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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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委員会条例第１９条の
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出席した者の職氏名 
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企画財政課主幹 平 岡 崇 志 保健福祉課主査 岸   美 香 
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（午前 ９時００分） 

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

  初めに、早坂清光委員長からご挨拶を申し上げます。 

○委員長（早坂清光委員長） おはようございます。 

  決算審査特別委員会の委員長を務めさせていただきます早坂でございます。不慣れで

ございますけれども、審議に当たりましては、委員の皆さんのご協力をよろしくお願い

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、ご協力をよろしくお願いいたします。 

  それでは、ただいまより決算審査特別委員会を開会いたします。 

  初めに、本日の本委員会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

傍聴の申出がある場合は、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（早坂清光委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の委員会傍聴の申出がある場合は、これを許可することといたします。 

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

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

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

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

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

おき願います。また、監査委員におきましても、委員会への出席のお願いをし、本日出

席をされております。 

  これより、本特別委員会に付託されております案件の審査を行います。 

  本特別委員会へ令和２年９月９日に付託されました認定第１号から認定第６号までの

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

  令和元年度の各会計歳入歳出決算の認定についての提案説明は、９月９日の議会本会

議において行われておりますので、これを省略いたします。 

  次に、会議録署名委員の指名方法についてお諮りいたします。 
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  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（早坂清光委員長） ご異議なしと認めます。 

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

たしました。それでは、本特別委員会の会議録署名委員は、委員長において、８番、江

波戸明委員、９番、斉藤明宏委員を指名いたします。 

  それでは、これより質疑を行います。 

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

質疑を行います。特別会計は会計ごとに一括審査といたします。 

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

ご了承願います。 

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

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

ージから21ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ありませんね。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 質疑がありませんので、議会費に対する質疑を終結いたし

ます。 

  次に、歳出は、総務費37ページから58ページ、施策報告書は22ページから38ページま

でを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） このページ何点かあるんですが、初めに、施策報告書の23ペー

ジの自動運転バス導入推進事業について質問いたします。 

  これは、自動運転実証実験をやった結果について載っていると思うんですが、役場の

周りを回った実験だと思うんですけれども、これについて目的達成できたのかと、それ

に対するアンケート結果が、参加者に対するアンケート結果も出されているんですが、

これはどんなふうに、このアンケートの結果が次の展開に生かされたのかと。 

  アンケートをよく見ますと、もちろん期待する方が乗りますので、期待する方が、試
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してみたいという方ですから、結果的には、参加した方の期待は、91％期待するという

ふうにはなっています。 

  ただ、実際にどういうことを、自動運転を利用するとしてもどういうことを期待する

かというと、地方バス路線だとかいろんなことがありますので、そういうアンケートの

結果を、どんなふうに検証して次の段階に進んだのかと。それから、結果的には、自動

運転ではなく、福祉バス等を活用しながらというふうに具体的な今後の作業に入ったわ

けですが、その辺も含めて質問いたします。 

  あと、もう一点は、私もよく分からない、試行アプリで122名がダウンロードをした

ということがよく分からないんですが、それは実際に利用した方がしたものか、その辺

がちょっと、今後のこともありますので質問いたします。どんな方が、122名そのアプ

リをダウンロードしたのか、そのアプリとは何なのかと、その辺も含めて質問いたしま

す。 

○委員長（早坂清光委員長） ＩＣＴ推進室長、梶さん、お願いします。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 昨年の自動運転バス実証事業についてでございま

すけれども、昨年実施した内容としましては、上士幌町の今の交通の課題というのが、

大きく分けて２つあると思っておりまして、域内のところでいいますと福祉バスが走っ

ていますけれども、基本的にはマイカーに依存していると。今、上士幌で大体6,000台

ですので、１人１台以上皆さんマイカー、若い方も高齢者の方も自家用車が基本になっ

ているというところで、マイカー以外となると福祉バス、地域内の中ではなる。 

  あと、域外から来る方、観光客の方もそうですけれども移住体験で来る方、今シェア

オフィスに来る方もいらっしゃるんですけれども、長期滞在される方も含めて、マイカ

ーですとかレンタカー以外の手段で来てしまうと、上士幌町までは公共交通で来ること

ができるんですけれども、ターミナルまで着いたその後になると、途端に不便になって

しまってタクシーしかないと。タクシー使っていただければありがたいんですけれども、

タクシーは所得の問題もあってなかなか、域内の方も域外の方も全部がタクシーという

わけにはいかないというところ。その２点があって、昨年は２つのフェーズの実証実験

を行いました。 

  まずは、上士幌町、そもそも予約して乗れる地域内の交通というものがございません

ので、予約制で自動運転バスを１日６便走らせて、それを市街地、スーパーの、農協さ

んの町営駐車場のところと市街地のちょっと郊外部、11区のほうとつないだこの定期便

の予約線を自動運転バスで走行すると。また、それに関して、ただただ移動でお客さん

を運ぶものではなくて、自動運転バスでお客さんを乗せながら、そこに貨客混載でスー
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パーからの荷物も運ぶという、これが１つでございます。 

  もう一つ行ったものがＭａａＳアプリ、これは実証用につくったアプリでございます

けれども、町外の方が、レンタカーですとかマイカー以外でターミナルまで来たときに、

そのターミナルのところに、いろんな、今ないモビリティーを用意して、カーシェアで

すとか原付の自転車ですとか電動キックボード、これも公道が走れるナンバーのついた

タイプのものですけれども、いろんなスマートビリティーをあの中に用意して、そうい

ったものは非常に、そういうアプリで予約ですとか電子決済ですとか、そういったこと

と親和性が高いので、そういったいろんなモビリティーを交通ターミナルのところにそ

の３日間用意して、乗り継ぎを行ってもらうと、そういった２つの実証を行いました。 

  ご質問いただいた点でございますけれども、実際にどのような声があったかというと

ころでいいますと、もちろん自動運転バスに関しては、走行で期待するという方、当然

それを期待して乗りに来られた方なので、多いんだろうというところは当然踏まえてお

ります。 

  あとは、カーシェアとか実際にこちらに来られた方で、アプリを使って乗り継いだ方

のログ、どういう移動をしたかというのが、そのアプリで見ることができたんですけれ

ども、これは、この実証実験に合わせて上士幌町内に宿泊された方だったんであれなん

ですけれども、一旦ターミナルまでバスで来て、そこから初日はカーシェアを使ってち

ょっと遠出をしてみる。例えば、三国峠のほうだとかそういったほうに行ってみると。

２日目のログを見ると、次の日は、カーシェアを借りないで電動キックボードを借りて、

例えば、市街地のところのカフェとかを回る、そういったモビリティーを使い分けると

いうようなこと、そんなことがされているのがログで確認ができました。 

  ですので、ああやっていろんなスマートモビリティーをターミナルに充実させていく

ということは、そういった周遊性ですとか、ある意味、観光客にいろんなところを回っ

てもらってお金を落としてもらうという意味では、一つ効果があったのかと思っており

ます。 

  また、域内の方もなんですけれども、農村地域の方だったんですが、マイカーでター

ミナルまで来られて、そこからスマートモビリティーに乗り換えて、電動キックボード

に乗り換えて移動を楽しんだというような方もいます。これは、パークアンドライドと

いう考え方なんですけれども、自家用車でターミナルまで来てそこから乗り継ぐと、そ

ういったような、実際にされている方というのがログ上で確認ができました。 

  買物、貨客混載自動運転バスの貨客混載のほうでございますけれども、自動運転走行

のほうに関しては、おおむね好評な評価をいただいているんですが、やはり、そもそも
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アプリで商品を買ってもらうというところで、商店側のほうでも非常に、じゃ、何時に

締切りをしなきゃならない、通常スーパーにある商品であれば、簡単に商品をいつでも

アップすることができるんですけれども、例えば、その日の特売品ですとか、その日の

お弁当というものをアプリに上げるとなると、どうしても時間的な制約があって、午前

中にその作業をやって、さらに予約を確認して、そのバスに積み込んでいかなきゃなら

ないとか、そういった手間が、非常にちょっと大変だったというような声もいただきま

した。 

  ただ、利用していただいた方からしますと、そういった２リットルのお茶ですとか例

えば米ですとか、そういった重いものというのは非常に、通常バスであっても、なかな

か持ち運びが大変だという声があって、こういったもので、自分が持たずして運んでい

ただけるんであれば、非常に便利だといった声もいただきました。 

  今回、昨年は高齢者に向けてということではなくて、ある意味、観光客も含めて、外

の方も含めて、こういったアプリを作成して実証を行いましたので、そもそも高齢者の

方にこういった予約が難しいとか、そういった課題もありました。 

  11区のほうでは、そこから自動運転バスの予約ができるように、実はもう、そこの辺

にタブレットを置いて、そこから乗車予約ができるような形を取ったんです。ですので、

自動運転バスに乗られた町民の方全員が、この122名、アプリをダウンロードしてくれ

たわけではなくて、その場での予約も取りました。 

  その中では、やはり、これは自分たちで予約するのは非常に難しいねというような声

もいただきましたので、今年度、来月からタブレットによる福祉バスの予約とデマンド

運行を始めていきますけれども、ここに非常に、昨年させていただいたこの実証の声を

非常に生かしておりまして、今回作るのは高齢者にも直観的に操作できる、そういった

予約ができるアプリを作成しようということで、今イメージしているのは、高齢者の方

であっても結構銀行のＡＴＭは、皆さん、シンプルで押して戻らないような形で、ぽん

ぽん進んでいくんで、予約が結構しやすいという声がありましたので、ちょっとあれを

イメージしたような、戻るとかスワイプとか、そういう拡大拡張とか、そういった機能

を極力省いて、前に一方的にぽんぽん押して進めるようなそういったイメージを、昨年

のいただいた声も踏まえながら、そういったアプリを今作り上げているところでござい

ます。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） よく分かりました。 

  私たちが、ペーパー、このアンケートの結果を見たり、次の事業のことを見ると、何
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となく、ああ、自動運転バスは厳しいのかなというような、単純にそういう気持ちがあ

ったのと、それから自動運転は利用した方以外にも、自動運転をこれからどういうふう

にするのかとか、そういう、どちらかといえば疑問に思う方のほうが多かったように思

います。 

  ですから、今、聞いた結果、この中でいろんな角度から検証したと。そのことが、今

回の実際の交通網、それに生かされていることを確認いたしました。 

  まず１つ目には、予約制の問題と予約できるかどうかの問題も、それから先ほど町外

から来た方が、アプリを何人かダウンロードするとすれば、自動運転とはまた別な問題

だと思うんで、そのことも確認できました。 

  それと、何よりも自動運転そのものについては、その自動運転の安全性も、やっぱり

そこの中では、結構乗った方は安心だとかそういうことも確認できて、いろんな形で確

認したことが今回の次の発展につながって、検証した結果だということを確認できまし

た。 

  そういうことが、なんか町民の方にもどうお知らせしようかなと、自分でもなかなか

悩むんですが、やっぱり一歩一歩確実に、アンケートの結果がどう生かされているのか

なと思いながら、私は、ただ、取っただけなのかなみたいなふうにもう一回見てみて、

今回決算ですので質問させてもらいました。 

  やはり、せっかく取ったアンケートをきちんと生かし、次の事業に生かすというほう

に、ぜひやってほしいと。これからも多分、いろいろアンケートなんか出てくると思う

んですが、その点について再度質問してこの項目を終わります。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） 梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 自動運転バスの走行は、ハンドルのないタイプの

自動運転バスが走行するというのが、実は日本で初めてで、さらに、そこに商品を混載

するというのはもちろん日本で初めて、多分、世界的にもあまりない事例のチャレンジ

ングの事業だったんですけれども、そういったところも踏まえて、昨年はふるさと納税

で町外の方から応援、そういった自動運転バスの実証というところに関心をいただいた

方の寄附を活用させていただいて、実証を行ったところです。 

  ただ、自動運転の走行に関しては今いろいろ問題があって、昨年も実は、当初思い描

いていたルートと違うルートを走ることになったんですが、それは、北海道警察の協議

の中で、50キロ未満のところの道路しか駄目だという条件が付されたという、要するに

国道が駄目だということです。上士幌町でいう六差路ですとか、あの辺を含む国道を全
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て走ることができなくなったために、ちょっと11区とスーパーさんをつなぐようなルー

トで改めて構築してやったというところで、また15キロ未満でないと、この完全自動運

転の走行はさせないというような条件も付されましたので、ある意味、ちょっと15キロ

未満となると、後ろを走っている方にとっては非常に逆に遅いということで、追越しを

してもらってというような中で、観測する誘導員も、必ずポイントポイントに全て配置

しなさいという、かなり実態にそぐわないような面もありながらの実証でしたので、そ

ういった点も踏まえて、これが、ただ予約をするとそのマップが自動で作成されて、バ

スに自働で伝わってバスがそのとおりに走るとか、こういった本当に非常にＩＣＴ、そ

もそもドライバーがいらない、二種ドライバーがいらないということでドライバー不足

の解決につながると。 

  非常に、今後、町が描いているスマートモビリティーと親和性は高いんですけれども、

ただ、実用化というところでいくと、まだ、さらに二段階先なのかなという思いもござ

いましたので、今年度は、福祉バスでそのＩＣＴを活用するというところに至りました

ので、また、ぜひ今年度の実証についても報告をさせていただきますので、ご理解いた

だければと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） そのほか。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 22ページになります。 

  ふるさと納税推進事業のところなんですけれども、今後の課題ということで、現状で

は、民間ポータルサイトの寄附が大部分を占めて、今後は、独自サイトの比率を高めて

いくためのＰＲを行っていくとありますけれども、まず１点、民間ポータルサイトの比

率というのはどれぐらい占めているかということが１点、もう一点、独自サイトを高め

る手法というのをどういうふうに考えているか、この２点をお願いします。 

○委員長（早坂清光委員長） 山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 今、本町、ふるさと納税を集める、寄附を受け付けているポ

ータルサイトは、ふるさとチョイス、楽天、それとさとふる、それと独自サイトと４つ

ありますけれども、シェア的には、ふるさとチョイスが約６割、楽天が３割で、さとふ

るが８％ぐらいです、１割いかない程度。特設サイトは１％いかない程度になっており

ます。 

  これは、昨年10月に独自サイトを運用しましたので、まだちょっと期間が浅いという

こともありまして、広告は打ってはいるんですけれども、そういった面で、まだ会員の

増につながっていないのかなというふうに思っています。 
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  今後は、当然広告も打っていきたいということと、前回、見本市の際に独自サイトの

宣伝をさせていただいて、そこから独自サイト経由で見本市の申込みをさせていただい

ているので、そういった方が、特自サイトのほうに会員登録されている方もあって、そ

ういう手法もありますので、今後もいろいろな手法を検討しまして、増やしていきたい

なというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） そのほか。 

  ７番、中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） 今の小椋委員と同じ質問だったんですけれども、それプラス、

あと前年度のやつをちょっと見ますと、経費が５割以下になっていないため、民間から

独自のサイトに移したいということが書いてあったんですけれども、今回これ１％とい

うことは、この５割以下という目標は死守できたんでしょうか。 

○委員長（早坂清光委員長） 山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 今回、総務省の調査がありまして、それは公表されているん

ですけれども、本町でいえば、ふるさと納税の募集にかける経費の割合は52％程度にな

っております。 

  ５割は超えているという状態なんですけれども、これについては、４月の制度改正前

からの数字が入っておりまして、その部分で若干増えている部分もあるんですが、当然

そのポータルサイトを自前で持つと手数料かかりませんので、そこのシェアが増えると

少しずつ落ちてくるんですが、先ほども申し上げたとおり、まだ、なかなか去年10月か

ら始まったことと、当然大手のポータルサイトはそれなりに広告も打っていますし、有

名なところもありまして、そこからこのシェアを奪うというのはなかなか難しいもので

ございます。 

  今後も、広告は当然打っていくんですけれども、実際手数料だけが経費、大部分は占

めていますけれども、だけではなくて、当然送料も上がってきていますし、消費税も上

がっていますし、そういった部分でちょっと経費も上がっているので、そこら辺は工夫

しながら、中で削れるものは経費は削ったりとかして、今後５割以下になるように進め

ていきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） そのほかございますか。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） まず、先ほど山本委員からありました自動運転バスについて、
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ちょっと確認だけさせてください。 

  自動運転バスについて、本町については、今、運転席がないバスを走らせていると、

こんなことで、さきに言った事業実態を、実験をしていると思いますけれども、まず１

点目は、３年間多額の費用を使って、財源は別にしましても、結果について、まだ正式

なレポート等を含めて、中間報告と言ったらそれまでかもしれませんけれども、出てい

ないと。 

  先ほど、室長のほうから、口頭での概要の話になるのかなと思いますけれども、やは

り、この次のお出かけ等を含めて町民の足を守る計画が具体化される前に、この点につ

いては、きちっとまず一区切りしておいたほうがいいのかなというふうに認識していま

すし、我々についても３年間の経過について、費用対効果とか含めて、それから新たな

挑戦で買物の対応とか、そんなことを含めて等。それから、今後福祉バスでの対応とい

う部分で、そういう部分も含めて対応という部分で、今、切り替え等しているという部

分ありますけれども、そういう部分で、まず１点目は対応を願いたいと思います。 

  特に、一番先に公道で、正式に、茨城県の境町が対応するとなっていましたけれども、

いろんな都合で、まだ発進していないなという部分では、形式的な部分でなくて環境も

あったのかなというふうに認識していますし、我が町の環境も含めて、まだ比較になら

ないと思いますけれども、それも含めてきちっとまず報告ができるかどうか、そこら辺

を確認したいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 自動運転バスの実証につきましては、アンケート

調査等を実施した結果が、経産省のホームページ等で公表はされておるんですが、また、

私のほうでまとめて報告をさせていただきたいと思います。 

  先ほど申し上げたように、自動運転の公道走行に関しては、いろいろな条件が付され

たという面があって、そのほかにも天候の影響があって、雨が強く降ってくると止まっ

たりとか、先ほどの後方を走る一般車両を、あえて追越しをさせなきゃならないとかと

なったときに、追越した車が、がっと自動運転バスの前に入ったときに、緊急停止して

手動で切り替えたとか、そういった部分もございました。そういったレポートも含めて

報告をさせていただければと思います。 

  今、情報提供いただきました茨城県の境町で、同じ自動運転バスを使って公共施設へ

の運行を開始しようと。ちょっと今、コロナ禍の状況もあって、まだ実際の運行が延期

になっているようですけれども、実はこれが、本町のマッピング作業と関わっていたと

ころと同じ企業が担うことになっておりますので、その辺の情報提供はいただけるとい
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うことで、境町さんも含めて情報共有させていただけるということを聞いておりますの

で、ぜひこれは、本町でやって進めていくというのが、本町に沿ったところで大事なん

ですけれども、ちょっと規模は違いますけれども、茨城県境町で公共施設に関して自動

走行を始めていくということは、我々にとっても非常に見識が高まる部分がございます

ので、こちらの情報も、もしいただける部分ありましたら、皆様にも共有をしていきた

いと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） １点目の情報については、なるべくきちっと報告していただ

きながら、次の、町民の足を守る対策に生かすべきだなというふうに認識しております。

早急に対応をお願いしたいと思います。 

  次が併せまして、確かに、15キロというスピードで走っていたものですから、特に、

11区からの部分についての距離がかなり長かったという部分で、僕のほうに何人か、ど

うしてあんなところを走っているんだとか、非常に問題あるよというので役場のほうに

も連絡しましたけれども、その後の回答がなかったと。 

  かえって交通の妨げになっているという部分あったんですけれども、その辺の処理に

ついて、どうしようもない15キロですから、どうしようもないなという部分認識してい

ますけれども、そういう認識とか含めて、やっぱり町民の声も拾って、レポート化して

いただければなというふうに思いますので、その点お酌みの上、お願いしたいと思いま

す。 

  もう一点、高齢者の参加というのは非常に大事な部分だと思いますから、きっとそう

いう声を、きちっとレポートの中に拾っているんだと思いますけれども、本当に身近に

使う人の声も対応していかないと、これが、今後どういう形で対応していくかという部

分の大きな課題になりますし、町は、それを採用するかしないかの、採択の可否の判断

の一つの大きな要点になるかと思いますから、この点含めてレポートについてもよろし

くお願いしたいと思います。 

  それと、前にちょっと指摘しましたように、技術センターのところにラッピング車が

あったんですけれども、今はちょっとないようです。僕は、基本的に前に質問した段階

で、向こうも、東京の駐車場が月20万かかるからという話ししていますけれども、僕は

そういう部分についても、民間と行政のやり取りの中に、それは明確に、断るなら断っ

たりしながら対応していかないと、あれは何だという声も僕も聞いていますから、やっ

ぱりそういう配慮をしておかないと、せっかくいい方向に向けようと頑張っている部分

が、町民の目線としては、ちょっと違う方向に行ってしまってもまずいと思いますので、
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慎重な取扱い、特に、これは大きな事業費になっていましたから、特に気をつけてもら

わんならん一つかなと認識しております。 

  そういうことで、バスの関係については、これからＭａａＳの部分含めて対応すると

なっていますけれども、まだまだ大きな課題があると思いますので、慎重な部分で対応

をしてもらう形になるかと思いますが、まず現状を把握した部分と、今後の将来におけ

る、もし自動運転の実証をするとしたら、その方向性も含めて対応、検討を含めて、事

前に課題と在り方を含めて報告いただければと思います。この点についてお伺いしたい

と思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 自動運転の走行に関しては、当日、自動走行で走

る前に、自動走行でのマッピングの作業というものが必要で、何回か事前にルートを走

って、そこの道の形状ですとか、こういったところに障害物があるですとか、そういっ

たものを認識しながらマッピングする作業が必要で、そのときにも、実際に15キロで走

行を行ったわけなんですが、事前の走行の際は、前後を普通の通常の車両で挟んで走っ

て、ポイントポイントに同じにように誘導員をつけて、町民の方には啓発をしながら、

追越しをかけてくださいということでやったんですが、一部、町民の方の交通の妨げに

なっていた部分があるかと思います。 

  ただ、自動運転バスが今後一般化されて、本町のみならずほかの地域でも走行すると

きに、当然、自動走行で安全に走れるかということがもちろん一番大事なことなんです

けれども、もう一つ、今まさにおっしゃられたところで、地域の方の享受性です、こう

いったものが日常的に走っているというところを踏まえながら走行してもらう。 

  安全性がもちろん、人が運転するよりもさらに安全だということが一番大事なことな

んですが、ただ、こういったものが日常的に走っているところの、町民の方、地域の方

の享受性というところが、非常にポイントになるのかなと思っていますので、そういっ

た意味では、我々はむしろ重ねたことによって、ほかの地域より先に進んでいる部分と

いうものが、もしかしたらあるのかなとも思いますし、これが、今年度の経産省の事業

の採択等にもつながっている部分もあるかなと思いますので、ただ、こういった声をし

っかり受け止めて、また次の展開につなげていきたいと思っております。 

  あと、車両の部分です。 

  今、一旦、町の敷地でお預かりしていた部分あったんですが、毎年、自動運転バスと

いうのはシステム的な更新が必要なものでして、今、もともとの自動車、所管されてい

るところで、今システム更新作業を行っていると。 
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  また、ただ、所有者の方は、ちょっと上士幌町での取組を引き続き模索したいという

ところがありますので、上士幌町にまた自動運転バスのほうを持ってくることがあるか

と思うんですが、その辺は、以前ご指摘もいただきましたので、バスを所有されている

企業のほうで、置く場所、敷地を新たに自分たちで借りて、保管したいということで話

をしております。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） あのバスについて、自動運転バスについて、我々については、

我々のために実証しているんだなと認識しています。 

  経産省の報告については、それは事業だけの手続だというふうに認識しますから、先

に、町民に結果と課題を対応できるような仕組みで、こういう検証というのはあるのか

なと思っています。 

  これで、３点目になりますので、一応。 

（「いいんだよ」の声） 

○８番（江波戸 明委員） いいんだよね、委員会ですからね。 

  それで、なかったら次にいきたいんですけれども、よろしいでしょうか。 

（「関連」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） 関連で質問ありますので、先にそれをしたいと思います。 

  ある方。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 先ほど、私もあまりしつこく質問したら悪いかなと２回でやめ

たんですが、要するに、町民のほうに、私が言いたいのは、議員さんもなかなか分から

ないことが多いんですよ。 

  例えば、先ほど聞いた50キロ未満が駄目とか15キロ走行とかいうのは、経産省のほう

から言われて、ちょっと厳しい実証実験だったというので、今回は、経産省のほうでそ

ういうことも含めると、自動運転はちょっとまだまだ課題が多いというふうに思って、

町も判断したと思うんですけれども、そういういろんなことを今聞いて分かるのと、質

問すれば分かることと分からないことがあって、これは、前回の実証実験の勝毎の記事

と、それから今回の今度やりますよという勝毎の記事と、これも隅から隅まで読むんで

すが、皆さん、町民の方はこれ見て理解すると思うんですが、これが必ずしも正しい情

報か分かりませんが、そういうことを含めて、過去の自動運転、どういう目的でやった

と、その結果どうだったと。 

  それで、経産省のいろんなことも含めて整理をして、福祉バスを利用するようになっ
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たということを分かりやすく何かで、ペーパーＡ４でもＢ４でもいいんですが、そんな

ふうに説明してもらうといいのかなと。 

  私は、過去の資料も見ながら、アンケートを見ながら、議会で質問しながら、何でこ

うなったんだろうと。ところが、この間も質問をさせてもらったんですが、自動運転は

ポイントがつくから採用されやすいといって、今、さらにさっきの質問で、これからも

自動運転を、あり得るかもしれないと言われたら、どういうふうに展開するのかなとい

うふうに思うんです。 

  そのときに、町が、補助金がつくとかつかないじゃなくて、どんなことをしたくてや

ったと、その結果こうだったと。それで、やっぱり町民のこともいろいろ考えながら、

次どう進むんだというふうに進まないと、なかなかやることが見えないんですよ。 

  勝毎の方が書いてくれるから、私も少し変な、議員でありながら恥ずかしいんですが、

その辺を町民に分かるように進んでいかないと、これ多分、これから大きな事業になり

ますので、その辺、多分、来年３月には計画つくりますよね。そこまでに、こういうコ

ロナの時期で、なかなか説明会は難しいと思うんですけれども、事業経過について分か

りやすく町民にお知らせしながら一緒に進まないと、特に高齢者が多分、中心になると

思うんですけれども、その辺、確認したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 今年度の実証に関しては、今月、広報に折り込み

と、新聞等でも、対象の地域の方は限られるんですが、皆さんへの、こういった取組が

始まりますという周知を含めてご紹介をしたいと思います。以前の取組の経過も含めて、

こちらもちょっと広報等の記事の掲載をちょっと検討したいと思います。 

  財源の話、先ほど出ましたけれども、これから、先ほど申し上げたように、非常に自

動運転バスと、町が今やっていこうとする利便性の高いモビリティーというのは非常に

親和性が高いので、この検討の可能性は捨てずにいきたいなと思っていますが、まだま

だそこは、ただ財源的にやはり、どうしてもこうしたシステムを使うというのはお金が

かかることでございますので、これまではふるさと納税で、そういった実証に、非常に

チャレンジングの取組に、一緒に思いを持って取り組んでくれる方の支援をいただきな

がら実施していましたが、やはりこれからは先ほどもちょっと、経産省と国だとかとい

うところで、その導入に当たっては、非常に大きな支援が必要になるのではないかなと

いうところで、町の単独の財源でこういった実証を進めていくというのは難しいという

のは、私も認識をしているところです。 

○委員長（早坂清光委員長） 今、自動運転バスの関係で続いておりますけれども、関連
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してほかにありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） それ以外のことありますか。 

  ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 23ページの広報広聴業務ということで、この中では、町の貴重

な歴史を残すという業務を、この中にあるという立場でお聞きしたいと思います。 

  町史なんですが、たしか、町史補追版が出たのは、開町70周年のときに出たんだとい

うふうに記憶をしております。以前、江波戸委員が、町史のことについて質問したとき

に、町側からは、開基100年を目指して、次の町史は発行したいというお答えだったと

思うんですが、このことについて、どうであるかお聞きしたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 このことに、今の段階で具体的にはまだ、議論は内部ではしておりませ

ん。 

  ただ、町史だとかこういった編さんについては、行政に限らず、企業においても節目

節目で出しておりますけれども、頻繁に出しているというレベルのものではないと。大

きな時代の節目のときだとか、記念すべきときだとか、こういったことでありますから、

そういった意味では、100年というのは、90年というのはありますけれども、100年とい

う大きな節目になるだろうというふうに考えているというところであると。 

  ただ、一番大事なのは、何より大事なのは、歴史のいろんな資料を滅失してしまわな

いということでありますので、80年のときには、その段階で、資料の収集と整理をさせ

ていただいたということになります。ですから、この後については、今のペーパーレス

化だとか、そういう時代でもありますから、90年、来年になるということでありますの

で、そういう節目節目の中で、もう一回、10年間の間の整理をさせていただいて、100

年後にはしっかりしたものをつくりたいと。 

  やっぱりある程度時間をおかないと、この歴史の資料というのはずっと残っていくわ

けなんですよね。ですから、慎重に、出し方というのは事実を淡々と述べるということ

ではありますけれども、その述べ方についても、いろいろ刊に凝縮すると、いろんな事

案が出てくるわけでありますから、そういったことも慎重にやるというふうに考えなき

ゃならんだろうというふうに思います。 

  ただ、日常的な資料については、そのようにしっかり、まずは集めておくということ

が今すべきことだというのは、現状そういうレベルでの内部での行為であるという、理

解いただきたいと思います。 
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○委員長（早坂清光委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） それでは、今の町長のお答えを踏まえまして、現状、企画課の

広報広聴担当のほうで、例えば、昔、士幌線が、最後の日を迎えたときのビデオテープ

ですとか、熱気球も、50周年を迎えるに当たって昔のビデオテープの記録とか、それか

ら広報においても、今デジタル編集ですので、そのまま記録は残ると思うんですけれど

も、昔の紙媒体で出していたときの広報とかは、デジタル化をしないと残っていかない

と思うんです。 

  そういうことで、これまでそのような業務が計画的に進められているのかどうか、お

聞きしたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 岩隈主査。 

○岩隈亘史企画財政課主査 委員の質問にお答えいたします。 

  昔の写真、動画等のデータの整理についてでございます。 

  昔の写真につきましては、膨大な量を町で保管しております。これを、本当に少しず

つではあるんですが、電子データ化していこうというふうな試みに取り組んでいるとこ

ろです。 

  あと、昔の広報、これもかなり昔のものから全て保管してあります。ただし、紙であ

りますので、これの電子化。これは現在、取り組んではいないんですけれども、実は町

史、または町史補追版については、平成30年にＰＤＦで読み込みまして電子化、それで

保存しているというふうなところでございますので、ちょっと昔の広報、今は六百何十

号出ているところですので、これを今すぐにちょっと電子化というのは難しいのかなと

は考えてはいるんですけれども、保管してあるものですから、また、実はコピー機で読

み込むような形で、実に手軽にできるというふうなところもありますので、ちょっと今

すぐにできるというふうには思いませんけれども、今後検討できればと思っております。 

○委員長（早坂清光委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） デジタル化については、今、行われているということなんです

が、来年、開基90年ということもありますので、今後100年に向けてはきちんとした資

料整備が必要かと思います。 

  そのためには、年次的にきちんと予算づけをして整備する必要があると思いますので、

そういう計画的に行ってほしいと思いますが、このことについていかがお考えでしょう

か。 

○委員長（早坂清光委員長） 杉原企画財政課長。 

○杉原祐二企画財政課長 ただいまの町史といいますか、町の歴史をという部分で、デジ
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タル化の部分については、先ほど町長からありましたとおり、その節目節目で、そうい

う情報収集というのが大変大切だということでありますので、委員の今のご意見を賜り

ながら、取組のほうについて検討してまいりたいと思います。 

（「関連」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、斉藤委員から町史のことについてお話ありました。 

  僕も一般質問で町史の要望をしたり、対応の準備というものがあったんですけれども、

物理的な部分とか、現像があったり文字に残っている部分はいいんですけれども、町民

の方からも僕のほうも聞いたりしているんですけれども、やはり語り部、写真を見ても、

きっとこれから分からない職員とか体制があると思いますから、語り部とか、そのとき

の歴史的な部分の対応をした方々含めて、今でないと、きっと本当に10年先については

ほとんど、本人たちも何となく認識していますけれども、いなくなっちゃうんだとか、

そんな話も先般の一般質問の中でも聞かされています。 

  そんなことを含めて、そういう部分も対応していただければと思いますから、条例の

中に、この町史の編さんの委員会、審議会でしたか、委員会をつくるという条例もあり

ますから、今からこういう部分を発信しながら、語り部の部分と含めて、それから物理

的にデータがある部分のものの見方も、やっぱり生き証人的な部分も含めてぜひ取り組

んでいただきたいなと、私は認識しています。 

  これを逃すときっと、また10年先は別にしましても、本当に生きた我々の教科書に成

りづらいなというふうに認識していますから、その点よろしくお願いし、考え方をお聞

きしたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 杉原企画財政課長。 

○杉原祐二企画財政課長 確かに、そういうことです。 

  新聞報道でも、新聞の中でも、昔のことを語るというような企画がありますとおり、

町の歴史という部分でいけば、本当に今聞いておかないと、その本来のことが分からな

いという部分は、委員おっしゃるとおりだと思います。 

  広報といたしましては、日々の取材活動の中で、そういう町民の皆様から取材活動を

行っておりますので、そういったことを活用しながら、町のそういう歴史の取組の部分

を含めて聞き取りをして、記録にしていきたいというふうに考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） 今、質疑のことと関連してありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ありませんね。 
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  そのほかありますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 25ページの生涯活躍のまち 創生包括プロジェクト事業につい

て質問いたします。 

  2019年、令和元年度は、国の委託のこの事業について、３年の一区切りの年になって

いますが、その一番の、会社を立ち上げてする事業の中で、包括委託事業がかなりの割

合を占めています。約5,000万から今年は7,000万近く、7,000万以上組んでいますが、そ

の事業が本当にこの３年間、今年を含めて４年、もう続いているんですが、この包括委

託事業が、３年間できちんとされているのかという検証が必要だと思うんですが、特に、

介護職員研修の問題、これは人数的にはやられてはいますが、その問題。それから障害

者のグループホームの問題も、ずっと調査、調査で進んでいないと。進めるという意味

じゃないんですが、そういうことが、主な事業に入っている包括委託事業が、ちょっと

足踏み状態ではないのかと。 

  そうすると、逆に、まちづくり会社自体は株式会社なので、事業を展開するのは全然

構わないんですが、町の委託事業を、もうちょっとすみ分けを整理したほうがいいんで

はないかと。そうすると国からの補助金減ったり、交付金減ったりすることも出ては来

るんで、その辺はどういうふうにお考えか質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 福原主幹。 

○福原英範企画財政課主幹 地域包括ケアの充実に関してでございますけれども、この事

業は、まず町地域包括支援センターにおいて、町が中心となりまして、支援の方を中心

として、誰もが安心して暮らせる地域社会というものを目指して、まずは、そのために

は自助というものが基本にあります。さらに介護保険サービスですとか、それから公的

機関のサービス、いわゆる公助での手だてというのもありますと。それに加えましてそ

の住民の方々、もしくは関係機関も含めましてお互いに助け合うという、いわゆる共助

という部分の取組を強化するために、平成27年から厚生労働省が施策としまして生活支

援体制整備事業ということで、その共助のために生活支援コーディネーターというもの

を介しまして、公的機関と住民の中間支援組織的な役割を持つ協議体というものの設置

を必須としたところです。 

  今回の地域包括ケアの充実のプロジェクトでございますけれども、まちづくり会社が

中心となりまして、研究会においてワークショップですとか、そうしたセミナーですと

か、その共助の在り方というものに対して情報共有ですとか、意識共有というものを図

ってきたところです。令和元年度におきましてはあすわがミーティングと、いわゆる住
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民のコミュニティーの醸成を図ると。住民の方々の思いというかやりたいことを実現す

るようなことに向けて、いろいろ話合いですとか具体的な取組を進めてきたところです。 

  その結果でございますが、今年度の今年２月に、いわゆる目指していた協議体、地域

支え合い推進会議というものが設立、発足しました。 

  もう一つは、あすわがミーティングといった住民コミュニティーの醸成の経緯を踏ま

えた中で、いわゆる地域の困りごとですとか課題というものが目に見えるようになって

きた。そしてまた、それを担えるというか、課題解決を図る力がある住民の方、技とい

ったようなものが判明してきたという、この２つの成果というものが、得たのかなとい

うふうに考えております。 

  それで、町としましては、いわゆる地域包括ケアシステムといった全体の構図という

か体制というのが整備できた中で、まちづくり会社としては、今年度から、いわゆるあ

すわがミーティングというものを発展させる形で協議体の構成員の一部として参加して、

生活支援コーディネーターというものを配置しながら、今の現状ですと、ママのＨＯＴ

ステーションといったような形で、子育て中のお母さんの相談に乗ったり、サポートを

するというような具体的な取組を始めてきています。 

  そしてまた、あすわがミーティングの系統を継ぐような形で、いわゆるまちづくり系

的なコミュニティーの醸成を図るという意味で、まちまるチャレンジというものを立ち

上げて、住民のやりたいことを実現するための公募を図るですとか、人材を発掘するで

すとかといったような実働に向けて、７月から具体的に始動されたと、始まってきたと

いったところで、その辺は、すみ分けとかという形で、足踏みしているということでは

なくて発展してきていますし、今後も、また活発なコミュニティーが図られるというと

ころに期待しているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 私、委託事業である包括支援事業についてお話ししているんで

すが、いろいろ事業が展開していて、マッチングシステム、今年から始まりました。そ

れからｈａｒｅｔａというか、その事業展開も、過去に比べたら物すごいいろいろな事

業をやっていて、その事業はそこの事業ですので全然評価するんですが、それとは別に

町が委託している、そもそも始まった包括委託事業5,000万から6,000万、7,000万が、国

からの委託事業がどうなのかということで、１回整理したらいいんではないかと私は思

っています。 

  例えば、そもそも2018年から始まったときには、包括ケア事業、介護初任者研修事業、
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それからグループホームだとかもあります。それから健康ポイント事業、これは続いて

います、今も。それから人材センター、かみしほろ塾も、それも全て委託事業に入って

いるんですが、その中の包括ケア事業そのものは、ちょっと前からいろいろ保健福祉課

とも連携を取っているのかと、委員会でもいろいろ議論したこともあるんですが、その

事業にとっては、やっぱり、どちらかといえば保健福祉課が中心というか、介護研修や

っても収入になって、それが実際に生かされているのかとか、それからグループホーム

についても調査しているけれども進まないとか、進まないといったら失礼ですね、調査

しているんですが、そのことが、メインが包括の委託事業なんですよ。 

  委託事業はまだまだありますが、その辺をもうちょっと整理しないと、考えたら、そ

んなに職員も大分増えてはいますけれども、いろんな事業をこなすには、職員まだまだ

足りない状況だと思うんですよ。 

  いろいろ手を広げていろいろやっていてすごくすばらしいんですが、町から、そもそ

も生涯活躍のまちで国から補助金もらってつくったときに、最初に委託すると決めた包

括支援事業がどうなっているかと１回検証しないと、このまま、また今年から３年間続

いて、続く前に、そもそも論をきちっと整理しないといけないのかな。 

  それと、ｈａｒｅｔａの株式会社についてはまた違うので、それは全然もう、最近物

すごく、ママのＨＯＴステーションもちょこちょこ顔を出したりするんですが、すばら

しいなと思うんですけれども、それ、分けて考えなきゃいけないのかなと私は思って、

その辺をやっぱり保健福祉課のこともありますので、これも決算ですので質問させても

らいます。 

  そこを整理して、ｈａｒｅｔａの事業が全部じゃないです。包括支援事業の中の町が

委託している研修事業とか、ホームヘルパーさんとかそういうのとか、そういうのをき

ちんと分けて整理しないといけないのかなと思って質問させてもらったんですが、ｈａ

ｒｅｔａの事業そのものの展開は、物すごく、そこは全然、ここと決算に関係ない事業

ですので、そこの介護包括について質問させてもらいましたけれども、どうでしょうか。 

○委員長（早坂清光委員長） 福原主幹。 

○福原英範企画財政課主幹 地域包括ケアの全体の関係でございますけれども、当初、ま

ちづくり会社が関わってきた部分というのは、サービスつき高齢者住宅の整備といった

ものを一緒にしながら、当初は、基盤づくりの全体の部分を担うというような方向性で

進んでいたわけですけれども、やはり、なかなか包括ケア全体を担っていくという部分

が難しいというのもございますが、ただ、今年度から、そういった地域支え合い推進会

議というもの、協議体というものができて、全体で、今まであるような代表者レベルの
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地域福祉推進会議ですとか、元の基盤になる地域ケアの個別会議といった既存の組織と

も連携しながら、そしてまた、生活支援コーディネーターなども配して、地域全体で町

も含めて、関係機関、住民の方が連携して進めていくという整備ができたというふうに

考えております。 

  それで、その一部で担う部分というところで、まちづくり会社が介護研修、初任者研

修ですとか、これまではグループホームの在り方、それから就業体制の在り方というも

のも調査してきたわけですが、そうしたものも、結果も踏まえて、町として、全体で、

これまでまちづくり会社が行ってきた経過も踏まえながら、今年度から、また新たに強

化していくものだというふうに認識しております。 

  以上でございます。 

○委員長（早坂清光委員長） １時間になりますので、ここで休憩をしたいと思います。 

  15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前 ９時５８分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１０分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 先ほど、山本委員の質疑の部分で終わりましたので、再度

ご質問があればですけれども。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 生涯活躍のまちの町の委託事業の中の介護職員研修、それから

グループホーム、障害者の、それについて、そこのところを重点的に質問させてもらっ

ていたんですが、私もいろいろ資料を整理して見てはいるんですが、再度どんなふうに、

保健福祉課も含めて、ここの中で整理されているのか、再度質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 福原主幹。 

○福原英範企画財政課主幹 地域包括システムの基盤づくりというところの大きな枠組み

の中で、委託しているのは、その基盤づくりのための具体的な一部での中で、介護職員

の初任者研修であったり、それから障害者の方のグループホームの成立や障害の在り方

の検討といったものを、まちづくり会社に委託しているといった経緯がございます。 

  そして、３年間、そうした研修なり調査業務というものを行いまして、例えば、初任

者研修ですと合格者も26名ほど出ていますし、ただ、具体的には、収入につながるとい
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うことが課題となったというのが見えてきましたので、そうした収入につなげるといっ

たことも評価しながら、引き続きノウハウも有していますので、今年度以降も、まちづ

くり会社が引き続き実施しているということです。 

  グループホームにつきましては、そのグループホームの必要性というようなものが調

査では分かったにもかかわらず、具体的な担い手と、運営主体というものがなかなかい

ないということも分かりましたので、そういった調査、あるいは研修業務というものも、

今度は町のほうに引き継いで、引き続き検討なり、まちづくり会社が行えることはやっ

ていくといったような状況で、町としても、包括ケアの基盤づくりに関しては、組織体

制も併せて整備したというところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（早坂清光委員長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ちょっと補足して、私のほうから若干説明させていただきたい

と思います。 

  介護職員の初任者研修につきましては、毎年10名前後受講されて、町民の中に、介護

の初任者の資格を有する方がだんだん増えてきているという実態がございます。また、

今年についても今10名の枠、今年コロナの関係で、ちょっと人数を少なくさせて応募を

させていただいているところでございますけれども、10人を超えるところで今応募が来

てございまして、何人受けられるかというのを、今調整中で行っているところでござい

ます。 

  そういう意味で、町内に、こういう介護の実務を身につけたいという方が非常にコン

スタンストにいらっしゃるというところで、そういう町内の介護に関しての意識の高揚

だとか醸成だとかという部分が進んできているのかなという実態がございます。 

  また、数名は、実際に介護のほうの職場のほうにも働いていらっしゃるということも

お聞きしていますので、若干ではありますが、徐々にそういう下地ができているのかな

という認識でいるところでございます。 

  また、障害者のグループホームにつきましては、去年は特に、実際、障害者の方ご本

人だとか家族の方と一緒に、管内の施設を視察をさせていただきました。また、その家

族、本人の方とのお話合いの中で、非常にどういう施設が本当に必要なのかという部分

を、皆さんがそれぞれ単独で思っていたものが、このお話合いをする、現実を見るとい

うところで、だんだん皆さんの頭の中に、共通した形が見えてきているのかなというこ

とで、状況でございます。 

  今年につきましては、現在、町内の法人のほうに、実施が可能かどうかというような
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投げかけもちょっとさせていただいておりますので、引き続き実現に向けた方法につい

て検討をしてまいりたいというところで考えているところでございます。 

○委員長（早坂清光委員長） それでは、先ほどの休憩中に、事務局のほうからもお願い

を申し上げておりますけれども、総務費については、施策報告書では22ページから38ペ

ージまでということで、できるだけ施策報告書のページに沿いながら進めて、関連で、

また質問等をいただいたほうが効率的かと思いますので、そんなことで不慣れで申し訳

ございませんけれども、それで、22ページから23ページにわたっては、大体皆さん、関

連してご質問をいただいたのかなというふうに思うんですが、ここでご質問あったでし

ょうか。 

  10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 22ページのふるさと納税推進事業についてちょっとお聞きし

