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（午前 ９時００分） 

○杉本 章議会事務局長 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、江波戸明委員長からご挨拶を申し上げます。 

○委員長（江波戸 明委員長） 改めて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が、大変不慣れでありますの

で、審議に当たりましては、各委員の皆さんの特段のご協力と積極的な質疑をお願いし

たいと思います。 

  特に現在、議会においては議会改革の検討を進めており、町民アンケート等の調査を

はじめ、日常の議員活動に多くの町民の皆さんの声を聞いてきたところと思います。そ

のことを踏まえて、このたびの決算審査特別委員会において、昨年度の予算及び各事業

の執行状況などを十分に論議し、今後の行政事業の効率的な執行と事業などの効率をよ

り求め、町民が主体の自治体運営の寄与に資するものと感じております。 

  各委員の皆様の忌憚ない活発な質疑をお願いし、挨拶といたします。 

  それでは、審議に入ります。 

  審議に当たりましてお願い申し上げます。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存じますが、ご協力をお願いいたします。 

  それでは、ただいまより決算審査特別委員会を開会いたします。 

  初めに、本日の本委員会の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（江波戸 明委員長） 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

願います。また、監査委員につきましても、委員会への出席のお願いをし、本日出席を
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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３年９月７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２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２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７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。 

  会議録署名委員の指名方法についてお諮りいたします。 

  本特別委員会の会議録は、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、

この会議録の署名委員を、会議規則第126条の規定を準用し、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（江波戸 明委員長） 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、３番、伊

東久子委員、４番、野村恵子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。 

  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２年度上士幌町一般会計歳入歳出決算書の事項別明細書の歳出から質疑

を行います。事項別明細書の歳出は、議会費は39ページから40ページ、施策報告書は20

ページから22ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  よろしいですか。 

  伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） ページ数は23ページ、施策報告書の。 

○委員長（江波戸 明委員長） 今、大変申し訳ない、22ページまでの議会費で今、質疑

を承っておりますので、よろしかったでしょうか。 

  次、そうしたらよろしくお願いします。 

  特にございませんか。 

（発言する声なし） 
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○委員長（江波戸 明委員長） 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39ページから58ページ、施策報告書は23ページから41ページま

でを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ３番、伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） 一般管理費、ふるさと納税から入っているのですけれども、総

務費の一般管理費、行政区の運営経費だとか、行政区長の報酬だとか、負担金だとか、

記述がここには載っていないのですけれども、質問してよろしいでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 関連すればよろしいかと思います。 

  予算ですから、予算に関連していれば。 

○３番（伊東久子委員） 予算に関連してあります。 

○委員長（江波戸 明委員長） 決算。 

○３番（伊東久子委員） 決算、しています。 

  一般町民の中からの話なんですけれども、今回、コロナのために、町内会の総会とい

うのを、多分、書面決裁か何かで行われていると思うんですけれども、行政区は負担金

を出しているけれども、その結果、総会の資料とか、総務課のほうできちんと確認して

いるかどうかということを言われたので、確認したいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 総務課長。 

○船戸竜一総務課長 行政区へ出しています運営交付金、これについては、あくまで交付

金ですので、それは行政区長のほうにお渡ししております。 

  町内会は、町内会として運営していますので、それは、各町内会の中で総会を開いて

決算をしているということで、そこに一部入れている町内会もあるかと思いますけれど

も、こちらとしては、あくまで交付金で出していますので、その用途については、行政

区長にお任せしているというような形になります。 

○委員長（江波戸 明委員長） ３番、伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） 行政区に交付金として出している、本当は予算のときに聞けば

よかったんですけれども、今、賃貸住宅がたくさん建っておりまして、その人たちの、

町内会に入っていないのは戸数に入っていないのかどうかをちょっとお聞きしたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 総務課長。 

○船戸竜一総務課長 町としては、本来そこに住んでいる、行政区に住まわれている世帯

数を、行政区長に報告していただきたいというようなお願いはしているんですけれども、
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実際には皆さん知ってのとおり、行政区と町内会はほぼ一体として行っていますので、

その辺は、若干加味していかなければいけないかなというふうに考えていますので、行

政区長さんの報告をもって、こちらとしては戸数とさせていただいております。 

○委員長（江波戸 明委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 委員長にお諮りしたいんですが、私、41ページまでの中で５件

ほど質問があるんですが、一問一答形式で５件一遍に行っていいのか、それとも、ほか

の委員の皆さんとの兼ね合いがありますので、１問ずつ、ほかの委員さんとの兼ね合い

を見ながらしたほうがいいのか、お諮りお願いしたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 委員長としての考え方ですけれども、できれば一括して

