませんが、特に、総合戦略として求められているの

は、人口減少の克服と、それから地域経済の活性化ということで、そのために今、ター

ゲットは都市部の住民だということになりますけれども、こういったところに多く予算
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としては使われるものと、そんなふうに考えて、具体的に総合戦略だけで幾ら予算化さ

れているかという計算というのはなかなか難しいところがあるということで、ご理解い

ただきたいと思います。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかに、質問ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） ほかに質疑がございませんので、町理事者に対する総括質

疑を終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 異議なしと認めます。 

  よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。 

  以上をもって、議案第16号から議案第21号までの令和２年度各会計歳入歳出予算に対

する質疑を終結いたします。 

  これより、各議案、会計ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第16号令和２年度上士幌町一般会計予算に対する討論を行います。 

  討論ございますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に本案に対する反対の討論を行います。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 令和２年度上士幌町一般会計予算に対する反対討論を行います。 

  昨年10月より消費税が10％になり、全国的にも町内的にも経営、生活が冷え込んでい

ます。また今、猛威を振るっているコロナウイルスの影響も計り知れません。今こそ、

国挙げて無駄をなくし、弱者対策に力を入れなくてはなりません。国においては、軍事

費を増やし続けることをやめて、大企業は、ため込んでいる449兆円もの内部留保を活

用するときと考えます。 

  また、地方への財政支援等は、全国どこに住んでも同じレベルの教育、福祉が受けら

れるようにすべきと考えます。各自治体に差が出るふるさと納税の恩恵ではなく、地方

交付税を増やすことこそ重点にするべきと考えます。 

  以下の３点の理由で反対いたします。 

  １点目は、まちづくり、財政問題です。 

  上士幌町は、ふるさと納税金や道の駅など、国の交付金など有利な支援で、比較的、

財政的には、今のところ安定しているかと思います。このことは、町長はじめ、職員の

方々の努力の成果と判断するところです。さらに、令和２年度は、今後の大きな事業の
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ために、企業版ふるさと納税金の活用に力を入れるとしています。 

  しかし、町として有利でも、国に対しては税収減につながり、国全体としてはいいの

かと疑問に思っています。財政難の折、また今後心配される各種対策において、国も地

方も無駄をなくし、生活優先の財政運用をするべきと考えます。町としても、事業が進

んではおりますが、もっと慎重な財政運営、町民合意に基づく事業実施をしていくべき

と考えます。 

  ２番目は、マイナンバーカードの問題です。 

  2017年度から導入されてはいますが、全国的には13％台、十勝管内では８から10％と

進んでおりません。それは、必要性を感じないからだと判断いたします。しかし、令和

２年度におきまして、国民健康保険証、医療機関のシステムを改修を行い、令和３年度

から本格運用を図るとしています。マイナンバーの目的の一つであった社会保障費削減

が、いよいよ可能になってしまいます。国の制度としては、町民の命や福祉を守ること

にならないと反対いたします。 

  ３点目は、平和の問題です。 

  令和２年度、国の軍事費は、過去最高５兆3,200億円、各種管理予算を含めると、５

兆5,700億円になると予想されます。その中には、ローンまで組んで爆買いをするステ

ルス戦闘機35などを含んでいます。また政府は、自衛隊、護衛艦を中東に派遣するなど、

アメリカの言いなり、国民のほうには目を向けていないと判断いたします。日本を守る

ための災害救助に尽力をしたいという自衛隊の方々の思いを無視していることになるの

ではないでしょうか。 

  このような中、自衛官募集事務委託事業、自衛隊協力会への補助金を含めて反対いた

します。 

○委員長（伊東久子委員長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 議案第16号令和２年度上士幌町一般会計予算に賛成の討論を行