ます。 

  皆さんご存じのように、上士幌はふるさと納税が非常に堅調で、これをいろいろ工夫

凝らして、特にアクセスの簡略化ですとか、あと、この中にもありますけれども、独自

ポータルサイトの立ち上げですとか、そしてまた、特産品の充実なんかも大きいのかな

と、そんなふうに思っております。 

  それで、この特産品についてなんですけれども、ふるさと納税特産品のレシピ公開、

消費拡大プロモーション事業というのを行っていたと思うんですけれども、いわゆるク

ックパッドの活用をしてということで、これについてちょっとお聞きしたいと思います。 

  このクックパッドの活用もふるさと納税寄附金につながっているのかなと、そんなふ

うに思うんですけれども、これのひとつ、アクセス件数なんかどのようになっているの

かということと、もう一つ、拡大プロモーション事業の中の目的に、町内のレストラン

等へのレシピ提供による地産地消の推進も入っていたと思うんですけれども、この辺に

ついて、評価も含めてちょっと教えていただきたいなと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 クックパッドにつきましては、現在、新たなレシピが更新さ

れている状況にはなくて、今、表示されているもので終わってしまってはいるんですけ

れども、過去には、そのレシピというか冊子みたいな、クックパッドのを作って、見本

市とかでも配ったことあるんですけれども、現在、ちょっとそのレシピをどういうふう

に利用するかというのは止まっている状態ですので、そこの今おっしゃられたことも含

めて、特産品の普及という観点から、また新たな手法等を考えていきたいと思いますの

で、特産品も毎年いろいろ組替えもしたりとか、単に肉だけではなく加工品とかもこの
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間、出てきておりますので、そういうことも含めて進めていきたいと思っております。 

○委員長（早坂清光委員長） 10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 現在、止まっているということで、ちょっとその理由がよく

分からないんですけれども、例えば調べてみると、29年度レシピ開発30品とか、あと30

年度は29品達成とかということであるんですけれども、これが、令和元年度に急に止ま

ってしまったというようなことなんでしょうか。 

○委員長（早坂清光委員長） 梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 私、以前、担当していたものですから、ちょっと

私から補足で説明させていただきます。 

  クックパッドの上士幌町のキッチンを設けたというのは、キッチンを作って、それは

つくれば、ずっとそこに上士幌のキッチンが存在しますので、その中に、上士幌町の特

産品を使ったレシピをばーっと町が作って入れた。町がというか、当時、ふるさと納税

の地域おこし協力隊がレシピを開発して入れたんです。その後は、クックパッドの利用

者の方たちがそれをまねした、同じ上士幌町に入っているレシピをまねして入れていく

というものなんです。つくれぽというものなんですけれども、載っているレシピをまね

して私も作ってみました、私も作ってみました、参考に作ってみましたと、それがたく

さん入ると上のほうに表示されるという、そういう広告展開がなされているといったも

のです。 

○委員長（早坂清光委員長） 10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） いずれにしても、そのクックパッドを利用したそういうもの

が、この貴重な財源になっているふるさと納税寄附金に、きちっとつながっているのか

どうなのかという、その辺の評価も含めた検証が必要なんだろうなと、そんなふうに思

うんですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（早坂清光委員長） 梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 当初キッチンを作るというところに、ふるさと納

税で頂いたお金を活用させていただきながら作ったんですけれども、１回作った後に運

営費はかかっておりませんので、今、皆さんが、どんどんつくれぽというのを入れてい

ただければ、また表示がたくさんされて、今もちろんキッチンを見ていただいている方

もいらっしゃると思うんですけれども、町も、さらにレシピ開発までどんどんできれば

一番望ましいんですが、上士幌のキッチンを見ていただいて、レシピの参考にしていた

だいて、じゃ、この素材を取ってみようという形で寄附にはつながっていると、そうい

うふうに思っております。 
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○委員長（早坂清光委員長） よろしいですね。 

  22ページから23ページにかけての部分でありましたら。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） ただいまのふるさと納税の関係で２点ほど確認したいと思い

ますが、昨年ですか、新たに特産物の発送受託の業者が増えてきたのかなというふうに

ちょっと思っていますけれども、この辺、まずうちの町もかなり一生懸命頑張って、特

産品等含めてのカテゴリーから、ふるさと納税の額が非常に高まってきて、町の財政運

営に非常に潤しているなと認識しています。 

  そんな中で、地域の業者の配分等を含めてもあるかと思いますけれども、１点目は、

発送業者の選定の仕方について、今回６社ありますけれども、何か町のほうとして、こ

の発送業者について委託するような形でなっていますけれども、この委託の在り方、委

託業者の決定の仕方についてちょっと確認させていただければと思います。 

  それと、先ほど、民間ポータルサイト経由の寄附が大半を占めているという部分あり

ますけれども、単独で、独自サイトの比率を高めたいというのもありますけれども、独

自サイトを開設した場合の費用等についての概要等についてちょっと確認したいと思い

ますので、２点ほどよろしくお願いしたいと思いますので。 

○委員長（早坂清光委員長） 山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 まず特産品の発送の部分ですけれども、基本的には、主には、

中間業者でありますＮＰＯコンシェルジュさんと、あとまちづくり会社のほうに特産品

の発送だけではなくて、例えば、どういう特産品があるかというのを全部集めていただ

いて、町のほうに提案していただいております。 

  そこで、当然その中にはいろいろな事業者さんも含まさっているので、そこで契約し

ているわけなんですけれども、ほかには、酒類の部分につきましては、コンシェルジュ

さんとかまちづくり会社さんで取扱いできない部分もありますので、その部分は直接事

業者さんと契約をしてございます。中には、ふるさと納税のポータルサイトを見ていた

だければ分かると思うんですけれども、よつ葉さんとかも提供してもらっているので、

そちらについては直接契約しているところでございます。 

  ２点目の、特設サイトの経費の部分につきましては、構築費につきましては400万程

度かかっておりますけれども、その後、毎月システムの使用料等々ありますので、月に

大体アクセス数によって少し変動しますけれども、22万程度。10月から３月までで130

万ほどなっております。年間にすると、12か月にしますと270万円ほどかかる経費とな

っております。 
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  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） 関連して。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 状況については分かったんですが、やっぱり結構独自のポー

タルサイトを活用するとしたら、それだけのメリットという部分は売上げを上げていく

と、パーセントを上げていくということになるかと思いますので、その努力がまた必要

かと思いますから、いろんな工夫が必要だと認識しております。 

  先ほどちょっと事業者の中で、まちづくり会社が発送事業者という部分ですけれども、

何か経過があったり、それは、町のほうが取決めの中で何か支援したとか、そういう印

象なのか、それとも会社のほうとしてぜひこの事業を受けたいと、そういう経過があっ

たのか、その辺ちょっと教えていただければと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 暫時休憩します。 

（午前１０時２５分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時２６分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 杉原企画財政課長。 

○杉原祐二企画財政課長 すみません。先ほどの発送受託業者の中で、いわゆる業者さん

を取りつなぐ中間受託業者になるわけでございますけれども、まちづくり会社さんのほ

うについては、地域のそういう地域づくりを行っているというところで、現在の、これ

までの取組もありますけれども、起業の支援とかという形で行っていただいているとこ

ろでもございますので、それらの商品の開発を推進するということを含めまして、それ

らの取扱いをしていただくという形で、それぞれ対応が早くできるということも含めま

して、受託業者のほうになっていただいているということでございます。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今の説明でいくと、もし、個人的な業者がこれに加入したい

とか、そういう部分については、慎重に対応するという認識でよろしいでしょうか。 

○委員長（早坂清光委員長） 杉原企画財政課長。 

○杉原祐二企画財政課長 先ほど、担当のほうから説明いたしましたけれども、それぞれ

の商品を作っている業者さんという部分と、その中間業者さんとそれぞれ協議しながら、

で、町のほうに提案をいただくという形になっておりますので、当然その場合、いわゆ
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る生産のロットといいますか、作る量が、例えば月に10個しかできないものを取扱いで

きるかとか、そういう問題もありますので、そういったことを調整しながら、町にご提

案いただいているということでございます。 

○委員長（早坂清光委員長） 22ページから23ページということで今しているんですけれ

ども、ほかにございますか。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 22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

についてちょっとお聞きしたいと思います。 

  きっと今年もやるというような予定で組んでいるかと思います。これについても、町

は約500万ずつを支援しながら、昨年はちょっと懸賞金等に使っているかいと言ったら、

使っていないよとありますから、きっと町は、実効性のある形でこの500万円を支援し

ているのかなというふうに思っています。 

  その中で、３年ほどやった中で、先ほども自動運転バスと同じように、町民還元とい

う意味ではちょっとあまり報告がないのかなと、我々についても、この効果という部分

についてもないのかなと。 

  去年ちょっと質問した段階では、どこかで行方不明の子供のところに、そういう形で

要請があって出たよという程度の回答があったんですけれども、やはりこの部分につい

ては、いろんな山岳事故とか、我々の町も、僕も先般、国立公園の在り方の中でも、こ

れから本道についても山岳という部分が、東大雪の山々の使い方が出てくるという部分

で、やはりこういう行動は大事だと思いますけれども、もう少しはっきり、本当に山岳

でやるなら山岳とか、それからそれに対して、町民的にどんな効果があるんだという部

分でないと、なかなかこういう事業というのはこれから推進しづらいし、その効果がな

いと、本来すべきでないなという認識も僕はしていますので、ここら辺について、やは

りきちっとした検証等を含めて対応してほしいなと思っています。 

  まだ効果として、スタッフが100名ほど１週間ぐらいいるということで、その部分に

ついては非常に町内を潤すという部分はありますから、これも関係人口として見たら、

非常に効果的だというふうに思う一つですけれども、町はあえて予算化してやるんじゃ

なくて、彼らが、そういう今、ドローン等含めて非常に開発が進んでいますから、そう

いう部分の中でやれるような仕組みとか要請とかすることも、この時期だんだん必要に

なってくるかと思いますので、この点について確認したいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 ジャパンイノベーションチャレンジについてでご
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ざいますけれども、昨年も８チーム、スタッフ総勢含めて100名、この方たち、チーム

の方々、町内に宿泊していただくということを条件としておりますので、これに上士幌

町で開催していただいていることで、一定の地域経済の好影響があるということはご認

識いただいているかと思います。 

  また、実際のドローンの山岳救助コンテスト、賞金をかけてという形で実施がされて

おりますけれども、これまで回数を重ねていく中で、やはりロボット、ドローンが動く

には人が動けない時間帯ということで夜の開催ですとか、昨年はこれまでの踏まえて遠

い距離を探すとか、障害物、木がたくさんある中から飛ばしていくとか、そういったこ

とが難しいので、そういったところの含めて、我々の想像もしないような技術を使って、

我々もドローン、人が飛ばすものが今当たり前だと思っていますが、そうではなくて、

自動走行で飛んでいって画像を満遍なく撮ってきて、その中から精密な画像解析をして

探すという、非常にすごい技術があのミッションの中で展開されているところです。 

  実際のところで、昨年、山梨県のキャンプ場で女児が行方不明になるという痛ましい、

今まだ発見されていませんけれども、あの際にも、上士幌町のジャパンイノベーション

チャレンジに参加していた慶応義塾大学のチームが駆けつけて、夜、遭難救助の消防の

方たち、警察の方たちが行けない時間帯を捜索した。残念ながら発見には至らなかった

んですけれども、それは、上士幌町のこのジャパンイノベーションチャレンジのホーム

ページで検索された国からの要請があってということでお聞きしております。 

  また、今年に入って６月に、上士幌町内で山菜取りに入った高齢者の方が一時行方不

明になって、消防団に出動要請がかかったという事案がございました。そのときに、私、

せっかくこのようなコンテストを実施しておりますので、参加チームの皆さんに一斉メ

ールを送って、もしもの場合はということで、東京のチームも多かったものですから、

それでも札幌の参加チームの１社から、もし日没までに見つからないということがあれ

ば駆けつけますということでお返事を頂いて、幸い日中、ご自宅に戻られたということ

が分かったので、そこまで至らなかったんですけれども、そういったことにつながって

いるということと、今年度、今度の会期中の委員会の中で今年度の実証の説明を、今年

度は、今まさに委員おっしゃったように、これまでの経過を踏まえて、後はコロナ禍の

状況があるのでコンテスト形式で、また、たくさんのチームを全国から募ってという状

況がなかなか難しい状況もありますので、これまでの課題を達成したチーム、夜の発見

ですとか、そういうところの課題、達成したチームを呼んで、上士幌消防署、十勝広域

消防でございますけれども、協力を得て、一緒に、実際に消防が日中行って見つけられ

なかったそこから呼んで、何時間で駆けつけて、どういった体制を取って、どういう指
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揮下の元にやる、そういった実証を10月14、15、16で行う予定ですので、ぜひ委員の皆

さんも、視察も受入れてもらえるということですので、ぜひ現場に来ていただいて見て

いただければと思っております。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。 

  この22、23ページでほかにございませんか。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 大変すみません。広報誌の発行経費の部分で確認したいと思

います。 

  前から、いろんな委員さんからもお話あったかと思いますけれども、僕の町の町内会

も、だんだん戸数、住宅事情含めて、公営住宅も含めて戸数が減ってきているという部

分があるんですけれども、一方、増えてきているのが賃貸住宅です。基本的に賃貸住宅

については、うちの町内会だけ見ましたら２割を超すぐらいの戸数になっています。 

  ところが、僕もこの広報の配達、配布について対応をしているんですけれども、うち

のほうの班長のところへ来たら、また、それを分散しながら２つに分けて、班分けしな

がらという部分でいますけれども、残念ながら賃貸住宅、ほとんど入らない仕組みにな

っているんです、うちの班として。 

  ですから、ここら辺については、やっぱり情報を提供するという一つの部分で広報、

それからスマホも含めてとかいろんな情報、ホームページもあると思うんですけれども、

一般的に紙でやる場合、均等になっているのかなとか、情報が提供されているのかなと

か、そんなふうにちょっと心配するんですけれども、賃貸住宅が多くなってきている部

分の状況について、前には、どこどこに置いておきますよという話もあったんですが、

きっとそこら辺の状況というのは我々ちょっと把握していませんので、かなりの部分で、

そういうふうにある程度読まれているかという認識もありますけれども、ここら辺につ

いての情報提供、逆にいえば提供していただきたい部分と、実質、広報を配布されてい

ない賃貸住宅の方がどのぐらいいるかという推測について、もし担当のほうで把握して

いたり調査していたら、ちょっとお話を聞きたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 暫時休憩します。 

（午前１０時３６分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時３８分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○委員長（早坂清光委員長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 今、委員のほうからおっしゃられた、賃貸住宅の方が町内会に加入

しているのが少ないというお話ありました。 

  町としまして、どれぐらいの賃貸住宅の方が町内会に加入しているとか、していない

かというのは、ちょっと把握はしておりません。 

  あと、広報誌は、公共施設に置いてあるというところは、広報のほうからお答えいた

だきたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 岩隈主査。 

○岩隈亘史企画財政課主査 広報の配布について、委員のご質問にお答えいたします。 

  広報、公共施設の配置と、あと、最近力を入れているのはやはりホームページ、また

はマチイロというアプリでの配布をしております。特に若い方たちは、ネットで見ると

いうふうなことが多いのかなというふうな推察から、そちらのほうでも公開をしている

というところでございます。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですね。 

  22、23ページでほかにございませんね。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） もうすでに、先ほど質問ありますけれども、24ページから

25ページにかけて、この中での部分でありますか。 

  ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 25ページに、職員住宅の改修事業というのがございます。 

  今の職員住宅というのは、旧ＮＴＴ住宅を、町の財産として職員を入居させていると

いうふうに承知しているんですが、何せあの住宅は、築40年から45年を優に過ぎている

住宅だというふうに思います。そういう意味で、たとえ改築して経費をかけても、なか

なか最近の若い方が、快適な住居として住むにはちょっと不安もあるのかなというふう

に思います。 

  そこで、私は空き家住宅、町内にもかなり築年数が新しいような空き住宅もあります

し、それから、今も話題になりました賃貸住宅もかなりの戸数増えていますので、町が

持っている職員住宅用の戸数ぐらい、新たに借上げという形で町が借上げて、職員に貸

出すというようなことも検討されてはどうかなというふうに思いますが、この件につい

ていかがお考えでしょうか。 

○委員長（早坂清光委員長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 今現在の職員住宅というのは、委員のおっしゃられた旧ＮＴＴの住
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宅と、あとは旧の環境省の住宅を町が職員住宅として持っている。あと、町が独自に建

てた住宅も２戸ほどあるというところです。 

  委員おっしゃるように、老朽化はしているのは事実でございまして、改修を計画的に

進めているというところでございます。 

  賃貸住宅等を借上げてはどうかということでございますけれども、賃貸住宅について

は個人の方に入居していただきまして、後は、住宅手当というものがございますので、

そちらのほうも昨年引き上げてございますので、そういったことで対応したいというふ

うに考えています。 

○委員長（早坂清光委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 今のお答えがあって、なかなか個人の賃貸住宅を借上げるとい

うのは難しいというお答えだったんですが、先ほど言った町内的な空き家も散見される

ような状況もありますので、ぜひそういったものも改築等して職員に。 

  今の職員住宅よりは、広いスペースを確保できたりとかというそういう利点もあるの

かなというふうに思いますので、今後の中で、ぜひ検討していただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○委員長（早坂清光委員長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 今の段階では、どういうような対応ができるかというのは、すぐに

お答えすることはできないんですけれども、空き家の活用をしていらっしゃるコンシェ

ルジュさんだとか、そういったところとの絡みもございますので、すぐに検討するとい

うことはちょっと言えませんけれども、どのような方法が望ましいのかということは検

討していきたいというふうに思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 24ページから25ページにかけて、この中の事業であります

か。 

  10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 生涯活躍のまち 上士幌創生包括プロジェクト事業で、株式

会社生涯活躍のまちかみしほろについて、お尋ねします。 

  現在、こちらのほうに委託事業、今年度でいいますと、町は３つの大きな事業を委託

しております。委託料がトータルで7,800万円、今年３月の決算時にちょっとお聞きし

た中で、収益は出ているんですけれども、町の職員の派遣の分の人件費を見たときにど

うなるかという質問に対して、それを含めると、収支とんとんぐらいだというような、

そういう回答をいただいております。 

  この会社につきまして、町長、今までの答弁の中で、株式会社ではあるんだけれども
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普通の会社とは違うんだと、そういう性質を持っているんだということを、ずっと答弁

で言われているというふうに私は思っております。 

  実際に、業務の中身を見ると、本当に、一般にいう会社とやっぱり性質は違うのかな

と、私はそんなふうに思っております。ということは、地域福祉を担う会社ということ

で、非常に大きい役割を果たしていて、また職員も頑張っているのかな、そんなふうに

思っております。 

  一方で、この中に、事業効果及び今後の課題の中で、最後のほうになんですけれども、

会社の自立・自走に向けた検討を進める必要があるということで、これ、私なりに解釈

すると、いわゆる自前で収益を上げて、自前で経営していけるような会社にしていくん

だという意味で書いているのかなと、そんなふうに私は思うんですけれども、そうする

と、町長が言っているように会社の性質が違うんだと、私が思うに、先ほど言ったよう

に、いわゆる地域福祉を担う会社というところでいくと、本当にこのような状況でこれ

から進んでいけるのかどうなのかなと、ちょっと疑念を持つところがあります。 

  これについて、ちょっと今後の考え方を示していただきたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、馬場委員がおっしゃられたとおり、地方創生の流れの中で２つ会社

を立ち上げる、それはもう承知のとおりだと思います。 

  １つは、道の駅を含めた地域商社と、地域の中で新しい観光によるまちづくりを目指

すと。これは今までできていなかったところを、まだまだ様々な資源があって、それは

稼ぐ力になれるんじゃないかという大きな流れの一つ。 

  もう一つは、生涯活躍のまちということで、今は、全世代型というふうに国のほうも

方針が定まってきて、子供からお年寄りまで生涯にわたって元気に活躍すると。これだ

け見ると、本来、行政の大きな役割の性格のものだと、そんなふうに思います。 

  そういうことでありますから、会社の法人の性格として、いろいろＮＰＯだとか、そ

れから社団法人とかいろいろ法人にはありますけれども、株式会社というふうにして、

ある程度自分たちも頑張って、いろんなことに挑戦してもらいたいということがありま

すが、その前段で大きなくくりとしては、公益性のある仕事だということはそのとおり

だというふうに思います。 

  その公益性のある仕事がビジネスとしてしっかりと、住民なり、あるいは行政的にも

評価して、そこに業務委託する価値があるものとすれば、それは引き続きやっていく必

要があるだろうというふうに思います。今、様々なことに挑戦をして、地方創生の交付

金なんかを使ってやっていますけれども、それらの事業が、この後も引き続いてやって
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いかなければならない事業なのかどうかというのは、何年間かやって、私どもも評価

等々をした上で、それは業務委託として引き続き必要ないというものは、それは整理さ

せていくということになるだろうと思う。 

  しかし、今、介護の話もありましたけれども、もしそれをやめたとしたときに、初任

者研修もありますけれども、それは以前からいろんなところでやるべきだと、やってほ

しいと、社会福祉協議会なり、あるいは行政もやったことがありますけれども、なかな

かそれが続かなくて人材が育ってこないということがあって、それが今、担っていただ

いているわけでありますから、じゃ、これはなくていいのかというふうにはならないと

いうような性格の事業がこの中にはいろいろありますけれども、精査されていくんだろ

うと思うんです。 

  それが、稼ぐということだと思います。そこで収益を上げるということ、収益といい

ますか、コミュニティビジネスというふうに考えていいんではないかと。将来、本来、

行政でやるべきことでありますけれども、なかなかそれができないと。民間、この会社、

第三者的な立場で、行政や、あるいはほかの法人と連携を取った上で、自分たちのよさ

を生かしてその事業を構築していくというようなこと。それは、町民の福祉の向上や、

あるいはまちづくりにつながるとすれば、それは引き続いて必要な業務委託ということ

だろうと思います。 

  例えば、全く違った視点でいうと、除雪なんかでもそうですよね。それから道路の維

持なんかでもそうでありますけれども、本来、公共でやらなければならない事業という

ものを、民間のほうに業務委託をするというような事業の、まちづくりの業務の委託関

係というのはあり得る話でありますから、そういうような考え方の下で、今までやろう

としてもできなかったこと、そして、民間の立場でやればもっと有効にやれるというよ

うなことであれば、それは、行政必要評価としていわゆる税金を投資しても意味がある

というようなとは、この後も続けていくというふうに思います。 

  今、やっぱり一番得意な分野というのは、行政と住民をつなぐような仕事、この辺を

なされる仕事というのは非常に今までにない、今までにやろうとしてもできなかったこ

とが、このまちづくり会社としては非常にきめ細かく住民と接し、そして、関係機関や

団体との連絡調整をしながら大きな成果を上げているということであります。新しいま

ちづくりの担い手の一つというふうに考えながら、それが結果として、コミュニティビ

ジネスにつながっていくというようなことがあれば、結構なことではないだろうかな。 

  具体的に、自分たちで稼ぐというのは、別にそれは、独自に何かをしなければならな

い、それが全てということではなくて、今必要とされるものをちゃんと業務として請け
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負って成り立っていけば、それはそれとして結構なことでないかと、そんなふうに思っ

ています。 

○委員長（早坂清光委員長） 10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 今、答弁いただきまして、その辺がなかなか町民には伝わっ

ていない部分なのかなと、そんなふうに感じております。 

  いわゆる、費用対効果で図れない会社ということで、公的な部分も含めてこの会社が

実践することによって、本当に安心して暮らせるまちづくりにつながっていくんだとい

う、そういう役割を担いながら進んでいく会社ということであれば、どうしても株式会

社と頭に来る部分で、それがすごく重くのしかかっている部分があるのかなと思うんで

すよね。 

  いわゆる、自前で稼いで運営をしていく、経営をしていくという、これから先、５年、

10年後も含めて、この状況でいくと、恐らくそこは難しいんだろうと思っております。

そういう意味で、ただいま町長が答弁したようなことを含めて、本当にもっともっと町

民の方に知らせていくというような、機会あるごとにそういうことを提案して知らせて

いくということは大事なのかなと、そんなふうに思っております。 

  そうしなければ、本当に一生懸命働いているそこに職員がいるんですけれども、職員

も、株式会社で委託しかしていないのかみたいな、そういう目で見られちゃうという、

非常にかわいそうな部分もあるのかなと、そんなふうに思っておりますので、今まで一

つ一つ成果も、私は出ているんだというふうに思っております。そういうことを、もう

少し町民に広く伝えていくということを模索しながら、今後取り組んでいっていただき

たいなと、そんなふうに思っております。 

○委員長（早坂清光委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そこのところの存在意義だとか存在感だとか、これは時間がかかってい

くだろうと思いますけれども、今行っている非常に住民との接点も多くて、人材センタ

ーにしてもそうでありますし、それから空き家だとか、それから空き地の環境整備だと

か、これらについては今始まったことではなくて、前々から必要だといいながら、そう

いう受皿がなくてできなかったということでありますが、それが今やってくれていると

いうことでありますので、私どもとしては、会社のために仕事をつくっていることでは

なくて、必要な仕事を今お願いをしているというふうでなければ、そもそも本末転倒と

いうことであります。 

  やるべきことは、今までできていなかったことが、この会社がそれを担っていただけ

るということでありますから、これは、やがて町民からも厚い信頼を得ていけるものと、
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そんなときには業務としてしっかりお願いをすると。これをもって稼ぐとか、稼がない

ということでなくて、それそもそもがそれが稼ぐという、会社から見れば必要なものを

稼ぐということ。 

  企業でもそうだろうと思うんです。必要とされるから、そこにビジネスが起こるとい

うことでありますから、今は公共性の持った性格のものでありますけれども、それは町

にとって、町民にとって必要なものであれば、そこにお願いするというのは当たり前の

話ではないかなというふうに思います。 

  ただ、株式会社と名前だけで、ありますけれども、実はＮＰＯもいつまでたってもＮ

ＰＯ、そもそもは、アメリカあたりというのは、ＮＰＯがやがて株式会社になっていく

という、こういうのが本来の望ましいスタイルだということでありますので、そこだけ

を取って頭の中のところを少しずつ整理をしていって、時間がかかっていますけれども

馬場委員もそのように理解していただけるように、徐々にしっかりした仕事していただ

ければ、それが地域にとって必要なビジネスだということで仕事が回っていくだろうと

いうふうに思っています。 

○委員長（早坂清光委員長） ほかにこのページでございますか、よろしいですか。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 次のページにかぶってきての部分でよろしいですね、この部

分。 

○委員長（早坂清光委員長） はい。 

○８番（江波戸 明委員） 今、町長からあったように、このまちづくり会社については、

非常に町の対応の中でもかなり力を入れた支援の仕方に、私たち町民も見ますし、最近、

結構あそこもにぎわいをどうやって求めるかという努力が始まって、子供たちの対応と

か含めて、僕もあまり近寄ったことなかったんですけれども、ちょっとイベントがある

ということで、二、三回顔を出すようになりました。 

  まだまだ人の出入りの、密の関係、コロナの関係あって十分でないというのもありま

すけれども、どういうふうにあそこににぎわいをもたらすかという部分等を含めて、町

民に、どんなことをやっているんだなという部分がもう少しあってもいいのかなと思っ

ています。 

  ただ、町の委託している財政上から、きっと先ほど人件費の話もありましたけれども、

人件費なりをかなりきちっと対応していかないと、要員の確保、それから生活の基盤で

ある給与会計とか、そういうのが安定しないというのがあると思いますから、本当、書

いてある自立するような体制については、僕も遠目で見ても不安がちょっとあるかなと
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思っています。 

  ただ、そんな中で、もう少しめり張りをきちっとしたほうがいいのかなという部分が

あると思うんですけれども、そこが見えないから、きっと僕もそんな目線で見てしまう

のかなというふうに認識しながら、例えば、ここに移住定住という部分で③にあるんで

すけれども、きっと移住定住ということは、あそこにかなりそういう情報が集まって、

それをどういうふうに対応するかとしても、目線で見ると、あそこに行きづらいとか、

なかなか入りづらいという部分も含めてとか、どのようになっているのかちょっと僕も

分からないものですから、後で、どのような対応をしているかという部分ですけれども、

ここに書いてあるだけで見ると、例えば、うちの町の移住定住促進協議会等を含めての

セミナーとか、それから町がまるごと見本市とか、そういうふうにしかちょっと見えな

いんですけれども、僕は、こういう部分を含めて割愛してどこかに一本化しながら、例

えば、移住定住のホンゴトにいくと、町と連携しながら対応するとかしていかないと、

あれもこれもの業務じゃなくて、やはり今、町長が述べた町ができない部分、本当に町

民のために活用できて求める部分、これをもう少しきちっと見出しながら対応していく

べきだと思っています。 

  初めは、ＣＣＲＣでどうするかというところから始まったように認識もしていますけ

れども、これを本当に維持するためには、もう少し我々についても理解して、それから

町もどうやって理解させて、この会社もどうやってこの会社の在り方を理解するか。こ

れがちょっと足りない部分がありますから、僕もどうしていいかちょっと分かりません

けれども、これについてはもう少し身近に対応できるような仕組みとか、対応が、三者

で、町民も町も会社もできるような仕組みづくりを検討してくれればありがたいと思い

ます。これについて考え方があれば、ちょっとお話を聞きたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 福原主幹。 

○福原英範企画財政課主幹 まず、まちづくり会社が担っているプロジェクトの関係で、

にぎわいというところでございます。 

  まちづくり会社が行っていることというのは、なかなか今までは知られていなかった

りとか、それから起業家支援センターが、そもそもがちょっと知られていなかったりだ

とか、あるいは、入りにくいだとかといったような声があったというふうには承知して

おりますが、今年度、先ほども申し上げましたように様々なプロジェクトが進められて

おりまして、にぎわいというものがだんだん増えてきていると。 

  様々なしかけをしていただいておりますので、少しずつ知っていただいているのかな

というふうに思っていますので、まちづくり会社の先ほどの話にもありましたように、
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株式会社という経営だったりだとか、そういったことも含めまして、どういったことを

行っているのかとか、いろんなことを知ってもらうという、まさにコミュニティーの場

というものがありますので、そういったところで町とも連携しながら、広く知ってもら

うような努力をしていきたいというふうに考えております。 

  そしてまた、自走といいますか、株式会社としての自走という部分についてですけれ

ども、やはり公的な性格があるというのがございます。ただ、株式会社としては、でき

るだけ公的な部分だけではなくて、まちづくり全体として考えていくという意味でも、

今年度から事業企画部というものを設けまして、独自の事業推進というものを強化して

おります。 

  例えば、デザイン系、上士幌町の街頭マップのデザインを請け負って制作したりです

とか、あるいは音更川の橋梁の工事の様子を記録するといったような、いろんな足元の

小さい取組ではございますが、そうした独自でできるところはやっていこうというとこ

ろで、企画部というものも立ち上がりましたので、そういった中で公的な関係以外でも

取組を進めていくというような形で、また自走に向けた形での取組も必要ではないかと

いうふうに思っております。 

  移住の関係でございますけれども、例えば、ふるさと見本市ですとか首都圏で行われ

る移住フェアなどにおいて、相談業務ですとかお誘いをするといったことも、ＮＰＯと

ももちろんそうですし町とも連携しながら、その一員として町の魅力を知ってもらうと

いうようなことを連携して進めているというところです。 

  移住対応といいましても、首都圏に行ってその魅力を発信してということだけではな

くて、実際に移住体験をされている方に対する手だてですとか、あるいは、今も行われ

ておりますけれども首都圏の若者を、町に来ていただいて、仕事と遊びと学びといった

ものを丸ごと体験してもらうというような企画もございますので、来ていただいてから

も相談に乗って、きめ細かく対応していくというようなところで、またそれが、人材セ

ンターといった仕事の担い手の部分にもつながっていきますし、コミュニティづくりと

いった部分にも、様々な形で有機的につながっていくものだというふうに考えておりま

すので、引き続き移住対応というくくりということだけではなくて、そうした魅力を発

信していく、人を呼び込むというような取組の一環として、また、様々な形で連携して

進めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（早坂清光委員長） ここで、15分間の休憩を取りたいと思います。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 
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（午前１１時０３分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１４分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 皆さんに大変熱心な質疑といいますか、ご質問等いただい

て、理事者からも答弁いただいているところですけれども、スピードとすれば、大分時

間を押しているかなという感じがしております。 

  そんなことで、できるだけ冒頭も申し上げました明瞭簡潔な質疑をということでご協

力をお願いしたいということと、理事者に答弁を求めるような、これは質問してみなけ

れば分からないということもあるのかもしれませんけれども、できるだけ理事者に対す

る部分については、総括質疑で、最後に質問をいただくというような質疑をしていただ

くというようなことで、ご協力いただきたいと思います。 

  そのようなことで、先ほど江波戸委員の質疑のところで休憩に入りましたが、よろし

いですか。 

  それでは、24ページ、25ページということで今進めていたわけですけれども、次のペ

ージに移らせていただきますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） 26ページ、27ページの中での事業について、何かございま

したらお願いしますが。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 27ページのおでかけ対策事業について質問いたします。 

  この事業は、その前から令和元年まで続いている事業、今年も続いていますが、事業

なんですが、その中の、原点に返って、今、資料を持っているんですが、交通体系をつ

くると、それから観光交通の確保をすると、お出かけマップをつくると。最後に高齢者

の運転免許返納のことも、１、２、３と４つの中身の４つ目に入っているんですが、こ

のことが何となくその計画の中から、含まれていると思うんですが明確な中身がないの

で、そのことを確認したいと思うんですが、私、これに対するアンケート調査を、この

年、令和元年度にしていますので、その中できちんと免許返納に対する交通手段の確保

という大きい項目でアンケートを取っています。これについて、どんなふうにこの計画

に生かされて行くのか質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 老月主査。 
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○老月隼士企画財政課主査 おでかけ確保対策事業につきましては、今年度も協議会を８

月に開催しまして、交通計画について検討を進めているところでございます。 

  免許返納についてですとか様々な課題がありまして、町民の方のニーズも含めて協議

をしていく形になりますけれども、まず公共交通が、実際にマイカーがなくても、不便

なく公共交通を使って移動できるような環境をつくるというところが、非常に大きな部

分になっているところでございます。 

  その中で、しっかりと自家用車がなくても移動ができるような交通網、そういった環

境ができれば、免許を返納して、実際に自家用車を使わないでも不便なく移動ができる

そういった環境になれば、免許返納にもつながっていくというようなことでは考えてい

るところでございますので、そういった考えの下、今後も交通計画については検討をし

ていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 免許返納のことも含めた形で、具体的にここに課題が載ってい

るんですが、高齢者の生活の足の確保に向けて、小型のバスだとか乗り合いタクシーと

か、きめ細かい交通サービスを提供するというふうに、多分、包括されるんだと思うん

です。 

  それでもって、今回の実証実験も入っているんだろうというふうに私は取っているん

ですが、何か私も質問して、多分ほかの議員も免許返納のときに、お金だけ補助して何

もないのかみたいなことがあったので、そういうことも十分含めながら、この計画を意

識的に入れてほしいと思って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（早坂清光委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 まさに、例えば農村部のほうの距離の問題ですとか、その中

で、今デマンド交通の検討ですとかあります。 

  やはり、そういった部分でしっかりとした交通体系を確保することで、今、委員がお

っしゃった形の対策が取られるということで、しっかり免許返納というところも課題と

しては把握しておりますので、そういったことをしっかり意識した交通計画を検討して

いきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ほかにこのページの事業で。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 27ページの一番下から次にまたいでしまうから、27ページの管
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轄ということでちょっと理解してほしいんですけれども、まちづくり活動支援事業とい

うことで、公共施設等整備活動支援事業ということが、昨年度１件の段階でもちょっと

少ないんじゃないかということで、この辺どうなんだということで質問出たかと思うん

ですけれども、そのときも、今後広報等で周知しますという意見を言っていながら、元

年度は逆に実績なかったという結果なんですけれども、これに対しての周知の方法とか

取組というのを質問したいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 老月企画財政課主査。 

○老月隼士企画財政課主査 まず、周知の方法としましては、昨年度、広報誌に回数を何

度か、周知したという形になっているところでございます。 

  実績は令和元年度なかったんですけれども、実際に相談等は受けておりまして、実際

の開催時期等、やはりそれがうまく調整できずに、令和元年度できなかったということ

もありました。 

  ただ、２年度は２件、既に事業の交付決定を行いまして、活用されているという実績

があるということを、まず報告させていただきます。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） １番、渡部委員。 

○１番（渡部信一委員） 生活体験のほう、この件で、住宅の件でお尋ねしたいと思うわ

けですけれども、現状どういう状況になっているのかというか、そういうことでお聞き

したいわけですけれども、当初、コロナ対策で体験住宅等、あるいはそういう希望者が、

秋、あるいはそういったところまで中止しているような、そういった説明をいただいた

というふうに私は理解しているわけですけれども、その後どういうふうになっているの

か。 

  当初、その時点では、既に滞在している人はそのままいるというようなことなんだけ

れども、上音更の教員住宅の跡地の体験住宅に、そういう体験の人が入っているという

ような、そんなことを地域のほうから説明があったりなんかして、どういうことになっ

ているんだという話であれだったんですけれども、そのことでまず確認と、そのことに

ついての考え方を、決算なんですけれども、現状どうなっているのかということも含め

て、ちょっとお尋ねしておきたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 荒井主査。 

○荒井美里商工観光課主査 体験住宅の現状についてご説明させていただきます。 

  まず、４月15日時点で、７月31日までの利用の停止をさせて、新規受付を、令和２年

度はさせていただきました。既に、参加決定をしております方の分につきましては、７
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月31日まで、こちらに来ていただくことをお断りさせていただいております。 

  そして、十分なコロナ対策を検討させていただきまして、来ていただく方、２週間前

に検温をきちんと義務づけまして、また、来ていただいてからも検温をしていただく。

また、体調不良等が見られた場合は、外に出ないということを約束していただきまして、

８月１日から事業の再開をしております。 

  地域住民の方には、再開しますという形で、８月中旬、ちょっとスタートから若干遅

れてしまってはいるんですけれども、ご挨拶周りに、私とＮＰＯ法人の担当者と回りま

した。 

  現状、10組18人の方が、中長期、短期含めて利用させていただいております。 

  なお、こちらの数字の中には、町の事業の参加者の方もいらっしゃいます。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。 

  今の年度のことですので。 

  26、27ページの事業でよろしいでしょうか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） いいですね。 

  次に進まさせていただきます。 

  28ページから29ページの中でございますでしょうか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 29ページの交通ターミナルの状況なんですが、元年度は２万

6,186名というふうに、前年に比べて人数が増えているというふうになっています。 

  この状況についてどういう利用なのか。前のときには、そこを通過すればカウントさ

れるというふうになっている。それほど、私が見えていないだけなのか、どんな形で利

用者が増えているのか、まず質問いたします。 

  まだまだこれからだと思うんですが、まだまだ活用が十分ではないというふうに判断

いたします。その辺について質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 利用状況につきまして、私が直接確認した部分、また窓口の

ほうに聞き取りをした利用形態についてご報告いたします。 

  実際に人数の多くはカウンターがありまして、トイレの利用はやはり多いと思うんで

すけれども、実際に交流スペースでインターネット関係の仕事をしている方、また中高

生が勉強をされている様子、また小さいお子さんと母親の方が、例えば暑い日とかに休
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憩されている様子、またバスで休日に帯広へ向かう際、子供たちがあそこで待合として

使っている様子、また、昨年、レンタサイクルも実施しておりますのでレンタサイクル

の利用者等、様々な利用形態で活用されているというふうに把握しているところです。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） トイレ、インターネット、待合、休憩については、多分、前年

と同じなのかなと事業的には。そうしますと、レンタサイクルについて、新たな事業と

して活用が深まったと。 

  それから、これから実証実験もするんですが、いろんな形でそこを、ターミナルを活

用しながら、多分、来年度以降ですか、かなり増えていくのかなというふうに想像する

んですが、その辺について、これからの展望も含めて質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 そうです。交通の様々な利用形態、実証も含めて、ターミル

を拠点とした今年度の活用もあるかと思います。 

  ただ、今年２月からコロナの対策もありまして、施設内の席の間引きですとか、利用

のちょっと規制というような貼り紙も貼り出したという経過もありましたので、若干、

利用はしていただきたいんですが、そういったところをしっかり気をつけながら利用す

るということで、今年度もしっかり活用していきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） そのほか、その他、ほか、ございますか。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） ただいまの交通ターミナルの件なんですけれども、今言われた

要因の下に増えたということもありますし、私たまたま目の前なものでちょこちょこ見

れる機会があって、一般の方よりは状況を見れる立場にあるんですけれども、通ってい

る学生さんが、昨年度から急にというか目に見えて利用が増えたと、近くの人でない人

も使うようになったと。 

  それは、朝早く来て待ってること、また自転車を置けること、また帰り遅くなった場

合に、待っているのに非常に安心だというようなことがあって、なかなかちらっとしか

見ない方には見えない部分も非常に多いかと思いますし、今、主査言われたような要因

で使っているということも多々ありますし、これだけ増えたというのが、例えば町民懇

談会やっても、やっぱりこの施設のことを随分質問される方もいらっしゃるので、こう

いう利用価値が上がっているということを、町民に知らせる場面も必要じゃないかとい
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うことが１点。 

  あと、委託料が、昨年度よりアップしているのがどういった要因があるのかと、この

２点ご質問させてもらいます。 

○委員長（早坂清光委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 実際の利用につきまして、少しずつではありますが、町民の

方に認知され始めている結果だというふうに思っておりますし、それは確かに、これだ

け利用されているということを知っていただく機会に、なるべく多く報告をさせていた

だきたいというふうに考えております。 

  また、委託料の部分につきましては、増税の関係等もありましたので、その分の増加

というふうになっております。基本的な何か委託料の増加の要因は、それ以外はないか

と思っております。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。 

  そのほかの方でありますか。 

  10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 29ページ、交通ターミナル管理経費についてちょっとお伺い

します。 

  総合戦略プロジェクトの中で、検証シートの中で、たしか、30年、31年の中に目的、

課題含めて掲載されているんですけれども、３つ掲載されているんですけれども、その

中に１つ、道の駅の相互連携というのがあって、これは道の駅がオープンしたばっかり

で、今後のことなのかなとそんなふうに思うんですけれども、近隣公共施設や商店街の

誘導など、ソフト面での充実をさらに図る必要があるというようなことを書かれて、こ

の点について具体的に何か今、令和元年度、進めた部分があったのかどうなのか、ちょ

っとお聞きしたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 まず、道の駅との連動につきまして、具体的に交通ターミナ

ルのこの事業費の中でということではないんですけれども、バス路線の路線の変更を行

いまして、交通ターミナルから道の駅まで路線バスが行くようにした。そして、そのま

ま市街地、商店街にもバスが通るような、バス停の配置等を変えたという部分がありま

すので、その中で連携した交通の利用形態ということが促進するようにということで実

施した経過がございます。 

  以上です。 
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○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。 

  ほかにこのページの中でございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） では進みます。 

  30ページ、31ページの中でご質疑ありますか。 

  ４番、野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 駐車場の確保のことでお聞きいたします。 

  前年度の予算が54万9,000円だったんですけれども、今年度は44万6,000円なんですけ

れども、約10万減っている理由をちょっとお聞きしたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 建設課、渡辺主査。 

○渡辺正史建設課主査 ただいまのご質問にお答えいたします。 

  駐車場の決算額が約10万円減っている部分につきましては、その前の年まで、３か所、

町内の方から場所をお借りしていたんですが、土地の持ち主の方から、途中で、ほかの

用途に使いたいということでお話がございまして、途中で使用を打ち切った部分が、変

更した部分がございます。その部分が減った部分でございます。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ４番、野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 商店街の駐車場１か所減ったと思うんですけれども、今後、商

店街の中で、今、ひふみ商店街の駐車場とかあるんですが、道の駅でお客さんを誘導す

るに当たって、町の中の駐車場がちょっと足りないかなという気はしているんです。 

  １か所減ったことによって、今後どこかに追加で造るとか、そういう考えはないでし

ょうか。 

○委員長（早坂清光委員長） 渡辺主査。 

○渡辺正史建設課主査 駐車場につきましては、現状、担当課といたしましては、増設を

検討しているところではございません。 

  ただ、今後の状況によりましては、そういったことが出てくる可能性はないとは言え

ませんので、今後の状況次第ということになるかと思われます。 

○委員長（早坂清光委員長） ４番、野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 例えば、信金とか信組さんの駐車場というのは、営業以外、午

後からとか土日とかというのは、空いていれば使用してもいいですというようなことが

言われていたという、そういう情報が入っていたんですけれども、もしそれが了解を得

られれば、例えばマップの中に、そこの利用も可能だということを、今後つけ加えたら
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いかがかなというのはありますが。 

○委員長（早坂清光委員長） 渡部建設課長。 

○渡部 洋建設課長 駐車場に関しましては、利用状況だとか、その辺も含めまして、見

ていかなければならないというふうに考えております。 

  実際のところ、そのほかに商店街、近隣にある程度ありますけれども、そちらのほう

の利用状況もあまり多いとは言えない部分もございますので、あと、当然それに変わる

土地の関係であったりとか、そういったものも検討していかなきゃいけませんので、利

用状況等、その辺を見ながら、今後のことを考えていきたいというふうに思います。 

○委員長（早坂清光委員長） そのほか、このページ、30、31でございますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 30ページの地域マイクログリッド構築マスタープラン作成事業