質問し、それに関連して、質問、聞いたことによって、当初は質問予定していなかった

方については、それにまた重ねて、重複しない範囲で、なるべく質問をしてもらうとい

うほうが、委員会進行としてはよろしいかと思いますんで、できれば当初として一括質

問していただいたほうが進めやすいかなと思いますんで、そんな取扱いにしたいと思い

ます。 

○９番（斉藤明宏委員） 分かりました。 

○委員長（江波戸 明委員長） はい。 

○２番（山本和子委員） 予算とか決算のときもそうなんですけれども、一問一答でやっ

たほうがいいんでないかというふうに、前のときにあったような気もするんですが、要

するに、例えば斉藤委員は５点質問した、ページにまたがって。そのときには、少なく

とも今までは１事業に対してやり取りしたのですが、さらに１事業であっても、私なん

て３つの質問したら、１問ごとちゃんと一問一答でやったらどうかというので、一括じ

ゃなくて、事業ごとに質問したほうがやり取りはいいんじゃないかと思うんですが、そ

の辺、委員長に諮りたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 質問の順序はあえて決めていませんので、一応、今、一

括でお願いしましたけれども、通常の部分でいくと、どこから始まるかちょっと分から

ないという、質問のですね。ページ数も飛んだり、進んだりしますけれども、今、山本

委員の確認という部分もありますけれども、全体で１回でちょっと諮りながら進めてい

きたいと思いますけれども、Ａ委員さんが質問した場合、それに関連した部分で、一つ

一つその項目を整理していったらいいのか、それだけちょっと確認したいと思いますが、

皆さん。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） それぞれ事業ごとに、もうそれぞれ皆さん、ご質問なりいろい
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ろ質疑したいことがあると思うんですが、ちょっと41ページまで事業の幅が広いし、ペ

ージもあるんで、ページを追って、２ページぐらいずつ追って進めていただいたほう、

区切りも事業によってページがありますので、ちょっと３ページになるかもしれません

けれども、そのほうが、その事業のところで関連して質疑のある方も、一緒に同時に質

疑をして先に進んでいくということができるんで、そのほうが効率的じゃないかなとい

うふうに私は思いますんで、私はそういうふうに進めてほしいなというふうに思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 今の提案の仕方でよろしかったですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） そうしたら、私のほうで、一括で初めから受けるつもり

でしたが、私のほうで、ページを指定しながら対応していきたいというふうに認識しま

したんで、また併せまして、そのときに質問できない場合は、その款の中で、最終的に

またご意見、質問や質疑を受けていきたいと。そういう形で今回は進めさせていただき

たいと思います。よろしくお願いしたします。 

  それでは、総務費の23ページから25ページの広報の前まで。 

  斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 23ページなんですが、ふるさと納税推進事業の中で、この中で

ＰＲですね。行っていくということで、寄附額を増加させるためのＰＲを行っていくと

いうことで記述があるんですが、どのようにＰＲを行っていっているのか、お聞きした

いと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 ふるさと納税の昨年度のＰＲの仕方につきましては、まず例

年ですけれども、ウェブ広告を中心に広告をさせていただいております。 

  これについては、グーグル、ヤフー等と、ＳＮＳも一部広告を出しまして行っており

ます。 

  それと同時に、それぞれふるさと納税担当で持っていますインスタグラム、こちらの

ほうもＳＮＳですけれども、広告とは別にふるさと納税担当者が、返礼品の紹介だとか、

町の取組の状況も含めて周知しているところでございます。併せて、随時ポータルサイ

ト、民間の例えばふるさとチョイスだとかそういうのを含めて、連携しながらＰＲをし

ていっております。 

  基本的には、ウェブ広告を中心に行っております。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ９番、斉藤委員。 
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○９番（斉藤明宏委員） 広告を出した効果というのは、担当のほうでは把握しているん

でしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 広告の部分については、ウェブ広告の場合は、そこでひもつ

いた、例えば誰々さんがクリックして、そこからポータルサイトに到達したというのを

全て分析はしていまして、そこも含めて、今度は次年度に広告どう打とうかということ

で進めていますので、そこで当然効果がないような広告につきましては、例えば次年度

やめてとかいうのも含めて分析、それから、これからに向けて広告の出し方を決めてお

ります。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） ページ数で、24ページの地域新ＭａａＳ創出事業の４つの実証

実験と、それからページまたがるんですが、おでかけ対策事業の上士幌町地域公共交通

計画とも関わって質問したいと思うんですが、この実証実験の結果をここに書いている

んですが、これが、具体的に町の交通計画のほうにどんなふうに生かされているのかと

いうのが、いろいろ見る中でなかなか把握できないんですが、私が捉えたのでは、１と

２、福祉バスのデマンド化というのは４年から実施するのかなと。それから、その他、

福祉バスの貨物輸送というのは適宜と。 

それから、３、４は検討、検討で、実証実験を行ったけれども、実行まで至らなかっ

たというように捉えるのかなと思って、いろんな資料を眺めながらいるんですが、そん

な形でよろしいのかと。 

  それから、実際にこういうことを実行に移した場合の協議するところというのは、多

分、町の担当課、企画だと思うんですが、それと、もともとの協議会とのすり合わせで

すね。前、言ったときには、もし、変える場合については、適宜、開催しながら変えて

いくということなので、その辺の関係について、２点か３点ですね、質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） なるべく課長職でやってください。 