います。 

  前段、新型コロナウイルス感染症の対策に、連日ご苦労されている町職員及び関係機

関の皆様に敬意を表するとともに、今後とも万全の対策を講じていただくことを要望い

たします。 

  そのような状況の中で、本特別委員会において、令和２年度上士幌町一般会計予算に

ついて審議が行われました。竹中町政５期目の最終年を迎える来年度予算となりますが、

国が進めている地方創生第２期総合戦略の５か年のスタートとなることから、情報通信
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技術を活用し、本町の基幹産業でありますスマート農業の実現や、福祉、医療、教育に

も活用が期待されます。また、５月28日には、待望の道の駅かみしほろのオープンやナ

イタイテラスのさらなる活用で、交流人口を増大させ、商工業の活性化に期待が持てま

す。 

  これらのことから、今後の上士幌町の持続的な発展に結びついていく予算内容と評価

し、この予算案に賛成するものであります。 

  各委員のご賛同をいただき、ご可決いただくことをお願いし、私の賛成討論といたし

ます。 

○委員長（伊東久子委員長） ほかに、本案に対する反対の討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 次に、本案に対する賛成の討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 討論がありませんので、これをもって議案第16号に対する

討論を終結いたします。 

  これより議案第16号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行いますが、起立しない委員については反対とみなします。 

  お諮りします。 

  本案は原案可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（伊東久子委員長） 起立多数であります。 

  よって、議案第16号は原案可決すべきものと決定をいたしました。 

  次に、議案第17号令和２年度上士幌町国民健康保険特別会計予算に対する討論を行い

ます。 

  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第17号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第17号は原案可決すべきものと決定をいたしました。 

  次に、議案第18号令和２年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算に対する討論を行
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います。 

  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第18号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第18号は原案可決すべきものと決定をいたしました。 

  次に、議案第19号令和２年度上士幌町介護保険特別会計予算に対する討論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第19号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第19号は原案可決すべきものと決定をいたしました。 

  次に、議案第20号令和２年度上士幌町水道事業特別会計予算に対する討論を行います。 

  討論ございますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に本案に対する反対の討論を行います。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 令和２年度上士幌町水道事業特別会計に対する反対討論を行い

ます。 

  昨年10月より、消費税が10％に引き上げられたことにより、令和２年５月より、町の

料金も引き上げるものです。上士幌町は、消費税導入以来、そして、その後の引上げの

ときも、引上げ分は内税にし、町が負担をして国に納めてきました。今、町民の生活が

大変なとき、せめて町の公共料金分は、今までどおり引き上げるべきではありません。 

  以上、引上げ分の料金を含むため、反対いたします。 

○委員長（伊東久子委員長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

  ほかに討論ありませんか。 
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（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第20号に

対する討論を終結いたします。 

  これより議案第20号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行いますが、起立しない委員は反対とみなします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（伊東久子委員長） 起立多数であります。 

  よって、議案第20号は原案可決すべきものと決定をいたしました。 

  次に、議案第21号令和２年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算に対する討論を行

います。 

  討論ございますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に本案に対する反対の討論を行います。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 令和２年度公共下水道事業特別会計に対する反対討論を行いま

す。 

  先ほど、水道事業に対する予算反対討論と同じ内容のため省略しますが、内容につい

ては同じ、消費税分の転嫁分を含むため、反対いたします。 

  以上です。 

○委員長（伊東久子委員長） 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。 

（「なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） ほかに討論がございませんので、これをもって議案第21号

に対する討論を終結いたします。 

  これより議案第21号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行いますが、起立しない委員は反対とみなします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（伊東久子委員長） 起立多数であります。 
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  よって、議案第21号は原案可決すべきものと決定をいたしました。 

  以上で、本委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。 

  本特別委員会の付託事件審査報告は、今議会の定例会の３月19日本会議において報告

するものであります。 

  お諮りいたします。 

  付託事件審査報告の委員長報告は、正副委員長にご一任いただくことにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（伊東久子委員長） 異議なしと認めます。 

  よって、付託事件審査報告の委員長報告は、正副委員長に一任することに決定をいた

しました。 

  以上で本特別委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。 

  委員の皆さんのご協力によって、無事に委員会を終了することができました。皆さん

のご協力に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。 

（午後 １時４６分） 
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