について質問いたします。 

  この元年度にいろいろ調査した結果、経費がかなり負担かかるということで、断念と

いうか、今、厳しい状況であるというふうに把握していますが、昨今、去年も今年も、

地域的には停電が結構多いと。 

  ですので、全く切り離して独自の供給システムじゃなくて、停電時における再生可能

エネルギーを活用した公共施設に対する活用方法はできないものかと。大樹町が、何か

新たな整備計画をつくると、それもかなりお金かかるようなんですが、その辺の状況っ

て、これから多分、検討できるのかどうか。 

  マイクログリッドとしては、国のほうの補助金もどうなるか分かりませんし、あれば

あればで、停電がこれからちょっと厳しくなると思うんですが、その辺についてどんな

ふうに見解を持っているか質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 マイクログリットの検討につきましては、新聞のほうも私も

確認させていただいたんですけれども、やはり上士幌町で検討したマイクログリットと

いうのは、かなり広い範囲で公共施設等だけではなく、一般住宅にも送配電事業者の電

線を停電時に活用をさせていただきながら、供給できる仕組みというのを検討したとこ

ろでございます。 

  様々な方法で停電時に再生可能エネルギー、上士幌町はバイオガスプラントについて、

所有ではないです、民間の所有のバイオガスプラントの電力をできれば活用させていた

だければ、そこに対しての計画というところで検討したところでございますけれども、

実際に、その電源から、例えば公共施設までの距離とかによっては、またそこで新たな
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に自営線、要は自前の電線を張るとなると、かなりの高額の費用がかかる場合もありま

すので、費用面としては、様々な検討の中でネックになってくる部分かというふうに考

えております。 

  上士幌町は、なるべく広い範囲をカバーできるようなシステムを検討した結果、正直、

今、現状は厳しいという段階でありまして、それ以降、検討は進んではいない状況とな

っておりますけれども、今後の考え方でもっと小さい規模ですとか、そういったところ

で利用するというような検討があれば、また再度そういった検討になるかと思いますけ

れども、現状については、今見送っているというような状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 全町的になかなかそういうことは、多分、厳しいんだろうと思

うんですが、例えば太陽光だとかいろんな形で、いろんな方法で、自宅の方では、結構

太陽光を使って自分のうちに引いたりとかしていますので、そういうことも含めてこれ

から再生可能エネルギー、これ本当にこれから重大な課題になりますので、そのことを

含めて視野に入れながらぜひ検討してほしいなと。 

  あと、電気の関係は電気の関係で商工のときに質問させてもらいますので、ここでは

質問いたしませんが、答弁があればお願いいたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 再生可能エネルギーの取組は、上士幌でも継続して実施して

いますので、その点は今度も、有効な活用については随時検討していきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、山本委員さんと同じ、まずマイクログリットの関係につ

いて質問したいと思います。 

  承知のとおり、このマスタープランについても町長が本当に願望していたように、全

町ブラックアウトになっても電気がある町と、そういう想定で取りかかったと僕は認識

もしていますけれども、このとおり、非常に厳しい２つの側面があったのかなと思って

います。１つは電気の地域の供給量とか、もう一つは費用対効果という部分で、底知れ

ないことがあったというのが、一つのこのマスタープランの結果だというふうに認識し

ています。 

  せっかくマスタープランつくりましたから、このことについて、やっぱり課題は、町

民とか我々についても後世対応するために、町としても簡潔に、１つは、やっぱりぺー
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パー化をして、我々に周知してほしいなというふうに認識しています。 

  その部分については、ここに、改めて検討を進められる機運となったときとあります

から、きっとこのために非常に活用できるのかなと、そういうレポートがきちっとあっ

て、町の考え方も整理されていればあるのかなと思っていますから、きっと断念したと

いう部分は、何となく委員会等の中で認識はできますけれども、そこら辺はやっぱりき

ちっと整理しておかないとならない。 

  ただ、本当に検証というのは、僕は、結果をきちっと整理するというのが検証の一つ

だというふうに思いますから、町として、これはどうだったという部分で対応してほし

いなと思います。 

  もう一点ですけれども、今、検証するとしてもという部分ありますけれども、この二、

三日前、昨日一昨日ぐらいの新聞でしたか、鹿追町がマイクログリットで、５億円で４

つか５つの公共事業体の施設に対応して最悪１か所しか対応できないと。５億円でとい

う部分ありますけれども、そんな部分でこれも本当に事業効果としてどうかなと。これ、

100％国の支援を受けたとしても、後年時の事業体に係る費用負担とか管理負担という

のは結構あるだろうと。今、バッテリーの問題もそうだと思いますし、いろんな形であ

ると思います。 

  それよりも僕は、先般の災害防災訓練ですか、中に、建設協会の人がいち早く町の発

電機を持ってきてくれたという部分がありますから、僕は見る目でも、ああいう部分を

もう少し充足したほうがすごく安心感があると。１つの施設だけにしか５億円でできな

いという部分が、ちょっと何となくそういうふうに鹿追の場合読み取れたものですから、

ああいう部分をしっかり充足しておくほうが僕は効果的だと思いますし、違う意味でも

使えるのかなと、そういう部分を含めて検討するとしたら、そこら辺の整理をきちっと

マイクログリットについてはしながら、次の展望に向けてはどういう条件があったとき、

またどういう使用目的があったり、活用ができるという効果が明確になった段階でとい

うふうに認識していますから、これについて考え方をしっかり出してもらうために、再

度説明を求めたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 まず、今回の検討結果の周知については、現在、概要も含め

てホームページで閲覧できる状態になっています。 

  書面については、印刷したものを各公共施設に設置、準備したいと思います。よろし

くお願いします。 

  今回のグリットの検討で、本当にこの検討で初めて設備投資の多額になってくる部分、
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また平常時にそういった設備を利用することによって、事業採算性を得られるのではな

いかという検討もした結果、やはり今、その事業採算性自体も厳しいということが、こ

の今回の検討でやっと分かったというところが、一つ重要な部分だったというふうに考

えています。 

  また、電気の法律の関係でも、やはり、まだ今の現状は、整備することが厳しい現状

もあるということで、今後、何年後かになるか分からないんですけれども、そういった

部分の法律的な課題ですとか、あとは設備の部分のよりコストが下がったりですとか、

より効率的な蓄電池等の活用ができるような設備が、今後の技術の推進で変わってきた

場合には、またそういった機運があれば検討し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。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 本当に、慎重に対応するとしたらという部分ありますから、

規模とか、それから電源、地域電力の在り方とかいろいろこれからも変化してきたり、

それから電池についても、かなり改善されたり改良されるというふうに認識しています

から、もう本当にタイミングによっては必要性があるか、それについては町民にきっち

り説明できる中で、チャレンジするということも必要ではないかというふうには認識は

します。ただ、本当に慎重にやってほしいと思います。 

  もう一つ、確認したいと思いますが、この事業の主体については株式会社ｋａｒｃｈ

が事業主体となっております。これについて、ｋａｒｃｈの認識について、町としてど

のように捉えているか確認したいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 今回の事業の補助の申請につきましては、検討としては、町

が主体となって検討する事業だったんですけれども、補助金の制度設計の関係上、自治

体が申請できないという状況でした。 

  事業主体が、民間の会社という主体でなければ申請できないという状況がありました

ので、電気の関係の関連もありましたので、ｋａｒｃｈが申請者というふうな形になっ

て申請をして、事業が実際には、ｋａｒｃｈの経理主体で事業を実施したという形にな

っているところです。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） きっと、今回は町主体という部分は、この制度設計の中で、
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国の中でそういう形を取ったと思います。きっと、こういう事業については、なかなか

ｋａｒｃｈがやったとしても、そういう力とか資本力とか管理能力とかというのが、ち

ょっと難しいかなと認識します。 

  こんなことで、もし町がやれるような制度設計、これについても、やっぱり国のほう

も一定程度本当に力入れて地域エネルギーの活用をするとしたら、きっと制度設計で、

行政がこれに加われるような仕組みの制度設計を、それぞれ要望する必要があるのかな

というふうに思っています。 

  そういう意味では、行政が、この町を常にブラックアウトから少しでも改善できるよ

うな仕組みづくりという部分も、当然考えてくる部分もあるかと思いますので、そうい

う要望もする必要があると思いますけれども、その枠組み、ちょっと国の政策の中で難

しいという部分はあるかもしれませんけれども、そういう背景づくり、行政が手を挙げ

たら行政が責任もって対応できるような制度設計の施策ですか、それも要望できるよう

な環境についてぜひ努力したいと思います。一方ではです、やるか、やらんか別にしま

しても。これについて、考え方について説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 今、マイクログリットの検討が、全国的にも様々な場所でさ

れております。 

  まさに、国のしっかりとした支援がないと実施できないものだと考えておりますので、

申請も、やはり自治体が主体となって申請できたりですとか、そういった事業費の部分

も、しっかりとした枠組みの国の事業ができるように期待したいというふうに考えてい

るところです。 

○委員長（早坂清光委員長） ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 30ページの交通安全指導員の件なんですけれども、昨年のこの

欄で、今後の課題ということで、待遇の見直しが、検討が必要であるということがあっ

たんですけれども、今年になってその項目がなくなっているんですけれども、その辺の

待遇の見直しの件はどういうふうになりましたか。 

○委員長（早坂清光委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 待遇の見直しなんですけれども、今年度予算をつけまして、これ

は被服的なものになるんですけれども、いろいろ皆さんのお話を聞いていくと実情とい

うのが見えてきて、毎日毎日、朝、立っていただく常時啓発員の皆さん。皆さんにとっ

ては制服を着るんですけれども、例えば、「ワイシャツ毎日着なきゃいけないんだよ」

と、そういう話を聞いて１人２枚です、指導員さん用のワイシャツを購入したり、あと
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雨合羽が、今年、これまで２期、１期３年になるんですけれども、２期務めた方、３期

目に入った方、３期目、現在活動を行っている方について、雨合羽の上下の支給を行っ

ております。 

  当初、その待遇ということについていろいろ調べてみたんですけれども、例えば、金

銭面でいいますと、非常にこの辺難しくて、何が難しいといいますと、上士幌が安いわ

けではないと、低いわけではないと。どちらかというと、一般的よりもいいほうなのか

なというようなことがちょっと見えてきたんです。 

  それと、あと待遇で考えましたら、これは、指導員の会議の中で、皆さんといろいろ

意見を出し合って話さなきゃいけないと思うんですが、例えば、他町村と比べて本町の

活動が多いのか、少ないのか。その辺の検証をすることも、一つ待遇の改善にはつなが

ると考えております。 

  それで、一応、調べた中で、先ほど常時啓発員の話をしましたが、例えば十勝管内を

見ましたら、10町村が、この常時啓発員的な活動を行っていないんです。春夏秋冬の交

通安全運動、この際に啓発活動を集中化させるだとか、いろいろその内容の確認も今後

詰めまして、全ては指導員の皆さんの考え方が大事ですので、この辺は詰めていきたい

と考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） ほか、このページでございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） なければ、先に進みます。 

  32ページから33ページの中でございますでしょうか、この事業の中で。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ありませんね。 

  それでは進みます。 

（「あります」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 33ページの企業誘致について確認だけちょっとしたいと思い

ますけれども、企業誘致については非常にこの時期難しい、今年については、またコロ

ナ禍という部分で難しいという部分ありますけれども、去年の中のこの動きについて、

どのような動きがあったのかだけちょっと確認したいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 昨年の企業誘致の状況についてでございますけれ

ども、実際に、こちらのほうに記載もさせていただきましたが、今、企業がどんどん上
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士幌町に来たり、工場の誘致であったりと、旧来の企業誘致という状況ではなかなか難

しい。 

  その中でも、一部、そういった実際の工場誘致、そういった点に至るのは難しいとい

うところで、昨年から企業と連携した関係人口の動きを拡大していこうというところで、

本町においては、地方創生拠点整備金を活用したシェアオフィスの整備、また同時に、

上士幌町も都市部のシェアオフィスでありますＷｅＷｏｒｋ、こちらを活用して、昨年

は、職員がそこへ行って仕事をするというよりは、４回上士幌のイベントを開いたり、

また、そのオンラインのネットワークを使って、企業との関係性を構築していったとい

うところでございます。 

  また、もう一点、丸の内プラチナ大学という社会人の講座がございまして、この方た

ちは、大手の企業の方たちが参画されているんですけれども、どちらかというと企業の

看板をしょってここに参加している、企業の中の個人というところで、自分のスキルを

生かしてとか自分の生きがいづくりだとか、そういった目的で参加されている方も多く

て、こちらの方たちを対象にしたツアーを実施したという状況でございます。 

  今年度の事業になってしまいますけれども、総務省の事業を活用して、都市部の副業、

兼業を考えているような方を対象に、上士幌エンハンスプロジェクトということでシェ

アオフィスを核に、シェアオフィスに都市部の企業、そういった考えを持っている企業

の方、個人の方でも構わないんですが来ていただいて、上士幌の事業者さん、生産者さ

ん、ビジネスの拡大を考えている方とをつないでいこうというのが、今年度スタートし

ているという状況でございます。 

  また、ＷｅＷｏｒｋの活用に関してでございますけれども、先ほど申し上げたように、

イベントを行ったり、上士幌町としてそこに滞在している間にいろいろな企業とのネッ

トワークができて、例えばですけれども、まるごと見本市、２月に開催しているふるさ

と納税寄附者を対象にしたイベントでございますけれども、こちらにも、ＷｅＷｏｒｋ

の入居企業の方にご案内をしたところ、13社ですか、まるごと見本市の中で地方創生の

ビジネスチャンスといったセミナー、町長が登壇するセミナーも実施したんですけれど

も、こちらにも13社、ＷｅＷｏｒｋから参加していただいて、その中の来社したうちの

１社が、今年度の上士幌シェアオフィスの年間契約のうちの１社につながっているとい

う実績もございます。 

  これも、今年に入ってからの状況でございますけれども、なかなかシェアオフィスに

今、我々が行って、そこでネットワークづくりしてとか、このコロナ状況下で難しい状

況になっておりますので、ＷｅＷｏｒｋはＷｅＷｏｒｋで今そういったものを売りにし
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て、そういったシェアオフィスの中で企業同士がネットワークを構築していくというこ

とがシェアオフィスの売りではあるんですけれども、そういった状況がなかなか難しい

ということで、今イベントなんかをオンラインに切り替えたり、また、オンラインスト

アというのをこのたびオープンして、ＷｅＷｏｒｋに入居している企業同士が、それぞ

れの企業のサービスを少し安く使えるだとか、そういった新しいサービスを開始してお

ります。 

  ９月15日から始まるんですが、上士幌町もそこにシェアオフィスのことを掲載してい

って、そういったＷｅＷｏｒｋのオンラインでのネットワークなんかも活用していきた

いと、そのように考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 状況については、具体の部分は、去年、やり取りがなかった

という部分ありますけれども、改めて関係人口等の中では、シェアオフィスの活用とい

う部分がありますけれども、シェアオフィスはあくまでもシェアですから、一時的な部

分、関係人口的な部分では効果があるかという部分ありますけれども、企業誘致として

は、地域の人力なり資源なり環境なりそんなことをＰＲしながら、ここに一定程度の基

盤をつくってもらうという部分になるという部分あります。 

  非常に難しい部分ですけれども、今、一つのきっかけづくりで、関係人口も含めて努

力しているようでありますけれども、もう一歩、この点によって地域の働く場も開発で

きればいいなというのは、町民の一つの要望になるかと思いますから、これについても

もう少し頑張っていただければありがたいと思います。これについて何かありましたら、

説明お願いしたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 委員おっしゃるとおりで、最終的にはやはり町に

事業所を造って、工場を造っていただくことだとか、やはり町にそこに雇用が生まれた

り、そこに税金が落ちるというのが、一番望ましい企業誘致の形だとは思っております

ので、こういった企業と連携した関係人口の取組の中から、以前、お試しテレワークと

いうのを賃貸物件を借りて実施していた中から、実際にＩＴ企業のテレワークをする、

電話のコールセンターですね。これが誘致できたというような取組の実績もございます

ので、やはりこのシェアオフィスを活用していく企業の中から、その中で、上士幌町の

事業者さんとビジネスが発展していくというのもいいんですけれども、やはり最終的に

はこちらにサテライトオフィスを設ける、そういったところまでつなげられれば一番理

想的だと思いますので、そういった取組ができますように努力をしていきたいと思いま
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す。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。 

  このページで。 

  ７番、中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） すみません。同じくテレワークのところなんですけれども、こ

の１番の誘致企業の状況、それから２番の企（起）業誘致に係る支援という、この副題

なんですけれども、この１番に関しては７社ありますが、この７社について去年と全く

同じ、同じ状況なので同じなんでしょうけれども、この７社がどういうふうになったか

というのを、年度が変わって全く同じ文章ではなくて、何かこう、町にこういうふうな

利益を与えたとか、例えばこういう決算状況、そんな全部じゃなくていいんです、本当

にそういうのを書いていただいたほうがいいかなと思う。 

  あと、２番目のここも、全く一字一句同じ、去年と同じ文章なんですけれども、ここ

は、具体的に何を言っているのかがよく分からないんですけれども、お願いします。 

○委員長（早坂清光委員長） 梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 あくまで、ここの記載は企業誘致というところで、

私どもが所管している企業誘致という観点で書いておりますので、これまでの誘致実績

と、２番に関しては、当然我々が中心になって支援していくということと、あと今、企

業が誘致された際の、税の固定資産税の減免というのが３年間、条例で設けられており

ますので、そういったところの制度的なことを記載しているのでして。 

  １番のところで、実際に企業がこちらに来られた後に、それで終わりだじゃなくて、

また部署変わりますけれども、商工のほうで補助金の支援などを行って、新たなビジネ

スを立ち上げている事業者さんもこの中にいらっしゃいますので、それはまた別なこち

らのほうの、商工のほうの支援のところの実績の例で記載されていると思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 中村委員、よろしいでしょうか。 

  それでは、ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午前１１時５８分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 午前中から総務費の関係について質疑を行っております。 
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  施策報告書の32ページ、33ページの中の事業について何かございますでしょうか、質

疑。よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 次に進みます。 

  34ページ、35ページの中でございましょうか。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 旧士幌線アーチ橋の関係で確認だけさせてください。 

  今、タウシュベツについては、電源開発の貯水池の中で非常に高まった人気があって、

多くの見学者が観光含めて行っているのかなと思っています。これについても、もうか

なり崩落が進んでいるという書き方していますけれども、もし、あそこの貯水池の範囲

内下で崩落事故、橋のかけら等が落ちてけがするとか、そういう部分についての注意喚

起もきちっとしているかと思いますけれども、ここでもし事故が発生した場合はどこの

責任なのかなという、ちょっと心配もしていますけれども、これについて、もし情報が

分かればいただければと思います。 

  併せまして、第六音更川橋梁について、崩落して、今倒れたような状態ですけれども、

今後、この第六音更川橋梁についてどのような取扱いにするか、これも確認したいと思

います。 

○委員長（早坂清光委員長） 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ですが、まずは、タウシュベツ川

橋梁についてでございます。こちらにつきましては、委員おっしゃられるとおり、注意

喚起等は行っているところでございます。基本的に今の利用の形態で、下をくぐるです

とか、そういったところは想定はしていないところでございました。ということで、今

後しっかり関係機関とも連絡を取って、そういった場合の整理というのは行っていかな

ければいけないかと思っております。 

  また、第六音更川橋梁につきましては、昨年度崩落というか起こりましたが、その際、

橋等の有識者にも見解をいただきました。また、河川管理者であります北海道とも協議

を行いまして、現状では、経過観察ということで整理をしてきているところでございま

す。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 以前に第五橋梁で滑落事故があって、死亡事故に至ったとい

うのがありますし、やはり一つの観光の目玉ですから、そういう事故については最大の
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注意をお願いしたいと思いますけれども、第六については当面あのままという形で認識

しています。ただ、その前の鉄道の関係、鉄建公団との中では、一定程度改修費を基金

の中に積んでいると思いますから、適宜必要に応じて危険を生じたり河川に影響がない

範囲で対応できれば、一番自然な安定的に保たれるかなと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

  これについて、何か考え方あったらお答え願いたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 おっしゃられますとおり、今後関係機関とも連絡を取りなが

ら、しっかりと経過観察行いまして状態を見ながら、適宜対応していきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ほか、ございますか。 

  ７番、中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） 電子計算関係なんですけれども、遠隔地のバックアップシステ

ムということで、これってちょっと聞いたことがあるのか分からないんですけれども、

ちょっと場所がまず第１。 

  それから、２つ目が、このバックアップの取り方なんですけれども、上士幌町独自で

物理的にディスクを持っているのか、それともどこかに依頼しているのかというのが、

こちらを見ると委託料とか備品とかいろいろあるんですけれども、それ、どういうシス

テムになっているのかを、ちょっと教えていただければと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 伊藤主査。 

○伊藤 元総務課主査 遠隔地バックアップシステムにつきましては、役場庁舎とは別に

健康増進センターのほうにサーバーといいますかバックアップの装置を設置して、そこ

でバックアップを取っております。 

○委員長（早坂清光委員長） ７番、中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） 健康増進センターというと、そこですか。え、あんな近いとこ

ろにあれですか、遠隔地バックアップシステムというんですか。ちょっと近過ぎるんで、

ちょっと驚きました。 

  あと、それはディスクがあるという理解でよろしいですか。 

○委員長（早坂清光委員長） 伊藤主査。 

○伊藤 元総務課主査 あと、クラウドシステムというのを構築しております。帯広の業

者のほうのデータセンターのほうにサーバーを設置して、そちらのほうでデータを保存

しております。 
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○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。 

  そのほか、ございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） なければ、進みます。 

  36ページ、37ページ。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 町税の関係なんですけれども、現年のところで不納欠損が、金

額が表示されているんですけれども、これは現年で出てくるというのは、どういう理由

で出てきているんでしょうか。 

○委員長（早坂清光委員長） 森本主幹。 

○森本宏典町民課主幹 本事案につきましては、ちょっと具体の話になるんですけれども、

固定資産税がありまして、固定資産を持っているはずの方が亡くなって、その相続人が

全て相続放棄をされたということで、それは過去の事案なんですけれども、それが毎年

毎年課税をされていたと。町としては、相続財産管理人を立てて、そこで管理をしてい

ただいて、任意売却をして町税に充てるということをお願いをしておりました。令和元

年度にその固定資産、持っている財産を全て売却したということで、処分できる財産が

それ以上ないということで、その納税義務については落とさざるを得ないということで、

現年分を落としております。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。 

  ほか、ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） なければ、進まさせていただきます。 

  38ページですね、最後のページです。 

  ございませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） なければ、ここで総務費終わりますけれども、全般通して

再度、何か質問の忘れだとか、何かございませんでしょうか。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） ちょっとどこで質問していいか、ちょっとなかったんですけ

れども、庁舎管理について総務費の中に予算組んでいますので、そこでちょっと対応さ

せていただければと思います。よろしくお願いしたいと思います。 
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  上士幌の規則の中に上士幌町庁舎管理規則というのがあるんですけれども、この条文

についてちょっと解釈難しいところもありますけれども、事務事業のように対応する部

分で庁舎の保全と秩序の維持について積極的に協力しなければならないという部分で、

最近ばかりじゃないんですけれども、結構ずっと慣例的に、役場内のポスターとか、い

ろんな旗もあったり、いろんな部分が、一応この中でどういう規制の仕方という部分で

一定程度町長の許可とか含めてうたっているんですけれども、これが適用されるかどう

かは別にしましても、非常に庁舎、せっかくいろんなポスター貼ったりして、時節柄も

含めて、特に今、入ったらすぐコロナの関係が貼ってたりしているんですけれども、多

種多様が貼られていますので、非常にポスター効果、広告宣伝効果、町民周知効果、す

ごく悪いなと思っています。 

  １つ要因については、きっとそのポスターなり含めて点検されなく、また、貼る許可

もなくとありますけれども、この管理規則の中ではそれが該当するか別にしましても、

貼るには一定程度の許可を持って貼るとなっています。ですから、１つはそういう問題

で、そこら辺の対応がきちっとできているのか。それとも、管理規則にない部分で対応

せざるを得ないのか、まず、ここら辺の確認と。 

  もう一つは、やっぱり貼る場所がやっぱりきちっと集中化されてないと、掲示板が。

掲示板という部分も、新しくわっかができても、なかなか掲示板らしい掲示板がなく、

それから、また、今さっきの増進センターも、本当に無秩序という言い方はちょっと失

礼かもしれませんけれども、貼られているという部分があります。当然期限が切れても

貼られているとか、町民としては、今何が町民にとって必要なポスターなのかとか、案

内なのかとか、それが非常に読み取りづらいから、ほとんど効果が薄いのかなと思って

います。 

  そんな意味で、効率的なやっぱりポスター、貼りもの、それから催し、それから町民

周知、これについてもう少しきちっと対応する必要があるんじゃないかなと考えていま

す。当然、掲示板の本当に専用掲示板と、それから管理上のやっぱり貼る期限とか、そ

ういう部分も含めてしていくと、町民にとってもポスター、それから掲示の関係の内容

物、こんなことが非常に分かりやすいかなと思いますので、この点の在り方について、

庁舎管理の中でちょっとお伺いしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 石川主査。 

○石川志乃総務課主査 庁舎についてお答えします。 

  現在、ポスター等の掲示スペースとして、庁舎入り口に掲示板を設けております。十

分とは言えないスペースでありますので、今後も内容を精査し、期限を区切って、掲示
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物の整理が必要だと認識しております。 

  各担当課においてカウンター等に掲示しているポスター等につきましても、改めてよ

り分かりやすく適切な周知方法について検討し、掲示物が散乱することのないよう、庁

舎管理規則に沿って周知徹底していきたいと思います。 

  また、現在期限切れのものや長期にわたり更新していないものが掲示されることがな

いよう、引き続き確認してまいりたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） せっかくそういう掲示ブースを有効に使うために、今、回答

ありましたように、早急に点検してもらいながら対応願えればと思いますし、そういう

部分についても、この庁舎管理規則の中に明確にうたわれているという形でよろしいか

確認して、終わりたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 石川主査。 

○石川志乃総務課主査 外部から来るポスター等につきましては、毎回庶務のほうで確認

してはいるところなんですが、各担当でカウンター等に掲示している部分については、

ちょっと確認が不十分な部分もあったと思いますので、今後徹底していきたいと思いま

す。 

○委員長（早坂清光委員長） 総務費について、ございませんね。 

（「なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） それでは、質疑がありませんので、総務費に対する質疑を

終結いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午後 １時１４分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時１６分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 次に、歳出は民生費、57ページから64ページ、施策報告書

は39ページから51ページまでを一括して質疑を行います。 

  それでは、ページを追って進めさせていただきますので、よろしくお願いします。 

  39ページについて、何かございましょうか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 進みます。 



－60－ 

  40ページ、41ページの中でございましょうか。 

  ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 41ページの下のほうに敬老会ということで、次のページに効果

及び今後の課題ということで、70歳は現役の方も多く参加者は少ない。事業内容につい

て検討を進めるというふうに記述がございます。残念ながら、今年度については敬老会

は中止ということでご案内を先日いただいたところですが、昨年も議会の中でも、今の

70歳というのは非常に現役で若いなという印象があるというようなことで、もう少し年

齢を引き上げてもいいんではないかというような話題もありました。それで、ここで検

討された結果について、もし明らかになっているのであれば、ここでご報告をいただき

たいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 市川主査。 

○市川貴邦保健福祉課主査 敬老会のことでございますが、結論から言うと、まだ検討中

ではあるんですが、去年の敬老会のときに、実は参加されている70歳の方と欠席されて

いる70歳の方、全てではないんですが、ちょっと参加されている方に対しては感想をい

ただいたという部分と、欠席されている方についてはどうして欠席されたのかというよ

うなことで、ちょっと聞いております。欠席された方については、ここにも記載ありま

すけれども、大きく３つぐらい理由がありまして、１つは、先ほどお話もあったとおり、

アクティブシニアというところでお仕事をされている方が多いというところで、平日開

催というところもありますので、そういう部分で参加ができないというようなお話もあ

ります。そしたら、休日だったらどうですかというお話もしたんですが、それはちょっ

といろんな事情もあるので、そこはそのときになってみないと分からないというような

話もありました。 

  それから、やはり今の70歳代の方々については、いろいろお忙しいと。お仕事以外に

もいろいろアクティブに動かれているというところで、古希というところではあります

が、まだ年齢は70ですけれども自分のモチベーション、気分としては、そういうまだ高

齢者ではないというような気持ちもあるというところで、参加をしないという方もいら

っしゃいました。 

  あとは、年齢の基準日が９月１日というところもありまして、完全な同級生というか、

同学年ではないというようなところもあって、こっちの方は参加できるけれども、９月

２日以降に到達される方は参加できないとかということもありまして、そういうような

ことも踏まえまして、70歳の方を、例えば77歳の喜寿まで引き上げるという方法もあり

ますし、前回、江波戸委員のほうからお話ありました、間に１つ年齢を入れるのもどう
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だろうかというお話もありましたので、そのあたり、１つ間に入れてもいいのかなとい

うふうにも思ってはいるんですが、予算の関係もちょっとなかなかありますので、そう

いうところでは今検討しているという、年齢については検討しているというところでご

ざいます。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 事情はよく分かりました。ぜひ今もお話あったように、該当す

る方のより多くの意見を聞いていただいて、来年に向けてぜひ検討を進めていただきた

いと思います。 

  以上で終わります。 

○委員長（早坂清光委員長） そのほか、このページでございますか。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 令和元年度に初めて町内に防犯カメラが10基ほど設置された

という部分であります。この事例見ますと、警察の要請によってコピーと、それから閲

覧各１件という部分があります。そんな意味で、何らかの私たちの安全・安心の一つの

ツールだというふうに認識していますが、このことに係る部分で個人の、ちょっと僕も

よく分かってないんですけれども、商店街は別にしましても、個人の人の出入りが映る

ようなカメラ配置になっているかどうかだけ、ちょっと確認させてください。 

○委員長（早坂清光委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 防犯カメラの件についてなんですが、基本的には子どもたちの通

学路を中心に作っております。よって、不特定多数の方が映ることもありますが、基本

的には、特定の例えばご家庭の状況をカメラで捉えるとか、そういうことにはなってお

りません。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） カメラで捉えることではなくて、その個人の家の出入りが映

るようなことになっているかという現実の問題、ちょっと今質問したつもりなんですけ

れども。基本的には、ちょっと防犯とか、車とか、そういう部分だと思うんですけれど

も、個人プライバシーに関わるような部分があるかないか。そこだけのちょっと確認で

した。 

○委員長（早坂清光委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 先ほども言ったことなんですけれども、基本的に通学路、そして

道路ですので、交差点だとか信号だとか、そういうところにあります。ですから、基本
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的に個人の家の出入り等は映らないようになっております。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） そういう意味では、プライバシーの部分については確保され

ているなというふうに認識しています。 

  今後、今年の実績で２件ほどそういう提供があったと言われますけれども、町単独で

この防犯カメラの点検、課題について、もし調べたりした事実があるか。それと、今後、

もう少し場所的に展開する可能性があるか、ここだけちょっと確認させてください。 

○委員長（早坂清光委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 事業効果及び今後課題のところにありますけれども、今回データ

コピー提供１件とあります。これにつきましては、帯広警察署と町の間で協定書を結ん

でおりまして、捜査関係、事故証明書というものを提出された場合だけデータコピーを

提供しております。閲覧１件におきましても、ちょっと行方不明者がいるんじゃないか

という話がありまして、見せてほしいということで、これは閲覧していただきました。

これは、証明書は必要ありません。よろしいでしょうか。 

○委員長（早坂清光委員長） ほか、このページでございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） じゃ、ございませんので、進まさせていただきます。 

  42ページから43ページでございましょうか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 43ページ、三愛サービス事業の関係について質問いたします。 

  これ、町独自の支援サービスなんですが、全体的に前年に比べてサービスが増えてい

ると思うんですが、人数が増えたものか、サービスの設定がいいのか、その辺の状況と、

それから、通院サービスは新たな町内の通院も増えているんですが、それでかなり増え

てはいますが、私の感想として、このときは初年度ですので、なかなか周知徹底がどう

だったのかということもありますので、その辺について、質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 池田主査。 

○池田 優保健福祉課主査 質問にお答えいたします。 

  三愛サービス事業につきまして、主に給食サービスと通院サービスの利用が増えてお

ります。まず、給食サービスにつきましては、主に高齢者の調理負担軽減を目的として、

現在２事業所に委託して夕食の提供を行っているところでありますが、後期高齢者の増

加に伴いましてサービスの利用者も増えてきております。実際、給食サービス利用者の

約９割が後期高齢者という状況となっております。 
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  そして、通院サービスにつきましては、平成30年度より75歳以上の町内医療機関の利

用もサービスの対象としたことで、地元の医療機関にかかっている方のサービスの利用

が増えております。 

  また、運転への不安ですとか免許返納に関する相談などから、サービス利用につなが

る方も増えてきていまして、利用者、延べ回数ともに増えている状況となっております。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 分かりました。通院サービスは30年から、これは２年目ですね。

ですので、増えた状態で、さらに増えていると。増えているって変ですが、それで分か

りました。最初の年は、何人か４月１日からもう該当になるんですが、広報見てもなか

なか私も探してみたんですが、直接利用してみませんかといっても、結構我慢するとい

う方が多かったものですから、町がせっかくサービスするんだから全然遠慮なく行って

いいんですよといっても、我慢して行くと。例えば町に迷惑かけるとか、そういう方も

いたので、それは30年であって、元年度については、かなり利用が多かったというふう

に把握いたしました。ぜひ、権利といいますか、町民の権利として遠慮することないで

すよ、利用することによって自分の回数が増えたりとか、あと極端に言えばタクシー会

社もそれなりに潤ったりなりますので、その辺は十分徹底するようにしてほしいと思っ

ています。 

  以上です。答弁があれば。多分、今年度また増えますね。以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） 答弁よろしいですね。 

  そのほか。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 同じく三愛介護サービスのところなんですけれども、これ、ふ

るさと納税・生涯活躍いきがい基金充当ということになっているんですけれども、これ

は利用に当たってはこれを活用しているというのが伝わるようなことになっているんで

しょうか。 

○委員長（早坂清光委員長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 昨年も福祉バスの関係で、そういうプレートとかで表示をすべ

きだというお話を小椋委員のほうからもいただいたかというふうに思っております。現

在、ちょっと遅れているんですけれども、企画課のほうで、ふるさと納税に対してまと

めてそういうＰＲをするような、標準的な方法で何か表示するものを今作成中というふ

うな段階に来ているというところでございます。 
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○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 高齢者及び障害者の除雪助成事業について質問いたします。 

  これは、制度が変わりまして、ボランティアでのサービスと、それから建設業界の方

のサービスと二本立てあると思うんですが、このボランティアの方のサービス、除雪を

利用したいという方と実際にボランティアの方のマッチングですか、それが前になかな

か合わなくて、ボランティアのほうが少ないというふうな、私、前の答弁でそういうこ

とがあったような気がいたしますが、ボランティアの登録とか、それはきちんと増えて

いるのかどうか、質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 除雪のボランティアにつきましては、毎年11月から登録者を

募って、あと、支援を希望する方を募ってということにはなるんですけれども、今、元

年度時点では、町内の若手有志による団体によるボランティア登録と、あと個人的に登

録をいただいている方という形で、人数は少ないんですけれども、そういった状況にな

ります。 

  除雪に関しては、周知もしているんですけれども、どうしても、いつ、何時に、この

場所でというような事前に活動調整ができるようなものではちょっとないものですから、

その辺がちょっと登録への手挙げを控えてしまう要因なのかなというふうにはちょっと

想定はしているんですが。ただ、地域によっては、隣近所のご厚意で既に支援体制があ

るということもあります。 

  除雪に関する相談も、近年雪の量によってあまり相談も減ってはきているんですが、

ただ、この事業自体は支援を受ける高齢者の遠慮ですね、してもらって申し訳ないとか、

お礼しなければいけないとか、そういう遠慮ですとか、あと支援者のけがの補償ですと

かということを支援しようとすることで、ボランティア保険の加入とか活動経費として

の商品券の発行ですとかということで支援している事業ですので、今後もこういった必

要な方に利用していただけるように、周知などもしていきたいなというふうに考えてい

ます。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 若手団体というのはすごくいいなと思っているんですが、なか

なかすぐに即動くというときに、なかなか難しい部分があると思うんですが、個人的に

登録して手伝うよという方、結構いると思うんですが、多分隣近所で済むとか、そのと

きにもしかしたら登録してもらえれば、保険だとか、その他もろもろの助成をできると

いうふうに、気軽に、かなり登録しておけば、行ける方もいるんじゃないかと。もし、
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登録者が少ないと、結構そこに行くのも大変だし、そのときによって雪が降るか降らな

いか、いきなり降ったときには物すごく大変になります。その辺はもうちょっと周知徹

底をしながら、みんなで気軽にボランティア活動しながら、そこでそれなりの支援を受

けると。できれば、ちょっと商品券とかあるといいなと思うんですが、物品だけじゃな

くて、その辺も含めて、このサービスを活用しながら、まちづくりにも生かしてほしい

なと思って質問させてもらいました。 

  以上、答弁あるならお願いします。 

○委員長（早坂清光委員長） 答弁よろしいんですね。 

  そのほか、ご質問ございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） なければ、進みます。 

  44ページから45ページの中でご質問ございましょうか。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 45ページの高齢者等福祉サービス助成事業のところで、今後の

課題というところで最後に、介護人材確保については、今後大きな課題として抱えてい

るということなんですけれども、この辺の対策についてというのは、どのような考えが

あるんでしょうか。 

○委員長（早坂清光委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 この事業ですね、人材確保というところなんですけれども、

やはり法人のほうとしても最大の問題として考えておりまして、新規採用はなかなかな

いというところです。前に介護労働環境の改善というところにまず取り組みたいという

ことで、法人内でもいろいろな会議をしながらとか、今までユニットケアということで

３つに分かれたケアをしていたものを、例えばもう少人数でもきちんと安全に見渡せる

ような体制にしようですとか、ちょっと介護の中身を変えたりとかということで取り組

んでいます。あとは、今回の補正で上げましたけれども、Ｗｉ―ＦｉですとかＩＣＴと

かというところでの労働環境というところが、介護現場に必要なのかなというふうに考

えて、今法人のほうとはいろいろ話をしているところです。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 私も今同じところで、ちょっとやはり大きな課題として、あ

えて大きなというふうに使っていますので、町としての部分で何かできることという部

分についてやっぱり検討しているんだなというふうに認識します。 
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  その中で、やっぱり１つは、今、介護士さんについては、都市と地方の競争であると

いう部分を１つ聞いています。もう一つ大きいのは、やっぱりそこで人材確保するとし

たら、やはり僕は生活保障の部分のやはり賃金等にある程度頑張りがないと、なかなか

来ないのかなという部分等含めてあるんだと思います。 

  そんな意味で、賃金等含めて、国のほうも一定程度支援していますけれども、町も

我々も町民のための、町民の一つの施設だという認識とか、町によっては介護施設を直

営で持っている、例えば身近なところでは士幌含めてそういうところがありますから、

僕はそういうところを参考にしながらいくと、やっぱり賃金格差もかなり現状あるとい

う部分で、補填するということがちょっと難しいかどうかは、これはこの問題解決する

ための一つですから、いろんな意味で努力してもらえればなと思っています。 

  それと、ここの施設に地域おこし協力隊という派遣がないのかなという部分がありま

すけれども、ほかの施設は、まちづくりなりカーチなりは一定程度対応していますけれ

ども、それは一つは株式会社等ですけれども、ここは社会福祉法人という部分で、それ

から、協力隊によっては、そこにまた介護としてそこに就職してもらって、定住化につ

ながる可能性も過分にある職場だと僕は認識していますので、地域おこし協力隊等で意

欲ある人がもしいればという一つの応募の仕方だと思いますし、そんなことも含めて、

町のほうでも総務省予算等を絡め合わせながら対応する必要もあるんじゃないかなと思

っています。 

  比較していくと、役場の中の事務的な協力隊の方もいますけれども、僕は町民にとっ

てこういうところにそういう人材が派遣されることは、町民にとっての広い意味ではす

ごく効果がある事業の一つ、派遣の事業かと思いますので、ほかの事業体と、それから

配置の中で見ても効果があるんじゃないかなと勝手に思っていますから、そこについて

の考え方をお聞きしたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 まず、ご質問２つあったと思うんですけれども、１つ目の賃

金のことですね。介護労働者への待遇ということなんですけれども、30年度と元年度に

比べて補助金の額も上がっているんですけれども、31年度の当初予算組むときに法人の

ほうと話しながら、この補助金自体は介護報酬改定が行われた平成27年のその報酬の格

差ですね、かなり減額になってしまったところで、そこで法人の減収がかなりあるとい

うところの補填として補助金を出しているんですけれども、その後、介護報酬は上がっ

てこないんですけれども、加算という形で処遇改善加算というものがどんどん上がって

きております。国の制度として、介護労働者へ支給してくださいという手当なんですけ
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れども、それを介護報酬の収入に入れてしまうと、補助金はだんだん減ってくるんです

けれども、法人のほうとしては苦しくなっていくという状況がありまして、それを31年

に見直ししまして、処遇改善加算として、それは介護労働者に的確に手元に行くように、

そこはちょっとのけて、介護報酬の減収部分だけについて補助を行うという形にしたの

で、そこはちょっと補助金も増額になっています。 

  そういうところでいきますと、介護労働者への手当といいますか、その辺は、法人と

協議しながら、きちんと手元に行くように進めた結果が、今回、元年度の決算で増えた

という結果になっています。 

○委員長（早坂清光委員長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 もう一つの地域おこし協力隊の考え方なんでございますけれど

も、福祉法人のほうに派遣できるかどうか、ちょっと今の時点では、ちょっと私はっき

りできるというのを申し上げられないんですけれども、制度的にですね。ただ、やはり

地域おこし協力については３年間という期限の中で何をやっていただくかということで、

ただ単に介護職場のほうで、介護法人のほうで介護人材が足りないから、その補填にす

るという理由にはちょっとならないかなというふうに考えてございます。ですから、目

的を持って、ここをどういうふうに改善していくか、どういう新たな事業をつくるかと

か、そういうような目的があって初めて地域おこし協力隊の派遣というふうになるよう

に認識をしているところでございます。 

  ですから、今後、法人のほうともこういう話もしながら、これからも介護人材の不足

については、お互いに情報共有しながら、検討課題について進めていきたいなというふ

うに考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今課長言った協力隊の目的ですね、いろんなところにうちの

町、結構管内でも、新得かうちかというぐらい協力隊多くて、多く採用させてもらって

いると思うんですよ。財源的にも一定程度負担がないという部分ですけれども、やはり

今後のやはり介護施設の人員の確保という大きな目的が僕はあると思うんですよね。そ

こで３年間頑張ってもらうような中で、その人が介護の枠内で頑張ってここに定住でき

るとか、きっとそういうことで考えていくと、ほかの比較してないんですけれども、協

力隊もやっぱりそういう基本的には定住に結びつくような、やっぱり業務という部分で

すから、かなり僕はこの部分については近い、我が町にとっても定住化してもらい、介

護施設の人員の対応もここで補充できたりとかですね。さっきの初任者研修とかよりも、

よりと言ったら比較をしているわけではないんですけれども、もっと身近に人材を確保
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できる一つではないかなと思っていますので、十分研究の中で、ちょっと相手あること

ですから、その中で対応できてくれたらありがたいと思っています。考え方をお願いし

たいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 今お話し受けた部分も含めて、今後法人のほうとも研究してま

いりたいなというふうに思います。 

○委員長（早坂清光委員長） ほか。 

  10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 45ページ、高齢者等福祉サービス助成事業についてお尋ねし

ます。 

  この中に介護改善に対する助成事業で425万3,000円計上されていますけれども、昨年

30年のと比べましたら100万以上、ちょっとこの額が増えております。この制度という

のは、どこでもやっている制度じゃなくて、非常に上士幌町にとって現場で働く職員に

とっては張り合いのある事業なのかなと、そんなふうに思っております。 

  それで、何名が改善されて、介護度が例えば３から２、４から３とか５から４とか、

その辺の内訳ももし分かれば教えていただきたいなと思います。 

  そして、町として、このように425万3,000円につながるようなケア、法人で行ってい

るケア、どのようなケアがこの改善につながっているのか、町としてその辺どのように

考えているのか、それについてもちょっとお願いいたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 お答えします。 

  ご質問のとおり、介護度改善ですね、例えば５で入った人が、すずらん荘で入居され

た１、２年経過した後に介護３になると介護報酬が減ってしまうと、せっかく介護度が

軽くなった、施設の介護がよくてなったにもかかわらず、報酬が減ってしまうというこ

とがありますので、ここは町独自として、馬場委員がおっしゃるとおり、交付金の事業

として実施しているものになります。 

  元年度の対象者数でいくと、14名の方が、入所当時、例えば介護４であった方が31年

３月末の介護度でいくと４から３になったですとか、５の方が４になった、ほとんど大

きく５の方が１とか２になることはないんですけれども、１つ２つ介護度が改善してい

くという方が対象の方で14名いらっしゃったということです。 

  30年度に比べて元年度増えた、この方々が増えた要因ですね、その介護の中身なんで

すけれども、結構在宅にいらっしゃるときには、認知症の周辺症状といいますか、物取
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られ妄想ですとか、ちょっと被害妄想的なことがあって、介護度が重たくなっていって、

すずらん荘とかに入所されるんですけれども、入居後の何か落ち着いた環境といいます

か、本人の安心感ですよね。食事の面ですとか、寝る環境のお部屋の環境ですとか、あ

と、必要なときにきちんと介護の手があるという安心感によって、だんだんその周辺症

状が抑えられていくという状況があるかと思います。体の機能的には、多分高齢になっ

てきますので、どんどん動かなくなっていくんだと思うんですけれども、そういった認

知症による症状が抑えられていくというか安定していくということが、その介護度の改

善につながっているんじゃないかなというふうに考えています。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ほか、よろしいですか。そのほかの方ございませんですか。 