  企画財政課、梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 まず、認識としましては、事実上この４つ、昨年

度実証をいたしましたけれども、おっしゃっていただいたとおりで、できればデマンド

化については、農村地域について今年度の居辺線の実証も踏まえて、令和４年度の実走

化に向けて協議を進められればと思っております。 
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  また、実証２の貨客混載につきましては、先日、委員会でもお諮りしましたけれども、

新たなドローン等を活用した物流の実証を今年度行って、またそこは、引き継ぐ事業者

さんが拠点を設けてという大きなお話になっていますので、そこも含めて、新たなプレ

イヤーが現れたというところで、そこも含めての実走化という形で動き始めたいと思っ

ております。 

  実証３、４については法的な壁もありますし、また昨年は、無償ということで料金を

取らずにやりましたけれども、こういったものを料金を取っていくとなれば、そこに新

たに資格が必要であったり、事業者さんの資格が必要だったり、許可が必要であったり、

また保険の問題をどこが負担していくのかといった協議がございますので、ここについ

ては、引き続き実証も含めて協議していくというふうに抑えていただければと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 今回の実証等、交通に関わる施策の検討等につきましては、

交通協議会のほうでも協議をしながら、令和２年度に計画を策定しましたので、令和３

年度から、先ほどの実証実験の実証状況等を協議会のほうでも諮りながら、進捗を共有

して、具体的な施策に結びつけていくという形になっております。 

  計画は、毎年見直すような形で今後進めていきますので、実証の状況によっては、導

入の時期等も新たに検討しながら、しっかりと計画の中で、具体的な取組を進められる

ように進めていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 実証実験の結果と、それから令和２年、３年に関わってきます

ので、大分いろいろ資料を眺めても、具体的にどうするんだというのが、いろいろ資料

が物すごく多いものですからはっきりさせてもらいました。 

  それからこれからの課題として、せっかくこういう立派な計画つくったと思うんです

けれども、どちらかといえば、いろんなデータとかいろんな情報があり過ぎて、具体的

にどうだというのが、簡単なこんなものも見たりはしているんですけれども、まとめた

やつも見ているんですが、具体的にいろんな項目に分かれて、方向性１、方向２、方向

３、４とかになっていても、具体的にこの形が見える形でどんなに進むのかなというの

が、私にはなかなか見えないのと、町民にもなかなか見えないんではないかと。 

  その辺をきちっと整理をして具体的に進めることをしてほしい。進めるというか、見

える形で進めてほしいなと思っていますが、どちらかというと、こういうものをつくっ

ちゃうと、つくったことで割と、成果表で国から補助金もらって、２年、３年ですか、
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その前、上がって、つくったはいいんですが、結果的にはつくることに力入れて、具体

的なときになると結構置き去りにされてしまうんではないかと。 

  その辺について、これはこれとして、具体的な作業とか具体的なことについて分かり

やすく、もちろん議員さんもそうなんですが、町民にも分かるように示してほしいと思

っています。 

  その辺、これからの課題になりますが、私もあまり資料もらい過ぎちゃって、各パタ

ーンが違ってくるんです、こういうところのパターンがね。これは１なのか、２なのか、

３なのかと全部チェックしながら、これは１だ、２だ、３だ。こっち来たら、また、こ

れ１、２と全部違ってくるので、その辺も全部整理してもらって進めてほしいなと思っ

て、その辺について質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 おっしゃられるとおり、この計画、５か年の計画になってお

りまして、その中で、かなりいろいろな政策の検討等が盛り込まれている状況となって

おります。 

  ただ、先ほど申し上げましたとおり、毎年協議会で、今年度行った事業ですとか、そ

ういった検証を進めていく形になりますので、そのまとまった内容につきましては、ま

た委員会等でも報告をさせていただきながら、進捗について明確に共有をさせていただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  ここに係る部分について特に質疑、ほかにありませんか。 

  ７番、中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） 23ページのふるさと納税のことなんですけれども、昨年度より

も件数も額もかなり増えているんですけれども、それに対して委託料がかなり減ってい

るんですけれども、これの要因と、この要因が、この先もどんどんつながっていくのか

どうかということが１点と、あと、独自のサイトが、まだシェアが少ないということで、

これの戦略を、ちょっと改めて伺いたいんですけれども。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政、山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 昨年、その前々年より２億ほど増加しているんですけれども、

こちらにつきましては、ここの事業効果のほうにも書かせていただいたんですが、去年、

ナイタイ和牛のほうの国からの補助を受けまして、事業所が受けたんですけれども、そ

の経費の一部を補助を受けることによって、増量だとか、あと寄附額を抑えてポータル

サイトに掲載することができまして、この分の効果としまして１億9,000万円ほど増加
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している状況でございます。 