（「なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） 先、進みます。 

  46ページから47ページでございますか。 

  ４番、野村委員。 

○４番（野村恵子委員） ベンチ新設箇所の３の３区遊園地って、どこにあるんでしょう

か。 

○委員長（早坂清光委員長） 市川主査。 

○市川貴邦保健福祉課主査 大変申し訳ございません。３の２区でございます。訂正をお

願いいたします。失礼しました。 

○委員長（早坂清光委員長） ほか、ございませんか。よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 次、進みます。 

  48ページから49ページ、ございませんね。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） はい、進みます。 

  50ページから51ページ。ございませんね。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 民生費を通して、何か質問漏れた部分等ございますか、ご

ざいませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですね。 

  それでは、質疑ありませんので、民生費に対する質疑を終結いたします。 
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  次に、歳出衛生費及び労働費につきましては、63ページから70ページ、施策報告書は

52ページから63ページまでを一括して質疑を行います。 

  52ページから53ページにかけての施策の中で、ございましょうか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 53、54にまたがるんですが、予防接種について質問いたします。

大きく２点質問したいと思っているんですが。 

  全体的に今まで増えてきていると思うんですが、令和元年度はちょっと減っていると。

多分１人、２人減ったら減ると思うんですが、その要因と、例えば、これについては乳

幼児とか１歳半とか、それは将来的に100％目指せばいいと思う、それだけで分からな

いんですが、後々に大人になってからその子が弊害が出たりとかすると思うんで、その

辺の要因と対策について、まず１点目と。 

  それから、２点目が、インフルエンザの関係で、子どもたち、それから高齢者も接種

率が約50％横ばいと、ずっとですね。それと、多分、今年にかけて対策を考えなくては

いけないんじゃないかと思う。昨年は、私もずっと違うところで受けたんですが、昨年

はここの北斗で受けたんですが、物すごい人数多くて大変な感じで、その辺の対策につ

いてどういうふうに考えているのか、質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 佐藤主幹。 

○佐藤眞由美保健福祉課主幹 お答えします。 

  山本委員様もおっしゃっていましたけれども、この接種率に関しては、人口が少ない、

対象者が少ないので、１人、２人減ることでパーセンテージがかなり減ることになりま

す。そういう関係で、パーセントで見ると、昨年より0.5％から５％ぐらい減少してい

るんですけれども、やっぱり１名の持つパーセントが大きいので、実際の人数にしてい

みると約１名から３名ぐらいの減少という状況になっていますので、横ばいで進んでい

るというふうに判断しております。 

  しかし、その中でも、まず最初に１、２回基礎免疫をつけて、その後もう一回追加接

種というのを特に不活化ワクチンの場合するんですけれども、その追加接種の部分が接

種率が低くなる傾向にありますので、そこはかなりの頻度ではがき等や電話かけも含め

て接種を促すようにしておりますので、今後もそのように勧奨をしていきたいというふ

うに考えております。 

  ２点目のインフルエンザの予防接種に関してですけれども、８月26日厚労省のほうか

ら、高齢者の予防接種を今年度優先して実施するようにというふうに指示、指示という

か方針が出ました。上士幌町では、インフルエンザの予防接種、乳幼児から高校生まで
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の接種費の全額助成、そして、65歳以上の高齢者の方には接種費用3,600円のうち1,000

円を自己負担していただくという形で実施をしてきています。昨年度は、はげあん診療

所さんがちょっとインフルエンザ予防接種を実施する体制がつくるのが難しいというふ

うなことになりまして、そこで例年どおりですと400名近くの方が接種していた分が、

上士幌クリニックにどっと寄ったということで、かなり混雑した状況になったのではと

いうふうに考えております。 

  実は、昨年、はげあん診療所の代わりに帯広徳洲会病院にも委託をかけていたんです

けれども、実際には25名ぐらいしかそちらで接種しなかったというところを考えると、

やはり町内で高齢者の方は接種したいというふうに、皆さんニーズとしては大きいんだ

なというふうに考えます。 

  今年度につきましては、先ほどの厚労省からの方針が出たということもありますので、

町内の医療機関、今年度ははげあん診療所も受けていただけることになりましたので、

両方の医療機関にワクチンをしっかり十分に確保していただきたいということで要請を

出しているところです。 

  そして、また、次回の総務文教厚生常任委員会でご協議していただきたいというふう

に考えておりますが、高齢者の自己負担分に関する助成についてや妊婦さんの接種費用

の助成、それから上士幌クリニックがやはり外来で混雑するということになりますと３

密になるという状況もありますので、場所を変えた形で実施ができないかというところ

を今検討しているところです。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 保健衛生総務費関係で医師確保対策、今、佐藤主幹からあっ

たように、昨年のインフルについての予防接種について、はげあんさんについては今

400名という数字が示されたとおり、そのあおりではないんだと思うんですけれども、

僕もクリニックのほうに行ったら、かなり時間的にも時間かかったり、曜日の指定があ

ったりとか、なかなか大変だったなというふうに認識しています。 

  それから、はげあんさんは数年前から週５日から４日に減ったと、診療日が。その他

も、連休もたまたまあると思うんですけれども、そういう意味でいくと、だんだんだん

だんやっぱり一つの診療所、クリニックのほうの体制について厳しくなってきているん

じゃなくて、やっぱりサービスの提供が少しずつ厳しくなってきているのかなという認

識、僕はしています。 
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  ところが、先生に聞くと、大体月1,000人ぐらいの診療があるよという話もしている

ので、かなり大きなウエート、町民と近隣、士幌があると思うんですけれども、かなり

大きなウエートがある中で、やはり診療日数が減ってきたり、去年は看護師さんの要員

が足りないということもあったかもしれませんけれども、やはり医療体制充実していま

すと書いていますけれども、やはり少しずつやっぱり人材の確保とか不安を抱えている

のかなという部分がありますので、これも去年と同じような全部書き下しではなくて、

僕は医療というのは、やっぱり町民の健康と命を、かなり直接的に結びつくんだと思い

ますので、この点について、もう少し充実じゃなくて、やっぱり危機感を持って町も対

応していくのかなと思っています。 

  そんな意味で、この認識の違いはちょっとあるなと思っていますし、町民のやっぱり

１つ、２つのクリニック、診療所があることでのかなり安心感がありますから、もう少

し町のほうも緊張感を持った中で、ここは僕は対応していただければなと思っています。

現実はそんなに変わってないかもしれませんけれども、今後は将来、やっぱりそういう

課題が現実化するということも認識しながら対応してくれればありがたいと思っていま

すので、ここら辺について考え方をお願いしたいと思います。 

  併せまして、帯広厚生病院の部分であります。今年、数字的に見たら、去年から12％

ほど不採算性の額の点が上がっています。帯広厚生病院については、確かに第三次圏で

非常に大事な医療圏ですから、役割をしていますから、我々にとっても本当に大事な一

つの医療施設だというふうに認識していますけれども、今後このような不採算が増えれ

ば、町村の負担、かなり対応していくのかなと思っていますけれども、そういう仕組み

になっているかどうか含めて確認したいと思いますし、どういう部門が、もし情報的に

不採算性があるかという部分について、分かれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 佐藤主幹。 

○佐藤眞由美保健福祉課主幹 先ほどの医療機関支援対策の部分で、上士幌クリニックの

事務長であったり、外来の事務課長であったり、今後の医療、上士幌町の医療、入院ベ

ッドも含めてきちっと維持していけるようにということでは、話合いを重ねております

ので、決して充実しているから安心というふうな考えではないということで。ただ、文

言に関しては、やはりしっかりとそこら辺を表現すべきだったというふうに思います。

ご意見ありがとうございます。 

  そして、厚生病院のほうなんですけれども、不採算部門となっているのは、主に小児

救急医療、周産期医療、小児医療病床の運営費、そして、救命救急センターのそこに係

る費用が不採算ということで、今年度、令和２年度は、令和元年度、昨年度よりは少し
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額が減っておりますが、やはり第三次救急とか、やっぱり不採算になりやすい小児医療

の部分を補助して助成しているというふうな状況になります。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） そのほか、このページで。 

  ３番、伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） 私は、風疹の予防接種、これは令和元年から３年までの間に国

が公費でするというものだと思うんですけれども、対象年齢は37年４月から54年４月１

日の男性の方なんですけれども、これ、どのような方法でお知らせをしているのか、お

聞きをいたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 佐藤主幹。 

○佐藤眞由美保健福祉課主幹 風疹の追加的対策の部分でよろしかったでしょうか。 

  昨年から３か年にわたって、風疹、特に関東関西圏で男性の風疹患者が増えて、そし

て、男性自体への影響もそうなんですけれども、妊婦さんに感染を起こすと、風疹症候

群ということで奇形等を持ったお子さんが生まれるということで、実際に何十例かそう

いうケースが出たというふうに報告がありました。そして、それは、当初、オリンピッ

ク・パラリンピックまでの間にある程度のパーセンテージを確保するということで早急

に進めるということでなってきましたけれども、一応来年にオリンピック等が延期にな

ったということもあって、昨日、実は予防接種の関係の研修に行ってきたんですけれど

も、もしかすると期間が１年延びるかもというようなことがお話しされていました。 

  さて、どのように周知しているかなんですけれども、その対象となる方たちに対して

はクーポン券で、全国一律のクーポン券で、まず風疹の抗体検査を受けていただいて、

その抗体検査で陽性の方はいいんですけれども、免疫がないというふうに判定された人

に対してだけ予防接種が無料で受けられるというような流れになっておりまして、昨年

度は昭和47年から昭和54年生まれの方にクーポン券を配付しました。その後、今年に関

しては昭和37年生まれから昭和54年までということで、全部の対象者に対してクーポン

券を配付させていただいています。人口の多い自治体によっては、昨年度配付したクー

ポンを２か年目も使えるようにしているところもあるんですけれども、皆さんにしっか

りと受けていただきたいということで、再度、発行し直しをさせていただいています。 

  昨年かなり接種率が低かったので、今年はというふうに考えていたんですけれども、

コロナの影響を受けて、なかなか医療機関や健診機関で打つことが前半できなかったと

いうこともありますので、また年度途中で接種勧奨のおはがきを送るなり、通知をして

いきたいというふうに考えております。 



－74－ 

○委員長（早坂清光委員長） ３番、伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） 風疹の件については、男性ばかりじゃなくて、やっぱり女性に

も関係があるということで、このときにやってないのは男性だけで、女性は多分全部受

けていると思うんですけれども、結婚して子どもさんができるという、そういう状況の

中、もし受けていなければ大変なことになるのかなと。 

  それから、クーポン券は、どこの医療機関でも接種してもらえるということなんでし

ょうか。そこら辺、お願いいたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 佐藤主幹。 

○佐藤眞由美保健福祉課主幹 クーポン券は、全国の医師会と全国の知事会との協定を結

ばれていて、そこの協定に載っている医療機関であれば、どこでも一律で受けられるこ

とになっています。だから、上士幌町の人が九州の出張に単身赴任とかで行っている先

で受けるということも、もちろん可能になっています。 

  そして、先ほど、妊娠を希望する女性に対する風疹予防接種、風疹抗体価が少ないで

あろう人たちが受けたいという場合、この表でいきますと、もう一つ上の成人風疹予防

接種・任意と書いてある、そちらのほうで受ける、無償で受けられるようになっており

ます。それに関しても周知はしているところです。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。ほかは、よろしいですか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 57ページの健康増進センターの…… 

○委員長（早坂清光委員長） ちょっと待ってください。 

  この52ページ、53ページの中では、ないですね。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） じゃ、53ページ、もう既に質疑入っているんですが、予防

関係、予防接種関係等から、この部分から次のページ、54ページ、55ページの歯科予防、

それから、56ページの項目の葬斎場関係までの前のところの畜犬野犬・狂犬病予防対策

事業までのところで、この部分で質疑、何かございましょうか。 

  ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 54ページなんですけれども、日本脳炎予防接種率ということで、

ここで接種率の算定の基礎が去年と今年で、昨年の施策報告書と見比べると、その基準

値の取り方が変わっているんですが、これについて何か理由があれば教えていただきた

いと思います。 
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○委員長（早坂清光委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 初めに、この部分で訂正がありますが、５番の日本脳炎の予

防接種率というところの下に米印で、Ｒ元より接種率算定は道報告様式に合わせるとい

うふうに書かれているんですが、30年も、これ元年に合わせて道の報告様式に合わせて

いますので、30年と元年は比較が同じようにできるというふうに捉えていただきたいと

思います。 

  それで、日本脳炎が平成28年に開始されましたので、今この予防接種に関しては道に

報告があるということで、報告している内容で合わせようということで改定させていた

だきました。どこが違うのかと言いますと、予防接種は接種対象期間、法で決められて

いる期間があるのと同時に、標準的な対象接種期間、法の期間のほうが長いんですが、

より効果があるよというような狭い範囲の期間があります。その狭い範囲で、ほかの予

防接種に関しては、より実態に近いので接種率を出したほうがいいだろうということで

取っていますので、対象者が狭められるので接種率も高くなるというような出し方をし

ているんですが、この日本脳炎に限りましては道に報告していますので、接種対象期間

が広い、法のとおりということで、少し低く出るというようなやり方でここに載せさせ

ていただいています。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） 予防関係で、先ほど申し上げましたように、56ページの予

防関係の最後のところまででありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ございませんね。 

  それでは、ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 ２時０６分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１６分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 施策報告書は56ページの葬斎場関係から、57ページの健康

増進センター関係のところについて質疑をしたいと思います。 

  質疑ありますか。 

  ２番、山本委員。 
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○２番（山本和子委員） 57ページの健康増進センターについて質問いたします。 

  温泉の関係なんですが、全体的に料金下がったせいもあり増えていると思うんですが、

その割に高齢者がなかなか増えていないと。それ、要因は何なのかなという。100円券

を増やしたにもかかわらず、どうしてなのかなと。できればゆっくり温泉に入ってもら

って、健康増進のためにと思っているんで、その辺はどのように、要因と対策について

質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 ふれあいプラザ浴場につきましては、おっしゃるとおり、平

成30年４月から一般の利用者は300円と、高齢者に関しては老人100円券というのを回数

を10回に増やすという改定をしています。これによりまして、29年度から30年、元年度

にかけて、全体的な利用者は増えてきています。元年度についても前年に比べて全体の

利用者は増えたんですけれども、おっしゃるとおり、高齢者の利用者が少し減ったとい

う実態があります。 

  要因ということなんですけれども、いろいろあるんだと思うんですが、１つ考えられ

るのは、月報を見ていると、曜日とかに結構ばらつきがありまして、土日祝祭日とか、

ちょっと連休が続くようなときには、全体の利用者は多いんですけれども、そのときは

高齢者が減るというような傾向がちょっとあるのかなというところがあります。ですの

で、ちょっと浴場が混み合うという曜日ですとか連休は、ちょっと高齢者が避けている

のかなと。ゆっくり入りたいということもあって、平日を選ばれるという傾向にあるの

かなというのが１つあると思います。 

  あとは、今まで100円券利用されていた方が高齢になって、ちょっと体を悪くしてと

か、ほかのサービス、デイサービスやデイケアにつながって、ふれあいプラザを利用し

なくなったという方もいらっしゃるでしょうし、いろんな要因がちょっとあって、重な

って、ちょっと減ったという状況にあると思います。 

  ただ、循環バスの利用をされて来場される方も多くて、改定前の29年度に比べると元

年度も増えている、高齢者の利用者も増えていますので、利用改定については条例で３

年間施行の附則規定になっています。ですので、来年度に向けて、また条例のこの料金

とか改正については整備する必要がありますので、こうした利用傾向などをちょっと確

認しながら、また来年、準備していきたいなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 何とかお年寄りの方にお風呂に来てもらって、交流も含めて健
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康のためにという、いろんな提案したり、無料にしたらどうかということも提案させて

もらったりしているんですが、何とかそこに来てもらって、交流も兼ねて、お風呂に入

ってゆっくり過ごすということを、いろんな試行錯誤しながら検討したらいいと思うん

ですが、100円券を増やしたり、特に11区のほうから来る方のバスの便も多分改善した

と思うんですが、その辺含めて、ぜひこれで終わりじゃなくて検討しながら、健康のた

めに、多分これからいろいろバスのあれも変わると思うので、ぜひ健康のために、ぜひ

そこに足を運んでもらうということの一つの方策として検討してほしいなと思っていま

すので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 利用される高齢者の中には、ほぼ毎日利用される方と、あと

10回券持っていながら月５回ぐらいしか入らない方と、いろんな差はあるんですけれど

も、毎日利用される方は、10回券を使い終わったら、今度は回数券を買って一般の利用

で利用される方もいますので、そうたくさんはいないんですけれども、そういう方は老

人のカウントじゃなくて一般のカウントになってしまうということもあるので、そうい

った利用者のニーズって様々あると思うんですが、利用されるときには心地よく利用し

てもらえるようなことに努めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ほか、ございますか。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 葬斎場関係の部分でちょっとお聞きしたいと思います。 

  葬斎場については、ここに共同墓地を持っているということで、共同墓地の去年と今

年は若干の動きしかなかったなと思いますけれども、最近、墓じまいという部分で、そ

ういう部分できっと９平米の区画が１つずつ減ってきたということは、墓じまいという

部分が最近見られるかなと思っていますし、今年も墓じまいがちょっと見られた部分も

ちょっと確認いたしました。この墓じまいの跡地について、どのように対応するか。ま

だまだ残っていますから、墓じまいの跡地をまた使ってもらうのか。それとも、また新

しいところ、まだ残っている部分について対応するのか。ここら辺を含めて、それと、

墓じまいした後の使用料等含めて、現行どおりの対応をするのか、そこら辺だけ確認さ

せてください。 

○委員長（早坂清光委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 上士幌町だけではなく、いろんな地域で今墓じまいというのがさ

れていると思います。上士幌町でも、数は少ないんですけれども墓じまいというのがご
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ざいます。墓じまいにつきましては、条例、規則の中で元通りにしなければいけないと

いう、整地してきれいにすると、そして返していただくという形になっております。 

  ただ、今ご質問の中でありました、一度使ったところを再度どうするかというのは、

基本的に利用したいという方、使用したいという方のそれは意思で、例えばここが空い

ているからここがいいだとか。以前、こちらでまだ新しく私２年目なんですが、この墓

どうですかという話はまだしたことないんですよね。その対応はしてないんですけれど

も、あくまでも使用者の方の意思でそこは決まることになります。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 併せまして、使用料も条例どおりで、配慮するということは

ないということで認識してよろしいでしょうか。 

○委員長（早坂清光委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 ええ、ございません。 

○委員長（早坂清光委員長） そのほか、ございますか、よろしいですか。 

（「なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） 先へ進めます。 

  58ページの母子衛生関係ということで、このことについて、59ページ、そして60ペー

ジまでに主要な施策があるんですけれども、この母子衛生関係ということに限って、60

ページまで、この部分でご質問、何かございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） ないですね。 

  そうしましたら、60ページの成人病対策関係から後期高齢者医療対策関係ということ

で、61ページまでですね。60ページ、61ページということで、何かございましょうか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 61ページの40歳スタート・脳ドック検診について質問いたしま

す。 

  結構、所見ありが多くて、その健康診断の入り口として要注意の方が多いのかなと思

うので、その後の指導について質問いたします。 

  あと、健診率が６割というのは、保健師さんのお勧めとか運動がすごく活発になり、

全体的にはいい傾向にあると思うんですが、これも含めて、これ以上もうちょっと健診

率上げるためには、もう一歩突っ込んだ運動が必要になってくると思うんですが、何か

健診に行こうというような雰囲気を40歳に限らずつくっていく対策ですか、その点につ

いて質問いたします。 
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○委員長（早坂清光委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 40歳の方は、ご指摘のとおり、血糖値が高いとか、動脈硬化

が見られるなどの有所見が大変多くなっておりますので、受けて終わるだけではなくて

健診後の指導が重要と思われますが、例えば脳ドックを受けた後は、医師と面談をして

結果を聞いて、指導を受け、その後、保健師、栄養士とも面談をするなど、必ず生活習

慣改善に向けた指導ができるようなシステムになっていると思われます。病院から結果

を送付するんですけれども、そこに頼らず、町独自で個人の結果に合わせた経年表など

の資料をつくって、別途送付も全員にしております。 

  さらに、国保の方でメタボリックであったり血糖値が高いというような方には、２次

検査とか、特定保健指導のメニューも用意しておりますので、これを紹介して、実際に

受けて、何回か面談をして受けておられる方もおりますので、今後もこのような取組を

していきたいというふうに考えております。 

  次に、町全体で健診に行こうという雰囲気をつくるということなんですけれども、現

在、訪問をして戸別に大分保健師が回っておりますが、戸別に訪問を回っているので、

例えば健診を受けると病気を予防できたりとか、疾病の重症化を防いだりとか、それが

介護状態の予防にもなるということを伝えて、個人のメリットを伝えて、今受けていた

だいています。 

  今後は、この個人的メリットに加えて、もっと社会的なメリットも伝える必要がある

かなというふうに思っています。健診を受けたら医療費を抑制できるということと、医

療費を抑制できるとこの保険制度が継続して維持されるということ、保険制度が守られ

れば保険料も抑えられるというような、社会的なメリットというのを伝えるのが今まだ

不十分だなというふうに感じていますので、この２つのメリットを十分に簡単に分かり

やすく伝えて、自ら健診を受けるんだというような行動の助けになればいいかなという

ふうに考えています。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 個々人のことにすると、自分だけの問題だと思えば、ちょっと

さぼりたかったりもすると思うんですが、先ほど言いました、私、社会的なメリット、

医療費の関係も含めて、もう日本全国の問題なんですが、やっぱり気をつけていけば、

それだけ自分にメリットがはね返ってくると、そういうことも伝えながら。それと、私

もまだ60ちょこっとなんですけれども、やっぱりその後の自分の人生考えたときに、80、

90、100まで無理としても、そのときの今が大事だという、40歳は本当にそうですよね。



－80－ 

遡れば赤ちゃんからになると思う。そういう総合的な今じゃなくて、町全体、国全体も

そうなんですが、自分の人生の中で今何が大事かということを、やっぱり今からやれる

ことをやらなければいけないというのは、日々の努力をやっぱり伝えながら、保健師さ

んは大変だと思うんですが、ぜひそういう運動なり、地域での課題を伝えながら、進め

てほしいなと思っていますので、よろしく。答弁があれば、お願いいたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 了解いたしました。 

○委員長（早坂清光委員長） そのほか、ございますか。よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） それでは、先に進みます。 

  62ページから63ページ、何かございますか。 

  ４番、野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 資源リサイクル分別収集事業のことなんですけれども、少年会

の廃品回収で、業者に出すとキロに対して幾らというのは業者さんから入るんですけれ

ども、町からの補助金も廃品回収したキロ数について出ますよね。それが全体でどのぐ

らい出されているのか、お聞きいたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 報告書の53ページになるんですけれども、再生資源回収奨励対策

事業がございます。この中で、資源回収団体13団体とあるんですけれども、これは少年

会さんや行政区さんなどの団体が13団体、昨年度は申請が13団体でしたが、延べ30回に

わたって活動がございました。回収量出ているんですけれども、単純にこの回収量に４

円を掛けていただけると、協力金という形で各団体に支出しております。 

○委員長（早坂清光委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 資源リサイクル分別収集事業ということでお聞きします。 

  先日もお話ししたんですけれども、７月21日に環境省と経済産業省から、家庭から出

るプラスチックごみの全般を一括収集するということで、分別方法を2022年度以降開始

を目指して、来年３月までに自治体に対して負担軽減などに関する調査を行うというこ

とが発表されております。 

  今回の議会の初日に町長から、本町のごみの中間処理については、令和９年度、帯広

市のくりりんセンターに移行するということがありました。現状は、プラスチックごみ

の収集方法については、帯広市と本町は変わりありません、同じように進んでおります。 

  そういう中で、現状の容器包装プラスチックに分類されるものは、現状、資源ごみと
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いうことで収集されています。今後変更になるということは、例えばストローとか、そ

れから石けんの箱のプラスチック、あるいはお風呂で使っているプラスチックの洗面器

ですかね、プラ製品、そういったものは、現状は燃えないごみということで分類をされ

ております。 

  この環境省と経済産業省が発表した中身でいうと、これらを一律プラスチックごみと

して扱うという、これは非常に分別する側にとって大きな変更になります。もしこのこ

とが実施されるとすると、本町で配付していますごみハンドブック、この分類も大きく

変わることになります。そうした大きな変更がありますので、住民の皆さんに周知する

のは非常に時間がかかっていきます。なので、このことには、また新たな問題として住

民の皆さんに説明会なり十分理解を図る必要があるし、このことによっては資源ごみが

大幅に増えて燃えないごみを減らすことができて、環境には優しい政策の変更になると

いうふうに理解をしています。 

  なので、このことについて、まだこれからの話ですが、町として対策を年次的に立て

てほしいと私は考えていますが、現状お考えがあればお伺いしたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 青木町民課長。 

○青木弘彦会計管理者兼町民課長 今委員おっしゃるとおり、この件については先日の委

員会の中でも報告させていただきました。それで、現状から大きく変わるということで、

こちらとしても大事な変更だというふうに認識しております。こちらにつきましては、

令和３年度以降、新くりりんセンターへの移行の基本構想、そういった部分が始まって

きますので、そこと併せて一括してその中で考えていきたいというふうに思っておりま

す。 

  また、その際には、変更内容については、これも委員会の中でも言っていますが、説

明については、広報ですとかホームページだけではなく、説明会、出前講座等も活用し

て、丁寧に説明して周知していきたいというふうに考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですね。 

  そのほか、ございますか。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） どこでちょっと質問していいかという部分で、ここが一番近

いかなと思っているんですが。 

  環境美化活動ということで、僕たちも含めて北門の周辺の国道のごみを拾ったりして

いるんですが、たまたまいろんな、国道ですから様々なごみが出てきます。例として、

先般、今年の中では古タイヤが捨てられていたという部分があって、それで回収して処
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理場に持ち込んだら、受け取る物質ではないという部分が分かりました。何らかの形で

は処理はしたんですけれども、ボランティア的な部分でいろんな、特にごみ拾い等につ

いては、もう腐敗したものからいろんなものがあると思うんですけれども、たまたま受

け取れない、ほかは確実に受け取ってもらったんですけれども、受け取ってもらえない

ごみもたまたまあったのかなと思っています。 

  これについて、何らかの形で受け取る方法といいますか、それはまた違うところで処

分してもらわんならん一つ、タイヤだと思いますけれども、そういう部分の補償なんか

も今後考えてくれれば、円滑にそういうごみがあった場合、これはまずいことなんです

けれども、本当はないほうがいいんですけれども、万一そういうことがなかったら、ま

ずそのまま見逃して置いてくるしかないなというのもあったものですから、そういう受

け取り方をできるような仕組みをちょっと、特にボランティア的なごみ拾い等について

だけでもよろしいですから考えていただければと思いますが、これについての考え方に

ついて示していただければと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 藤倉主幹。 

○藤倉徳夫町民課主幹 ただいまの北門地域資源保全隊の活動の話がされていたんですけ

れども、現在、町のほうでボランティアシールを出しまして、いろいろ活動に役立てて

いただいております。ただ、市街域だとなかなかないかもしれませんが、さすがに北門

地域行くと、多分不法投棄的にタイヤが捨てられていたんだなと想像しますが、私宛て

の担当のところに、それ不法投棄ということでご連絡していただければ、こちらで不法

投棄の手数料として幾分か予算を持っておりますので、ぜひこちらにお電話いただけれ

ば対応できますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） そういうこと、今分かりました。ちょっと受入れのほうもあ

まりそこら辺のこと、場長新しくなったか、せいもあるかしらんですけれども認識して

おられなかったものですから、そこの辺連絡密にしていただければ円満に解決できたと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですね。 

  それでは、このページでございますか、ございませんね。 

（「なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） それでは、改めまして、衛生費、労働費ということで、質

疑漏れというか、全体を通して何かありましたら。 

  ７番、中村委員。 
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○７番（中村哲郎委員） この健康増進とかそこら辺に関係するんですけれども、実はこ

れ124ページまで質問できないのかなと思ってずっとあれしてたんですけれども、健康

増進の中にやっぱりスポーツセンターの利用というのが、私個人的にもあると思うんで

す。だけど、ここら辺、スポーツに関してのはなくて、やっぱり保健とか、そういう医

療とか、そっちのほうに偏っているかと思うんですけれども、これに対して、やっぱり

行政なので縦割りなのかも分からないんですけれども、そちらのほうも一緒に何かやっ

ていただきたいなというのが私の感想なんですけれども。どうですか、スポーツのほう

と一緒に。 

○委員長（早坂清光委員長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 縦割りということなんですけれども、実際は予算の区分という

部分で、予算要求の範囲の部分と関係がございますので、やはりその施設をどこの担当

課がどういう目的で管理するかという区分けで運営させていただいているということで

ご理解いただきたいなと思います。 

  ただ、健康的に関わる部分については、当然、課同士で情報交換したり、要求につい

ても盛り込んでいただいているとかというような調整は、当然あるということで考えて

ございます。 

○委員長（早坂清光委員長） ７番、中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） あんまりスポーツセンターに通っている身では、あんまりそれ

が感じられないのと、あと、あまりにも利用者が少ないということで何かあれかなと思

って、こちらの健康管理と一緒に考えたほうがいいのかなというふうに私は率直に思う

んですけれども。 

○委員長（早坂清光委員長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 スポーツセンターではないんですけれども、今回の歩くという

部分でのポイント制度を今やっていますけれども、こういう部分の動きに関しても、教

育委員会と保健福祉課の入った中で事業の組立てとかもさせていただいている部分がご

ざいますので、今、中村委員言われたような部分についても、ちょっと教育委員会のほ

うとも一度話をしてみたいなというふうに思います。 

○委員長（早坂清光委員長） そのほか、全体を通してございますか。よろしいですね。 

（「はい」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） それでは、質疑がありませんので、衛生費及び労働費に対

する質疑を終結いたします。 

  ここで暫時休憩をいたします。 
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（午後 ２時４２分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時４３分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 次に、歳出は農林水産業費、69ページから80ページ、施策

報告書は64ページから80ページまでを一括して質疑を行います。 

  施策報告書のページごとに進めますので、引き続きお願いします。 

  64ページから65ページということで、何か質疑ございますか。よろしいですか。 

（「なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） 進めます。 

  66ページから67ページ。 

（「なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですね、先、進めます。 

  68ページから69ページ。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 農業技術センターの運営費についてお聞きしたいと思います。 

  この中に特産品開発研究という部分で、利用回数が12回と34名という部分で記述があ

ります。この部分について、どのような特産品が研究されているのか。それは別にしま

しても、どのような部分がここで旅立つのか、誕生したのか、ここだけちょっと確認さ

せてください。 

○委員長（早坂清光委員長） 松下主査。 

○松下慎治農林課主査 特産品開発研究、この回数と利用人員については、全て技術セン

ターの職員が、あそこにある機械を使ってどのようなものが作れるかということを試す、

その研究でございますので、ここで試作したものが商品として販売されるというような

活動ではないと。どのようなことができるのかということを試したということでござい

ます。昨年度、センターの職員が試作してみたものとしては、ゴボウなどの野菜を乾燥

させる技術について複数回試作を繰り返したのと、あと、うどん作りだとか、お菓子作

りだとか、そういったものをあそこにある機械でできるかということに、研究をしたと

いうことでございます。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 改めて、今年については大型改修ということで、大枚の予算
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を持って主要産品の区分けもしながら商品化に対応できる施設化に移っていくかと思い

ますので、その中で、やっぱり人材の部分で、開発する部分はやっぱりすごく大事な部

分だというふうに認識しています。なかなかやっぱりせっかく開発、研究しても、やっ

ぱり世に出ないと、その効果というのはやっぱり出ないのかなと思っていますし、カー

チのほうもかなり一つの戦略として期待もしている部分もあったりしていますし、ほか

の商店も、そこで開発されたものがうまく自分の商売に使えるとか、そういう部分もあ

ると思いますし、もう少しそういう業者も取り巻いたり、町民も取り巻くということも

必要だと思いますので、なるべくせっかく開発するというカテゴリーの中で、最後には

やっぱり稼げる核づくりという部分を努力してくれればありがたいと思います。そんな

意味で開発、研究というのがあるのかと思いますので、その点、もし考え方ありました

らよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 松下主査。 

○松下慎治農林課主査 昨年度、検討会を設置する中で、この施設にどういう機能を持た

せるかということで改修計画として取りまとめて、大きな予算をお認めいただいて、今

回改修させていただくことになってございます。まさに委員おっしゃるとおり、この施

設、これから実際にどう活用して、どのように地域経済の好循環を生み出していくかと

いうことが大きな成果のポイントになると思っております。ぜひ、利用者さんが使いや

すい、そして頼りやすいといいますか、こちらのほうも求めに応じて様々な段階で支援

をできるように、そういう運営をしていきたいというふうに考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですね。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 68ページの家畜糞尿利用推進事業なんですけれども、前年度か

ら見たら随分事業量が減ったように見受けられるんですけれども、この辺の要因という

のはどういうふうになりますか。 

○委員長（早坂清光委員長） 松下主査。 

○松下慎治農林課主査 平成30年度から３年間の事業として本事業は実施をしてございま

す。平成30年度の実績として、20戸の畑作農家が231ヘクタールに7,500トンの消化液を

散布していただいたということでございます。令和元年度は、委員おっしゃるとおり、

戸数、面積、数量全て減ってございます。 

  要因としては、農協さんとも共有してございますが、その前の年、散布した初年度の

散布した効果が低かった、いわゆる肥料が効かなかった、そういうように思われた農家

さんがいたのではないかということで情報を共有してございます。 
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  今年度の申請は、令和元年度と同様に16戸ですが、面積、数量は、199ヘクタールで

7,300トンと、30年度に少し近づいたというようなことでございます。 

  ただ、制度創設当時の目標といいますか、使用してもらえるだろうという量としては、

各年度8,000トンは使っていただきたいという想定でスタートしてございますので、今

年度が補助要綱の期限ですが、そこまでには届かなかったという実情がございます。 

  このあたり、課題は何なのか、なぜ使っていただけないのかという部分についてしっ

かり検証しつつ、畑作農家さんによる活用が進むように、新たな施策について検討して、

時期が来ましたら所管の常任委員会にご協議をさせていただきたいと考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） 10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 関連になるんですけれども、今答弁聞かせていただきました。

あと、昨年度の説明の中で、今もちょっと出ていましたけれども、効果について研究中

というようなことをたしか述べたなというふうに記憶しております。その辺、１年たち

まして、何か効果を含めて実際に発表できるようなことがあるのかどうなのか、その辺

について確認させていただきたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 林主幹。 

○林 峰之農林課主幹 効果のほうですね、ただいま検証しているところでございます。

昨年から引き続き実は実施してございまして、今、土壌の散布前、散布後、そこの肥料

効果だとか、あと、なかなかほかの地域ではやってないんですけれども、土壌の微生物

の動き、こんなのも北大等の協力いただきまして今データを集めているというところで

ございます。 

  そんなような中で１つ見えてきているのは、決して畑に対して悪い微生物がいるとい

うような形ではないということは、北大のほうからも話を受けておりますし、実は今年

度、畑作農家向けの勉強会というような形で開催予定しておりましたが、コロナの関係

でちょっと開催できなかったということでございます。ただ、今後も引き続き調査、研

究進めて、実は消化液、すぐ効かないという部分もございますので、長い目を見て同じ

畑で土壌サンプリング等進めていますので、その辺のデータも含めて農家さんにしっか

り提供していきたいと考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） ほか、このページでございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ないですね、先へ進まさせていただきます。 

  70ページから71ページの施策で何かご質問ございますか。 

（発言する声なし） 
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○委員長（早坂清光委員長） よろしいですね、先、進みます。 

  72ページから73ページでございますか。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 73ページの農業後継者海外研修助成事業ですけれども、これ30

年度もゼロ、令和元年度もゼロということで、ゼロが２年続いたんですけれども、この

事業の必要性というのの確認、どうなっていますか。 

○委員長（早坂清光委員長） 松下主査。 

○松下慎治農林課主査 本事業は、平成19年度に事業を創設して、これまでに４名に対し

て支援を行ってきてございます。直近で言うと、平成28年度に支援をして以降、利用は

ございません。事業の内容としては、海外研修の個人負担分の２分の１、上限30万円を

助成する事業でございまして、予算は30万円ですから、１名分を毎年予算化していると

いうことでございます。周知については、海外研修の希望者が農協さんから助成制度の

紹介を受けて申請してきているというふうに考えてございますが、制度創設から10年が

経過しておりますので、活用が少ないということについて、ＰＲが足りないのか、そも

そもニーズがないのか、このあたりを農協さんとも協議をして、新年度に向けて協議し

たいというふうに考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 農道の整備関係です。先般の議会において、意見書の中に道

路の強靭化という部分で産経に付託になってこれから議論するわけでありますが、一定

程度、うちの町についても、大型の機械等含めて、特に農道については10トン以上の車

がどんどん走りまわってきたり、積載も含めてですね。それとまた、幅の問題も、まだ

４メートル道路があったり、当然改良されている部分についても、かなりひび割れが多

かったり、へこみがあったりという部分で、これきっと整備するとしたらかなりの予算

と年月が必要になってくるのかなと思っています。 

  そんな意味で、どこかで一回きちっと当面の部分を含めて計画の整理をしながら、な

るべく強靭化に向けて対応するような仕組みをやっぱり明らかにしながら、国のほう等

含めてとか援助がないとなかなかできない仕事ですけれども、これ全国でみんな同じよ

うな課題を持っているかと思いますけれども、少しでもここの部分で対応できるように

と思っています。 

  ただ、我々についても、やっぱり町民の部分については、財源の在り方も、ちょっと

我々については議論しておかんならんかなと認識してますけれども、社会保障制度から
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財源を取るとかというんじゃなく、農業地域の被害として、それから効果として、やは

りこの辺について町村会も含めて一生懸命頑張っているかと思いますけれども、計画を

きちっとすることによって、きっとどういう対策が一番いいかというのが分かってくる

かと思いますから、ここら辺について中長期よりも前倒ししたような道路の整備計画と

いう部分についての場所の問題とか、道路の構造の問題とか含めて明らかにしながら、

町民、農民と一緒になって対応するような計画づくりをちょっと見せていただければと

思いますので、このことについて考え方についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 今、江波戸委員がおっしゃっているのは、道営草地整備事

業に関係して話していらっしゃるんですか。それとも、農道整備事業という観点。 

○８番（江波戸 明委員） 全般。 

○委員長（早坂清光委員長） 全般、はい。ちょっと、先の部分もありますけれども、答

弁。 

  菅野主幹、お願いします。 

○菅野 茂農林課主幹 江波戸議員のご質問にお答えします。 

  農道整備につきましては、今建設課のほうと協議をいたしまして、地元要望があった

路線から順次整備をいたしております。整備の内容につきましては、議員おっしゃられ

たとおり、大分道路も傷んできていますし、脆弱化している部分がありますので、その

部分につきましては、設計指針にのっとって構造の見直しを行いまして、もつような強

靭な道路の整備をいたしているところでございます。 

  今後におきましても、地元の要望を重視いたしまして、建設課とも協議いたしまして、

順次整備を計画していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） それらの裏づけも含めて、町村会もそうだと思いますけれど

も、うちの議会としても道路の強靭化の迅速化、こんなことを含めて対応していくとい

うことで、一体化でこの道路問題については対応したほうが効果的かと思いますので、

今の報告を含めて、本当に前向きな考え方等含めて、地道な計画と財政の在り方を含め

て、また検討されてもらえるような機会があればありがたいと思います。この点につい

て、考え方についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 名波農林課長。 

○名波 透農林課長 ただいまの農道に関係する道路整備についてですけれども、今、菅

野主幹からもあったように、高度成長期かなり集中して道路整備が行われて、今まさに
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そういう寿命がかなり来ているということもございますし、議員言われたように、今こ

の十勝の大型農業、特に大型機械化になかなか道路整備が追いついていないんじゃない

かということも含めて、いろんなところ、我々も規格等の見直しだとか、そういうこと

も要望させていただいたり、また、議会活動としてそういうふうに国のほうに要望して

いただくと進捗がかなり早くなるのかなというふうに思ってございますし、財政的にも

そういうものを計画的に進めて、国の国費を使えるというような要望もしてまいりたい

というふうに考えてございます。 

○委員長（早坂清光委員長） 今、72ページ、73ページということで質疑しているんです

が、ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか、先、進めます。 

  74ページから75ページの部分で何か質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですね、次に進みます。 

  76ページから77ページということで、この中の施策で質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ありませんね、先へ進みます。 

  78ページから80ページまでで、最後までということで。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） ナイタイ高原牧場の管理運営についての部分等含めて、直接

ではないんですけれども、今ちょっと話した部分なんですけれども、今回ナイタイの予

算の一部繰入れ、基金の繰入れ等含めて、そういう意味では、その部分見たら黒字とい

う部分になりますけれども、併せて観光部門とあそこのナイタイの魅力をアピールする

一つの手法として、ナイタイテラスの開設という部分があります。 

  ただ、昭和47年に道から移管された牧場でありますけれども、当時近代的な部分もあ

ったかと思いますけれども、かなりの年月の中で、特に道路から入った部分の右側の施

設については、かなり作業の効率とか、もしくは美観の問題、観光牧場というイメージ

もやっぱりどこかに意識した牛舎造りなり、牧場の使用管理施設という部分も必要だと

思います。なかなかそこら辺については、美観的な部分はちょっと欠けているなと認識

しますので、この中で直接そこがどうする、こうするじゃなくて、やはりそういう意識

を持って、管理については農協に指定管理者として対応させてもらっている部分があり

ますけれども、やっぱりその活用とか、それから観光については、やっぱりなかなか現
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場のほうで対応できないという部分になりますから、当面そこら辺を意識しながら効率

的なやっぱり施設に切り替える時期にもあるかなとは思っていますし。 

  また、施設の周りの環境整備も、もう少し違う、牧場に負担かけない中で対応すると

いうことも出てくるのかなと。これは、農業サイドと観光の絡みだというふうに認識し

ていますけれども、その辺について近々、それによってもっと牧場の魅力なり、それか

ら、まちづくりとしての一つのキャラクターとして対応できるかと思うんですけれども、

その点について考え方があれば、ちょっとお示し願いたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 岡田主査。 

○岡田 直農林課主査 ただいまご質問いただいた部分なんですが、牧場の旧基地の部分、

確かに古い施設が多いということで、景観という意味に関しましては、最新鋭の施設が

建っているわけではないので、見た目としてはちょっと古めかしい形になっているかと

は思います。 

  ただ、農林課、牧場の維持管理の部分で考えますと、観光牧場としての位置づけに関

しては、新道に入っていただいた後の部分と考えているところです。あくまでも農林課

としては、育成牛を預かって育成するという部分、その点で考えておりますので、その

点を考慮して、使える施設はまだ限界まで使っていくと。計画的に更新していけるよう

に考えているところです。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 私もかなり長い間あそこで勤務したという経過がありますの

で、今、岡田主査が言っているほど効率的な仕事って、なかなかできない現場だなとい

うふうに僕は思っています。 

  もう一つ、やっぱり美観という部分についても、これはやっぱりあそこの生産とちょ

っと違う意味で、やっぱり町として一つの観光も含めてとか、憩いの感じがあるとか、

そういう部分も含めて、やっぱりこれはちょっと支出としてはマイナスかもしれません

けれども、きっと直営でやるよりも何らかの事業、道営事業とか、それに対する対応と

農林関係の事業とか、今からきちっと対応しておかないと、なかなかチャンスがないと

思いますので、今から絵を描いておいたり、そういう準備に入る時期じゃないかなと僕

は思っています。それによって効率化も対応できていると思いますし、管理指定の関係

も、もう少し円滑な財政運営もできるのかなと認識していますので、そういう考え方も

含めて、再度確認したいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 岡田主査。 

○岡田 直農林課主査 施設の老朽化に関してですね。それに関しては、先ほどお答えし
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たとおりなんですが、指定管理の部分で平成30年度単年度で大きな赤字を出してしまっ

たという部分なんですけれども、これに関しては、施設そのものが問題ではなくて、あ

くまでも牛の入れ過ぎ、需給飼料で賄い切れなかった分を購入飼料、割高の購入飼料で

対処せざるを得なかったという部分、そこが最大の原因だと考えております。2,050頭、

日当たり2,050頭というのがあくまでも牧場の需給飼料供給の面から限界であるという

ふうに考えておりますので、バランスを持った預託数、こちらを維持していけば、経営

面に関しては大きな問題は出ないと考えているところです。 

  施設更新に関しましては、やはり町単費でやるにはかなりの費用がかかりますので、

実際更新をする必要があるとなったときには、活用できる事業を探して、一番町にとっ

て負担の少ない方法を選びたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 少しでも前向きな事業の取組をという話がありました。今風

にやっぱり改善していくと、当時の家畜の管理と今の管理の仕方という部分については、

かなり効率よく対応できたり、衛生管理上もかなり効果が上がるというふうに、僕は新

しい畜舎方式はそういうふうに認識していますし、糞尿処理についても、やっぱりどう

いうふうに効率的に対応できるか、やっぱりきっと課題もあると思いますので、そんな

ことを含めて対応できるような形で検討するというふうに認識しましたので、ぜひそう

いう形で対応できるんだろうなと思います。再度確認したいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 林主幹。 