  経費につきましては、それぞれ返礼品ごとに、去年につきましては、返礼品率という

か全体の５割に影響でないように、送料も含めて細かく計算しておりまして、一概に寄

附額が上がったから、基本的には、寄附額が上がれば特産品の発送経費も上がるんです

けれども、こちらのほうは、一概に上がったから、例えば倍になったから倍に上がると

いうことではなくて、去年もこのキャンペーンのときには、そこら辺の経費を、手数料

をちょっと計算して経費を落とした部分もあります。 

  特設サイトにつきましては、当然大手のポータルサイトには、まだまだ到底追いつく

状況ではないんですが、ただ、少しずつではありますがシェアのほう伸ばしておりまし

て、今、広告打つときには必ず、例えばその方がクリックした場合については、今まで

は、大手のポータルサイトに来るようにひもつけしてきたんですけれども、今は、なる

べく町で運営している特設サイトに結びつくような手法を取ったり、あとメールマガジ

ン、１万6,000件ありますけれども、そこの部分で特設サイトのほうを誘導するような

形を取ってみたり、そういうような形で少しずつシェアを伸ばすような取組を進めてお

ります。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 25ページのＩＣＴ推進プロジェクト。 

（「マイクが入っていない」の声） 

○２番（山本和子委員） 入れていますよ、入れました。 

  について質問したいと思っていますが、今回につきましては、総合的な庁舎内の立ち

上げと、それから具体的なＩＣＴ総合モデルイメージに基づいて、行政、防災、いろい

ろ課が、いろんな情報をデジタル化するための総合的なイメージだと思うんですけれど

も、なかなかそのイメージが、私たちの中で理解できない面があるんですが、その進捗

状況と、それから各課の課題があると思うんですね。 

  その課題については、ＩＣＴ担当の方がその課題を整理しながらいくのか、それとも、

それもあると思うんですが、情報自体を例えば一本化するとか、ちょっとイメージが沸

かない、そういうほうに行くのかどうか、どんなふうにＩＣＴ推進プロジェクトが進ん

でいくのか、質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 ＩＣＴ推進プロジェクトについてでございますが、

ＩＣＴ推進室が昨年度立ち上がって、なかなかＩＣＴ推進室が、全てのＩＣＴを活用し
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た域内の活性化ですとか効率化ですとか、そういったところ、全て予算も持って、所管

しながらやっていくというのは当然体制的にも難しいですし、ＩＣＴ推進室が中心とな

ってやれる事業と、もちろん各課で、既にＩＣＴ推進室が立ち上がる以前から、ＩＣＴ

技術を活用して様々な取組を行っている部分もございますので、そういった部分と、新

たにＩＣＴを活用してできる部分ございますかというところでこのプロジェクトを立ち

上げて、横断的な組織として、各課からプロジェクトメンバーを中心に吸い上げていた

だいて、これは各委員会等でも説明しているかとは思うんですが、41の事業が上がって

きたと。 

  その中で、体系図でちょっと分かりやすいようにイラストでまとめたもの、見ていた

だいたかと思うんですが、そちらに記載している25の事業について、まずＩＣＴ推進室

が中心になってやっていくもの、現課が中心となるもの、それぞれありますけれども、

その25の事業をやっていこうと。 

  今、令和２年度から開始したものが９つ、令和３年度から始めたものが９つ、今、状

況を踏まえていたという形で中断したものが７つというところで、今、令和２年度と３

年度合わせて18のプロジェクトが動いているところでございます。 

  これには、先ほど申し上げたような福祉バスのデマンド化、ＩＣＴ推進室が直接予算

を持ちながら中心となりながらやっている部分もございますが、例えばですけれども、

福祉課のほうで健康相談のオンライン化ですとか、給食配食サービスのアプリ化ですと

か、現課が中心となってやっているものそれぞれでございまして、当然この議会ですと

か委員会に関しては、予算を所管している部署のほうからのご説明というふうになって

いますが、そこは横断的に、我々が中心となるものもあれば、現課のほうと一緒になっ

て我々が側面支援とか、企業とのつなぎをやったりですとか、そういった部分で複合的

に重なり合いながら進めているというのが現状でございます。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） そうしますと、先ほど言った各課から上がった課題については、

今、数えたら25なんですが、その中で、トータル的にはどれがどれか分かりませんが、

18についてはＩＣＴ化ですか、横文字が苦手で、そういうふうには進みつつあると。 

  最終的には、そこのＩＣＴ室のところが中心になって、課から上がったデジタル化含

めたそのほうに行くような方向に取りまとめなり、情報をやったりするところがそこの

ＩＣＴ推進室。ここでいえばプラットフォームとか、横文字で、そういう形になるのか

なと思っています。 

  ただ、それはそれで説明受けたと思うんですが、それとスマートタウンのときについ
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ては、今回は検証していないので令和３年度にいくというんですが、これも含めて全体