○林 峰之農林課主幹 ナイタイの育成部門、それから観光部門、どちらにしましても非

常に大切な部分という認識は、しっかり農林課も観光のほうも持っていると考えてござ

います。ただ、観光と家畜を飼うという部分で言いますと、どうしても家畜伝染病等の

問題もありますので、その辺はしっかりとすみ分けしながら、憩いの場というものをど

こに設けるべきか、その辺も含めて観光のほうとも協議しつつ、農林課のほうはしっか

りと育成牛を返せるような、効率的な牛舎をどのように考えていけばいいかという部分

で、引き続き検討したいと思います。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。 

  ほか、このページでございませんね。 

（「なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） それでは、農林水産業費全般の部分で質疑を漏らしたとい

う部分、ありますでしょうか。 
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（「なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですね。 

  それでは、質疑がありませんので、農林水産業費に対する質疑を終結いたします。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 ３時１０分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時２１分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 農林水産業費が終了しましたので、次に、歳出は商工費、

79ページから86ページ、施策報告書は81ページから92ページまでを一括して質疑を行い

ます。 

  ページを追って進ませていただきます。 

  施策報告書81ページで質疑ございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 進まさせていただきます。 

  82ページから83ページで質疑ありますか。 

  １番、渡部委員。 

○１番（渡部信一委員） 農林商工連携ビジネス創出促進事業の件で質問しておきたいと

思います。 

  この事業は、平成29年からスタートしていて、この考え方、あるいはそういったもの

で、農商工連携とか、新たなそういったものを掘り起こして、意義のある施策だと思う

わけですけれども、そういった中で、１つは、この事業は、要綱にありますように副町

長が選定委員長でありまして、あと、農林課あるいは商工、企画、あるいは総務課とい

うような錚々たる課長さん連中で審査して選定されているわけですけれども、そのこと

はいいわけですけれども、平成30年度の十勝製菓に対する補助事業が、このソフトとハ

ードそれぞれ100万ずつ、200万というような形の中で補助事業がされているわけですけ

れども、このことについて、その開発というのは、北海道酒まんじゅうだとか、あるい

はべこぼっこだとか、あるいはりんごパイだの、そういったものかと思うわけですけれ

ども、その事業を目指したものが中止しているように町民の間からも、そういったこと

があるわけですけれども。 
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  そういった中で、いつぞや、そのことについて質問したこともあるんですけれども、

たまたま今新商品開発のために休んでいるんだみたいな、そういったお話もあったわけ

ですけれども、これ要綱で見ると、中止あるいはやめたときは、この補助金等を返還し

てもらうような、こういった要綱もあるわけですけれども、そういったものは当然副町

長を委員長にして先頭して、これ十分審査して、この補助というか、新たな商品の開発

にあれしたと思うんですけれども、そこら辺の経過と、あと、そのことについての直接

30年のことですけれども、そういう要綱の下には５年間のうちにそういった中止なり、

あるいは報告等が必要だというもので、そのことについてどういうことになっているか、

この際、決算でありますので、お尋ねしておきたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 荒井主査。 

○荒井美里商工観光課主査 私のほうから説明させていただきます。 

  十勝製菓さんについては、我々もそういったお話を聞いていましたので、要綱の確認

上、現地調査、調査のほうを行っておりまして、３月まできちんと仕入れされておりま

して、今実は新型コロナウイルスの関係でお土産屋さん等の小売りが全部仕入れをスト

ップされたということで、一時休止しているというふうにお話を伺っております。新型

コロナウイルスが落ち着き次第、営業を再開するというふうにお話を伺っております。

そのため、返還等、倒産とか廃業された場合は、こちら５年以内には補助金を返還して

いただくんですけれども、今回一時中止ということなので、そういった必要はないかと

考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（早坂清光委員長） １番、渡部委員。 

○１番（渡部信一委員） 倒産という表現はなくて中止したという、新たにコロナ後はま

た始めるという形なんですけれども、聞くところによると、そこでの従業員は全員解雇

というか、そういった形を聞くわけですけれども、そういった中で本当にきちんと口頭

だけの説明ではなく、本当にきちんとそういった準備だとか計画書だとか、再建再生と

いうか、そういったことの計画書等、提出を求めているのかどうか。そこまでやっぱり

きちんとやらなきゃ、広く町民にも非常に関心を持っていて、話題と申しますか、そう

いうことになっているんで、そこら辺のことについて、もしそういったものがなければ、

きちんとコロナ後といったって、どこまでコロナ後になるのか、コロナがどこで収束と

いうか、全くなくなるまでなのか、そういったことも含めて、中止でないという、再開

するというのであれば、そういったものをきちんと提出を求めるなり、そういうものが

ないと、貴重な町民の純然たる血税をそこにかけているわけですから、そういったこと
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を含めてお尋ねしておきたい。 

○委員長（早坂清光委員長） 荒井主査。 

○荒井美里商工観光課主査 貴重なご意見ありがとうございます。今後もいただいたお話

を精査しまして、要綱に沿って進めさせていただこうと思います。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） １番、渡部委員。 

○１番（渡部信一委員） その件については、ぜひともそういう形の中で行っていただき

たいと思います。 

  もう一件なんですけれども、もう一件は、同じようなこの事業なんですけれども、３

月11日の産業経済委員会において、鹿肉のドックフードだとか、あるいは鹿肉のキャッ

トフード、あるいは鹿の角のおもちゃ等、それに対して100万円の交付決定の、委員会

にそういったものが示されて、交付決定日は、これは令和２年１月17日に決定している

わけですけれども、この件について、併せて同じようなことが７月20日の、これは今年

になるんですけれども、７月20日の委員会に同じこのことについてまた予算化されて、

それが７月28日の臨時議会において補正予算として提案されたと思うんです。そのこと

についてどういう審査をしているのか。当然、先ほど言われた副町長を先頭にした委員

会等、そういう中でこういったものを作るという心意気は、それはそれなりに大事だと

思うんですけれども、どこでどうして、どういうふうに仕入れして、どういう流通の仕

方だとか、様々なそういったものがあろうかと思うんです。町民に言わせると、どこで

やっているのか、どこに工場あるわけでないし、そんな動きが全然分からないと言って

いる中において、こういったものが何度も補正に出されて、そして、今執行されている

のかどうか分からないけれども、どういう審査されているかというのが、ちょっと首を

かしげるわけですけれども、そのことについても、ちょっと執行されているのかどうか

も含めて、この際お尋ねしておきたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 荒井主査。 

○荒井美里商工観光課主査 まず、令和元年のほうは、３月に新型コロナウイルスの関係

で工場等が動かないということで、交付決定を取り消しさせていただいております。そ

して、めどがたってからということでお話伺っておりまして、先月ですね、令和元年に

いただいていた内容とまた違った内容で、きちんと上士幌町産の鹿の角やジャガイモを

使った新たな新商品の提案をされております。こちらは同じようなペットフードではあ

るんですけれども、やはり令和元年と令和２年、全く違う内容で、また審査会の際には、

きちんと見積書やスケジュールを提示していただいていまして、そこを含めて審査させ
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ていただきまして、交付決定がされております。 

  以上でございます。 

○委員長（早坂清光委員長） 佐藤商工観光課長。 

○佐藤泰将商工観光課長 ただいまの件、補足させていただきますが、今、渡部委員おっ

しゃるとおり、７月の臨時議会で補正予算組まさせていただいております。そこでも説

明申し上げておりますけれども、審査委員会においては、資金計画あるいは収支計画

等々の計画書を出していただきまして、それを審査しております。昨年度、一度交付決

定をして、交付金が交付決定をしておりますけれども、新型コロナウイルスの関係で実

施が不可能ということに至りまして、それについてはやむを得ない事情という判断の下、

補助金の取消しを行っております。既に事業者さん、手をつけた分がありますけれども、

その損失につきましては自己負担で対応するということで話をいただいております。今

年度改めて、やはりこの商品開発を取り組んでいきたいという強い意志の下、また改め

て申請が出てきておりまして、同様に申請、計画書を提出いただきまして、内容審査の

上、決定をしてきているということでご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） １番、渡部委員。 

○１番（渡部信一委員） 計画あるいはそういったもの、計画書等が出てくる、あるいは

収支計算書というか、そういったものが出てこようかと思うんですけれども、こういっ

たものを作成する、作る、あるいは具体的に先進的なそういった学ぶとかそういった話

ではないですが、具体的にやっぱりこういった商品開発、あるいはそういったものを上

士幌に根差した、そういう産物を創出して、それを流出させる、当然場所だとか、ある

いはどこでどういうものと、その計画書等は私は目にしてないんですけれども、当然、

副町長先頭にして、そこら辺審査はしているんでしょうけれども、こういったもの、あ

る程度、実績というか、そういったことも含めて、やっぱり評価していく必要があると

思うんです。これやりたい、あれやりたいといって、その計画書さえしっかりしていれ

ばいいというものではなく、そういったことも今後必要かと思うわけですけれども。 

  併せて、選定委員にもっと様々な、先ほどの十勝製菓とここばかりではなく、様々な

本当に立派に商品開発、この事業に沿って商品開発なり、そういった成功されている事

業者さんもいるわけですけれども、もっと第三者的な、そういった技術あるいは発想を

持った、そういった人たちも幾らか選定委員会に入ってもらって、そういう視点で審査

してもらうということも必要でないかと思うんですけれども、そこら辺についてお尋ね

しておきたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 佐藤商工観光課長。 
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○佐藤泰将商工観光課長 今、渡部委員おっしゃるとおり、実績があれば、その辺は評価

できていくのかなというところでございますけれども、やっぱり新たなチャレンジとい

うのも大事なのかなというところで、今回の話題となっている鹿肉フードに関しまして

は、実績等はございませんが、ただ、販路については関東圏で想定をしているというと

ころで内容を把握をしております。物もそれなりにちょっと高価なものでありますけれ

ども、当然道の駅にも置くんですが、大まかなところでは関東圏とか、そういった想定

で収支を組んでいると。 

  あと、審査委員会の関係でありますが、確かに役場庁舎内の関係者で審議しているの

が実態であります。ただ、経営的な視点というところでは、商工会の経営指導員が必ず

関わっておりまして、この審査委員会におきましても説明をいただいております。ただ、

そのほか第三者の意見というところも重要なところかと思いますので、その辺について

は貴重なご意見ということで、さらに再度、役場内でちょっと検討してまいりたいとい

うふうに考えます。 

○委員長（早坂清光委員長） ほか、このページでございましょうか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ないようですので、先に進まさせていただきます。 

  84ページから85ページということで、この中で質疑ありますか。 

  ７番、中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） 観光関係、熱気球のところですが、この熱気球に係る第３者保

険の加入ということで、私はここへ来て、ガールズの持ち物だと、りぼんちゃんと思っ

ていたんですけれども、ガールズの持ち物であればガールズで払うのが普通かなと思っ

たんですけれども、これここで払っているというのは、経緯とかちょっとよろしいでし

ょうか、教えていただいても。 

○委員長（早坂清光委員長） 石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 ただいまのご質問でございますが、りぼんちゃん号、こちら

は町の所有の機体となってございます。経緯といいますと、寄附という形で町内事業者

様、熱気球の作成ということでいただいていますが、その寄附は町のほうで受けており

ます。この気球のほうを、先ほど委員おっしゃられましたクラブチームのほうが大会や

通常の活動でも使用しております。また、ほかのクラブ、チーム等が使いたいといった

場合に、それを妨げるものではない形では運用しておりますので、あくまでも町の所有

の機体ということで、町のほうで保険に加入しているところでございます。 

○委員長（早坂清光委員長） 佐藤商工観光課長。 
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○佐藤泰将商工観光課長 ただいまの件、補足をいたしますが、このりぼんちゃん号は、

町内の企業がぜひこのガールズチームに使っていただきたいというところで、町に寄附

をいただいております。ただ、町としても、いつまでも１クラブの面倒を見るかという

ところもありまして、内部規定をもちまして、５年後にはガールズに譲渡するというこ

とで考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） そのほか、このページでございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ないですね。質疑、進みます。 

  86ページから87ページで質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ありませんね。次、進みます。 

  88ページから89ページで質疑ありますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 88ページ、観光ビジネス創出事業の中のかみしほろ電力会社に

関して質問したいと思うんです。これ、実際にはカーチのほうでカーチの事業にはなる

と思うんですが、関わった町として、この今の電力会社の加入状況と、それから経営状

況等について、どこまで言ってもらえるか分かりませんが、その把握をしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 新井主幹。 

○新井英次郎商工観光課主幹 私のほうからご回答させていただきます 

  まず、現在、かみしほろ電力につきましては、契約者数が349件、売上げは昨年度の

第２期の決算で１億1,700万円となっております。また、電力の仕入れ原価というのが

９割近く、かなりリスクは少ないけれども、大きな収入が見込めない事業となっており

まして、売上げの総利益につきましては、1,700万円となっております。 

  また、町内の需要につきましては、最大２億5,000万程度と見込んでおりますので、

今後の課題としましては、営業の強化による新たな顧客の獲得が課題となっております。 

  また、このため、今年度５月に専任者を１名採用しまして、７月に北ガスのほうで５

日間の研修を受けております。こちらのほう、新規獲得へ向けた準備を進めているんで

すけれども、今般のコロナ禍の中で対面販売がちょっと難しいということで、思うよう

に新規の開拓が現在は進んでない状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 
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○２番（山本和子委員） 加入世帯349件、これは当初、実質昨年の２月で、年度で言え

ば令和元年度に丸々入るんですが、世帯数はどんどん増えているのかという問題と、そ

れから、最初、頭金として1,500万円借りて、途中返して、また借りた、そういうふう

な。あと電力のお金はすぐに入ってこないので、当初のときにはマイナスという言い方

変ですが、それも見込んで何百万か、そういうことなんですが、現在、令和元年度にお

いて電力の収入は分かるんですが、採算的にはどういう状況なのか。 

  それから、なかなか電力のこの仕組みが分かりづらくって、私も町民から聞かれてい

ろいろお答えしているんですが、北電から直接もらっているわけじゃないですので、バ

イオガスで使ったものを、それが北電に売って、北ガスに行って、回り回ってくると。

結果的には、電力、色ついてませんので、町でつくったバイオガスの電気が回り回って

来るよという仕組みと、それから、バイオガスの電気を町が直接買っているわけではな

いので、その辺の仕組みをもうちょっと分かりやすく町民にも明らかにしながら、いず

れは電気料金、多分安いんだと思うんですが、その辺をもうちょっと。これはカーチの

ほうの仕事になるのか、最初、カーチの説明会のとき、これカーチですね、説明会を昨

年の５月ぐらいにやっているんですが、そういうのをカーチのほうで普及を進めていく

ものか、町と一緒に進めていくものか。その辺、もっともっと多分利用が増えればいい

のかなと思うんですが、その辺について、まだまだ私自身も理解していなかったところ

があるんで、その辺について。これから電気はすごく大事な問題なので、その辺の普及

の仕方について、カーチと一緒にやると思うんですが、その辺どのようにしていくのか

質問いたします。 

  その売上げの状況について、すぐには黒字にならないのかなと、その辺分かりません

が、質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 新井主幹。 

○新井英次郎商工観光課主幹 まず、契約者数の伸びなんですけれども、実は３月には

353件ということで、カーチの決算の中で報告させていただいていたと思うんですけれ

ども、実際は今現在349件と、ちょっと増減がありまして、また、先ほど説明させてい

ただきましたように、コロナ禍の中で新規獲得がちょっと難しいという状況がありまし

て、ばんと伸びているような状態ではないということは事実でございます。 

  また、収入の部分につきましては、決算が出ているのがあくまでも第２期分というこ

とで、先ほどお話しさせていただいた部分です。先ほどの売上げ総利益が1,700万円と

いうことでお話しさせていただいたんですけれども、そこから経費を抜いたりとかして

いくと、もっとかなり少なくなっていく数字でありまして、営業利益というふうに言わ
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せていただきますと、1,300万程度になります。また、ここから共通経費はちょっと抜

いていませんので、そういう部分も抜いていくと、もうちょっと利益自体は減っていく

と考えております。 

  また、1,500万円の借入れの部分につきましては、31年の２月に北ガスから電気を買

うために資金がないということで、1,500万円の借入れをしております。ただ、これは、

北ガスから買ったとしても、実際、一般家庭からの電気料金というのはその後にちょっ

とずれ込むということで、そのタイムラグの資金を埋めるために短期の借入れをしてお

ります。こちらのほうにつきましては、８月に全額返済しておりまして、今現在、カー

チ電力としては借入れはない状態となっております。 

  あと、電気の流れということなんですけれども、基本的には委員がおっしゃられたと

おり、町内の上音更のバイオガスのところで発電されたものを北ガスが買取りまして、

それをカーチが買い取るということになっております。 

  あと、普及の部分ですね。その部分につきましては、カーチが主導して行うものと考

えております。 

  以上で説明終わります。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 一番の大手は北電で、次が北ガスで、あとエネコープだとか、

あとその他のほうにかみしほろ電力会社も入るんだと思うんですが、今やっぱり電力会

社の競争が激しいというか、北電も取られたくないといって多分いろいろ、うちも電話

来ますけれども、いろいろと競争が激しいと思うんです。やっぱりそこの一番の根幹は、

やっぱり再生エネルギーを使っているという、バイオガスを使っているというところを、

やっぱり一番ネックに考えないと。北電はうわさによると、泊を再開すれば安くできる

よみたいなことをテレビか新聞か何かで見たことがあるんですが、そうじゃなくて、も

ちろん、かみしほろ電力のほうが安いと思うんですが、バイオガスとか、あと、風力は

無理なんですが、いろんな再生エネルギーに移行するということをやっぱりネックに考

えたほうがいいのかなと思って、ぜひ私自身はちょっとほかのところに切り替えたばか

りで、北電ではないですが、それをもうちょっとネックに進めたらいいのかなと思って

います。 

  それと、もう一点は、バイオガスで使った電気は、多分今先ほど言った北ガスのほう

に売っているというんですが、それを何かバイオガスに限らず、あそこでも質問させて

もらって、例えば太陽光とか何か、そういうのを直接そっちじゃなくて町にできる方法

がないのかなと思ったりもしているんですが。ただ、バイオガスの関係は民間の企業な
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ので、農協と組んでいますので、それを直接どうのこうのならないと思うんですが、そ

の辺も活用しながら、畜産バイオガスで得た電気なり、もちろん農家の方は恩恵あると

思うんで、その辺生かしながら、この事業を進めてほしいなと思っています。その辺、

関わって、カーチの事業ではあるかと思うんですが町も関わっていますので、その辺ぜ

ひ検討してほしいなと思っています。 

○委員長（早坂清光委員長） 佐藤商工観光課長。 

○佐藤泰将商工観光課長 まず、前段の件でございますけれども、このかみしほろ電力の

電気ですが、ほかの電気よりは数％安いというメリットではございます。ただ、やはり

大事なのは、電気の地産地消ということでこれまでも言ってきておりますけれども、そ

こを町民に、理解しながら、この電力の契約数を増やしてくことが重要なことかという

ふうに考えております。 

  なお、カーチのほうでは、こういった取組をしているというところを観光客に知って

もらいたいという視点の下、町内のそういった施設を見学するような旅行商品の造成も

頭に今描いておりますので、具体的にそういったところにも発展していくのかなという

ふうに考えております。 

  再生エネルギーの関係については、企画財政課のほうで所管しておりますので、よろ

しくお願いします。 

○委員長（早坂清光委員長） 杉原企画課長。 

○杉原祐二企画財政課長 今のエネルギーの地産地消ということで、このバイオガスプラ

ント等の取組を関係団体と連合体をつくって今取り進めているところでございます。今、

商工観光課長からありましたとおり、まさしく地域で発電したそのエネルギーを地域で

使っていくと、地産地消のエネルギーということで、これは非常に良い取組ということ

で、北海道さんのほうから補助金をいただきながら進めているところでございます。ま

さしくエネルギーの地産地消という部分でいけば、今般あるＳＤＧｓの取組の中の一つ

の取組でもございますし、そういった部分を町民の皆様に、これから当課で行います総

合計画等においても、そういったことの取組をお知らせしてまいりたいなというふうに

思います。 

○委員長（早坂清光委員長） このページで、ほかにございますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 同じ89ページ、道の駅の関係なんですが、令和元年度、工事が

完全にほぼ終了しまして、今年からオープンして、実際に利用してみないといろんな問

題点が分からないというか、実際使ってみてどうなのかなということで、今年度のこと
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にもなっちゃうんですが、昨年度工事終わったということで、その辺のこれから検証入

ると思うんで、その点についてオープンした感じについてどういうご意見等があるのか

質問いたします、あればということで。 

○委員長（早坂清光委員長） 新井主幹。 

○新井英次郎商工観光課主幹 道の駅につきましては、コロナ禍の中で６月８日、９日に

町民限定、そして11日にグランドオープンを迎えております。また、この営業の中でで

も、コロナ対策ということでマスクの着用を義務づけさせていただいたり、椅子、テー

ブル等を間引かせて営業を行っております。このような中ででも、８月末現在で入り込

みが22万人、また、売上げは9,900万円の実績となっております。 

  また、ご質問のありました反応という部分につきましては、指定管理者のほうから毎

月業務報告をいただいております。この中では、利用した方々の要望とか苦情、また、

よかった点とか、そういうものも含めて町のほうに報告いただいておりますので、町の

ほうでその辺は把握しております。この中につきましては、もちろん本町にとって新し

い施設だということで、苦情とか要望はかなり、それなりの数いただいております。た

だ、指定管理者においても、改善できるところにつきましては早急にご対応いただいて

おり、適切に対応していただいているのかなと考えております。 

  また、苦情だけではなく、多くのおほめの言葉をいただいておりまして、例えばレス

トランの味とか、職員の接客とか、そういうのもよかったよというコメントもいただい

ておるところでございます。 

  また、職員が町民限定の日と、それ以降の６月の休日に、役場の職員２名体制でグル

メクーポンを配ってきております。その中でお客様の反応を見ながら配るということが

できまして、その中で様々なご意見等いただいてはいたんですけれども、大体がよかっ

たよとかという意見がちょっと多かったのかなと感じているところでございます。 

  今後も、そういうお客さんの貴重な意見を生かしつつ、指定管理者と共に使いやすい

施設を目指していきたいなと思っております。 

  また、ちょっと追加させてお話しさせていただくんですけれども、また、道の駅を利

用した方々が道道を使って商店街のほうに結構流れていっているのかなと、新しい流れ

が出てきていると思っております。商店街、そしてそこからまたナイタイへ向かうとい

うルートが出てきております。その中でクーポンとかも使っていただいて、結構予想外

に町外の方々が商店街で飲食されているというお声も聞かせていただいておりますので、

今後は道の駅に来た方々をどうやってまた商店街に積極的に誘導するかというのも、今

後の重要な課題だと考えております。 
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  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 今回は令和元年度の決算ですので、建物について一応建てたと

いうことで今回報告を受けたんですが、多分これからいろんな形で委員会のほうに報告

されると思いますので、改善点とかあれば、やっぱりより一層いいものにしていったほ

うがいいと思いますので、それはこれからの課題も含めて、今日ちょうどいい時期なの

で、工事が終わったことについて決算で質問させてもらいました。 

  答弁あれば、お願いいたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 佐藤商工観光課長。 

○佐藤泰将商工観光課長 昨年のリニューアルオープンしたナイタイテラスもそうですが、

シーズン終えた後に事業報告させていただいております。道の駅につきましても、適宜

ご報告させていただきまして、改善できるものは改善していきたいというふうに考えて

います。 

○委員長（早坂清光委員長） このページよろしいですね、ありますか。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 観光ビジネス創出事業について内容を確認したいというふう

に認識しております。 

  まず、ここのビジネスについては、カーチが発足した以降、平成29年、30年、そして

令和元年という部分で、この創出事業に対して適切に、もしくは親切に事業対応してい

ると思います。 

  僕は、ちょっと課題があるのは、昨日、一般質問でもちょっと細かいところまでちょ

っとお話ししなかったんですが、例えば３つの、去年事業を対応していると思うんです

よ、ＰＲ事業。そんな部分を含めて、本当に2,700万ぐらいの３つの事業が、本当に町

が望んだ事業の効果と調査と、今後の展開に対応できた内容になっているのかなという

部分について、まずちょっと確認したいと思っています。 

  ということは、１つは、周遊ルートについても、帯広から道の駅しほろ、そしてナイ

タイとか、数回対応したんですけれども、本当は周回ルートとなると、そこじゃなくて、

やはり糠平等含めてとか僕はあったんではないかなと思います。ということは、先ほど

新井主幹が、かなり効果の部分をしゃべっていますけれども、僕は３年ぐらい見ないと、

これ効果っていうのは分からないんじゃないかと思っていますし、クーポンでお客さん

が来たのかどうかも分からないという部分がありますから、そんな認識でものを考えて

いるんですけれども。 
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  それとか、町内の夜間の３、４回ぐらいやったのかな、ナイタイテラス、夜のナイタ

イツアーといいますか、それについてもこの事業の中でやっていって、2,000円の会費

で僕は行けるか、ちょっと認識していなかったんですけれども、かなり、言い方変です

けれども大盤振る舞いっぽい形で、足出るぐらいのやっぱりサービスがあったのかなと

聞いています。 

  そんなことを含めて、結構そういうところに予算が使われて、そこでの効果という部

分がなかなか僕は、何回か読み返しているんですけれども、見えないなと認識していま

す。このことについて総体のこの事業の効果と、それから、もう一点、どのような形で

予算が、町で考えた予算がカーチのほうで使われたのかなと。きっとカーチでも、調査

するのに人件費とか事務費とか、そういう部分がありますから、ひょっとしたら、カー

チとしては、昨年度黒字という、帳面上黒字になっている部分も一つの財源がここにも

あったのかなとちょっと勝手な認識していますけれども、そこら辺の点検を含めて、人

の事業に、委託した事業の細かいところまでは難しいと思いますけれども、あそこの役

員の一人に副町長を送っている部分がありますから、かなり細かい話はできるんだなと

思います。 

  そんなことを含めて、その３点のビジネスの対応で、カーチのためでなくて、もう少

しやっぱり町内全体に結びつく調査にしてほしかったし、ただ、モデル的な実証ツアー

みたいな形ではなくて、もう少し違う形で対応してほしいと思いますし、アンケートに

ついても、ふるさと納税に対応している方々だけのアンケートですから、きっとまた違

う目線からこのアンケートを取らないと、正直な意見とか物の考え方が出てこないなと

いうふうに認識していますから、ここら辺含めて考え方ですね、それから、効果といい

ますか、それについて概要でよろしいです、説明と考え方について、そこら辺について

お話しいただければと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 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でございます。 

  まず、３つの委託業務の評価等につきましてでございますが、まず、ＤＭＯ観光市場

調査業務ということですが、こちらにつきましては、あくまでもＤＭＯ候補法人として

今カーチは活動していただいていますが、ＤＭＯ候補法人は、官民一体となって観光、

地域づくり、多様な事業者様を巻き込んで観光地域づくりをするためのかじ取り役と、

あくまでもハブにある法人ということで位置づけられてきております。そういった中で、

ＤＭＯの事業がイコール、カーチの事業ではございません。カーチの行う事業の中にＤ

ＭＯの事業があるというのを、まずご理解いただきたいと思います。 
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  その中で、ＤＭＯの事業を進めていく中で必要となります、今回アンケート等を行い

まして、今後ＤＭＯ法人登録を目指していく中でＫＰＩですとか、そういった指標をつ

くるためのまず一つ第一段階の調査として市場調査アンケートを行ってきているところ

でございます。 

  委員おっしゃるとおり、ふるさと納税を納めていただいた方が全てではございません、

もちろんでございます。ですので、今年度の事業も含めて、さらに今度はこちらに道の

駅、ナイタイテラス、ほか観光施設等、いらっしゃった方々に対してのアンケート等も

始まっているところでございます。 

  そういったもの、いろいろなものを結果を踏まえた上で、ＤＭＯ法人登録に向けて指

標等を定めて、数値等を定めていくといったところでございます。そういったところで

いきますと、今後しっかりと事業者様のためにどういったことができるかと、そういっ

たことを確認、また戦略的に進めていくというところで、ＤＭＯ観光市場調査、まず昨

年度については進めることができたのかと考えておるところでございます。 

  また、観光拠点施設等の誘致宣伝事業ということで、ちょっと後の部分になるとは思

うんですが、ページ後ろのほうになりますが、そちらのプロモーションの事業につきま

しては、昨年度につきましては、道の駅の開設に向けて特に力を入れてプロモーション

のほうを行ったところでございます。 

  また、それにつきましては、道の駅にお客様が来ればいい、道の駅が売上げ出ればい

いというようなプロモーションではないと認識しております。先ほどのご質問のところ

でもありましたが、道の駅からの間違いなく周遊ですとか、商店街の流れというのは出

ております。今回、コロナ禍の中でも、先ほどお伝えしたような入り込み等出ておりま

す。コロナの影響もありまして大々的な直前の告知等行えなかったんですが、人の入り

込み等はかなりの方が来ていただいていると。そういったことは、事前の昨年度の取組

が、今回の結果に出ているのかと考えているところでございます。 

  また、先ほどおっしゃられた２次交通の調査事業でございますが、こちらにつきまし

ては、交通ターミナルからの接続といった部分を意識しながら２つの事業ですね、十勝

バスさんの路線バスと、町内の交通事業者さんの貸切りバスを組み合わせた予約制のバ

スツアー、それと、夜のナイタイのツアーをやってきたところでございますが、こちら

の中でまず分かったことは、やはり２次交通といった部分で、交通ターミナルまでは来

れても、ナイタイ高原等に行く足がないという方は、アンケートの中でも出ておりまし

た。そういった中で、今年事業化されているものですとか、今年交通ターミナルから動

いている交通事業ですとか、そういうものにつながっていると認識しているところでご
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ざいます。また、観光協会のほうでもレンタサイクル事業のほうを拡大しまして、そう

いった動きを出せるようなと、こういった今回の検証事業を生かした上で事業を組んで

きているところでございます。 

  ナイタイの夜のツアーの、先ほどおっしゃられていた2,000円という価格での格安で

の部分という部分につきましては、こちら委託業務積算する中では、そういった飲食提

供の部分につきましては積算しておりません。広告、告知、また、それに伴うプロモー

ション動画の制作ですとか、またバスの借上げの部分ですね、そういった部分での積算

で委託料を積算しておりますので、もしそういった飲食の部分で少し赤の部分があると

しましたら、我々の積算の中ではカーチのほうで負担していると、町民還元というとこ

ろで事業を行ったという認識でございます。 

  今後につきまして、先ほど委員がおっしゃられたような部分があるとすれば、今後

我々もしっかりと委託業務発注者として責任を持って進捗管理監督をして、発注するか

らにはいいものをしっかり成果品として残せるように努力していきたいというところで

す。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今の説明で少しずつの部分は理解はできますけれども、基本

的にやはり予算的な部分について、ＤＭＯという問題とカーチという課題とか、そこら

辺についても一番的にＤＭＯという部分については観光商社という部分でカーチだと、

イコールと、そのような形でパークも出来上がっていったという部分がありますけれど

も、きっとＤＭＯの見方については、これはもし、候補ですけれども、将来なった場合、

３年の厳しい中でのチェックの中で３年に１回のまた更新のチェックがあるとか、やっ

ぱりそういう部分でその活用、非常に厳しい認定の仕方になってきたというのがありま

すから、それを含めて観光地づくり法人を含めてなってきているんだと思います。 

  そんな意味では、もっと自主自立という部分も当然出てこないと、ＤＭＯとしての部

分はありませんし、僕もあんまりちょっと十分な認識してないものですから、僕はＤＭ

Ｏイコール、カーチという認識もきっと町民の方もしている方もいますけれども、なか

なか分からないというのが一般的です。まず、何らかの形で常任委員会等で、昨日町長

も話したとおり、観光地づくり法人の部分ＤＭＯと、それからカーチとは違うんだよと

いう部分の、この差異がなかなか分からないという部分と役割、そしたら、どういう役

割があるかという部分を、もうちょっと勉強させてもらいたい機会もありますので、担

当課を含めて、資料の提供を含めて、後段、よろしくお願いしたいと思います。これに
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ついて、また考え方について述べていただきたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 貴重なご意見ありがとうございます。委員含め町民の皆様に

も、ＤＭＯの在り方、カーチとＤＭＯ、そういった部分、しっかりと理解していただい

た上で、町民も含めて多様な事業者様含めて観光地域づくりを進めなければいけないと

思っておりますので、そういった資料等の作成、また皆様への説明の機会について、検

討させていただきたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） そのほか、このページでございますか。よろしいですか、

進めて。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 進めさせていただきます。 

  90ページから92ページまでで終わりますので、90ページから92ページまでで質疑を行

いたいと思います。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 商工費全体の部分で、質疑漏れた部分がありましたら。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですね、はい、ありがとうございます。 

  それでは、質疑がありませんので、商工費に対する質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 ４時１１分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ４時１３分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 次に、歳出は土木費及び消防費、85ページから96ページ、

施策報告書は93ページから101ページまでを一括して質疑を行います。 

  それでは、初めに、93ページで質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） ありませんね。 

  94ページ、95ページ、質疑ありますか。 

  ３番、伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） 令和２年の除雪がまた始まりますので、除雪の件についてお聞
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きをいたします。 

  除雪の建設課の担当にとっては、もう町民からすごい苦情がたくさん出ると思うんで

すけれども、よく聞く町民からの苦情は、こういう感じでよけていきますよね、片側に。

平均によけてほしいというのかな。だから、今回こういうふうによけたら、次は反対側

から来るとか、平均によけてほしいという要望がすごくありましたので、今回除雪する

人たちに十分その話をしていただかないと、団地だからすごい狭いところなんですよね。

だから、いつも一方的にたくさん置かれる人たちの気持ちもすごく分かりますので、公

平によけていただけるようにお願いしてほしいなと思っています。 

○委員長（早坂清光委員長） 高田主査。 

○髙田清蔵建設課主査 そのようにできるように、業者さんにお願いしたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 渡部建設課長。 

○渡部 洋建設課長 そのようなお声は届いております。 

  それで、やはり除雪もやはりブロックで持っていて、なかなかやっぱり同じ周回とい

うか、やっぱり順番もあるものですから、どうしても、じゃ次反対からという形にもな

かなか正直申し上げて難しい部分もあるかと思うんです。ただ、そういった形でできる

だけ残らないような形であったり、均等にはいかないかもしれないんですが、その後の

処理をある程度できるようにとか、そういったことはちょっと考えながら、業者のほう

とも打合せしながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（早坂清光委員長） そのほか、ございますか。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 94ページのその前のページが、公園管理関係の続きとなってい

るんですけれども、これ昨年度は公園遊具点検業務というのが計上されていて、今年度

掲載されていない中、課題では点検しという記載があるんですけれども、この辺、どう

してこの項目が消えたのか、説明お願いします。 

○委員長（早坂清光委員長） 渡辺主査。 

○渡辺正史建設課主査 公園遊具の点検についてでございますが、確かに昨年度予算計上

させていただきまして、その分載せてございましたが、また、この後の来年度予算の関

係になりますが、来年度に点検をまた入れまして、それで直してくということを考えて

おります。 

○委員長（早坂清光委員長） そのほか、ございませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） それでは、進まさせていただきます。 
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  96ページ、97ページでございますか。 

  ３番、伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） 公営住宅のことについてお聞きいたします。 

  今現在、公営住宅の中で荷物が置いたままで入居していない軒数というのは、何軒あ

るんでしょうか。 

○委員長（早坂清光委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 公営住宅の入居後、残置物が残ってしまっているというところで

ございますけれども、今、ふれあい団地で１軒、それから白樺団地で３軒ございます。

このような状況になっております。 

○委員長（早坂清光委員長） ３番、伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） 例えば、白樺団地の場合にはよく分かりませんが、14区の場合

というのは虚弱な高齢者が多い中で、せっかく入りたくても、そういう荷物が置いてあ

って入れない状況になっている場合、これ法的に、もうその方は多分、私、14区のはも

う３回忌来るから３年たっていると思うんですけれども、そのまま手つかずにあるとい

うことは、法的には何か問題がないのかどうか。多分未収でお金も払われてないような

気はするんですけれども、その点についてどのようにお考えなのか、これからどのよう

にしていこうとするのか、お聞きいたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 ふれあい団地のほうにつきましては、委員おっしゃるとおり、入

居の希望も多い住宅でございますので、早めに片づけて、新しい方を入居させるという

のが当然の処理とはなりますけれども、状況としましては、その入居者の方がお亡くな

りになられた後、ご遺族の方で相続人になる方がいらっしゃいますので、その方に片づ

けをしていただいて、明渡しをしていただくというのが本来の状況にはなりますけれど

も、その方の都合、事情等がございまして、今現在もそのままの状態になっているとい

うところでございます。 

  法的なところを申しますと、一応住宅を借りて、その後お亡くなりになられたという

ことがありましても、賃貸借契約というところでは相続人の方が相続をされるというよ

うな形になりますので、それに応じて家賃もかかっているような状況にはございますけ

れども、ただ、その状況がもう結構な期間になっているというところで、我々としまし

てもその辺は十分認識をしておりますので、今後相続人の方と接触をさらに密に行いま

して、できる限り早く片づけていただけるように取り組んでいきたいということで考え

ております。 
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○委員長（早坂清光委員長） ３番、伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） この人が亡くなってから３年たつんですけれども、この頃の契

約については、保証人が多分いたはずだと思いますけれども、その保証人に対しての請

求とか連絡とかは、何も担当課としてしてないのかどうか、そこら辺をお聞きいたしま

す。 

○委員長（早坂清光委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 保証人の方につきましては、もちろん１人は実際お亡くなりにな

られていると。もう一人の方がいらっしゃるわけですけれども、実際には相続される方、

ご遺族の方がもちろん片づける意思もあると、家賃のほうについても払う意思はあると

いうことで、ちょっと事情があって進められてはいないんですけれども、そういったご

本人の片づける意思があるということで、それは最近も確認をしておりますので、今の

ところ、保証人の方に片づけてほしいですとかという要請はしておりませんけれども、

状況については保証人の方についてはお知らせはしているところです。 

○委員長（早坂清光委員長） ３番、伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） その方だけじゃなくて、滞納金についても、未収金ですか、滞

納金も今までに1,300万ほどの未収になっておりますので、これ町民の皆さんの税金で

すから、公平に取立てをしていただきたいなと。そうでなければ、明け渡して、次の人

にきれいにしてきちんと渡すというか。やっぱり隣近所の方たち、臭いがするとかとい

うこともありましたので、そこら辺、確実に解決していただきたいなと思って質問しま

した。答弁があれば、お願いします。 

○委員長（早坂清光委員長） 渡部建設課長。 

○渡部 洋建設課長 そうですね、うちのほうとしてもその辺の認識はございます。それ

で、やはり主査も申し上げたとおり、長年こういった状態が続いていると。ただ、ふれ

あいに関しては、申し上げましたとおり、本人とも接触が取れていて、本人の意思も確

認しているという中ではありますけれども、ただ、あまり長くこういった状態も続けら

れないというのは認識していますので、この先できるだけスピーディーに明渡しができ

るような形で努力していきたいというふうに思いますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。 

  先ほど、96、97と申しましたけれども、98ページまでちょっと含めて質疑お願いした

いと思います。 

  ４番、野村委員。 
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○４番（野村恵子委員） 私からも伊東議員と同じような感じなんですけれども、単身者

住宅の未収額、これ53万何がしなんですけれども、平成30年度と令和元年度と同額なん

ですよね。これ、回収できない人が同じ人だったのかどうなのかをお聞きします。 

○委員長（早坂清光委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 単身者住宅の住宅料の未収分につきまして、これ滞納されている、

回収できてないという方は、同じ方でございます。 

○委員長（早坂清光委員長） ４番、野村委員。 

○４番（野村恵子委員） この先回収できるかどうかというのは、単身者ですから難しい

んでしょうかね。 

○委員長（早坂清光委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 単身者住宅に限らず、住宅料の未納の問題については、我々も十

分に認識しているところではございますけれども、もちろん毎年移動された、退去され

たとしても、催告を送ったりだとか、または電話連絡をするですとか、そういったこと

で徴収に向けて努力はしていかなければいけないとは思っております。 

○委員長（早坂清光委員長） ほかにございますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 97ページの北団地の改修、玄関改修と、それから全体的な改善

工事について質問したいと思うんですが、玄関の修理はあと数戸残っていると思うんで

すが、それの計画について質問いたします。 

  それから、全面改善については、当初計画の中では16戸とあるんですけれども、昨年

度３戸、今年３戸していますね。これ見直し１回したのか、私担当の委員会が違うので、

その辺を聞きたいのと、あと、直している箇所がばらばらだと私は把握しています。去

年の分は２戸続いて、もう一個どっかあって、今年の分は結構ばらばらなので、その辺

の改善計画がどうなっているのか。それと、全体的な72戸あるうちの50戸について、多

分いろいろな形で残していくのか、その辺の計画についてどのように、もし変更がある

のか。あと、やっぱり住んでいる方に説明会一回もされていませんので、その辺のこと

について質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 まず、北団地の玄関ドアのほうのお話ですけれども、玄関ドア、

痛みが結構激しくて、ここ何年か年次的にドアの交換の修繕を行ってきているところで

すけれども、現在のところ48戸が終了しているというところで、毎年年間10数戸ずつ改

修を行っているところでございます。今後の予定としまして、あとおおむね３年程度で
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全戸交換が終わるのではないかという見込みできております。 

  また、北団地の大幅なリフォームといいますか、全体的な大規模な改修についてです

けれども、今の計画でいきますと、一応８戸実施する予定でございます。そのうち現在

までに５戸の改修が終わっているわけですけれども、全体的な北団地の考え方としまし

て、西側の住宅ですね、ちょうど７区の１と７区の２の境目があるんですけれども、そ

の道路から西側の部分は今後も引き続き使用していこうという基本的な考え方、東側に

つきましては、今後建て替え等を検討していくと。 

  ただ、この具体的な計画につきましては、今後の公営住宅の長寿命化計画において検

討するということになっておりますので、計画書に具体的に何年度に建て替えるですと

かどうするということは今のところありませんけれども、大きな考え方としては、その

ような考え方でやっております。 

  そのことがありますので、この大規模な改修につきましては、あくまでも西側のブロ

ックですね、７区の２のほうになるブロックで、かつ大規模な改修を行うとなりますと、

入居者の方がいるうちはできませんので、退去されて、空き住宅が出た場合に、その住

宅に対して実施をするというような形を行っておりますので、実際改修した場所が、場

所がばらばらになってしまうということはございますけれども、そのような考え方で進

めているところです。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） この玄関修理のことは、多分二、三年前に一般質問で取り上げ

て、あのときにも、あと３年ということだったような気もするんですが、利用している

方々はやっぱりもう今年は、最近暖かくていいんですけれども、物すごくしばれてと大

変だと。何も相談もなく、どんどん変わっていくと。１棟全部直すというのは分かるん

ですけれども、ばらばらなので、やっぱり早急に直してほしいということでみんなから

言われていますので、それはあと３年というのは、ちょっと厳しいですね、その辺をぜ

ひ改善してほしいと思うのと。 

  それから、全体であと８戸というと、もう６戸直しますので、あと２戸ということに

なりますよね、そういうことになるのか。道路からこっちを直すとしても、例えばの話、

空いているところがあちこちあるんであれば、１棟直せば楽なのに、本当にばらばら飛

んじゃうので、そこの後については、きれいに直せば本当にきれいなので、全部手すり

からお風呂から全部直すけれども、ほかはそこまでいかなくて、どの程度直すのかとい

うのもちょっと分からないので、どういう計画持っているのかというの、これ大分前に

もらった資料なので、その辺がちょっと明らかにしていってほしいなと思っています。 
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  だから、じゃ16戸はなくなって８戸になったと。多分来年あたり２戸直すのか、その

辺もぜひ。 

  あと、やっぱりそういうところに入りたいという方も結構いて、多分それは募集して、

今年直した分についてはきちんと募集して、西団地からも来る方を優先するのかなとい

う、その辺を公にしていかないと、入りたい方いるのに裏で決めたと、そんなこと一切

ないよと。ちゃんとルールがあるから、きれいなところは西団地優先とか、まだ西団地

何人かいますので、あとは、公募しながらいくと思いますよといった、その辺きちんと

明らかにしながら入居者も決めてほしいなと思っています。その点について質問いたし

ます。 

○委員長（早坂清光委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 北団地の大規模な改修を行った住宅につきましては、戸数につき

ましては、８戸の予定ですけれども、今５戸ですね、実施しているのが５つで、あと３

戸残りを予定しているということですけれども、基本的には、西団地の今解体というこ

とで、老朽化が進んで危険も伴うということで、西団地からの移転を進めているところ

ではありますので、まずはその方たちを優先して入居をさせているという状況で、それ

が済みましたら、随時募集をして一般の方に入居していただくというような流れになり

ますけれども、その辺がなかなか、もちろん北団地の方もそうでしょうし、一般の町民

の方にまだ知られていないというようなことで、少しでも広報ですとか、そういった周

知方法についても検討はしてまいりたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） この北団地だけじゃなくて、まちなか住宅もそうなんですけれ

ども、まちなか住宅は西団地から優先的に入れるということが決まっていますけれども、

なかなかそれが一般的に知られてないと。あそこに入りたいのに、募集もしないと。多

分、募集しないと思うんですよね、まちなか団地。今年も何軒か建ちますけれども、そ

の辺をどういうふうに知らせたらいいのか。立派になるのに、入りたいけれども入れな

いんだよとかいうので、あれは優先順位があるので、空きがあれば白樺なり入るかもし

れないけれども、広報で募集しないで入る形を取っていますと、私の自分が持っている

資料で、そういうことも何かでお知らせしていったらいいのかなという気もいたします。

これは、要望になりますけど。 

  あと、次に、同じページの定住住宅のリフォームのほうですね、奨励住宅の関係、こ

こに何軒かと書いてますので10軒で分かりましたが、令和２年度でこの事業は多分終わ

るはずだと思うんですけれども、令和２年度、今年度ですね、どれぐらいの希望があっ
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て進んでいるのかと。結構私のほうにも相談があって、金額がちょっと足りなかったり

とかして、実際にこの事業に乗れない方もいるんですが、ぜひ来年度以降も延長する考

えがあるかどうか、質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 新堀主査。 

○新堀達也建設課主査 委員のご質問にお答えいたします。 

  こちらの定住住宅建設等促進奨励事業でありますけれども、令和２年度の実施状況に

ついてご説明させていただきます。 

  今年度は、現時点で合計８件の申請をいただいておりまして、奨励金の交付予定額に

つきましては、145万5,000円を予定しております。その内訳といたしましては、新築の

件数が１件、奨励金の交付予定額は50万円となります。リフォームの件数は６件、奨励

金の交付額は90万2,000円となります。主なリフォームの内容といたしましては、屋根

や外壁の塗装でしたり、サッシの改修でしたり、内装の改修でしたり、ユニットバスの

設置といった工事がなされております。次いで、法改修の件数ですけれども、令和２年

度は１件の申請をいただいておりまして、奨励金の交付額は５万3,000円となっており

ます。 

  こちらの制度、３年ごとに要綱の延長を行いながら実施しているところでありまして、

今年度の令和３年３月31日までの要綱の期間となっております。こちらの制度は、非常

に町内への経済効果が高いというふうに認識しております。令和２年度、現在までの12

か年で９億5,400万円ほどの町内業者による工事が行われておりまして、4,010万円ほど

の商品券が交付されたという実績がございます。今後も継続して実施していきたいとい

うふうに考えておりますので、要綱の延長についてこれから検討していきたいなと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 引き続き要綱を見直しながら続けていきたいという答弁なんで

すが、その際にリフォームの場合に50万円以上というふうにあると思うんですが、その

金額を下げられないかと。この間も相談受けたときに、床の壁を塗るので見積もっても

らって50万いかなかったので、もう最初から駄目だという話を、そうですね、基準がそ

うだから仕方ないので、その辺をもうちょっと下げて、20万でも30万でもクリアしたら、

さらにやりたい方がいるんじゃないかと。 

  それから、前にお話したときには、私もリフォーム受けたんですが、二、三年前に、

やっぱり業者の方が知らない方もいたりするので、業者に相談をしたら、業者の方が役
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場に相談をして手続というか、書類は自分で作らなきゃいけない、基本的にはそうなん

ですが、そんなふうにまず相談をしたらいいですよと。私が、毎年広報にも載りますし、

チラシも多分入っていると思うんですが、そういうのをお配りしながら説明しているん

ですが、まだまだ周知されてないのかなという気がいたします。 

  あと、町内業者でもどれぐらいこのリフォームに関われる業者がいるのかなと、だん

だんだんだん心細くなってきているんですが、下請も含めれば、土木関係から壁塗りと

か屋根はまだまだいますので、その辺含めて、もうちょっと利用できやすいような要綱

に変えることも必要かと思います。その辺について質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 新堀主査。 

○新堀達也建設課主査 現在のところ、リフォームについては50万円以上の工事が対象と

なっております。この金額につきましては、利用者の方がより利用しやすい金額にすべ

きというご意見もただいま頂戴いたしましたけれども、それについても含めて、今後の

要綱の中身について検討していきたいなというふうに思います。 

  工事業者さんなんですけれども、町内業者で町内に本拠地を持っている業者さんであ

れば対象ということになりますので、周知の方法は毎年広報で行っておりまして、あと、

別途、商工会さんからも周知のチラシ等入れていただいておりますけれども、あとは、

ホームページでも現在周知しておりますので、そういった形で、ほかに何か手があれば、

前向きに検討していきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） １時間の休憩も取ってないんですけれども、このまま進め

させていただいて、できるだけ早く終わるような形で進めさせていただくということで

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 建設課については、今のこの住宅問題というのは一つの大き

な課題だというふうに認識しております。先には西団地、それから白樺の住み替えにつ

いても、やっぱり受入れの態勢については、まちなか住宅とか北団地のリフォーム化と

か含めてバリアフリーもという部分があったり、ふれあい団地の対応とか、様々な対応

の仕方があると思います。 

  その中でちょっと気になったのが、ふれあい団地について、このデータで３月31日現
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在で120戸が104戸で16戸の空き室があるというふうになっています。僕も今あそこに住

んでいる方々にちょっとお話しする機会があったりしたんですけれども、16戸ぐらい空

いているよと。やっぱり、同じぐらいの数字が出てきています。これについては、きっ

といろんな事情があるんだと思うんですけれども、施設全体の15％が空いているという

ことは、いろんな要因があるのかなと。それだけ収入も入ってこないし、そこを空けて

おくという部分について、どうしてだろうかなと。モデル的な住宅の一つだと認識しな

がら、対外的な対応もしながらしているんですけれども、これについて例えば高齢者の

問題があるのか、若者が２階だから嫌だとか、階段が大変だとか、そんなことで課題が

あるとしたら、その改善もしていかなならんし、逆に言えば、空いているとしたら、も

う少しハードル下げて利用もする方法もあるのかなとか。ちょっといろいろあって、特

に去年については出入り14、13とか均衡とれていたんですけれども、今年については入

りと出が圧倒的に多いと。 

  そこら辺、いろんな事情で出たりしている部分があるかと思いますけれども、これだ

けもったいないなと。もう一方では、賃貸住宅にいろいろ予算かけているとか、まちな

か住宅も造っているとか、今回も造っているとか、ちょっとバランス悪いイメージもち

ょっと受けるものですから、本当に我が町の一つの公営住宅のモデル的な住宅だという

ふうに認識していますけれども、これについての状況について、ちょっと住んでいる人

の話もちょっと聞いていますけれども、行政の管理していたほうからお聞きしたいと思

います。 

○委員長（早坂清光委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 ふれあい団地の空き状況についてですけれども、数字的にはちょ

うど年度末である３月31日時点の状況ということで記載をされておりますので、空き戸

数が多いような数字の状況にはなっておりますけれども、これはちょうど３月、４月と

いう時期、人の移動が多い時期で、退去される方も非常に多い時期になっております。

実際には退去した後にすぐに入居できるわけではございませんで、その後、部屋の修理

を行って、それから新しい方を募集して入居ということになりますので、少なくとも１

か月か２か月ぐらいは、どうしてもタイミング的に空き家が出てしまうような状況にご

ざいます。ですので、常時これだけの戸数の空き家があるということではないんですけ

れども、タイミング的な問題と、あと、状況としましては、ふれあい団地は修理が終わ

ればすぐに募集をかけてお申込みいただきますので、実質長い期間、長期間ずっと空き

っ放しになっているという住宅はないものと判断しております。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 
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○８番（江波戸 明委員） それだったら、効率的な扱い方になっているかと思います。

現在どのぐらい空いているのか。去年の空き状況のデータでいくと、６戸、今年度末と

いう部分ありますけれども、今年はちょっと乖離しているなという部分があるので、取

りあえずこの間聞いたら、結構空いているよという話も聞いているものですから、それ

は空いた後の準備の期間だったのか、そこら辺ちょっともう一回確認しておかないと。

いや、せっかくという話も、周りの人たち、あそこに住んでいる方たちがそんな話して

いたものですから、そこら辺もう一回ちょっと確認させてください。なるべくそういう

部分等含めて、今、西団地も今年また１棟解体されて、跡地の利用もまだちょっと見え

ないんですけれども、少しずつそういう人たちが本当に低家賃で入れる環境もつくると

か、そういうことも必要だという部分がありますから、何か町の政策で空いているとし

たら、うまい活用の方法があるんじゃないかと思いますけれども、その点、もう一回確

認したいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 ふれあい団地の空き状況、今現在の戸数については、ちょっとた

だいま資料が手元にないものですからはっきりとした数字は申し上げられませんけれど

も、おおむね10戸程度かなということで認識はしております。ただ、これも退去した後

の今営繕を行っている最中のところでございまして、募集をしたけれども長期間入居が

ないというようなものはない状況でございます。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今現在の話しても、結構入りたいなという部分があって、入

るための条件もちょっと所得の関係とか、特公賃でいくと高過ぎるとか、いろいろな話

を聞くんですけれども、その募集というのは、10戸分というのは、ある程度期間で１か

月ぐらいの中ですから、一定程度広報等でありますけれども、ここにはあんまり空いた

ような募集の仕方はしてないなと。二、三軒ぐらいずつはちょっと何となく目につく部

分あるんですけれども、計画的にやっぱり空いている部分を今から募集するということ

で、移りたい、入りたいという人はやっぱりある程度の期間が必要だと思いますから、

そういう配慮も必要じゃないかと思いますので、その点配慮いただければありがたいと

思います。何かありましたら、説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 木田主査。 

○木田克則建設課主査 退去後の営繕も、ふれあい団地だけではなく公営住宅ほかにもた

くさんございますし、また、実施する業者さんも公営住宅以外にもいろいろと仕事をさ

れているということで、どうしてもそれなりの日数はかかってしまうというところで、
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空いているように見えてはいるんですけれども、実際には今営繕を行っているところで、

営繕が終われば、その都度募集をかけて、実際にはほとんど募集をされて入居をされて

おりますので、そのまま空き住宅になっているということはないような状況でございま

す。そういった営繕ですとか募集も、できる限りスピーディーに、入りたい方が入りた

い時期に早めに入れるように、こちらとしても努力はしてまいりたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいでしょうか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） それでは、先に進みますけれども、よろしいですか。 

  それでは、98ページまで、そういうことで終了するということで、先に進めさせてい

ただきます。 

  それでは、消防費の関係で、99ページから101ページまで一括で行います。 

  何か質疑ありますか。よろしいですか。 

（「なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） それでは、土木費及び消防費の質疑で、質問漏れ等ござい

ますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですね。 

  それでは、質疑がありませんので、土木費及び消防費に対する質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  本日の会議はこれにて終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議はこれにて終了いたします。 

  次回の委員会は、明日９月11日金曜日午前９時でありますので、ご承知願います。 

  本日はこれにて終了といたします。 

（午後 ４時４８分） 
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（午前 ９時００分） 

○船戸竜一議会事務局長 ただいまより第２回決算審査特別委員会を開催いたします。 

  初めに、早坂委員長よりご挨拶を申し上げます。 

○委員長（早坂清光委員長） おはようございます。 

  昨日に引き続きまして、決算審査特別委員会の審議を行います。 

  昨日に引き続き、ご協力方、よろしくお願い申し上げます。 

  初めに、本日の委員会傍聴の取扱いについてご協議いたします。 

  お諮りいたします。 

  本日の委員会傍聴の取扱いについて、委員会条例第17条の規定により、本日の委員会

傍聴の申出がある場合は、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（早坂清光委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の委員会傍聴の申出がある場合は、これを許可することといたします。 

  それでは、昨日に引き続きまして審議を行います。 

  歳出は教育費ですが、項目が多岐にわたるため、104ページまでの中学校費と社会教

育費以降に分けて審議を行います。 

  決算書、教育費は95ページから104ページ、施策報告書は102ページから114ページま

でを一括して質疑を行います。 

（「委員長」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） 事務局から。 

○船戸竜一議会事務局長 今、委員長からお話がありましたとおり、基本的には、教育費

については中学校費までと、その後、社会教育費で分けて行います。ですので…… 

（「114じゃない。113」の声） 

○船戸竜一議会事務局長 113。そうですね、ごめんなさい。施策報告書113ということで

すね。 

  で、分けますけれども、昨日と同じように、基本的にはページごとに行わせていただ

きたいと思います。そして、中学校費が終わった時点で暫時休憩取りまして、説明員、

また入れ替わっていただいてその続きをしていくと。そのような形で進めさせていただ

きますのでよろしくお願いします。 

○委員長（早坂清光委員長） 施策報告書113ページまでということで訂正をさせていた

だきまして一括質疑を行います。 
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  では、ページを追って審議をしてまいりたいと思います。 

  102ページ、103ページの施策の中で質疑ございますでしょうか。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 外国語指導助手業務の関係であります。 

  これによると、外国のＡＬＴですか、この方が学校訪問をかなり綿密に対応している

なという部分で、英語教育のかなり効果があるんだと思います。 

  去年のをちょっと見せていただきましたら、今年、認定こども園のほうに国際交流員

という形で配置されております。この方も含めて小学校に乗り入れをさらに推進すると

なっています。その辺の記述についてちょっとなかったものですから、まずこの点につ

いて、認定こども園の外国の交流員から小学校の対応についてやっているのか。もしや

っているとしたらどんな形でやっているのかなという部分について、説明をお願いした

いと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 認定こども園の国際交流推進員については、認定こども園

の年長時、プラス小学校の１・２年生、教科外の外国語遊びとかという、教育課程には

ない中で、１・２年生を対象に、英語遊び、それから子どもたちとの、小学校１・２年

生は慣れるということなので、ゲームだとかを行って１年間、時間にしては、ちょっと

今手元になかったんですけれども、１年生の外国語の活動、年間、おおむね十数時間で

す。年間十数時間、小学校に乗り入れをして担当していただいたということです。 

○委員長（早坂清光委員長） 暫時休憩します。 

（午前 ９時０５分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 ９時０６分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 102、103ページ。ほかに質疑はございませんか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 105ページなんですけれどもよろしいですね。 

  105ページの公営塾。 

○委員長（早坂清光委員長） 102ページ…… 

○２番（山本和子委員） すみません。間違えました。 

○委員長（早坂清光委員長） 102ページ、103ページにわたってなんですが、よろしいで



－125－ 

すか。 

（「はい」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） では、先に進みます。 

  104ページ、105ページの施策の中でございましょうか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 104ページの公営塾開設事業について質問いたします。 

  成果表の中にありますように、新しい形でカタリバ式スタディサプリを使って自学自

習のことを実施をするように、この令和元年度から変えているわけですが、この参加者

の低迷とこの方式の評価はどうなのかということで質問したいと思うのですけれども。 

  付け加えて言いますと、これは生涯活躍のまちかみしほろに委託はして、委託業者か

らは報告書をもらっているんですが、そのときには私もかなり露出もさせてもらったん

ですが、教育委員会としての、令和元年度のこの新しい方式をどういうふうに評価した

かということについては、ちょっと正式な文書なり報告がなかったように思いますが、

その点も含めて、どのようなこの形を評価したのか。 

  今年は、コロナということもあるんですが、またちょっと違った形でやっていますの

で、その辺について質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 木下教育推進課長。 

○木下由季子教育推進課長 104ページ、公営塾の開設事業につきましてお答えさせてい

ただきたいと思います。 

  令和元年度につきましては、これまでの公営塾のスタイルから、中学生を対象にしま

した自学自習を基本とした形で、学習支援動画教材、スタディサプリと言うんですけれ

ども、こちらのほうを活用した上士幌町まなびの広場という形で開設をさせていただき

ました。 

  スタディサプリを活用しながら、生徒自らが学びの中で課題を発見。そこに学習指導

サポーターを入れ、その助言を受けながら課題の解決方法を身につけていくというよう

な形のもので、令和元年度の学習支援動画教材の登録につきましては、中学校生徒数

140名中53名、全体での38％の登録となりました。 

  夏期講習と冬期講習、また、算数・数学のワークショップという形で開催をさせてい

ただきましたが、夏期講習のほうは申込みが46名ありましたがその中の参加者37名とい

う形で、期間、12日間を設けさせていただき、延べの受講生徒数は188名でした。１日

平均で大体15名前後という形になっています。 

  冬期の講習につきましては、申込みが22名あったんですけれども、実際の参加者は23
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名で、期間が、こちらのほうは11日間で延べ90名、１日平均８名の生徒の皆さんにご参

加をいただいたという形になっています。 

  講習に参加者した生徒につきましては、今報告させていただいた人数になっておりま

すが、自学自習の、自分から自らできる生徒さんとかも多くいらっしゃいましたので、

各家庭などで意識的に取り組んでいるというような形のデータもあり、そういう報告も

受けています。 

  公営塾の形式だった平成31年度までと比較をして参加者数が減少しているのではない

かなというご質問かというふうに思いますが、令和元年度につきましては、生徒が自ら

が学び課題解決という形の学習サポート方式というふうに変更させていただきました初

めての年という形もありましたので、なかなか比較が難しい部分もあるのかなというふ

うに思っておりますので、この点につきましてはご理解をいただければというふうに思

います。 

○委員長（早坂清光委員長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 もう一つ、評価の部分があったと思います。 

  評価につきましては、まずカタリバ、カタリバとはそもそも何ぞというところが出て

くると思うんですけれども、中学生や高校生を対象として、訓練をした大学生が、斜め

の関係の中から一歩踏み出す授業を展開していくということで、今、恐らく全道で25か

ら30校がそのカタリバの授業を導入しています。主に１年生、２年生です。 

  終わった後のまず評価といたしましては、授業が終わって、そこで、はい、さような

らということではなくて、そこに集まった、集った大学生がその後、１つの評価として

学校の教員との座談会を設けます。進め方の趣旨、それから、当日の流れ、そして、最

後の、これからの方向性・着地点というところに、教員も一緒に加わって、その後の学

校生活にどう生かしていくかというワークショップは、非常にここは大事にしています。

これがカタリバそのものの評価です。 

  次に、教育委員会と、それからカタリバとの関係になりますけれども、この評価につ

いては、自学自主がこれから求められていくというところの視点に立ちながら、子ども

たちがどのように学習をしていくか。今までは公営塾と言って対面型の塾を行っていた

んですけれども、一歩進んで、これから先を見通したＩＣＴを活用した授業をどう進め

ていけばいいかと。ただ、上士幌の子どもたちもそうだったんですけれども、学習塾に

通っている子どもも結構います。通っていない子どもたちは、やはり対面型の講義形式

が好きだと。そのほうがやりやすいという保護者の声もあったことから、カタリバの学

生を公営塾に、公営塾というかスタディサプリのまなびの広場に招聘をして、学び方の
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工夫だとか、それから、解決するための糸口だとかというところを寄り添いました。家

庭でオンラインで学習している子どももいたんですが、それがなかなか難しいという子

どもがその広場に集まってきているというところです。 

  そういったものを見極めながら、では令和２年、今回ご質問あったとおり、あまりそ

の参加者が多くなかったというところから、参加者を増やすというよりもこのシステム

の在り方をもっともっと分かりやすく説明していかなくてはいけないのではないだろう

かという辺りで教育委員会と事務局、カタリバも含めてなんですけれども、まちづくり

会社も含めてなんですけれども協議をさせていただきました。 

  そんな中で、今年度については、令和元年度中にコロナ禍が発生したということで、

これは、今後、こういった学習がもっともっとやっぱり浸透していくだろうと。そこに

シフトをした学生の力量を高める研修を入れながら今年の夏を進めていったらどうかと

いうような評価をしながら、この１年間は経過をしてきたということです。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 公営塾の見直しの大きな視点といいますか、それについては、

従来の講師は、今まで上士幌も足寄もそうなんですけれども、１対１で寄り添ってカリ

キュラムをつくって、丁寧に丁寧に教えていく、教えるといいますか学びを保障すると

いうやり方から、そうではなくて、その子には自学自習を中心にできるような力をつけ

るという形で、15分単位ぐらいのアプリがあると。それを活用しながらやっていく。そ

のために委託した結果、学生のいきたすが来てくれるとなったと思うんですが、この変

わった自学自習について、私、物すごくいいと思うんですが、そのことで、学校の先生

方も含めて教育のやり方が根本的に、根本的という言い方変ですが、自分から学んでい

くと。その過程を大事にするということは公教育でも必要だと思うんです。今は本当に、

先生方が、今、１対35、１対40で一斉指導をやって丸つけて評価して進むと。そういう

ふうに、このやり方、変わったやり方は、私はすごく、あのときにちょっと戸惑いもあ

ったんですがいいかなと思ったんですが、実際にやった結果について、そこまで大学生

にいきたすの、私もネットでいろいろ調べたんですが、いきたすのグループが、高校生

ならまだ年齢も近いんですが、中学生に寄り添って、人数集めていろいろやりながら心

を開いて学び方をやっていくというには、ちょっと年齢差があるんではないかな、若干、

そんなことも思ったり、やり方をもう一回きちんと、何を学ぶかというときにそこの自

学自習なんだけれども、やはり全ての子どもに対して、特に支援に行っている子もいれ

ば、足寄は支援に行っている子なんかも結構行って、自分で学びながら学習能力が上が
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ったという例もある。そういうふうに、全ての子に対して自学自習できるような体制を

取るためにやるんだろうと私は思っていたんですが、結果的に、その辺の評価をしなが

ら、今年は人数を広めるんで、システムの在り方の普及と。結果的には十何人のネット

での、私は自分が勉強になったんですが、ネットで対話すると。 

  忙しい中で子どもたちも、２つ３つ掛け持ちしながら来てくれて、そこに行くと、ち

ょっと全ての子どもたちに自学自習の根本的なことを学んでいくということは、ちょっ

とそれていくんではないかと思って、せっかく切り替えたこの方針についてもう一回検

証し直しして、来年でいくのは本当になかなか集まって学習というのは難しいこともあ

ると思うんで、その辺きちんと検証して進むべきかなと思ってちょっと疑問に思ってい

ました。 

  それから、私、この報告書にも言ったんですが、例えば、より中学校とより深い連携

というのは分かるんですが、先生方の学校教育の中でこういうやり方というのはなかな

か難しいと思うんですよ。だから、先生、公教育の中で、先ほど先生方との話合いをし

たというのもあるんですが、それすごく大事なんですが、公教育の中、先生方が共鳴得

られたら、子どもたちはもっともっとこの塾のほうに参加するんではないかということ

を書いてあったんで、これはちょっと難しいんではないかと。日本の教育のやり方が根

本的に変わらないとなかなか難しいなと思ったんで、そういうことをどう評価したのか

なと。 

  そのときには委員会でもこのことを指摘したんですが、そのことをきちんと整理して

いかないと、だんだん先細りになっていって、ネットができる子はそういうふうにすぐ

に行ってしまって、結果的に、なかなか自学自習できない、ついていけない子どもたち

がこぼれていくんではないかなという、私、心配して今回質問させてもらいました。そ

の点についてお願いいたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 以前やっていた公営塾については、狙いとしては自学自習、

そして、自分たちの学びの中で、学校教育の中で取りこぼしている部分をカバーしてい

こうというところが狙いでした。 

  その背景にあったのは、やはり、全国的に調査をしている全国学力・学習状況調査の

質問手法の中で家庭学習の時間が極めて短いと。そして、ゲームをやっている時間が長

いと。それでいて、中学校２年生、３年生になったときに進路で、今度は、先を見通し

た急な動きをすると。そういう学校生活ではなくて、小学校また中学校、今回、中学校

の段階から先々を見通した自分の学び方を、それを取りこぼしている部分については家
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庭学習で補っていこうということで、今回スタディサプリを行いました。 

  実際に、まだ１年しかたっていません。とはいえ、１年たったとはいえ、それなりの

税を投入しての事業をやっていますので、そこを、多くの子どもたちにもっともっと理

解してもらえるような工夫というのが、今年、今スタートしているというところです。 

  今年度につきましては、それに取り組んでいる子どもたちが上士幌中学校の、約、た

しか８割が申込みをしています。去年は約４割だったものが今年８割強の子どもたちが

動画教材に申込みをしています。 

  以前、どこかの場面でお話をしたことがあるかもしれませんが、その子どもたちが、

何時から何時まで何の勉強、教科、そして、それは何年生の学習だというのも全部デー

タ上、拾えることができています。そういったものについては分析をしています。そし

て、そういった分析を学校教育のほうに提供をしていくというのが今年の１つの課題と

して上げています。 

  子どもたち自身も、この学習がいつから、何時から何時まで、そしてどの教科で、そ

の教科は何年生の教科でというのは子どもたちも、当然理解しています。そこまで遡っ

て学習している子もいれば、中には、中学校２年生が高校２年生、３年生の問題を解い

ているというのもデータ上、出てきています。 

  そういった個別の案件については、マイナスの要件ではありませんので、こういった

ものを今年、今、夏の部分が、集合型の部分は終わっているんですが、動画教材、毎日

毎日動いていますので何時でも見られることになっていますので、そういったものを分

析しながら、今年度、昨年度の反省を踏まえながら、学校教育との連携を図っていきた

いなと考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） それぞれアプリを使って15分教材で遡って勉強する方法も１つ

利点があるかと思うんですが、それをできる子というのは力がある子だと私は思うんで

す。本当に、なかなか引っかかっている子は、どこつまずいているかというの、私もい

ろいろ教材研究ずっとしているんで、今回のコロナ時期でも全部遡って、新しい指導要

領に基づいて、何年生がどこ習うというの全部一覧表作ったんですよ。そのときに、中

学校であろうと、もしかしたら３・４年生の、九九はあまりないと思うんです。そこに

引っかかっているかもしれないというのは、自分はそこで気づくかどうかというの、ち

ょっと厳しいんではないかなと。それ眺めてみたときに、やっぱり１対１の指導なり、

学習面ではですよ。それは必要なんです。 

  私、根本的な問題として、学力をつけることについての方法、もっと幅広く検討して、
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足し算ができる、引き算ができるじゃなくて、根本的な、さっき言ったように自分から

学ぶ力を身につけるというのは生活実態のものだと思う。幼児教育からずっと。そこの

ことも含めて、根本的なことも入れながら、ぜひこの、せっかくの公営塾について、町

が示した、次のかみしほろ塾にも行くんですが、上士幌の学習の在り方について、学び

の在り方について、そこまで遡ってやってほしいなと思って質問させてもらいました。 

  次、来年度どうなるか楽しみなんですが、本当模索状態なんで大変だと思うんですよ。

こういう状況で、どうしたら全ての子どもに学びを保障し、全ての子どもが学力をつけ

るか。その学力が何かはまたいろいろ見解の違いがあるかと思う。それは模索状態のい

ろいろな方法でぜひ検討してほしいなと思っています。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） 答弁よろしいですね。 

  そのほか。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 上士幌高等学校振興会のところなんですけれども、各種奨学金

が前年度より増えているんですけれども、この内訳のほうを教えてください。 

（「ちょっと調べさせていただくんで、ちょっと暫時お待ちいただ

いてもよろしいですか」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） 今の質問の答弁についてはちょっと保留させていただいて、

後ほど改めて答弁いただくということで進めさせていただきます。 

  そのほかございますか。 

  10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 同じく、上士幌高等学校振興会助成事業3,816万補助金額あ

ります。 

  それで、主な事業費の内容ということでずっと書いてあるんですけれども、一番最後

に、その他生徒募集に係る経費等ということで、これちょっと計算してみますと、ここ

だけで780万強ちょっと出ているんですけれども、全体の額からいくと20％ぐらいここ

で占めているんですね。非常に大きな額なもんですから、この辺の生徒募集に係る経費

等、この中身、内容ですね。金額はそれぞれいいんですけれども、どういう項目が含ま

れているかちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 すみません。先ほどの経費と併せて、ちょっと、まとめてご

回答させてもらってよろしいですか。すみません。 
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○委員長（早坂清光委員長） 後ほどということで、ちょっと保留させていただきます。 

  木下課長。 

○木下由季子教育推進課長 上高振興会の補助金につきましては、振興会事務局はじめ役

員の皆様、そして教育委員会のほうとも、例年、どういう部分に力を注いで通学生の確

保という形に努められるかということで調整をいろいろさせていただいています。 

  大きく予算を占めているのが、今の事業予算としては通学費の補助という形になって

います。通学生の補助という形で通学費の補助、通学バスに対する補助、部活動の子ど

もたちの通学の補助というような形の数字がかなり大きく占めている結果となっており

ます。 

  あと、奨学金に関する部分でも、すみません。通学費補助、あと奨学金に関するお金、

各種検定の補助、また、学校をＰＲするための広報活動費、それから、熱気球部という

部活がありますのでこちらに対する補助とそれ以外の部活動の補助、あとは、キャリア

教育という形で、管外に進路を見いだす子どもたちのための見学ですとか、それに向け

てのキャリア教育だとかというところに対する補助。また、学力の向上推進という形で

は、ここをサポートする先生方も含めた学力向上のための各種取組に対するサポート。

あと、入学の準備金、制服代の補助、あと、修学旅行費の補助ですね、というような形

になっております。 

  学力向上の部分につきましては、例えば予備校の受講費の補助、模擬試験等の教材費

だとかそういったものの補助。また、ずっと取り組んでおります上士幌学という取組に

対する補助等も金額としては入れさせていただいていますが、一番大きくは通学費の補

助が大きな数字になっているのかなというふうに思っております。 

  今回、令和元年度の実績の中で補助金の返還金というのが1,004万の返還につきまし

ての大きな数字としては通学費の補助がかなり落ちたというところがあります。 

  すみません。詳細な答えになっていない部分があるかもしれませんが、こちらのほう

はまた数字で改めてご報告させていただきたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） そのほかの部分で。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 105ページのプログラミング教育推進事業について質問いたし

ます。 

  令和元年度は、今年から導入するためのプログラミングの講習会ですか、何回か開い

ているかと思うんですが、それによって先生方の状況どうなのかといったら、結構、実

際に今年度活用している状況があるのかと。 
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  それと、先生方、この新しい方式を、なかなか、もう既に小学校は導入、この勉強し

ているのかなとも思ったりするんですが多分厳しいんではないかと。その辺の状況につ

いて質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 プログラミング教育の施行実施については、本格実施に向け、

プログラミング教材としてロボットのｐｅｐｐｅｒを導入させていただいております。

この導入については、上士幌町教育研究所と連携させていただきながら、教育課程の活

動としては、小学校のコンピュータークラブをはじめ外国語活動、児童会などの活用を

図っております。また、教育課程外の活動として土曜学習や放課後子供教室、図書館で

の利用ですとか、あとｐｅｐｐｅｒの社会教育事業など、様々な活用の場面をつくりつ

つ進めております。 

  主要施策報告書にございますように、十勝ＥｄＴｅｃｈコンソーシアム、帯広コア専

門学校さんが中心になっておられるんですけれども、そこと協定締結に学生の協力を得

て、パソコン教室などの実施も行ってきております。 

  施行実施により、まずは子どもたちも教員も、ｐｅｐｐｅｒの操作に、活用に慣れる

ということができ、本格実施に向けた準備を進められることができたと考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 令和元年度については、実際に元年度は授業まだしていません

んで、サークル等いろいろな形で、講師もコンソーシアムと連携してやったということ

で、その中に先生方も学びながらやったということでこの令和元年度はいいのかと。 

  そこまではいいんですが、そのときに先生方が、それをかなりマスターしながら、今

年度から英語ですか、何科目か授業出てくるのかなというそういうときに先生方の、教

えるだけの力がどこまで行っているのかと。先生方に負担が出てくるんではないか。そ

の辺についてどんなふうに考えているのか質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 本年度については、４月よりＩＣＴ専門推進教員を配置して

おります。教員と学校と派遣等を通じながら、さらなる活用方法とプログラミング教育

の推進を、学校と社会教育部事業を通じて進めていきたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 分かりました。 

  小学校にその専門員を配置しながら、その方中心に、実際に子どもたちに教えたり、

先生方もたまには教わったりしながら進めていくと。先生方の負担はかなり軽くできて
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いるというふうに判断してよろしいでしょうか。 

○委員長（早坂清光委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 最大限、教員の負担を軽減するように配慮したいと考えてお

ります。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 上士幌高等学校の振興会の助成の関係について、ちょっと確

認させていただきたいと思います。 

  基本的に、この助成の大きな目的は、当然、特色ある学校づくりなり、授業なり、部

活の向上とか、生徒たちの基本的な部分に、本当に、非常に多くの予算を組みながらと

あります。先ほどちょっと、ちらっと話の中では一千何がしが返還されたという部分あ

りますけれども、これきっと生徒の減少によった差額の部分かなと思います。 

  ただ、去年の補正の途中に新たな補助事業を組んだ中ですから、総体的にやはり、か

なり補助の関係、当初と考えた部分についての乖離があったのかなというふうに認識し

ております。ただこれは、多額の金を出せばいいということでなくて、子どもに合った

部分を出すというのが一般的かと思いますけれども、生徒確保、本当に、僕も経験して

いますけれども、相手があることと。こっちのベースで物事を決められないというのが

この生徒の募集です。そのためにはどういうふうにするかといったら、この１つは支援

をするという部分ですけれども、この部分について、まず各委員会等について、今質問

あった部分についても、２年間ほとんど振興会の状況とか学校の配置、検討部分のとか

なかったのが我々についても分かりづらい１つだったなと思います。 

  僕は、７月27日に地域別検討会の部分でありましたんで参加させていただきました。

結構つぶさな資料を頂きましたんで、上士幌高校の状況等を含めて、地元の中学校から

７名の、今年については入学とか、そんな形もちょっと読み取れた、今後の、しばらく

の部分で子どもたちの推移も分かりました。 

  ただ、今回、学校の９月に道教委が、大樹高校について１学級減という部分がありま

した。大樹高校については、今年の入学者は地元の中学校から16名います。ただ、背景

的に厳しいということで、２学級から１学級になったのかなと思っていますけれども、

上士幌高校も今年47名ですけれども２名が留年で残ったという部分で、実質45名が新し

い生徒になるのかなと思っています。その他、２年生、３年生については40か41の、ど

っちもぎりぎりの生徒数になっていますから、財源的な部分もこのような形になるかと

認識しています。 

  そんな中で、やっぱりこれから、文部省も新しい高校の在り方という部分で、普通科
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高校を３つの区分けで対応していかんならないと。できれば、法令の改正等を含めて、

2022年からこの対応をしていくという部分で、その１つの中に、地域とマッチングした

ような地域課題の解決に取り組む学科と、こんなこともあります。これ、うちでもまだ

まだこの審議会の中で、具体の部分が出てきたりという場合ありますけれども、22年か

ら実施するとしたら、検討する期間というの、もう僅かの中で、上高の、これからどう

向かっていくのだという部分を検討していかんならない時期に来ていますから、きっと

もうそういう下地を持ちながら、この部分の検討始まっているのかなと認識します。 

  そこらについてまた、考え方について、あれば説明願いたいと思いますけれども、と

りわけ、かなり厳しい状況だという部分が、十勝管内でも特に音更が、来年度大きく、

子ども、児童数、間口で言えば、今のうちちょっとぐらい減ります。 

  そういうことを含めると、やはり本町も、音更あって、それから帯広もあるという部

分で大きなやっぱり生徒数の部分ありますから、ここでしっかり学校づくりを今から見

据えておかないとならない時期かなというふうに認識しております。 

  この点について、まず概要について教育委員会の考え方含めてお聞きしたいと思いま

す。 

○委員長（早坂清光委員長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 先般、９月に来年の配置計画が道教委から示されました。 

  その中で、今、委員おっしゃったとおり大樹高校の１間口減、それから、清水高校の

１学級減、音更の１学級減というところです。割り込んでいる２つの普通科の２校につ

いては、次年度、生徒数が約60名いるというところで、そこは地元の子どもが通えるよ

うにしていかないといけないだろうというところの、たしか２間口維持だったと思いま

す。 

  ほかの全道もちょっと調べてみましたけれども、２間口で募集して、結果、１学級に

なった学校の中で二、三校が、たしか１学級減という措置が取られています。その１つ

が大樹高校です。 

  上士幌中学校につきましては、ここ数年の子どもたちの地元の通学率が大体２割とい

うところを考えると、上士幌高校、地元の高校を何としても維持していくという考えに

立てば、まず地元の子どもたちに、上士幌高校の普通科、特色ある学校活動を、もっと

もっとＰＲしていくことが大事だろうと考えています。それは、学校だけ、道立学校が

ということではなくて、私も含めて社会全体の中で、上高の魅力、普通科学校の魅力を

発信していかなければいけないだろうというふうに考えています。 

  そういうこともあって、今年の７月、上士幌高校教育魅力化ワーキンググループとい
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うものを立ち上げさせていただきました。これは、民間の方々、農協も含めながら、商

工会も含めながら、いろんな立場の方々の声を拾うと。そうした声を拾ったものを振興

会の事務局会議の中で反映していこうということで、今回７月に取り組ませていただき

ました。 

  また、先ほど委員おっしゃっていたとおり、普通科高校の在り方が、今、国全体でも

問われていて、３コースがたしかあったと思います。地域との関わりということが非常

に強くこれから求められると思います。 

  その中の１つとして、今年の取組として、上士幌高校の子どもたちが、今、上士幌学

を通して、今年16人、たしか３年生の選択科目で上士幌学、これは、北十勝の産業や経

済や歴史や文化を学ぶというところで年間90時間やっていますが、ここが今、３年生が

行っています。 

  そういったものをさらに広げていくという取組と、あとは、今、上士幌高校に通って

いる子どもたちが地域の産業の勉強をしているので、地域の産業、特に会社、企業とい

うあたりに注目をして、今年の10月、11月に、１年生、２年生を対象に、商工会を窓口

にしながら、中心になりながら、企業説明会なんていうのもしていきたいなと思ってい

ます。そういった姿を発信をして、地元の中学生の入学啓発をするとともに、地元だけ

ではなくて、上士幌高校を選びたいという子どもたちも通いやすい学校づくりを支援し

ていきたいなと思っています。 

  学校は入り口があって出口があって、どっちが大事なんですかと言われる部分ありま

すが、入り口も大事だし出口も大事だし真ん中も大事だというふうに僕は思っています。

そういったことで、今年は特に生徒会の活動なんていうのも、内側の取組として充実が

今されているというふうに聞いています。そんな活動を町のコミスクのコーディネータ

ーが中に入っていったりもしていますので、教育委員会としてもそういった活動を支援

するとともに、特にその学習の部分では、端末を使ってという話も一時期あったんです

けれども、ここは高校側からの強い願いの中で、対面型の補助のほうが、本当に、上高

の子どもたちはいいんだということもあって、振興会の予算の中で数学の時間講師とい

うものも今つけさせています。また、学力の格差が大きいというところと、あとは、い

ろんな様々な苦労を持ちながら通ってきている子どももいますので、通級に関わる発達

支援センターの職員等も中に入れながら、充実した学校生活が送れるように。図書館の

コーディネーターもそうなんですけれども中に入っていって、今、支援をさせていただ

いています。 

  何とか普通科の高校で、上士幌の高校がきちんと維持できるように、今後努めていけ
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ればなと考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 概要については今分かったと思います。 

  先ほどあったように、普通科については、北海道の生徒の中で７割ぐらいが普通科に

行っているという、そんな僕はイメージ持っています。そういうデータがあります。 

  そんなことを含めて、やはりこれから普通科の学校が、いろんな意味で３つの区分け

の中にどう食い込んでいきながら、学校を維持して特色から表していくかという部分に

なると思います。 

  １つは、ＳＤＧｓの特色ある学校づくりを明確にしながら対応するという部分等含め

て、本当に、きっと上士幌の部分については普通の学校下ではちょっと難しく、生き残

れないのかなという認識もしながら、やはり、いち早くその中でも、１つの目標を明確

にしておかないとほかとの競争に負けてしまう可能性過分にあると思います。 

  大樹高校の教育長もこの検討会に出ていて、自分たちのやっぱり環境について、いろ

いろ道教委には申入れしていたんですけれども、やはり、将来見られたという部分あり

ますけれども、全くうちと大樹の生徒数の流れとか数とか全く同じような数字なんです

ね。環境が。 

  ですから、本当に間口をきっちり持っていないとしたら厳しいなと思いますから、少

しでも、普通科高校の生き方についてはずっと過年度、昭和25年以降、上高ができてか

らずっとその形でやってきましたけれども、ここが今、１つの学校の在り方の大きな分

岐点になるのかなと思っています。 

  そんなことで、また学校、上高の振興会の中に、やっぱりそういうことも研究する部

分含めて早急に、本当に、今年でもいいぐらいの補正しながらでも、という部分も含め

て対応していただくという部分と、近年、僕になってからでもそうですけれども、残念

ながら、高校の英語教諭等について、常任委員会等で、総文だと思いますけれども、そ

ういうところでなかなか報告ないもんですから、本当に地域の大きな１つの教育の大き

な柱の１つだと思いますから、十分に組み込みながら対応していかないとならない時期

かなと思っています。 

  そんなことで、だんだん、本当に今厳しくなって、さんしじゅうにの125人ぐらいし

か子どもいない状況ですから、本当にこう、またこの学校を守っていくとしたらまた危

機感を感じながら、町民も感じていると思いますから、そんなことを含めて、もう一回

対応していただくという部分について説明と考え方を述べていただきたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 小堀教育長。 
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○小堀雄二教育委員会教育長 貴重な声、大変ありがとうございます。 

  今後、高校配置計画、これは管内だけではなく北海道全体のものが私どもの手元に入

ってきます。そして、１回目の検討会議、２回目の検討会議、そして９月に、今回、５

日、６日延びたんですけれども最終的なものが出来上がってきます。 

  上士幌高校が町全体の財産だというふうに僕思っています。議会の皆さん方のほうに

もそういった資料は提供するとともに、今後、上士幌高校の振興に関わる部分について

は、委員会等を通して情報提供をしていければなと思っております。 

  ７月の検討会議、私は行っていません。今回はコロナ禍の中でというところで、間口

を割った学校、それから教育委員会の方はぜひ出席と。僕のほうも電話したんですけれ

ども、できれば来てくれるなと。コロナ禍の中で情報提供しますというものがあってそ

の場には行っていませんでしたけれども、でも、どういった状況なのか見ていってほし

いということでうちの職員を送り込んでいます。 

  委員も参加されたという話は道教委のほうからもお話を伺っています。大変ありがた

いなという気持ちがあります。今後、先ほどお話ししたとおり、委員会の中でも情報提

供して共有していきたいなと思っていますのでよろしくお願いします。 

○委員長（早坂清光委員長） そのほかございますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 保育所関係も大丈夫でしょうか。 

○委員長（早坂清光委員長） 保育所はこの後です。 

○２番（山本和子委員） はい。分かりました。 

○委員長（早坂清光委員長） 先に進めてよろしいでしょうか。 

  このページ。よろしいですね。 

  次のページに入ります。 

  106ページから107ページ。認定こども園の部分は108ページまで入っておりますので、

その辺一括してということで質疑を受けたいと思いますが、ございましょうか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） こども園に関して２点質問したいと思っているんですが。 

  まず、ほろんの森の活用について質問いたします。107ページになるんですが。 

  平成28年に約6,498万円かけて造って、その後活用がどうなっているのかちょっと心

配しているんですが、最近、子どもたちが遊んでいる姿もよく見かけるんですが、その

状況と、それから管理がどうなっているのかと。自然ですごくいいんですが、どこまで

きれいにしてどこまで自然でいいのか、ちょっと微妙なところもあって、管理をどこま
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でする状況なのかと。 

  それから、一般開放しているというのは教育委員会に行って初めて私知ったんですが、

いつから開放されているのか。ちょっと私もそこまで気づかなかったもんですから、こ

の開放の状況について、もう少し広めて活用したらどうかと。せっかく子どもの納税金

使って造った施設で、かなりいろいろな機能があると思う。その辺についてまず質問い

たします。 

  それともう一点なんですが、続けて質問させてもらいますが、保育園の入所状況なん

ですが、決算書見ますと、最高、年度末で193人ですか。条例はたしか170に変えたはず

ですね。計算して1.2掛けても十分とは言えませんが入所できる数ではあるんですが、

今２か所に分けてやっていますけれども、その状況について、ちょっと混み合っている

んではないかと。その辺について質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 依田主幹。 

○依田美富士幼児教育課主幹 ただいまのご質問、ほろんの森の活用についてです。 

  平成28年に整備されたほろんの森につきましては、主にこども園の３歳以上の児童が

活用しているところですが、保護者会の活動としての親子いも焼き会などで休日にも活

用しているところです。 

  管理につきましてはこども園の職員と保護者会の方にも協力していただき、管理と整

備を進めているのですが、樹木の植樹などは役場農林課の協力をいただいたり、築山の

増設などは建設会社の社会貢献活動として協力していただき整備を続けているところで

す。 

  一般開放の実施と周知につきましては、平成29年５月25日に、ほろんの森のオープン

として開庭式を行い一般開放を始めています。そのときの記事が町の広報紙に掲載され、

その後、町内の小学校などにチラシを配布して、利用時間や森で遊ぶ際に守ってほしい

ことについて周知をしています。 

  参考としましては、昨年度の一般開放入場者数は143名となっています。今年になり、

新型コロナウイルスの関係で、子どもたちの遊ぶ機会や場所が少ない状況もあり、改め

てほろんの森を、こども園の児童以外でも一般開放で利用できることなどを、小学校や

わっか、ｈａｒｅｔａなどにチラシとポスターを配って利用の啓発を行っているところ

です。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） 弦巻幼児教育課長。 

○弦巻佳光幼児教育課長 こども園のほうの入園状況についてご説明させていただきます。 
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  昨年度の状況については、資料にあるとおり、年度当初167名から、随時、入園・退

園がありまして、年度末については193名まで増えた状況です。 

  今年につきましても、年度当初176名からスタートして、今日現在では184名という形。

年度途中に、移住・定住の方、それから、ゼロ歳児の増というような形で、現在184名

まで増えているような状況なので、年度末にはもう少し入園が増えるというふうに見込

んでおります。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） ほろんにつきましては、開放していると、私自身がちゃんと見