的にはスマートタウンみたいな、スマートタウン自体も横文字で分かりづらいんですが、

こういうことについて町が目指すものは、こういうものをＩＣＴ化していって、いろん

なサービスがデジタル化して、町民にとってはいいんだよというふうにいくまちづくり

のほうにいくことになるのか、そのことについて質問したします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 スマートタウンの推進、全体の計画ですね、こち

らの25のプロジェクト、今、動き始めているものが18のプロジェクト。 

  こちらに関しては、引き続き、委員おっしゃっていただいたような、各課の逆に側面

支援に回る場合もあれば、ＩＣＴ推進室が直接回る場合もあるかと思うんですが、その

ような横断的な体制で、情報共有をしながら進めていくというところで認識いただいた

とおりかと思います。 

  委員おっしゃったのは、恐らく、先日も一般質問の中でもありましたが、デジタル化

というところでいくとＤＸの推進、国のデジタル庁に関連して、各課で持っているシス

テムを、ほかの自治体も含めて統一化していこうとか、そういった動きの部分かと。 

  それは、そうですね、私のちょっと個人的な認識も入りますが、やはりＩＣＴ推進室

ですとか一つの部署が窓口となって、当然、各課のシステムのことというのは、現課に

聞かなければ分からない部分もありますので、ここはプロジェクトと同じような形にな

るかと思いますが、例えばデジタル庁に関連したデジタル改革法案の関係ですとか、こ

ういったところはＩＣＴ推進室が窓口となって、一本化となって情報収集も進めながら

現課に下していくという、そのような推進体制になるのかなというふうに認識しており

ます。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 大体イメージが分かりました。 

  デジタル化については、これからの予算にも先のことになりますが、この窓口が中心

になって各担当課と相談をしながら、例えばの話、これは情報つなげていいのかとか、

ここをこう言われているけれども、例えば何だろうな、何か事業について、国の言うと

おりに変えていいのかというのは個別の問題ですので、それは、町としていいほうを取

りながら、推進室が中心になって検討していくということで、確認させてもらっていい

ですか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 おっしゃるとおりになるかと思います。 
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  国のほうで、今、進めている、例えば本当に住民の窓口のところだとか、医療福祉に

関わる制度的な部分ですとかというのは、やはりこれは、国、地方自治体一緒になって

同じシステムを使えば、ある意味、本町もそうなんですが、どうしてもシステム会社さ

んが１つになっていて、系統になっていて、ベンダーになっていて、そこにシステムの

改修を行うと、どうしても、もうそこの言いなりと言ってはあれなんですが、なかなか

そこにお願いしている部分がございますので、そこからの見積りを取るしかないような

ところがあると思うんですが、それが、ほかの自治体含めて、国含めて、同じシステム

になれば、いろいろな業者から見積り取ったりだとか、そういうことができるようにな

ると思うんです。同じシステムなので、同じシステム改修になるので。 

  なので、そういったところは、ぜひその国の動きに合わせて共通化できるものは共通

化して、それは経費の削減につながっていく部分も、当然効率的になるとか、オンライ

ンを通じていろんな申請書類ですとか住民票とか出しやすくなる、そういった部分もあ

ると思いますし、そういった経費の削減につながる部分もあるかと思いますので、そこ

は進めていきながら、逆に今おっしゃったように、我々、ＩＣＴを通じてこのプロジェ

クトとして進めている、町独自に進めている部分ですね。 

  今年度の回す事業で何をやっているかといえば、昨年、デマンド化やったときに、や

っぱりシステムの利用料とかが大きいと、かなり、しかもそれは機能的に大き過ぎると、

この町にとって。５件の方のデマンドを決めるのに、都市部と同じシステム使って、そ

れを100万とか払っていたんじゃ、とてもトゥーマッチだというところで、じゃ、そう

いったものは町独自のものを自作していこうと、もっとシンプルで利用料もかからない

ものを自作していこうと。今年度は、ちょっと大きな予算をいただいて、そういった自

作化をしています。なので、そこのすみ分けになってくるかなと。 

  委員おっしゃっていただいたとおりでして、共通化して、経費が削減できて、利便性

の向上につながるものは共通化しながら。どうしても町独自で残さなきゃならないシス

テムですとか、それは逆に自作していったり、独自のもののほうが安価で済んだり、余

計なものがかからないということであれば、それはＩＣＴ推進室が独自に調達してくる、

そのような形になるかと。 

○委員長（江波戸 明委員長） このページについて、その他、質疑を求めていきたいと

思いますが、質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑がないようなので、次のページを指定したいと思い

ます。 



－16－ 

 

  25ページの広報誌発行経費から31ページの住宅用太陽光発電システム導入支援事業ま

で質疑を受けていきたいと思います。 

  31はちょっとしか入っていませんけれども、総合計画の前までです。 

  早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 施策報告書の26ページから27ページにかけてのところ、生涯活

躍のまちかみしほろの会社の関係のことなんですが、いろいろな事業を町からも委託し、

また、自らも新たな事業開拓をするということで、頑張っていただいているというふう

に思うんですが、この会社、時限的な会社じゃなくて、やはり自立して、長く町のいろ

んな施策なり、まちづくりに貢献していくということでつくられている会社だと思うん

です。 

  それで、今年の春に、ちょっと私も正確ではないんですが、お二人ほど退職されたと

いうか、お辞めになっているような状況があると思うんですよね。 

  町からの派遣と協力隊を、さらにそのような人員というか体制で、様々な事業を進め

ていると思うんですが、まず事業を進めていく、また年々発展をさせていくということ

では、人の定着ということが非常に重要だと思うんですが、そういう部分で、どのよう

に考えていらっしゃるのかということと、もう一点は、人員体制が、事業をやっていく

部分で足りないんではないかというふうに私は見ているんですけれども、その辺はどう

町のほうとして認識をされているか、伺いたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政、佐藤課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 ただいまのまちづくり会社の関係ですが、この会社については、

時限的ではなく、自立化というところで進めてきているのが実態でございます。 

  先ほどご指摘のありました今年の春、２人退職されたというところも事実ではござい

ますが、この会社が自立していくためには、町としても、人的支援、あるいは財政支援

が当面必要だというところで、今は、国の推進交付金を活用しながら財政支援を行って

いるというところでございます。 

  今、おっしゃいました人の定着化というところで、それについては、正直、そこの部

分の壁にぶつかっているのが今の現状かなというところでありますが、町正職員を１名、

今、派遣、あと地域おこし隊を３名、今、募集をしていて、１人、10月から来ることに

なっております。 

  まだ、２人ほど欠員が出ているというところで、その辺、やはり人員体制がまだ確立

されていないというところで、この辺はやはり、町も一緒になって考えていって、その

辺を十分支援しながらやっていく必要があるのかなというふうに考えております。 
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○委員長（江波戸 明委員長） ２番、確認してから発言してください。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） では、生涯活躍のまちのｈａｒｅｔａに関わることで関連質問

いたします。 

  通称ｈａｒｅｔａですね、そこに委託している事業の中で、マッチングシステムにつ

いて質問したいと思うんですが、これは町が委託しているので、町の事業の一環だと思

うんですが、実際に令和２年度については、ぎりぎり３月までにシステムができたと。 

  令和３年度から活用になっているんですが、その利便性と町の事業、そこで勝手にや

るわけじゃないので、町としての考えについて確認したいんですが、本当に活用できる

のかどうか、私自身がちょっと今、疑問に思ったりしているので、その辺について質問

いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、平岡主幹。 

○平岡崇志企画財政課主幹 マッチングシステムにつきましては、令和２年度に完成をし

たんですけれども、今年度につきましては、諸所の不具合等もありまして、現状、まだ

動いていないというようなところが実際的にあります。 

  会社のほうに確認したところ、システムのほうの修正等が終わりまして、10月につき

まして、皆さんのほうに周知のほうを始めていくということでお話を聞いております。 

  実際のところ、現在、人材センターのマッチングにつきまして、しっかりと会員の皆

さんのほうに、周知のほうと使い方のほうの説明を行いまして、使い方の登録等々、な

かなか皆さん不慣れな部分もありますんで、そういったものをしっかりと取組を行いな

がら、マッチングシステムのほうを行っていきたいというふうに思っております。 

  また、実際に使われる方も使いやすいように、こういったものがありますよというよ

うな周知の部分もしっかりしていきたいというふうに考えております。当然、アナログ

の部分等も必要となってくるというふうには思っておりますので、そういった部分も含

めながら、きめ細やかな対応のほうをしていきたいというふうに思っております。 

  取りあえずマッチングシステムにつきましては、町のほうとしては、人材センターの

部分をまずしっかりと行っていきまして、そちらのほうを町民にしっかりと浸透させて

いきながら、地域のコミュニティーの醸成の一つと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。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 結構、1,000万円以上のお金を使ってシステムをつくって、都

会なら、それはそれでいろんな人がいるのでいろんな情報があって、これ欲しい、あれ
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欲しいでいいのかなと思うんですけれども、今、人材センター中心にというお話なんで