ていなかったんだと思うんですが開放していると。 

  それで、いろいろな形で利用していると思うんですが、管理について、何となく、あ

そこ結構いろいろな方が見ていますので、今の消防の駐車場側のほうの森が、どこまで

が草なのかどこまでが雑草なのか。やっぱり、あのほうきれいになるといいねという声

聞いたりしますので、そこの、自然でいいのはいいんですが、もともと整備したときと

違った形の自然になっていると。その辺もちょっと検討しながら、ぜひ、使いやすいよ

うに、入りたくなるような管理が必要なんではないかなという、私は気がいたします。 

  それと、若干、もともとのその設備の構造上仕方がないんですが、赤土っぽいので、

何となく、誰かが言ったみたいに、もう覚悟して、汚れてもいいのだと覚悟して入った

ほうがいいですよと、そういうこともありますので、その辺の、みんなが利用しやすい

ように、自然でいいんですが、そこをちょっと、十分検討しながら管理してほしいと思

っています。 

  それから入所状況なんですが、昨年、私、お楽しみ会見に行ったんですが物すごい、

２回に分けていると。２回に分けて間が１時間休憩があるということがあったりして、

ちょっと、条例上170に変えたはいいんですが、ふだんの保育については多分問題ない

んだろうと思うんですが、ちょっと込み入っていて、いろいろな行事そのもの、運動会

も今練習しているんですか。ちょっと、そういうことを含めたときに、ちょっと、全員

入所は物すごくいいんですが、保育内容から含めて、ちょっと人数的にきついんではな

いかなと。 

  当面、あそこの山開センターを利用するというのは、もう２年間ぐらいたっています

ね。５年ぐらいはあの方向で行くのかなと思っているんですが、入所状況を見ながら、

その辺十分、保育に支障がないように。条例改正するという意味ではなくて、その辺を

検討しながら保育内容を、ぜひ、子どもたちに、それから保護者の方も十分参加できる

ような形にしてほしいなと思っていますが、その辺の検討項目があれば質問いたします。 
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○委員長（早坂清光委員長） 弦巻課長。 

○弦巻佳光幼児教育課長 まずはほろんの森の整備についてでありますけれども、先ほど

の整備については平成28年に整備はしておりますけれども、あそこの位置づけとしまし

て、いわゆる年長さんが自然体験を行えるような場所という形で自然体験を重視したい

と思っています。それから、未満児については南側の園庭、いわゆる遊具とかそういっ

たところで整備をしているところです。 

  そういったすみ分けがありますので、できるだけ北側のほろんの森については、原体

験ができるような自然体験の環境を整えたいというふうに思っています。ただ、最初に

できた当時から、森とはいっても、非常に樹木がまだ成長していないだとか、自然と言

いながら南側の園庭と同じようにきれいな、見た目がきれいな整備というわけではなく

て、少しでも自然を体験するためには、あそこは、今、子どもたちにはできるだけ靴を

脱いで素足で遊べるようなことを考えています。若干けがをするような危険性も伴うん

ですけれども、そういったことも学びだということで、できるだけ自然環境に近いとい

うこと。それから、毎年整備を現在も続けております。先ほど主幹のほうから話しあり

ましたように、できるだけ我々が管理するんですけれども、業者さんの地域貢献活動の

助けをいただきながら、今回も築山を増設したり、それから樹木についても今増やして

いるというようなところで、整備の途中というふうにご理解願えたらありがたいです。 

  それから、入園状況につきましても、上士幌につきましては、できるだけ待機児童を

出さないというところを最前提で、現在入園を受け付けているところです。 

  定員が170だから170で終わりということにしてしまえばそれはそれで管理はしやすい

んですけれども、最近ですと、お母さん方の就労状況等もあって非常に入園率が高くな

ってきております。年度当初については、まだ定員の近い数字だったと思うんですが、

年度途中で毎年増加というような状況なものですから、今回の新型コロナのこともあり

ますので、保育室のほうだけではなくて、遊戯ホールであったり、それから外の園庭や

ほろんの森を活用して対応していきたいというふうに考えています。 

○委員長（早坂清光委員長） そのほかございますでしょうか。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 利用者負担金の関係なんですけれども、未納額が昨年度と変わ

っていないという状況で、この辺の要因といいますか、かなり過去のものなのか、見込

みがあるのか、また、不納のところにしなくてもいいのかというのも含めて状況をお願

いします。 

○委員長（早坂清光委員長） 弦巻課長。 
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○弦巻佳光幼児教育課長 この、元年度の決算資料の中で過年度分の収納率が非常に低か

ったんですけれども、非常にこの滞納額につきましてはずっと以前のものです。６名の

方で、うち２名については町外へ転出しているような方の状況です。 

  昨年度、さらに平成30年度滞納については、さらに、実は途中で収納されていたんで

すけれども、今回残っている方は、さらにもっと前から、ほかにも滞納があるものです

から、保育料だけではなくて。そういったところで、徴収には努めたんですけれども結

果的に難しかったというような状況です。 

○委員長（早坂清光委員長） ほかにございますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 小学校、中学校全般に関わる、学校における働き方改革という

の、ここで質問させてもらっていいのかなと思っているんですが、いいですか。 

  項目は特にないんですが…… 

○委員長（早坂清光委員長） ちょっと待ってください。 

  ページ。 

○２番（山本和子委員） ページがないんですけれども。 

○委員長（早坂清光委員長） 小学校なわけですね。 

○２番（山本和子委員） 小学校、中学校の先生の働き方改革について、これ終わると、

次、社会教育にいっちゃうと思う。社会教育で一回切れますよね。 

○委員長（早坂清光委員長） 社会教育に行く前に、最後に。 

○２番（山本和子委員） 分かりました。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 先ほど課長のほうから、今年の入園状況184名という部分で

聞いてます。 

  去年の実績でいくと年度末に193ですから約10名ぐらいの乖離がありますけれども、

今年改めて職員、こういうふうに見ると職員の部分について総計35名の（13）になって

いますけれども、今年については増えているかどうか。あと約10名増えた場合対応でき

るのか。 

  それと、本当に最大何名があそこの認定こども園で、年別だと未満児等を含めて、年

長等含めてそのバランスもあるかと思いますけれども、最大何ぼまで対応できるのか。

これだけちょっと確認したいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 弦巻課長。 

○弦巻佳光幼児教育課長 まず、職員の体制ですけれども、昨年度よりも２名、４月に新
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規採用したところです。ただ、３月になって、年度末ですね。昨年度の年度末に１名急

遽退所というような形になるものですから、現在、正職員が１名欠員という形の状況で

す。 

  さらに、臨時職員、今の会計年度任用職員につきましても２名を募集をしているんで

すけれども、残念ながら応募がないというふうな状況であります。 

  その分をカバーするためにも、いわゆるパートの職員という形で随時募集をしており

ます。パートなものですからフルタイムで毎日というわけにはいかないんですけれども、

できるだけその方の都合のつく時間でもいいですからという形で登録者を増やして、パ

ートで何とかしのいでいるというような状況です。 

  それから、最大の人数につきましては、先ほどの年齢ごとに、いわゆる保育室が分か

れるものですから一概には言えませんけれども、現在170名の全体の定員に対しまして、

規則上も、いわゆる２割までの増減については、いわゆる道のほうからも許可を取れる

というような状況なものですから、２割増ですと204名。ここをめどに受け入れていき

たいというふうに思っています。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 最大の部分は分かりましたから、これと、マッチングしなが

ら教職員の対応という部分も大変なことだなという認識します。 

  前回、教育課長の部分から190までという話聞いていたもんですから、ちょっと、僕

もそういう認識したもんですから、上限、上。今、200と言ったら、またかなりこの 

乖離の差、200ですから二十数名の分ありますから、そういう部分で、そこについても

し対応するとしたら、やはり安全とか職員の安定した確保と、労働強化とか働き方改革

とかという部分ありますから、本当にそこまで行くかどうか別にしましても状況分かり

ました。 

  また何か、そのことについて何かあったら説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 弦巻課長。 

○弦巻佳光幼児教育課長 正職員、それから会計年度任用職員も含めて、できるだけ現在

も募集をしております。いろんなところに声かけもしているんですが、全国的に、いわ

ゆる保育士の不足が続いているような状況なものですから、今後も募集を続けていきた

いというふうに思っています。 

○委員長（早坂清光委員長） ここで15分間の休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 
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（午前１０時０２分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１４分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） このページでほかに質疑ございますか。 

  よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） そしたら、先進まさせていただきます。 

  108ページから109ページのところでございますか。 

  ありませんね。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 109ページ。小学校関係の水泳プール管理運営費のところなん

ですけれども、決算額に対して内訳のほう、工事、暖房工事の金額のみの掲載で、残り

の金額がどの辺にいっているかというを説明お願いします。 

○委員長（早坂清光委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 この残りの経費につきましては維持管理経費になります。プ

ールの管理委託経費ですとか、あと、プールの水道料、燃料費等の経費が残りの経費と

なっております。 

○委員長（早坂清光委員長） ほかございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） では、進みます。 

  110ページから111ページ。 

  よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 次に、進みます。 

  112ページから113ページ。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ないですね。 

  先ほど、２番、山本委員の発言ありましたらお願いします。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 小学校、中学校に関わる全般的に関わる問題で、学校における
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働き方改革、上士幌アクションについて、これは平成30年から32年の期間として目標設

定していると。この状況についてどんなふうに、昨年度も質問した気もするんです、昨

年度予算で質問しましたね。どうなっているか質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 木下課長。 

○木下由季子教育推進課長 学校における働き方改革アクション・プランについてですが、

北海道教育委員会のほうから示しをされています北海道アクション・プランに基づいて、

本町の学校における働き方改革「上士幌アクション・プラン」という形で作成をさせて

いただいております。 

  町内の全ての学校に働き方改革を進めるということで町の教育委員会が策定をし、学

校のほうに取組を促すという形になり、必要に応じて、道の改定等に合わせて適宜見直

しを行ってきているような状況になっております。上士幌町のアクション・プランにつ

きましては、町のホームページのほうにも掲載をさせていただいておりますが、柱とし

て４項目定めさせていただいております。 

  アクション１として、「本来担うべき業務に専念できる環境の整備」という形で、学

校現場の教職員の方々が、いわゆる専任の業務に専念をできる環境の整備という形で、

教育費の中でも触れさせていただいておりますが、少人数学級教諭の配置ですとか専科

担当教諭の配置といった人的な配置の部分。また、プログラミング教育推進のための教

材ロボットの活用ですとか、先ほどもご報告をさせていただきましたが、帯広コア専門

学校生の派遣ですとかいうような取組をさせていただいております。 

  また、２番目として、「部活動等の指導にかかわる負担の軽減」という形で、こちら

のほうもかなり先生方の負担が大きくなっているのかなというふうに思いますが、部活

動の在り方につきましても、ＰＴＡですとか保護者の皆様、また、地域のスポーツ関係

の皆様等のご協力もいただきながら、休養日を設けるですとか、１日の実働時間を制限

するですとか、そういうことも含めてお願いをし対応をしてきているところです。 

  ３点目として、「勤務時間を意識した働き方の推進」また、「学校運営体制の充実」

という形で、例えば夏期休業中、冬期休業中に学校閉庁日を設定し、先生方が休業でき

る形を取れるようなふうにすると。連続した休暇等も含めて取れるような形を対応する

と。 

  あと、道費の職員につきましてのタイムカードの導入。また、町費で派遣させていた

だいています職員のタイムカードの導入という形で、今、時間を管理をし、それぞれの

職員の働き方について、見える化という形で取組をさせていただいております。 

  また、令和元年度につきましては、文部科学省の学校業務改善アドバイザー派遣事業
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というのがありましたので、こちらのほうに手を挙げさせていただいて派遣等を受けて

います。 

  ４点目として、「教育委員会による学校サポート体制」という形で、例えば学校閉庁

日になる部分については学校の連絡は受けないような形で、教育委員会を緊急連絡先に

するですとか、お昼の時間帯には学校のほうへ急ぎの連絡をしないだとか、配布物につ

いても、今まで学校の子どもたちを通じ学校でまとめていただいていたというようなも

のを、例えば印刷もこちらでして、回収については直接保護者の方から教育委員会のほ

うに提出いただくなどを取り組んでおります。 

  また、現在、町の職員を対象に実施をしていますストレスチェックというのがあるん

ですが、こちらのほうも、学校の教職員のほうにも実施をさせていただくなどの対応を

させていただいております。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） かなり目標に沿って、いろんな形で先生方の負担を軽減してい

るということを確認させてもらいました。 

  多分これは、32年ということは令和２年ですね。今年度を一応目標としていろんな形

で、パーセンテージもありますんで、それも含めて前へ前へと進んでほしいなと思って

います。 

  多分、今コロナ時期でいろいろ大変、多分、これに関わらず機械的なことは当てはめ

られないと思うんですが、別な形の負担が出てくると。 

  それから、来年度以降は、直近の情報では教育再生会議が20人学級を提言するという

こともありますので、35人学級に20人、そういう学級の数に関わるケースも変わってき

たりすると、多分かなり先生方の負担が軽減されていくんではないか。そのことを含め

て、来年度以降について、これは一般質問で取り上げましたので深くはしませんが、ぜ

ひ先生方の負担を軽くし、結果的にはそれ、子どもたちに反映し教育の充実に行きます

ので、ぜひこれからも、まだまだ100％はいっていないと思うんで、ぜひ検討をお願い

したいと思っていますが答弁お願いいたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 木下課長。 

○木下由季子教育推進課長 委員からご指摘がありましたとおり、今、タイムカード等で

見える化をしていますが、残業しているからやめなさいということでは、済むような中

身ではありませんので、やはりそこのところを教育委員会としてもサポートしながら、

アクション・プランの実施に向けて充実した取組を進められるように対応していきたい
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なというふうに考えておりますのでご協力よろしくお願いいたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 教職員の働き方改革の中で、やはり先生方が年次有給休暇

がどのくらい自分の意思で取れるかというところも１つの指標になっていくのではない

かなと思っています。 

  平成26年になりますが、平成26年からずっと遡って、今、調べてはいたんですけれど

も、平成26年は小学校の平均年休取得率が9.03日。そして、いろいろな政策を講じなが

ら、例えばいろいろな政策というのは人的な配置も含めながら、そんなことを行いなが

ら、昨年度になりますけれども、小学校においては年休の取得率が13.71というところ

まで今増えてきています。 

  中学校については平成26年に13.8日に対して、昨年、令和元年は、ここはあまり伸び

がないんですけれども12.3という数字が出ています。 

  こういった、先生方が学校外で自分のやりたいことができるような、やはり環境をつ

くっていくという部分では、やはり可視化していかないといけないだろうというふうに

考えています。 

  今、上士幌小学校、中学校とも、大体、半分が町外から通っています。そうすると多

くは音更町です。一部帯広。そこから通ってくる時間が50分と考えれば、こういったも

のもカウントしていくと、かなり加重になっているのが実態じゃないかなと思っていま

す。 

  そういったこともあることから、人事評価シート、今始めています。毎年実施してい

るんですけれども、学校設定目標という中に働き方改革の推進というのを教育委員会の

ほうから、まず１項目だけはこれを入れてくれということを指示しています。校長の考

え、そして、先生方がこのことをどのように受け止めて業務を推進するかというのが１

つのテーマになっていきます。学校においては、今、課長のほうからもいろんなプラン

がありましたけれども、例えば、今、月に２回、定時退庁日を設けましょうというふう

にしています。ただ、校長、教頭から、定時退庁日だから今日帰ろうねという、そうい

う簡単な話ではないということで、先生方個々が、今日は何の日だ、来週の今日はこん

な日だということで、先生方が自ら設定できるような、今度は職場環境づくりでも進め

ていかないといけないなというふうには考えています。 

  北海道教育委員会のホームページにも上士幌町の取組が掲載をされています。非常に、

去年１年間で、実は教育委員会の職員も含めてなんですが勉強させていただきました。

職員室の構成、それから棚の置き方、それから書類の出し方、こういったものを文具メ
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ーカーのコクヨの方、主幹の方に来ていただきまして年３回やらせていただきました。

先生方とも懇談をしました。随分変わりました。書類が３分以内で出せるようにしまし

ょうと具体的な言葉もかけていただきました。 

  こういったことを通しながら、去年１年間、それ取り組んだことを去年だけに終わら

せないで、私の中では、教職員の働き方が子どもたちの教育に反映されるということも

考えておりますので、ここは教育行政執行方針にも書かせていただきましたけれども、

より具体的な行動を今後も取れるように努めていきたいなと考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） 教育費113ページまでですね。施策報告書の部分、質疑行

ってきましたけれども、質疑漏れございませんか。 

○船戸竜一議会事務局長 今、113ページまで終わったところなんですけれども、先ほど

の答弁保留の部分がありますけれども、ちょっとまだ間に合っていない状況ですので、

先にその部分については飛ばして先へ進めさせていただきたいと思います。そして、答

弁がまとまり次第、途中で行うというような形で進めていただければと思います。よろ

しくお願いします。 

○委員長（早坂清光委員長） それでは、ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時２７分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時２８分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 次に、歳出、決算書は103ページから112ページ。施策報告

書は114ページから126ページまで一括して質疑を行います。 

  それでは、114ページから115ページの施策の部分で質疑ございますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 118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、

まだですか。 

○委員長（早坂清光委員長） すみません。114ページと115ページということでお願いし

ます。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 文化財の保護事業について確認させていただきたいと思いま

す。 

  昨日も町の歴史の部分のちょっとお話しもあったり、私も一般質問で、町史の関係等
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含めてありましたけれども、改めて郷土資料の保護・保存という部分で、今いろんな意

味で集まってきていると思いますし、また一方、逆に言えば消滅する可能性もあるなと

いう部分ありますから、今が一番大事な、ちょうど年代の入れ替わりの、本当に数年間

の中でもかなり急速に進んでいますから、その含めて、個人的にもかなりいいものを持

っていたり、そうでないと思って、もう廃棄するという可能性も過分にあるもので、一

方では、その収集活動、必要以外のものは別にしましても、そういう時期に対応をして

いかなならんかなというふうに認識しております。 

  もう一つは、歴史の部分では、町史等についてはどちらかと言ったら文書的な分です

けれども、本当に目に見える歴史という部分で、そういうものは非常に大事なものかな

と思います。 

  そのために、一定程度、今、そういう蓄えをしながら、整理しながら対応しているか

と思いますけれども、将来どのような形で、町民の、もしくは教育的な部分とか、逆に

町外から来た人等を含めて、非常にそういう部分については興味を得る部分があるんで

はないかというふうに認識していますから、そういう展示対応。本当に見える化の展示

対応について、もし考え方ありましたら、この辺についてお話をいただければと思いま

す。 

○委員長（早坂清光委員長） 須田生涯学習課長。 

○須田 修生涯学習課長 文化財、特に郷土資料の保存・活用についてですけれども、今、

郷土資料につきましては、データとして整理しているものが大体700点以上あります。

それから、北居辺小学校にも実は郷土資料ありまして、そこには六十数点の郷土資料が

ございます。未整備のものもありますので、恐らく現在でも1,000点近くの郷土資料が、

これは町民のご協力の下寄せられたものが多いんですけれども、ということで、今保存

しているという状況でございます。 

  資料の収集につきましては、現在のところは、町民の皆様からの、こういう資料があ

るよと。もしかして貴重なものであるかもしれないというような声をいただきながら、

そういう形に対応しながら資料の収集は行ってきておりまして、特別こちらのほうから

呼びかけを行ってというようなことは、現在は行っていないということが現状でござい

ます。 

  今後の展示等活用を含めて、展示につきましては、今保存しているだけという状況で

すので、特に資料が分散しているということもございます。ですから、管理、それから

活用の面からいっても、まず１か所に郷土資料を集約したいというふうに考えておりま

す。 
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  なかなか、新しい施設を建てるというのは困難でございますので、閉校後の学校等、

既存のそういう施設の活用等について、関係部局と協議しながら進めていきたいという

ふうに考えております。将来的にはそういうところに収蔵もして、要望があれば公開し

て説明していくような形というようなことを実現したいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 大まかなこれからのスケジュールについて、何となく印象的

に分かりました。 

  今、だけれども、やはり、かなり本町、実家があって子どもたちが離れているという

ケースかなりあります。きっとそういう中で、残された部分については、子どもたちあ

まり興味ない形とかそういう時期だと思いますんで、今、本当に在住している町民の方

に呼びかけておくほうがいいのかなと思いますし、今このチャンス逃したらなかなか、

そういう歴史的なものとか、価値観は別にしましても、なくなってしまうという部分あ

りますから、そういう部分の対応もする時期にあるかと思います。そんな考え方私のほ

うで持っていますけれども、またその形について、そういう呼びかけしていないという

話で今聞きましたんで、そこら辺についてもう一回確認したいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 郷土資料、滅失を防いで収集をするということは大切なことだ

というふうに考えておりますので、今後、町民の方に積極的な呼びかけ等方策のほうを

検討してまいりたいというふうに思います。 

○委員長（早坂清光委員長） ほかございませんか。 

（「はい。大丈夫です」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですね。進みますけれども。 

  ７番、中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） 昨日もちょっと触れたんですが、保健福祉課のところで触れた

んですが、124ページ、スポーツ、115。 

○委員長（早坂清光委員長） 施策報告書の114ページと115ページの施策について進めて

おりますので、後ほどお願いしたいと思います。 

○７番（中村哲郎委員） そうですか。ごめんなさい。すみません。 

○委員長（早坂清光委員長） ほかございませんね。 

  では、進めます。 

  116ページから117ページでの施策で、ございますか。 
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  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） コミュニティースクール事業ですけれども、昨年と比較しまし

て290万ほどアップしているんですけれども、この辺の要因の説明をお願いします。 

○委員長（早坂清光委員長） 深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 決算額につきましては、地域おこし協力隊が終了しまして、

その方をそのまま地域協働推進員ということで雇い入れた部分の、昨年補正かけた分で

す。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですね。 

  ほかございますか。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 同じくコミュニティースクールの部分で、僕もひょんなこと

から上士幌高校の学校運営協議会の委員として、年に何回かの打合せ等あるんですけれ

ども、なかなか高校に、専門に配置したコミュニティースクールの専門員、担当者とい

うんですか、なかなか見えないという印象、僕持っています。そこの場に来てもあまり

お話もないですし、そこから運営委員のほうに情報も提供ないなと思っていますけれど

も、きっと、なかなか地域にまだなじめないのかなとか、高校として独自のやはり、義

務教育ではありませんから、広範囲から来ているというのもあったりしている部分ある

かと思いますけれども、もう少しこの辺の活動というのあっていいのかなと。専門的に

高校で配置って前に聞いていましたんで、これについてちょっと、状況だけ確認したい

と思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 上士幌高校に配置しておりますＣＳコーディネーター、１名配

置しておりまして、業務といたしましては、ＣＳコーディネーターとして、今、地域と

学校をつなぐということで、ふるさと学習の上士幌学という学習を高校では行っている

んですけれども、そちらのほうのコーディネートをしております。そのほかにも高校の

魅力化というところを視点に、生徒たちのサポート、特に生徒会活動のサポート等を行

ってきております。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） そういう部分で内部的な部分は分かるんですけれども、地域

とどういうふうにするかなと、これは義務のほうも同じだと思うんですけれども、なか

なか、僕もその高校の横に住んでいたりこういう運営委員やっているんですけれども、

見えていないというか、もっと町内的には見えていないのかなと。 
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  僕はきっとここら辺が少しずつ見え始めると、先ほどの高校振興会の対応にある程度

マッチングする部分があるのかなというふうに思っていますんで、やはり町民理解と上

士幌高校の理解というのは一致してかんなければならん１つだと思いますし、この役割

もきっと入っているんではないかなという気しますから、そういう手法も含めて対応し

てくれれば、もう少し上高の在り方という部分も、町民理解等含めて、それから、進学

につながるか別にしましても、そういう学校だなというのが非常に、地域の方が分かる

ことによって支援もしやすいという部分もあるかと思いますんで、その点もう一回確認

したいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 ＣＳコーディネーターの活動につきましては、ＣＳコーディネ

ーター、学校運営協議会の一員でもあるということもございます。そういうところでの

ＰＲ。もしくは、今、ＣＳレターきずなの発行もありますけれども、そういうところで

も、高校の部分の記事というのがいつも載っているわけではありません。そういう場で

のＰＲも必要かなというふうに思います。 

  それから、今後、活動をやっていても地域の方々が見えないというところが、今ご指

摘のとおりあるかと思いますので、今後は、よりその活動見える化を進めるよう検討し

ていきたいというふうに考えています。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。 

  ほかございますか、116ページ、117ページで。 

  よろしいですね。 

  進みます。 

  118ページから119ページの施策で、ございましょうか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 118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。 

  基本理念、私、この推進のこの、平成27年、28年につくったやつを持っているんです

が、基本理念は、その中の具体的な施策の中で、幼児から高校生まで一貫のある教育と

いうのがこの学園構想の狙いだったと思うんですが、その具体的な施策として、幼保小

中高連携教育推進の手法というのがあって５つあります。それによって具体的な取組を

しているんですが、その具体的な取組について、全ては難しいかと思うんですが、具体

的な取組を毎年検証を行って次に生かしていくということで、毎年、何か機会があるご

とに質問しているんですが、例えば１点目のユネスコスクールというのは、これ名称を

変えてＳＤＧｓに変えたという、多分そういうことになっていると思うんですが、あと
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教材、共通教材、ｉＢノートの導入、見える化の問題でテストの問題ですね、その問題

とか、そのほかは課外活動の問題とかあるんですが、そのことについて。いろいろな、

評価・検証と言ってもいろいろあると思うんで、その点について、具体的な手法につい

ての５点、５番目はいいんですが、そういうことについての検証を行っているのかどう

かと。具体的に、これ令和元年度ですんで、２年度に生かされているのかと。過去にも

質問したら、結構、検証しながら変えているところあるんだよという答弁があったんで、

その辺について質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 かみしほろ学園の取組につきましては、今、委員がおっしゃっ

たように、幼児から高校生までの一貫性のある教育ということを１つの基本理念に、毎

年度、評価・検証と改善を行いながら進めてきているところです。 

  平成元年度は前年度の組織としてはそのまま引き継ぎまして、本部推進室、それから

連携教育部会、研修開発部会、教育研究・福祉研究部会という３部１室という組織で運

営してまいりました。各部会ごとに１年間事業を実施いたしまして、その後、年度末ま

でに、事業ごとに評価・検証を行いまして、今年度の総会において、学園全体で確認し

てきているところでございます。 

  今の具体的な評価・検証、どのような形ということですけれども、例えば、連携教育

部会で取り組んでおります各種検定ですね。これは成果の見える化ですけれども、これ

につきましては、積極的に呼びかけを行いまして、特に課題でありました当日の欠席者

についてはほとんどいなくなったというようなことで改善が進んでおりますし、研修開

発部会で取り組んでいますｉＢノート、あるいはサポートブック「アーチ」につきまし

ては、部会を構成する教職員による評価によって、場合によっては保護者のアンケート

も取りながら、より使いやすいものに改善しまして、活用も確実に定着してきていると

いうところでございます。 

  今年度、令和２年度については、今回ちょっと組織の改編を進めておりまして、もう

一つかみしほろ学園構想の基本理念であります、地域総ぐるみで子どもたちの育ちに関

わる仕組みづくりというのがあるんですけれども、それを進める上で柱となっておりま

すコミュニティースクールのさらなる浸透を図るために、新たに地域協働グループとい

うグループを立ち上げまして、その中で教職員と教育委員会が一体となって取り組むこ

ととしております。 

  また、連携教育グループでは、今、冒頭ありましたユネスコスクールですね。これの

基礎となりますふるさと学習について体系化した上士幌学というものを推進しまして、
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こども園から高校まで、発達段階に応じた学習活動の充実を図っていくということにし

ております。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） この導入を決めた上士幌独自の教育の在り方というものを決め

たときに、平成27年から、28年から始まっているんですが、幼小中高一貫したものを、

教育の理念を基づいて、同じ教材で同じことを、教材といっても同じではないんですが、

その中で教育力をつけていくというのが狙いだったと思うんですが、それ、いろいろな

部会をつくりながら、幼小中高の先生方、保護者含めて推進すると。その体系そのもの

は同じだというふうに確認していいのか。その体系そのものの検討とか見直しではない

のかなといつも私は思いながら、それはそのまま引き継いでいると。 

  私、よく指摘したのは、ｉＢノートどうなのかとか、具体的な中身は、多少は変わっ

ているかと思うんですが。あと、先ほどの検定試験もどうなのかというふうにいつも質

問させてもらって、検定する子どもたちが人数増えているとか。先ほどは、欠席者が少

ないから定着しているという答弁で、さらには、広報なりわっかに名前がずらっと出た

りすることもあるので、ああ、依然とその方向に進むんだなというのは、私はちょっと

見てはいます。 

  ですけれども、そういうｉＢノートのその自学学習ですか。小学校５・６年になれば

自分でノートに書くと。高校生になれば日記で何か、そういう方法で、学習のその、自

分で学習する、自ら学ぶ姿勢ができているのかなというのと、それから、学力の見える

化で検定試験、英語、漢字ですか、数学はないですね。それで本当に学力が見える化に

なっていくのかなというのは、ちょっと導入時期から疑問に思っていましたので、その

点は以前と同じ評価、評価というか、同じというふうに確認させてもらっていいですか。

それはそれで、決算ですので、そのことの確認をして、いつかまた機会があれば質問し

たいと思うんで、その辺について、特に変わった、根本的な中身についての検証とか変

わった点というのは何か、再度質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 組織のほうも改編しながら検証・評価と改善を行ってきている

ということでございますけれども、各部会で取り組んでいることというのは、28年出発

当初からと変わっておりません。取組に関して、より使いやすいものですとか、より子

どもたちの学習意欲を高める方法だとか、そういう視点で、各部会で、持っている事業

の改善に取り組んでいるということでございますので、その姿勢は一貫して変わってお

りません。 
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○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ございませんね。 

  次に進みます。 

  120ページから121ページの施策の中で、ございましょうか。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 学童保育の管理運営のところなんですけれども、職員の状況が、

昨年度の資料と比較しますと３人少なくなっているんですけれども、これは、それで間

に合っているということなのか人材がいないということなのか。その辺、状況を教えて

ください。 

○委員長（早坂清光委員長） 深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 年度当初につきましてはパートが９名いて、また指導員も５

名いたのですが、諸事情によりお辞めになられていると。それと同時にハローワーク、

職員担当を通しながら募集をかけ、また、町の広報紙、また、無料職業案内所等につい

て募集をしています。ですが、なかなか応募がなく、今年度も継続して募集していると

ころではあり、その中で何とか行っているというような現状でございます。 

○委員長（早坂清光委員長） ほかございますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 先ほど119ページの質問、ちょっと飛ばしてしまいましたので、

再度戻っていただきましてお願いいたします。 

  119ページ、みんなの学び応援事業についていたします。 

  以前はマイスタディ・マイプランとかなどという中身で、名称を変えたらどうかとい

うことで分かりやすい名称に、みんなの学び応援事業というふうに変わりまして、28年

から29年、令和元年度もかなり多くの事業が町民の方々の力で実現していますが、その

辺の、担当課もかなりアピールしたり、町民の方々もいろいろな企画を取り組んでいる

ということで、その辺の評価について質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 平成29年度より名称を変更いたしまして、みんなの学び応援

事業として継続させていただいております。 

  令和元年度、６件の申請がありました。周知につきましては、主に町の広報紙を活用

しているところでございます。 
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  あと、教育委員会に、こういった事業を行いたいんだけれども何か資金になるような

ものはないかというようなご相談受けることが多くあります。その中で、みんなの学び

応援事業の考え方等に合うものにつきましては、こちらのほう、補助金を使っていただ

くというような形にしております。 

  今後も、この事業、町民の自主的な活動に対して補助をするものですから、中身を精

査しながらも継続して実施していきたいというふうに考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 以前、この名称を変えるときにいろいろ要綱の見直しをお願い

して、名称は変わったんですが、補助する金額が８割、８割はそれで、いろんな事業あ

りますが、２割分は自ら負担しなければいけないと。物によっては、私もいろいろやら

せてもらっているので、参加者からお金を取っていいのか。そのお金を取ったお金がま

たややこしくて、会の負担になるかならないかってその辺難しいんですが、きちんと、

もしかしてお金を取ることが難しい事業もあるんではないかと。そういうことについて、

物によっては10割負担とか、それから、会費を取っちゃうと会費自体が町民からもらっ

た補助金から外れる外れないとかなるので、２割分というのは来た方に、サークルにで

はなくて、実行委員会ではなくて、町民から、来たときに参加費としてもらった分は会

費扱いにして、会負担から、言い方がちょっと難しいんですが、外してほしいと。２割

分にそれも入れてもらいたい、それで合っているのかな、ちょっとややこしいんですが、

そういうふうに、使いやすいようにしていったらどうかなと思っています。 

  自分たちで一生懸命、一生懸命やっているのに、会の負担分が出てくると、２割負担

と言ったら最高15万なので、結構二、三万は自分たちが出さなきゃいけないと。会費も

らってもそれは負担分に外されちゃうという。その辺をちょっと改善しながら、ぜひ使

いやすいように、かかる負担経費についてはやりやすいように、会が主催に持っていて、

お金があってやるんであればその会費負担分は２割丸々出してもいいんですが、時によ

っては会員から集める方法もあると。そういうことも含めて、よりやりやすいように見

直し等を行うべきと思うんですが、その点について質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 申請いただく前にご相談いただいていつも利用していただい

ているのですが、そのようなこと事前にお話しさせていただいております。 

  合致しない場合はほかの補助金も一緒に探すだとか、そういうことも考えながらやっ

ているところでございますが、一応、会の方に了解を得ながらやっているというところ

です。 
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  委員のおっしゃるとおり、今後も使いやすいようにということですので、日々、委員

会としては内容の精査を行っていきたいというふうに考えておりますので、また、中身

が変わる等ありましたらまたご報告させていただきたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 120ページから121ページの中の施策で、ございましょうか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ありませんね。 

  次に進みます。 

  122ページから123ページの施策の中で質疑ございますか。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 体育施設の関係で、ちょっと確認だけさせてください。 

  この右の実施概要については、去年と同じようなことがそっくりすぽっと入っている

んですけれども、本当にゲートボールのベンチの購入、２年やったのか。テニスコート

の土の入替え２年やったのか。防風林のテニスコートの伐採を２年やったのかという、

ちょっと信じられない部分、信じ方だと思うんですけれども、こんな記載があるもんで

すから、これちょっとどうかなと、ちょっと確認だけまずさせてもらいたいと思います。 

  併せまして、施設全体の中で野球場がかなり、近年、あまりよく使われていない中で

草刈りの管理等を、それから、かなりさびの状況を含めて見栄え。あそこも１つはナイ

タイに向かっていく道路の１つとか、メイン道路の１つに、すぐ横にありますから、そ

んなことありますんで、この辺の、野球場の今後の対応の仕方とか管理の仕方について、

この２点だけちょっと確認させてください。 

○委員長（早坂清光委員長） 田中主幹。 

○田中義朗生涯学習課主幹 まず１点目の体育施設の維持管理のゲートボール場等のベン

チの購入とテニスコートの土入れ、入替え工事につきましては、こちら記載誤りという

ことで、差し替えのほうをさせていただいているはずです。 

（「いや、いい。分かりました」の声） 

○田中義朗生涯学習課主幹 はい。申し訳ございません。 

  続きまして球場のほうですね。球場のほうは老朽化が目立つということなんですけれ

ども、そちらのほう、活用の状況もありますので、その辺、見極めながら検討して、使

うときに荒れて使えないとかそういうことのないように適正に管理して、これからもし

ていきたいと考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 差替え、ちょっと僕のほうの不届きで大変申し訳なかったで
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す。 

  その部分はいいんですけれども、野球場、今の形で本当に対応していいのかなという

ちょっとありますし、町内のチームもかなり、社会人、まだ子どもたち、児童・生徒が

あっても、あそこあまり使ったの見たことないような状況ですから、そろそろ、どうす

るかなという判断をする時期に来ているのかなと思っています。 

  総合計画か何かできちんと整理するかは別にしましても、ちょっとそこら辺にも手を

加えて、あのまんまで使っているお話しだったんですけれども、それちょっとどうかな

と認識しています。ただ、僕も町内の野球事情あまり分かっていないもんで、そこら辺

も含めて、もう一回ちょっと確認したいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 田中主幹。 

○田中義朗生涯学習課主幹 少年野球のほうはスポーツセンターの東側の少年野球場を使

っていまして、あと社会人のほうは、利用は少ないんですけれども、野球場のほう使わ

れているということで、野球使われている団体等も、今後の利用状況をいろいろ協議し

ながら、今後の施設の在り方について検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。 

  ほかございませんね。 

  先に進みます。 

  124ページから最後の126ページまで。 

  ７番、中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） 先ほどはすみませんでした。126ページまで一括かと思って間

違えました。 

  124ページのスポーツセンターの管理運営なんですが、昨日も福祉課でちょっと質問

したんですけれども、ここで、私、統計的な数字は分からないんですが、この利用者の

数が２万3,294人ということで１日当たり平均80人ということですが、この中で、特に

トレーニングルームとかマシーンを使うところは別に記載するシステムになっているか

と思いますけれども、そこの数字を、私も本当に根拠もないんですけれども、いつも見

ていると、大体半分ぐらいは、高齢者と言ったらおかしいかな、大人で、半分ぐらいが

ちょっと子どものような、そんなようなイメージを持っているんですけれども、そこら

辺で、やはり健康増進という意味では、保健福祉課の方とどれぐらい共同して、あれ、

かなり利用率が少なくてもったいない気がするんです。ですので、あれをいかに有効に

使うかというのを、どれぐらいを進めているかというのをちょっとお聞きしたいなと思
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います。 

○委員長（早坂清光委員長） 田中主幹。 

○田中義朗生涯学習課主幹 スポーツセンターですけれども、トレーニングの機械が何台

かありまして、最近はコロナ禍の影響もあってちょっと利用率は落ちているんですけれ

ども。スポーツセンターの運営の人数の中にはそういった個人の利用の方も含まれてい

まして、あと、保健福祉課との連携ということで、ページが122ページになるんですけ

れども、スポーツ教室及び講習会の開催ということで、個別運動プログラムですね。上

から２段目の、大きい２段目の、一番下の個別運動プログラムというのが保健福祉課と

連携しました事業になっていまして、こちらが、保健師のほうから紹介ありました町民

の方に対して、体力ですとかメンタルテストを設定しまして、自宅ですとかそういうと

ころで実施可能な筋力トレーニングですとかストレッチのメニュー伝達を行っておりま

して、昨年度の実績で11回、延べ41名の方が参加されているという状況でございます。 

○委員長（早坂清光委員長） ７番、中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） あそこの設備、古い新しいはありますが、かなり、都会の人に

とってみたら物すごい恵まれている環境だと思います。ただであれだけの運動ができる

というのは。あれをもうちょっと、今コロナ禍で使えるものが１台置きになっているか

と思うんですけれども、私の勝手なあれですけれども、半分ぐらいはプラザへ持ってい

って、軽く運動してお風呂入るというようなそういう宣伝をして、より使ってもらった

ほうが、今どうせ半分使っていないんですから、そういうのもアピールしてもいいんじ

ゃないかなというふうに私は思います。もっと、健康増進のためのアピールをしていた

だければなというふうに思っています。 

○委員長（早坂清光委員長） 田中主幹。 

○田中義朗生涯学習課主幹 今、委員からの意見がありましたように、確かに使用率、あ

まり多くない状況なので、いろいろ周知しながら、せっかくのいい機械がそろっていま

すので、皆さんに使っていただくように周知していきたいなと考えております。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ７番、中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） あと、昨年、指導員が１人いたような覚えがあるんですけれど

も、ああいう指導員、何らかの事情で多分お辞めになられたんだと思うんですけれども、

ああいう方も機会あれば雇っていただきたいなというふうに思います。よろしくお願い

します。 

○委員長（早坂清光委員長） 須田課長。 
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○須田 修生涯学習課長 地域おこし協力隊員で来ていました健康運動指導員ですけれど

も、諸般の事情で退職されたということでございます。 

  健康運動推進員ということで、いろいろな、先ほど言いました保健福祉課の連携とか

という部分でも携わっていた、今、健康ポイント事業等でも関係していたという職員で

ございます。 

  トレーニング機器の使用ですとか、導入したときには、たしかメーカーの方とかに来

ていただいて、町民の方向けに使用方法だとかというような形で説明会等は行ったんで

すけれども、そういう日常的な健康運動に関する指導等につきましても、今後、人を雇

うかどうかというのは別といたしまして、継続して行っていきたいというふうに考えて

おります。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですかね。 

  そのほかございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 最後まで行きましたので、全体を通して、施策報告書の

114ページから後段進めましたけれども、126ページまでの間で質疑漏れございませんね。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） それでは、ほかに質疑がありませんので、教育費に対する

質疑を終結いたします。 

  ここで、15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１１時０６分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１６分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 一般会計の歳出ですけれども、公債費…… 

（「その前に」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） 失礼しました。 

  教育委員会のほうの上士幌高等学校の振興会の関係の予算で答弁保留している部分が

ありますので、その分について、初めに答弁を求めます。 

  鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 ご質問いただいた決算の施策報告書の104ページの上士幌高
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等学校振興会助成事業の各種奨学金の人数の関係の内訳です。 

  上士幌高校との連携、ちょっと取れていなくて、答弁に時間がかかり申し訳ございま

せんでした。人数の内訳につきまして、４年制の大学については５名、あと短大につき

ましては１名、専門学校については５名の内訳となっております。 

  以上であります。 

○委員長（早坂清光委員長） 木下課長。 

○木下由季子教育推進課長 引き続きまして、先ほど、同じく上士幌高等学校振興会の補

助金の一番下の行になります、その他生徒募集等に係る経費ということで、内訳につい

て概要でご報告させていただきます。 

  制服代の補助、それから、広報大地、学校案内等のチラシの印刷経費、また、学力向

上推進という形で、今回、進路先の見学ですとか予備校の受講費、また、模擬試験の際

の教材費等、あと、大学入試に向けたアプリ等の購入等の費用。改めまして、教職員の

サポートという形で数学科のＴＴを配置をさせていただきました。そちらの人件費と事

務費等になっております。 

  大変申し訳ございませんでした。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。 

  それでは、先に進めさせていただきます。 

  それでは、先ほど申し上げましたけれども、公債費、諸支出金及び予備費についての

質疑になりますが、決算書は111ページから114ページ、施策報告書は127ページから128

ページまでになります。 

  一括して質疑を行いますが、質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 質疑がありませんので、公債費、諸支出金及び予備費に対

する質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

（午前１１時１９分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時２２分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 次に、一般会計の事項別明細書の歳入は９ページから36ペ

ージ、施策報告書は９ページから19ページまでを一括して質疑を行います。 
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  質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ありませんね。 

  質疑がありませんので、歳入に対する質疑を終結いたします。 

  次に、令和元年度一般会計歳入歳出決算書の１ページから８ページまでを一括して質

疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ありませんね。 

  質疑がありませんので、次に、令和元年度一般会計実質収支に関する調書に対する質

疑を行います。 

  実質収支に関する調書は115ページの質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ありませんね。 

  以上をもって、令和元年度上士幌町一般会計歳入歳出決算に対する質疑を終結いたし

ます。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１１時２３分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時２４分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 次に、５特別会計歳入歳出決算に対する質疑を行います。 

  特別会計への質疑は、会計ごとに一括して質疑を行います。 

  質疑の順序は、国保会計、後期高齢者医療会計、介護保険会計、水道会計及び下水道

会計の順に審査をいたします。 

  初めに、令和元年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算に対する質疑を行い

ます。 

  決算書は116ページから136ページ、施策報告書は129ページから130ページまでを一括

して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 
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  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 国民健康保険に関して３点ほど質問したいと思います。 

  １つ目、成果表の中にもあるんですが、特定健診60％目指すと。これずっと30年から

35年まで、令和５年ですか、ずっと60％目指すということで、どんどん町としては努力

して増えているんですが、令和元年度の達成率について、特定健診達成率、それについ

て質問いたします。 

  それと、平成30年から広域化されたんですが、財政状況も含めて、今後３年間、次、

見直しに入る時期なんですが、その辺についてどうなのかと。基金も含めて質問したい

と思って、兼ねて質問しますが、基金はずっと横ばいで4,400万ほど。前年は3,900万で

すので、何とかこの３年間は、限度額を上げながら、やりくりしながら町の保険税は、

税率等は上げないで来たわけですが、今度広域化見直しについて30年度からなった場合

に、その辺も含めてどんな状況になるのか、情報等があれば質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 佐々木主査。 

○佐々木 幹保健福祉課主査 特定健診の達成率ということですけれども、令和元年度の

特定健診受診率につきましては、国への報告が本年の10月となっております。ですので、

まだ最終的に数値は確定しておりませんが、正確な受診率としてお答えできませんけれ

ども、想定としては前年の56.8％。これとほぼ同率の数値になるのではないかと見込ん

でおります。 

  それと、あと、この特定健診の受診率の今後についてというのの関係ですけれども、

正直、本町の受診率は今低くないかと思われます。ですので、今後も従前同様、地道な

努力となりますけれども、保健師からの未受診者への電話・訪問等による受診勧奨を進

めて、道の目標でもありうちの町の目標でもある60％を目指していくところです。 

  そして、広域化についてですけれども、平成30年度の国保制度の改正により、都道府

県化に向け、北海道も北海道国民健康保険運営方針に基づき、道一本化に向け進んでい

るところですけれども、現行の運営方針は平成30年度から令和５年度までのものであり

まして、本年が中間見直しの年であります。 

  今、まさに市町村連携会議等を開催し見直しをしているところであります。これによ

りまして、本年の11月頃に運営方針の改正が示される予定です。 

  また、その後の運営方針の見直しがされまして、結果、令和12年度、北海道統一保険

料率による賦課するというところを北海道は目指しているところです。 

  本町においての喫緊の課題としましては、令和８年度までに廃止することを求められ

ております賦課方式の変更。現行の４方式から資産割を廃止した３方式にすること。こ
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れを求められていますが、これについては毎年賦課試算をしているところであり、今後