すが、人材センターの、実際にそこに登録されている方は３人程度、働き手は、三、四

人かな。 

  あと、利用する方は、私も利用させてもらっていますけれども、いるんですが、必ず

今のメンバーというか結構な高齢者の方がいたときに、スマホか携帯か分かりませんが、

そこでマッチングのシステム入れて、多分、ｈａｒｅｔａにどうのこうの、そういう作

業って、ちょっと厳しいんではないのかなという気がいたします。 

  結果的に利用する方は、ほとんどの方はｈａｒｅｔａに電話して来てもらって、ｈａ

ｒｅｔａはｈａｒｅｔａで、その人材センターに登録されている方に電話すると思うん

です。直接来てくれて、分かるから、道路で会ったらよろしくねと挨拶したりしながら

やっていて、私も、じゃ、ｈａｒｅｔａに頼むわというふうに、結構コミュニティーの

中でそういう情報が関わり合うので、人材センターがうまくいったからほかのこととい

う、ちょっとまだまだ時間がかかりそうな気がいたしますが。 

  私自身は人材センターだけじゃなくて、なかなか難しいんですけれども、いろんな趣

味を持ったり、いろんな経験を持っている方が登録したときに、お互いに交流し合って、

いろんな人材が町の中で活用できる場になるのかなという期待があったんですが、そう

なるとかなりスマホなりの、ｈａｒｅｔａもスマホ教室やって、ＬＩＮＥ教室やってい

ます。スマホの活用をもっともっとやらないと、アプリがどうのこうの言われても、ア

プリ入れるのもよく分からないとか、そういうことに行かないと、この事業が進まない

んじゃないかと。 

  それ自体は、ｈａｒｅｔａだけの仕事じゃなくて、町全体のコミュニティーをどうつ

くっていくかと。いろんなデジタル含めたＩＴ関係、どう利用するかということにいか

ないと、この事業自体はなかなか進まないんではないかと思います。 

  その点について、ぜひ町が関わりながら委託事業ではあるんですが、うまく活用でき

るようにと思っていますが、どうでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、平岡主幹。 

○平岡崇志企画財政課主幹 現在、人材センターには83名の会員がおられまして、その中

で、様々な草刈りですとか、そういった地域の困りごと等々を解決しながら、皆さんと

一緒にやっていくというようなところで行っております。 

  委員ご指摘のとおり、人材センターだけじゃなくていろいろなことということで、最

終的にはそういったところが、一番ゴールというところで考えてはおりますけれども、

やはり、あれもこれもというところでは、皆さん、混乱もあると思いますし、なかなか
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運営していく部分では難しい部分もあるかと思いますんで、初めはスモールスタートと

いうことでさせていただきたいというふうに思っております。 

  また、このマッチングシステムにつきましては、かなりの金額のほうを活用してつく

らせていただいているということもございますので、町のほうも当然協力しながら、地

域のほうは、どういうふうにやったら皆さんの悩みごと等々解決できるのかということ

もしっかりと考えていきながら、進めていければというふうに考えているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 施策報告書の30ページに、まちづくり活動支援事業というのが

あります。 

  この中で、令和２年は地域活性化支援事業２件ということがあるんですが、差し支え

がなければ、この２件の事業内容をお知らせいただきたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 ２件の内容についてですけれども、まず１件は、街路の美化

整備活動というところで、プランターの設置による花植えですとか、街路の除草駆除等、

そういった美化活動に資する取組について、１件活用いただいております。 

  もう一件については、コロナ禍で、例年、盆踊りですとか太鼓というところの活動が、

人を集めてできないという環境がありましたので、リモートによる配信をして、町民の

方に楽しんでいただくというような事業に活用したという経過となっております。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  そのほか。 

  １番、渡部委員。 

○１番（渡部信一委員） 施策報告書の27ページ、先ほどの生涯活躍のまちの、そこに若

干戻るわけですけれども、まちづくり株式会社のほうで、障害者グループホームという

かそういったものをテーマに掲げて、この間、調査研究、あるいはそういう方向に向け

て進んできたという経過があると思うんですけれども、令和２年度は、具体的にここに

何もうたわれていないんですけれども、令和２年度はどういう活動をやって、どのよう

な方向性と併せて、今回、この中の成果報告書に一言も触れていないんですけれども、

どういうことになっているのか、この際お尋ねしておきたいと思います。 
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  特にまた、この件について興味のある委員さん方も、どんどんここら辺、こういう機

会に説明していただきたいと思うわけですけれども、私のほうからまず、そこら辺を質

問したいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、佐藤課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 グループホームの件につきまして、過去、生涯活躍のまちで、