も賦課試算を続け、現状の本町の税率で、先ほどお話にもありましたが、基金の状況に

もよりますけれども、法定外繰入をすることなく運営していけるかどうか。これを、試

算を繰り返して、後手に回らぬように検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 受診率につきましてはかなり60％に近づいていると。もし近づ

いたらその次はと質問しなければいけなくなるんですが、かなり努力されているという

ことで評価いたします。 

  それから、今後の広域化の問題で、多分11月頃方針出て、いずれは、先ほど言いまし

た12年、料金統一に行くんであれば、町としては激変緩和ももうなくなっていくとなる

と料金が上がっていく可能性もあると。そこで、今言った資産割をどうするかというの

が出てくると、資産割をなくしちゃうと個別の料金に跳ね上がってきますので、その辺

も十分、これからの課題として、委員会のほうにも報告あると思うんですが、町が努力

して、下げることまでは厳しいかと思うんです。料金据置きするように何とか努力、た

だ、町だけの独自でできるかというとなかなかそれも大変だと思うので、それも含めて

ぜひ努力してほしいなと思っています。 

  あと、やっぱり一番の原因は健康に留意して予防をきちんとすると、それなりのメリ

ットがあると。町独自の料金そのものは、プール化されちゃえばそれは分かりませんが、

健康維持することに、予防運動したことによりいろいろな支援がもらえるというんであ

れば、そういういろいろなことを含めながら、料金上がらないようにぜひ努力してほし

いと思っていますが、その点について質問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 佐々木主査。 

○佐々木 幹保健福祉課主査 やはりどうしても資産割を廃止しなければならないという

ことではありますので、その方向で進んでいくところは変わらないのですけれども、委

員おっしゃるとおり、料金が急に上がる、それを抑えるために激変緩和ということもあ

りますが、令和６年頃にたしかなくなるかなと思われます。 

  その中でやはり、どうしてもやりくりしていく上では基金の状況、ただしこれもそれ

ほど潤沢なものではありませんので、基金の状況を見ながら税率を改正せざるを得ない

のかなというふうに思っております。 

  ただ、いずれにせよ、その部分に関して早め早めに試算をして、試算するシステムの

ほうも国保連合会ですか、そちらのほうから、来月アドバイスに来ていただいて、新た
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に資産をこういうふうにやれるんだよとかというのを教えてもらうような段取りも取っ

ています。 

  委員おっしゃるとおり、なるべく上がらないようにといいますか負担のかからないよ

うにということで、ぎりぎりまで、基金との兼ね合いで試算していきたいと思っており

ます。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 資産割を残せという意味じゃないんですが、資産割を既にもう

なくしているところありますので、資産割があると、収入がなくても住宅があったり土

地があったりすると、結構資産割高いですので、その辺は、資産割は多分廃止する方向

に行くのは、私はやむを得ないのかなと思う気もします。であれば、何かそれなりの、

国や道に対してきちんと激変緩和プラス、これからもできるようなことをぜひ要望して

ほしいと。 

  資産割について私は、廃止するとうちの町もかなり料金設定上がるんじゃないかなと

いう心配はするので、資産割そのものはやはり廃止する方向に行くのは当然なのかなと、

私は思っていますので、そのことを付け加えて、答弁があればお願いいたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 尾形課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 国保の都道府県化につきましては、やはり、北海道のどこにい

ても、同じ収入、同じ家族構成等であれば同じ負担を求めていくという考えの下で実施

されるものでございます。 

  ただし、健診率の状況だとか医療費の状況によって、努力者支援制度等の、よければ

保険料安くなるという結果に結びつくような制度もございます。ですから、そういう努

力を精一杯、皆さんの、町民の皆さんにも努力をいただいた中で保険料を下げるような

形で進めていきたいということが１つございます。 

  また、子どもの均等割の廃止だとか含めて、道・国を通じて、そういう要望もしてい

きたいというふうに思っておりますので、どうぞご理解のほうよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（早坂清光委員長） 国保会計についてほかにございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですね。 

  それでは、質疑ありませんので、以上で、令和元年度上士幌町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算に対する質疑を終結いたします。 
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  次に、令和元年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算に対する質疑を行い

ます。 

  決算書は137ページから149ページ、施策報告書は131ページになります。 

  質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 質疑がありませんので、以上で、令和元年度上士幌町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算に対する質疑を終結いたします。 

  次に、令和元年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算に対する質疑を行います。 

  決算書は150ページから168ページ、施策報告書は132ページから138ページまでを一括

して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 介護保険の、今、７期ですけれども、この７期が今年度で終わ

って、来年、多分もう、策定に向けた委員会も開くみたいな情報はもらっているんです

が、この７期の、令和元年度を含めて、総合事業にいろいろ、要支援の１・２の方が総

合事業に移ったと。その辺のサービスについて、この、令和元年度途中ですけれども、

そのサービスについては従前同様実施されたのかどうかのそのことを確認したいと思い

ます。 

○委員長（早坂清光委員長） 山本主査。 

○山本道雄保健福祉課主査 日常生活支援総合事業についてですけれども、上士幌町につ

きましては平成29年に、介護予防サービスから地域支援事業として完全移行がされ、３

年が経過したところでございます。 

  本町におきましては従前から変わりなく、通所介護サービスと訪問介護サービスが実

施されているところでございまして、利用者の方にとってサービスの内容や給付の上限、

また利用料などで不利益が生じるといった状況は全くございません。 

  以上です。 

○委員長（早坂清光委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） いろんな評価は難しいんですが、要するに、従来どおりサービ

スはできたということで確認させてもらいます。 

  次の問題はまた次になってしまうので、ここで質問、ただ質問するのもどうかなと思

っているんですが、次、８期にいきますので、これは委員会等でまた示されたときに詳
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しく、次の段階が要支援、要介護１も２も総合事業に移すみたいな動きもありますので、

それはまた次のときに質問させてもらって、町独自でやっぱりできることをできるだけ、

制度が変わって、国が制度、多分これから変えてくると思うんです。どちらかといえば

悪く悪く変えるのかなと。そういったときに、町ができることきちんと、総合事業なり

三愛サービス事業でもいいですが、そこの中で十分補うような形ですべきと思っていま

す。 

  これはこれからの課題になりますので、答弁があればお願いいたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 山本主査。 

○山本道雄保健福祉課主査 委員のおっしゃられたとおりでございまして、これから総合

事業だけでなく、これから全てのサービスを含めての進捗状況やら方向性をこれから整

理していく最中ではございますが、総合事業につきましては、これまでやってきて、そ

の総合事業だけでなくその他のサークル活動であったり運動教室等の介護予防事業も含

めた効果も合わさって、新規の要介護認定者数の数がここ数年で減少しているというよ

うなこともあったり、認定者全体の数としても、３年前に策定した計画策定時の見込み

値よりも低い水準で推移しているということなどから、徐々に効果が出てきているのか

なというふうに認識をしてございます。 

  今後の方向性として、引き続き、サービスの質を損なうことのないように提供体制を

しっかり確保していくということと、あと、社会参加の促進であったり介護予防に向け

ての効果的な事業を行っていくために、総合事業等生活支援体制整備事業などを併せて

事業を行っていくことが重要であるというふうに考えているところでございます。 

  なので、今、おっしゃられた意見を十分に受け止めさせていただいて、今後の計画に

反映させていきたいというふうに考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） ほかに質疑ございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ございませんね。 

  質疑がありませんので、以上で、令和元年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算

に対する質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

（午前１１時４０分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時４１分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○委員長（早坂清光委員長） 次に、令和元年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算

に対する質疑を行います。 

  決算書は169ページから179ページ、施策報告書は139ページになります。 

  質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ありませんね。 

  質疑がありませんので、以上で、令和元年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算

に対する質疑を終結いたします。 

  次に、令和元年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算に対する質疑を行い

ます。 

  決算書は180ページから194ページ、施策報告書は140ページです。 

  質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ありませんね。 

  質疑がありませんので、以上で、令和元年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算に対する質疑を終結いたします。 

  次に、財産に関する調書に対する質疑を行います。 

  財産に関する調書は195ページから199ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ありませんね。 

  質疑がありませんので、以上で、財産に関する調書に対する質疑を終結いたします。 

  以上をもって、各会計歳入歳出決算に対する質疑を終結いたします。 

  それでは、ここで休憩といたします。 

  午後から総括質疑から、１時から始めるということで、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４３分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午後 １時００分） 

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

○委員長（早坂清光委員長） 令和元年度各会計歳入歳出決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。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） ４点ほどにわたり総括的な質問をさせてもらいます。 

  １点目は、暮らしを守る問題についてなんですが、令和元年度、消費税が引き上げら

れて、国からの政策はプレミアム商品券とかあるんですが、町としての独自の、特に生

活が大変な方への新たな施策はほとんどなかったと私は判断していますが、その点につ

いて、町長の考えがあれば質問いたします。 

  あと、まちづくりの問題で、これも何回か質問させてもらってきているんですが、令

和元年度道の駅工事と、それから高度情報通信網整備事業などなど、10億、トータルで

言えば25億円以上の工事が行われました。 

  これは国の補助金によって、町としても高度情報通信網もそうなんですが、先へ先へ

と見通した事業を進めているというふうに私は判断いたしますが、しかし実際に、なか

なか町民の方の意見を十分聞く機会が少なかったと。パブリックコメントをやってもそ

んなに意見がなかなか集まらないと。そういう点で、先へ先へ進むのももちろん大事な

ことなんですが、やはり町民の合意を得ながら進むという観点が必要ではないかと。そ

の点を感じますが、町長の見解、お伺いいたします。 

  それから財政問題、これも度々質問させてもらっているんですが、納税金の、ふるさ

と納税金と補助金も活用しながら、基金全体は、前年に比べて約2,000万ちょっと減っ

てはいるんですが、過去に比べれば、74億円と高額な基金を今も維持しています。 

  それに比べ地方債は、当初の見込みよりは若干多くはないんですが、令和元年度では

96億円と過去最高になっていると私は判断いたします。 

  この辺について、町の財政上は、返済の可能性も十分だということを財政担当から聞

いてはいるんですが、国からお金が来ればいいとかそれだけじゃなくて、これもやっぱ

り、一般的には国のお金、回り回って来るお金ですので、やっぱり借金は必要なものに、

最低限すべきではないかと。そういう点について、まだまだこれから課題が残るんでは

ないかなと私は思っています。 

  あと、最後に平和の問題なんですが、これは確かに国の問題ではあるんですが、お金

をどう使うかというときに、消費税上げておきながら、国はしっかりと軍事費を増え続
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けています。2019年度は、令和元年度は過去最高になっています。その辺についての、

生活のバランスから考えて、やっぱり削るところ削らないといけないんではないかと。

そういう意味では、町としてもやっぱりこの問題についても、苦言なりいろいろ物を申

していかなくてはいけないんではないかと私は考えています。その点について、４点質

問いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 暮らしを守るということに対して、あまり予算使っていないんではない

かというお話しでありますけれども、そうではなくて相当使っていると。いわゆる、子

どもからお年寄りまで、生活弱者と言われる人方に対しては、経済的な支援はもとより、

あるいは、医療・福祉関係でも、いろいろと困っているところについては相談に乗って、

その手を講じて、多分、どのレベルを求めているのか分かりませんけれども、近隣他町

村と比較してみたらよく分かっていただけるのではないだろうかと。それくらい、私ど

もとしては、去年に限らずこれまでも十分配慮してやってきているというふうに思って

おります。 

  十勝、特に、今、包括ケアなんていうのは総合的な視点で、各医療福祉等々が連携を

して、潤沢なスピード感のある政策決定もさせていただいているということであります。 

  そういった意味では、今のお話については全く合っていないというふうに思います。 

  まちづくりの件であります。 

  町民の声ということであります。 

  今も、ごみ処理場の問題も町民の声というような話もありますけれども、道の駅につ

いてはいろいろご意見いただきましたので、直接、懇談会、あるいはその都度、パブリ

ックコメントということで、これらについても丁寧にやってきているというふうに思い

ます。多分、来ている人方見ると大体同じようなメンバーであったというふうに認識し

ておりますけれども、大方は、行政が進めていること、多分全面的な支援という前提に

立っているというふうに思っております。 

  全部、全ての政策においてでありますけれども、町民全てが賛同するというのはなか

なか難しい。ここは民主主義でありますから、最終的には議会の議決を得て、丁寧に政

策を実行し、計画段階から、それから建設に当たっても行政が柱になって様々な声の集

約として出来上がったというふうに思っております。 

  ３点目の財政の問題であります。 

  財政の問題も、一時期大変地方交付税が削減されて心配するという事態がありました

けれども、ふるさと納税が１つ大きな財源になっておりますが、平成の大合併のときの
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あのシミュレーションから見れば、今年15年過ぎたわけでありますけれども、全く健全

で、自立して行政運営をしていくのに、何ら問題ないような状況になっています。それ

が、町民の暮らしや産業振興や教育に充てられているということでございます。 

  96億円の借金があるということでありますけれども、これは行政の財政の特殊な仕組

みであって、上士幌になると過疎債という過疎地域のそういう振興策、国のほうで取っ

ていただいておりますから、このうちの７割ほどは還元されるということでありますか

ら、純粋に借金と、真水で言うと20億ぐらいから30億ということであります。それに比

べて、貯金と言われる基金については70億だとか極めて健全だということであります。 

  国の借金1,200兆円だとかとも言われていますけれども、毎年の予算が100兆円くらい

でありますから、そのことを考えると、町の財源の安定度というのは、健全性というの

は高いと。 

  全国でも、全国の自治体で財政健全化のそういうデータが出されておりますけれども、

借金だとか、それから弾力性だとか幾つかの指標ありますけれども、これでいくと北海

道では３番目に入っています。１番目が泊、原発あるところでありますけれども泊。２

番目が厚真町。ここは火力発電があるところ。３番目が上士幌と、こういったことであ

りますから全くその心配はない。全国であっても100番台、90台にあるというようなこ

とでありますから、潤沢な財政運営をさせていただいているということであります。 

  平和の問題、これ毎回出てきておりますけれども、国を維持をする、国民の財産・生

命を守るという意味では、自衛隊の存在というのは大きいというふうに思いますし、そ

こに関わる事務についても義務的に課せられている事業でありますから、これについて

もご理解いただきたいなと。 

  以上でございます。 

○委員長（早坂清光委員長） ほかにございますか。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） ２点ほどちょっと確認したいと思います。 

  １点目ですけれども、今、総務省の事業の１つとして地域おこし協力隊員の地域派遣

という部分あります。うちの場合も、かなり管内では新得、上士幌という部分で、それ

から、この協力隊の活用もかなり年限、長い間対応しているんで、多くの協力隊が来て

活躍していただいたのかと思っていますけれども、この近年でよろしいですけれども、

３年間、もしくは途中でいなくなる方もいるかと思いますけれども、その協力隊の採用

したことによる目的の、町が考える達成度。それからまた、もう一方では課題もあった

のかなというふうに思いますから、その事例等を含めて、なかなか地域おこし協力隊の
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実態というのは、町民になかなか分かりづらいという部分があるものですから、こうい

う場で町長のほうから、そこら辺を説明してくれれば、より、我々も認識しますし、町

民も認識するんではないかと思っています。 

  もう一つ、併せましてその効果ですね。地域の基本的な、やはり総務省は東京一極集

中化を改善するための１つだという部分もありますし、地方では人口の定住化という部

分ありますから、その地域の定住化と、また、職業等の窓口づくり、こんなことを、い

わゆる定住化に向けた環境づくりをどうなっているかなという部分含めて、１点目は協

力隊のことについて町長のお話を聞きたいと思います。 

  ２点目です。 

  本町にも結構古い公的な施設があるんではないかと思っています。 

  例えば、今、防災の備蓄の施設になっていたりしている西保育所なりレディースセン

ターだとか、古くは清水谷小学校の跡とか、改めて糠平小学校、それから僕の地域にあ

る青少年会館とか、そんなこと含めて結構あると思いますし、遊休の未利用地では苗畑

跡とかありますから、なかなかここら辺の次のネクストの部分がなかなか我々について

分かりづらいという部分もあります。これ、ずっと続いている部分ですけれども、特に

青少年会館については前に、町長に尋ねた場合は、必要なかったらすぐ取り壊しますと

いう形もあったんですけれども、まだ移転してからそのまんまの形かなというふうにあ

りますから、そこら辺のことを含めて、２点目は大型遊休地と、老朽化したり、また未

利用地の施設等在り方について、ある程度どこかできちっと整理しておく時期に来てい

ると思いますから、この点について２点ほど、町長の考え方と、できれば、その課題を

含めて、次の展開についての方針がある程度見せてくれればありがたいと思いますんで

よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 地域おこし協力隊のことであります。 

  今、全国で、総務省としては3,000人くらいを目安にしてさらに増やしたいと。8,000

人くらいは目標にしたいというふうな、そんなような話は聞いております。 

  総務省としては、地方における人材の不足、特に限界集落なんかにおいて、そういっ

たところのお助けなんかをしてくれるような、そのまま、そのことによってその地域に

住んでもらうといいなという事例だとか、いろいろ期待した、立ち上げたのがこれでご

ざいます。 

  町としては、私としては、この協力隊に期待をしたのは、新しいことに挑戦するとき

に、従来の職員で、そのことに精通していればいいわけでありますけれどもなかなか難
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しい。新たな制度をつくったりやるということについては、もう通常の仕事であっぷあ

っぷになって、新たな仕事を展開するというのはなかなかいかないと。ここにいろいろ

なジレンマがあったということであります。であれば採用すればいいかということにな

ると、これまた、生涯にわたる賃金の保障はしっかりしていかんきゃならんし、財政の

問題がそこに大きな課題として出てくるというふうなことであります。 

  そこで、この協力隊という制度を知ったわけでありますけれども、これまで使わせて

いただきました。これのいいのは、１つには全国公募になるということなんですね。多

様な人材を確保できる。ですから、先ほど申し上げた新しい事業を組み立てたいといっ

たときに、それぞれの得意な分野の人材を確保するのに、全国レベルでの公募となりま

すから非常に優秀な人材が集まってくるということであります。 

  一番大きな功績を上げていただいているのは、今いるふるさと納税の職員なんかも地

域おこし協力隊で、彼にはデジタル関係、ＩＣＴの関係での専門的なノウハウを町の中

に生かしていただきたいという募集の中で上士幌を選んでくれたということです。彼は、

じゃ、上士幌の中で代替できるかといったらそういうことではないということでありま

して、今もその仕事をしていただいていますし、博物館の職員もそのまま役場の中にい

るということであります。中には、最近であれば辞められて、独自にお店を構えただと

か、こういうことであります。 

  一応３年間、最大３年間ということですけれども、国がほとんど満額予算を確保して

いただけるということです。今は、人件費として、最大月20万、上限であります。その

ほかにくっついてくるのが、これまた町としては助かる、例えば車が足りないだとか、

これもその活動するために必要な経費として車代も国が出していただける。あるいは、

住宅類の手当も出してくれるということで、総額にすると１人当たり500万くらい国が

出してくれている制度であります。非常にいい制度であって、一応３年間という、それ

は、協力隊そのものが認識していただいてここに来ていただいているというふうに思っ

ております。 

  彼らにとっても３年間で自分のノウハウが、そしてまた、この町で住んでみたいとい

うようなのが合致したときにはここで住むということでありますし、それから、また新

しい道を求めて行くだとか。いろいろそれは、来る人方にとっても様々な選択肢がある

というふうに思っております。 

  １回、そういったことで道が開けると、その後、職員のほうもそれらについて学びな

がら、ゼロからスタートするものではなくて、出来上がりの中から仕事が継続していく

ということ。そういった幾つかの面での効果ということがあります。 
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  多いところでは30人を超えて、東川なんかは30人を超えているのではないかと思いま

すけれども、これはもう徹底して需要があれば使っていきたいものだなと。非常に優秀

な人材が、基本的には集まってきているというふうに思います。そしてまた、ややもす

ると、役場は役場の世界というか特定の限られた職場になりがちでありますけれども、

そういうよそからの風が、あるいはよそからの知恵が入ってくるということに対しては、

うちの職員としても大きな刺激になっているというようなことも成果にあるというふう

に思います。定住化率も40％台でないかなというふうに思っていますから、これまた非

常に、いわゆる過疎の人口一極集中の是正のためにも貢献をしているということです。 

  この後は、今、企業版の人材派遣ふるさと納税の人材派遣みたいなのも出てくるよう

な、そんな話がありますけれども、やはり様々な人材がこの中で活躍してくれるという

のは、ダイナミックないろいろ変化を起こしていくということで、その辺も上士幌町の

特色の１つではないだろうかな。閉鎖的ではなくて非常に開放的と言われるのもそうい

うことがあるのではないかなとそう思います。 

  ２点目の施設であります。 

  確かに、青少年会館や西の関係は、これはあそこに防災の備蓄品があって今は置いて

いますけれども、できるだけ早く解除したいというか解体して整理をすると。その後の

使用目的はなかなか難しいんじゃないかなと思っています。 

  ただ、今、青少年会館もたしか私、やがて解体するというお話をしたのも記憶してお

ります。 

  もう一つ課題、あそこで何か新しい人が何かをするというのは難しいと思っています

けれども、自粛の問題がかなり過分の大きな課題としてその場所の確保の問題がありま

す。いわゆるあれが、軀体がどうなっているのかなんていうのも一つの、あそこでやる

ということでなくて、選択として頭の中にあって、今すぐに解体というのを優先的に結

論づけていないということでありますから、もう少しその辺についてはちょっと時間を

お借りしたいなと。 

  もう一つは、そもそもそのようなことで防災の備蓄する施設としてふさわしいのかふ

さわしくないのかというそんな問題もありますけれども、１つの候補としては、外から

見る限りは、そういったことについて使う分については支障ないのではないのかなと思

っております。ただ、地震来てあそこ潰れたらどうするのと。備蓄品が埋まったままに

なったらどうするんだということになると、また、これまた考えることになりますけれ

ども、その辺もある程度担保できると１つの利活用できるところではないだろうかとそ

う思います。 
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  ほかにも、今、柔道のところの、高校跡地のところの柔道のところも、町なかとして

は公共施設でありますけれども、あそこも柔道で中学生の少年団のほうで使っています

けれども、これらについては、消防が新築されたらそこで少年団の活動もできるという

ような前提で説明しておりますので、あそこについては、多分、解体せざるを得ないの

だろうなと、そんなふうに思っております。 

  そのほかにもあるだろうというふうに思いますけれども、それは、これからまた、順

次、改めて、古い施設の処分といいますか、ありようについては具体的に検討していき

たいというふうに思います。 

  それで、あそこの苗畑のところでありますけれども、これまでずっといろいろ利活用

についての関心はあったというふうに思いますし、私どもとしても、町民の生活に寄与

する、あるいは産業振興につながっていく、このようなことで、そういった機運等があ

れば招聘したいというふうに思っていますけれども、なかなかそう簡単にいかないと。

現実の問題としてはそうであります。 

  ただ、やっぱりあれは取得していてよかったなと。雑然として非常に、何かあったと

きには、行方不明者があそこにいるのではないだろうかという、そういうことだとか、

防犯上もそうでありますし安全上もそうであります。その間に共済があそこの東側のほ

うに１回入っていただきましたけれども、あの土地については近隣の町民の理解も得な

ければならないし、虫食い状態でやるというのも、これもそう簡単でないだろうなとそ

んなふうに思っています。 

  ですから、あれだけのものを計画的に具体的に実行するとなると、それは１年に１回

チャンスがあるだとかというレベルではなくて、相当長いスパンの中でそういったチャ

ンスが来るものだと。あの土地は、取得するときには、その前からの国のほうからの売

却の話もあって、価格の面での折り合いだとかあったわけでありますけれども、取得を

決定的に決断させたのは、民間の解体関係の業者が名乗りを上げているというようなお

話を聞いて、産廃の関係だとかそんなことがあそこで起きるとすれば、町にとっては大

きな損失だというふうなことが、大きな、最終的な決断させる大きな要因だったという

ことであります。 

  そういうスパンで、そこについては考えさせて、多分、町民だけであそこを活用する

というのは、同じように苗畑だったから苗を植えるかだとか、それはできない、お金は

特別かかるわけではないだろうけれども、でも、それが最善かどうかということもある

し、牧草地でどうなんだなどという話もありましたけれども、それらもこれらも含めて、

   に検討を深めていければなとそう思っています。 
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○委員長（早坂清光委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） １点目の協力隊の部分について、僕は、目的の達成の分は凸

凹があって、非常に効果的な部分と、ちょっと効果が薄かったなと。これは、やはり人

材とそのポジションによって、いわゆる結果の出方が変わってきますからいいですけれ

ども、やはりせっかく来てくれたとしたら、いかに、町民のためにどうなっているかぐ

らいはやはりこう、我々も分かる姿も必要になってくると思います。一方では。 

  ただ、仕事の内容によっては本当に目立たない部分とか。今、町長としては、かなり

効果があった部分のお話をさせてもらったと思うんですけれども、やはり我々について

も、例えば道の駅、まちづくり会社等を含めてありますけれども、やはり町民ニーズも

ちょっとはやっぱり聞いておいて、そこにどういうふうに溶け込んで行けるか。そんな

やっぱり協力隊の在り方もあってもいいのかなと思っていますから、そういうことを含

めて、ちょっと昨日の予算の中でも僕のほうで福祉関係の施設にそういう協力隊の形も

あってもいいんではないかなというちょっと話しさせてもらったんですけれども、つま

りは、やはり考えておくことは、そこの町に定着できるような土壌がないとまずいのか

なと。行政というのは、なかなかそこに職員化しない限りとか、それに準じたやっぱり

業務がないとなかなか定着ができないなという認識、僕もしているもんですから、職員

数もやっぱりキャパというのあると思いますから、地域にどうやって根差せるような、

協力隊求めるかというのもやはり慎重に考えながら対応する、また時代来ていますし、

今、協力隊についても、先ほどは東川については、本当に30人でどうやっているのかな

という部分もあるんですけれども、これから協力隊、8,000人という国のほうの目標値

も出していますけれども、かなり優秀な協力隊については、逆に町を選択する時代に来

ているかなというふうに認識しています。 

  ですから、例えば協力隊のドラフト化とかという部分も、やはり見極める場所だとい

う部分ありますけれども、やはり、そういう部分で、やっぱり目的を持った協力隊をど

うやってピックアップできるかも含めて工夫していただければ、かなり、次の、どんな

職業に就けるかとか、そこまでやっぱり考えていくと、国の総務省の事業効果というの

はすごくマッチングするかと思います。 

  確かに、財政的には本当に国のお金で対応して、いい人材を求めている部分あります

から、その人材を逃がさないようなやっぱり職場づくりも含めて、３年後のことも考え

て対応できるんだと思いますんで、そんな意識で、今、町長の側の答弁だと思います。 

  あと、住宅と、それから遊休地の問題で、例えば高校の跡地も何となく歯欠けという

感じで、消防ができたり、それからクリニックができたり、演習場ができたり駐車場が
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できたりというのありますけれども、もう、やっぱりそういう部分でも、やはりうまく

使うことというのは、今後、僕期待しているのは次の総合計画の中で、そういう部分に

ついてもやっぱり特化した分でポジションとして、遊休地なり、それから今の未利用地

の施設等を含めてとか、どういうふうに活用するか一回考えながら、駄目だったらスク

ラップ・アンド・ビルドで対応していくようなこともやっぱりあってもいいのかなと思

っています。 

  ですから、総体的に、今、質問しました部分についての概要だけは、僕もちょっと認

識しましたんで、また、そういう形で、いろんな形でこの議論というのはできていると

思いますし、本当に身近にある総合計画等にありますから、そこのメニューの中にきっ

ちり入れてもらえるような仕組みで、議論の中の仕組みとしてお願いできればと思って

いますし、当然、我々については要望していきたいと思いますんで、この点についての、

再度、考え方、確認したいと思います。 

○委員長（早坂清光委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 公共施設の整備についてはかなり整備されてきて、いろんな意味でのこ

の10年間、向こう10年間をどうするのかというのは、そのタイミングが、ある意味では

よく総合計画が今年、来年と計画つくっていくと。 

  ちょうどこれまでも、大きな流れといいますか、コンパクトなまちづくりと、お年寄

りが、あるいは子どもたちが安心して買物や様々な活動に参加できるという、そういう

考え方の下で整理をされてきて、その流れは大体かなり出てきていると。公共施設もあ

る程度集中化してきましたということであります。 

  そんなんで、この空き地の問題も総合計画の中でも十分議論されていくことだろうな

というふうに思います。 

  特に、空き地をどう利用するかというのは、５年先や10年先だけの利用でなくて、も

っとその先のところまで、そういった計画がずっと生かされていくという、町の姿がつ

くられていくということになりますから、こういった計画の中で、再度、皆さん方の意

見をいろいろずっと出し合って、持続可能な町のそういう将来像の絵を描いていくのが

望ましいだろうなと、そんなふうに思っています。 

○委員長（早坂清光委員長） ほかございますか。 

  10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 私のほうでは、コロナ禍における防災への考え方についてお

聞きしたいと思います。 

  昨年、元年度、初めて町民対象の防災訓練を実施して、実績43名の参加ということに
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なっております。そしてまた、もう２年前になりますけれども、胆振東部地震の被災地

に職員２名を派遣したというそういうこともあって、これなんかは、これからのまちづ

くりに含めてしっかり還元されていくのかなとそんなふうに思っております。 

  また、今年度については、地域防災計画の改定が行われ、また、総合防災訓練も実施

され、多くの町民が参加している状況もあります。 

  それとまた、今回、予算に計上されました一斉情報配信施設の構築。これらを通して、

今後町民参加による防災意識の高揚ですとか、町民が安心できる防災体制の構築に取り

組んでいくと思われます。そういう意味では、今後、町にとって非常に防災は重要な位

置を占めていくのかなとそんなふうにも思っております。 

  そんな中で、なかなか終息の方向が見えないコロナ禍の中で、今後、上士幌町の防災

の体制づくりに向けて、どのように考えているのかお伺いしたいと思います。 

  それともう一点、学校における防災教育についてでありますが、まだまだ、この小学

校から高校まで幅広い公教育現場の中で、防災教育というのは確立されていないまで言

われております。 

  そんな中で、ちょっと文部科学省のホームページを見てみましたら、今後の課題とい

うことで３つ載っておりました。 

  １つは、防災教育に携わる人についての課題ということで、関わる人、関われる人、

この人材不足ということが１つありました。 

  それともう一つ、防災教育の内容の課題ということで、地域に応じた、この身につけ

るべき防災知識の内容等十分体系化されていないというのです。 

  それともう一つ、この防災教育の方法の課題については、児童・生徒は教えられる側

だけでなく、将来の担い手、つなぎ手として育てることが必要で、学校における防災教

育の重要な目的ではあると書かれているんですけれども、その方法も含めて、まだまだ

確立されていないというふうな、この３点が載っておりました。そのとおりなのかなと

いうふうに思っております。 

  こういういろいろ課題のある中で、上士幌町の教育現場の中の現状と、今後、この防

災教育について教育の現場でどのように進めようと考えているのか、これについてお伺

いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（早坂清光委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 防災でありますけれども、とにかく、近年の自然災害というのは本当に

予測つかないという、そういう状況であります。しかし、それはもう常態化してきてい

るというふうな感じがしますね。今年に入っても熊本の洪水、線状、何と言いますかね、
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低気圧がずっととどまっているということでかなりの方が亡くなっていますし、この間

は９号、10号と、史上、また最高レベルの暴風雨というふうに報道されていましたけれ

ども、幸い10号については予測をちょっと下がって、大きな被害もなく済んだというこ

とであります。それ以前についても、広島であったりいろんなところで、もちろん胆振

東部もそうでありますしいろんなところで起きているという、もうこの事実はもう、ど

こで起きてもおかしくないと。北海道においても、釧路沖ですね、十勝沖のほうの震災

もかなりの高いレベルであるということであります。 

  そういった意味では、やはり従来に増して防災の体制というのは取っていかざるを得

ないということで、加えてコロナだとかそれも災害の１つだというふうに思ったほうが

いいだろうとそんなふうに思います。 

  この必要性と行政的なしっかりした整理をするという意味で１つ課題となっていたの

が、そういったその担当するプロパーの職員がいないと。事務職員でいろいろと、北海

道や、あるいは関係の筋からの文書等の範囲の中で事務をこなしてきて、必要な備蓄な

んかもやってきていますけれども、それではやはりなかなか、本当に安心できる体制が

つくられるかというのが大きな課題として悩みどころでありました。 

  それが、今回、これもまた、こちらのほうは総務省の言うことでありますけれども、

防災のマネジャーを制度としてつくって、こういった小さな事態については、なかなか

プロパーというのはいませんから、手を挙げさせていただいて今来ております。これが、

大きな今転機になっていくものというふうに思っております。 

  去年はわっかのほうでそれなりに大きな、消防署の協力を得ながら訓練なんかもやり

ましたけれども、そういった人材が来て、今回屋外でいろいろな団体や機関が調整をし

て、まずは一歩動き出したということです。防災計画の見直しもそうでありますし、そ

れから、備蓄品の、いわゆる確保の問題だとか、こういったことを、専門部署として、

今担当していただいております。ここを軸にしながら、防災行政のほうのそれは進めて

いきたいというふうに思っております。 

  もう一つ大事なのは、地域における自主防災組織の組織化だとか、こういったことも

課題になっておりますが、今回の一般質問に出ておりましたけれども、あるいは、以前

からも出ておりますけれども、町内会の活動の停滞と、それをどういうふうにして地域

のコミュニティーを図っていくかと。もうずっと課題になっていますけれども、その課

題はなかなか解決の糸口が見えてきていなかったということがありますが、私としては、

この防災が一つそこをつなぐ大きな接着剤になるのではないだろうかなというふうに思

います。 
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  命を守る、それから助け合いをすると。こういう近隣にとって最も大切なところが、

防災訓練をすることによってだとか、防災という思想を、啓蒙なり、あるいは啓発する

中で、お互いに助け合うということの必要性と、それから、命を守るための行動をどう

するかと。 

  若者が意外と、今頃の若者がと言われていますけれども、何かあったときには若者の

力というのが非常に大きいというのが、いろんなボランティア活動の中でも積極的に参

加しているというふうに思っております。決して、今の若者が、以前から比べて劣ると

いうことではなくて、そういった機会だとか、今の若者の生活に合わせた、そういった

その環境なんかも整えるといいますか、向き合っていくとなれば、何らかの形でそこも

参加していただけるのではないのかと。 

  そういった意味での、今回も出ていますデジタル社会に向けた、そういうことにもな

じんでいる若者に、そういったところから、切り口から防災に参加してもらうだとか、

そんなこともあり得るのではないのかな。 

  いろいろ、そう簡単でないけれども、防災の持つ、そういったその様々な力というの

は相当大きいものと、そんなふうに考えてこれからも進めていければなとそう思ってい

ます。 

○委員長（早坂清光委員長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 私のほうからは教育の現場というところでお話をさせてい

ただきます。 

  47都道府県全て文科省の学習指導要領というものがあります。その中に防災教育とい

う項目があります。３年生でいけば安全を守るという項目があったり、理科であれば、

その地層だとか、それから火山だとか、そういった類いの内容。そして、保健体育に至

っては安全な生活という部分。 

  中学校では、自然がもたらす恩恵とその災害という部分で取り扱うことにはなってい

ます。ただ、防災教育という単元そのものはありません。学校教育全体を通して行って

いくということで、今、小学校、中学校は日常学科の中で進めています。 

  また、特別活動の中では健康安全活動という項目がありますので、恐らく今、地震だ

とか火災を想定をした避難訓練等を行っています。 

  委員おっしゃったとおり、防災については、阪神・淡路から始まって、最近の東日本、

そして胆振東部というところで、国のほうの動きも私のほうとしては察知しています。

以前、国のほうの施設にいたときには、やはり指導できる人間がいないと。どうか、そ

ういったところで都道府県を通しながら市町村でそういった防災・減災に対する知識だ
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とか技術を持ってコミュニティーを形成できる人材を育成していかなければいけないと

いうのが大きなテーマにありました。 

  学校現場の中では限られた時間の中で行っていますけれども、一方で、その命を守る

というところでいけば、毎年７月10日を、命を大切にする日と定めていたり、また、教

職員に対してはかみしほろ学園の中で、子どもたちの健康・安全を守ると。一時的にで

も避難をさせて、できるという体制を取るために、１年に１回、救命講習を行っていま

す。昨年は、たしか30名くらいの教職員がそれに参加をして、人工心肺だとか蘇生の知

識を学んでいます。 

  そういったものを、今度は学級の中に持ち帰って、学級のＰＴＡ、お母さん、お父さ

ん方と一緒に人工救命と、救急救命の研修を行ったりする場面も出ています。これとい

った大きなところではありませんけれども、限られた時間の中で行っていますので、た

だ、知識・技術は学校で学んだとしても、応用しなければやっぱり始まっていかないだ

ろうという考えもあります。それらを社会教育でどうつないでいくかというのが大きな

テーマになります。 

  子どもの授業の中でも、特にかみっ子ふるさとだとか地域と関わった事業、体験活動

多いんですけれども、この辺については、いろんな現代的課題と言われるものをテーマ

に取り上げています。健康・安全に留意しながら活動するのは当然なので、その辺を子

どもたちに意識づけをさせながら事業を進めていったり、また、社会教育という部分で

いけば去年の12月の末に、シルバー学級というのがあるんですけれども、たしか60名く

らいが集まって、防災をテーマに高齢者の勉強会を開きました。たしかこのときは教育

委員会が主催なんですけれども、役場の防災担当の主査の話があったり、社会福祉協議

会の職員の協力があったり、消防の協力があったりということで、そういったお話だと

か防災ゲームを通して、避難所でどうやって、役場の職員だとか不在のときに生活して

いくのかと。そういったゲームを通しながら、共助の部分ですね、共助の部分を、どう

構築していくのかというプログラムも、たしかつくりました。そして、そういった活動

が今後、行政区の中の研修会などでも生かされますよというような結びで終わったと認

識しています。 

  戻りますけれども、学校においては健康・安全を守るということがまず第一義的にあ

りますので、今後に向けてはいろんな訓練ですね。訓練などを、学校単体ということで

はなくて、その周りにある行政区とも連携をしながら進めていければなと思っています。 

  一時、私、小学校でお世話になったときに、地域の方々にも声をかけて避難訓練だと

かやった記憶があります。ただ、なかなか、説明も不足していたということもあって十
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分な対応はできなかったんですけれども、学校の果たす役割というのもあります。子ど

もたちが、支援を受けるだけでなくて支援に回るというのも当然必要になってくること

なので、そういったことについては、今後も含めて、課題を持ちながら、学校のほうに

アドバイスしていければなと考えております。 

○委員長（早坂清光委員長） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ありませんね。 

  ほかに質疑がございませんので、町理事者に対する総括質疑を終了いたしたいと思い

ますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。 

  以上をもって、認定第１号から認定第６号までの令和元年度各会計歳入歳出決算に関

する質疑を終結いたします。 

  これより、認定案件ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、認定第１号令和元年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定について討論を

行います。 

  討論ございますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、本案に対する反対の討論を行います。 

  反対の討論ありますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 令和元年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定について、反

対討論を行います。 

  ４点にわたり反対討論といたします。 

  １点目、暮らしを守る問題です。 

  令和元年度は、私たちの暮らしが厳しさを増している中にも関わらず、10月から消費

税が10％に引き上げられ、一層大変な生活を強いられました。 

  高齢者などへのプレミアム商品券の発行、カード払いでの還元策も取られましたが、

恩恵を得た方はほんの僅かです。 

  町長の答弁では、相当ふだんから、子どもからお年寄りまで生活救うため、安定する
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ために相当お金を使っているとは答弁がありました。しかし、こういう大変な中で、町

独自の新たな施策がほとんどなかったと判断いたします。直接、町民の命・暮らしを守

る自治体として、町として町民の暮らしを守り切る立場に立っていないと判断し、反対

いたします。 

  ２点目はまちづくりの問題です。 

  令和元年度は道の駅の工事、高度情報通信網整備事業、光回線など25億円以上もの大

型工事が、国の補助金や交付金による、町としては先を見通した、進むための大型事業

が次々実施されています。 

  特に言われる稼ぐ町として、国の施策による地方創生と称する事業が、果たしていい

のかと疑問に思うところです。まちづくりが見えない、ほとんど説明にはパブリックコ

メントで町民の声聞く方式で行っていますが、町民の中では、知らないうちに事業は進

んでしまうという声もあります。 

  また、新たな各種事業もあり、よく見えないとの声も聞かれます。説明会を丁寧に行

い、その中で異論もなく、また、町全ての方で進めていくのは難しいという答弁もあり

ました。しかし、もっと町民に目を向け、耳を傾け、一緒にまちづくりを行うべきと考

えます。 

  ３点目は、財政の問題です。 

  ふるさと納税金や国の補助金等、各種施策に生かされていることもあり、基金は、令

和元年度決算は前年よりも2,000万円ほど減ってはいますが、全体では74億円と高額を

維持しています。その反面、地方債は96億円と前年より13億円増えています。過疎債を

利用していますので、その後交付税措置されることは答弁にもありました。しかし、交

付税も私たちの税金には変わりありません。借金は必要なものに最低限にするべきと考

えます。 

  ４点目、平和の問題です。 

  私たちには、この令和元年度、消費税という負担を押しつけておきながら、相変わら

ず軍事費を増やし続けています。これは国の問題ではありますが、2019年度、令和元年

度におきましては、過去最高の５兆2,600億円。さらに、今年、2020年度、令和２年度

におきましてはさらに増えまして５兆3,100億円と当初予算にはなっています。その中

では、アメリカの言うとおり買わされた武器輸入がほとんどとなっています。 

  こういう中、自衛隊の方々も災害復旧等にかなり尽力を尽くしておりますが、自衛隊

がアメリカ言いなりの戦争に巻き込まれる危険性が今なおあり、今の自衛隊の在り方に

反対いたします。 
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  以上の理由で、決算について反対いたします。 

○委員長（早坂清光委員長） 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。 

  ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 認定第１号令和元年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定に、

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

の皆様に敬意を表します。 

  また、長期にわたって影響を受けている町内業者の皆様に対して、本定例会で議決さ

れた本町の各種助成対策と、国・北海道と連携して有効な対策を実施していただくこと

と、住民生活が安心・安全に営まれるように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、９月10日、11日の２日間、決算審査特別委員会において、令

和元年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定について審議が行われました。 

  令和元年度の大型事業としては、道の駅かみしほろ整備事業が約12億9,500万円で、

一部外構工事を残して工事が実施され完成し、ナイタイテラスとの相乗効果で、観光振

興と交流人口の増加による活性化に効果が既に発揮されています。 

  また、高度情報通信網整備事業で、町内全域の光回線敷設工事によって、総延長184

キロメートルが整備され、今後の農業生産の新たな基盤が整備され、スマート農業が現

実のものとなります。 

  そのほかに、商工業、福祉、医療、教育にも有効に予算が支出されていると評価し、

今後の上士幌町の持続的な発展に結びついていく決算内容と評価し、この決算認定に賛

成するものであります。 

  委員各位のご賛同をいただき、この決算を認定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（早坂清光委員長） 次に、本案に対する反対の討論を行います。 

  反対の討論ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

  賛成の討論ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） ほかに討論がありませんので、これをもって、認定第１号
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に対する討論を終結いたします。 

  これより、認定第１号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行いますが、起立しない委員は反対とみなします。 

  本案は認定すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（早坂清光委員長） 起立多数であります。 

  よって、認定第１号は認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第２号令和元年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて討論を行います。 

  討論ございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 討論がございませんので、これより、直ちに採決を行いま

す。 

  お諮りいたします。 

  認定第２号は認定すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第２号は認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第３号令和元年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて討論を行います。 

  討論ございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 討論がございませんので、これより、直ちに採決を行いま

す。 

  お諮りいたします。 

  認定第３号は認定すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第３号は認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第４号令和元年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

討論を行います。 

  討論ございますか。 
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（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 討論がございませんので、これより、直ちに採決を行いま

す。 

  お諮りいたします。 

  認定第４号は認定すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第４号は認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第５号令和元年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

討論を行います。 

  討論ございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 討論がございませんので、これより、直ちに採決を行いま

す。 

  お諮りいたします。 

  認定第５号は認定すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第５号は認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第６号令和元年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて討論を行います。 

  討論ございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（早坂清光委員長） 討論がございませんので、これより、直ちに採決を行いま

す。 

  お諮りいたします。 

  認定第６号は認定すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（早坂清光委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第６号は認定すべきものと決定いたしました。 

  以上で、本特別委員会に付託されました認定の審査は全て終了いたしました。 

  お諮りいたします。 
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  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（早坂清光委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、付託事件審査報告の委員長報告は、正副委員長に一任することに決定いたし

ました。 

  以上で、本特別委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。 

  委員の皆さんのご協力により無事委員会を終了することができました。ご協力に対し

まして、心から厚く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５９分） 
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