この地方創生包括プロジェクトの中で、委託事業で取り組んできたという経過がござい

ます。それについては、平成29年、平成30年ということで、委託事業の中の一つとして

取り組んできたというところでございます。 

  その際には、いろいろ各自治体の視察等を重ね、検討を進めてきまして、本町におい

ては、ＮＰＯを運営主体というところでも、一旦検討した経過がございますが、なかな

かそこまでには至らなかったというところの結論づけが、平成31年、令和元年にされて

おります。 

  今、保健福祉課のほうの現課対応で、このグループホームを検討しておりまして、実

は先日、総務文教厚生常任委員会の伊東委員長より、今、所管事務調査でグループホー

ムを検討されているということで、その平成29年、30年度の委託事業の報告書の資料を、

昨日、議会事務局のほうに提出しておりますので、来週の所管の委員会で、その辺の資

料の提出があろうかと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、新井課長。 

○新井英次郎保健福祉課長 まちづくり会社からちょっと離れてしまうんですけれども、

こちらのほうの施策報告書に書かれていないグループホームの検討について、こちらの

ほうは先ほど佐藤課長が話したとおり、令和２年度につきましては、委託業務から外れ

ているということですけれども、現課としましては、昨年度につきましては、福祉団体

とも検討しながら、いろいろ、また視察とかも進めていく予定でございましたけれども、

コロナ禍によりましてその辺のスケジュールが遅れてきておりまして、今年度に入って

から、少しずつまた動き出しているという現状でございます。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） １番、渡部委員。 

○１番（渡部信一委員） 今の説明によると、令和２年度においては、まちづくり株式会

社に対しての障害者のグループホームですか、こういった委託はされていないというこ

と。あるいは、令和元年度で、まちづくり株式会社のほうでも何回かの視察研修で終わ

らせているということで、そういう捉えでいいんですか。 

  一切これに触れていないわけで、全然、令和２年度については、まちづくり株式会社
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としては関係ないという抑えでよろしいのか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、新井課長。 

○新井英次郎保健福祉課長 おっしゃられたとおり、令和２年度につきましては、委託業

務から外れております。 

  これは、元年度に一定程度業務報告がされまして、内容としましては、整備の必要性

は高いけれども、運営主体とか職員の確保等の課題がありますので、今後のその辺が課

題ですよというようなまとめがされまして、それで一旦委託業務は終わっております。 

○委員長（江波戸 明委員長） さきの部分のちょっと確認ですけれども、さきに総務文

教厚生常任委員会のほうからその件について資料要求していますけれども、いつ頃提出

されるか、その見込みについてだけ確認させてください。 

  企画財政課、佐藤課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 先ほど申し上げましたとおり、生涯活躍のまちで行いました実

績報告書については、昨日、議会事務局のほうに提出をしております。 

  令和元年度の保健福祉課における、先ほど申し上げましたＮＰＯ主体をという検討の

断念という話もありましたけれども、その際の整理の資料については、保健福祉課のほ

うからこれから出す予定になっておりまして、来週の14日の常任委員会で、そろった形

で資料提出になるというように考えています。 

○委員長（江波戸 明委員長） この件については、そういう日程で進むという形で確認

させていただきました。 

  10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 26ページの一番最後、生涯活躍のまち かみしほろの部分の

地域包括ケアで、介護職員初任者研修についてちょっとお尋ねいたします。 

  委員会等でも報告ありまして、重複する部分もあるかと思うんですけれども、実はこ

の初任者研修、報告の中では今年で３年目になると思うんですけれども、ここを受講し

た方が、現場、いわゆる介護職に１人も就労していないという報告受けていると思って

おります。 

  そういう中で、例えば帯広コア専門学校でやっている初任者研修なんかは、いわゆる

福祉関係に就労したい人がこれを受講しているという。上士幌の場合は、なかなかそう

なっていないということで、これは地域差もあるんで仕方ない部分ではあるんだ、そん

なふうに思っているんですけれども、ひとつ、このままこれが進んでいくことによって、

本当に上士幌町の介護人材の不足を補うための、唯一の今、具体的な事業がこれしかな

いんですね。総合戦略の中でもこれだけしか載っていないんですね。だから、そういう
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意味では、もっと実効性のあるものにしていかなきゃならないのかな、そんなふうに思

っています。 

  そこで、ひとつ、まちづくり会社がこれを委託していると思うんですけれども、委託

先は所在地も含めてどういうところなのか、ちょっと確認したいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、新井課長。 

○新井英次郎保健福祉課長 まず、介護職員の初任者研修の件につきましては、平成29年

度から実施しておりまして、毎年10名前後の受講者がありまして、ただ、令和２年度に

つきましては16名の受講、最終的に合格された方は15名となっております。 

  また、受講後のアンケートを取っております。その中では、取った理由につきまして

は、現在、介護業界で働いている、また、将来的に働きたいという方と、それから家族

等の介護に生かしたいという方が大半となっております。 

  このように、町内の新規雇用に直接つながってはいないんですけれども、ただ、町民

の介護の意識の向上が期待できるものと考えておりますことによりまして、地域福祉に

おける自助とか互助、その辺の下地づくりへの一翼を担う取組だと考えておりますので、

今後もちょっと続けていきたいと思っております。 

  また、介護団体の人材不足というのは、確かに深刻な問題になっております。この辺

は法人と共通認識を取りまして、町としても取組に対して何か支援できるものがあるの

かどうか、今後、法人と連携して検討していきたいと考えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） 10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 委託先、所在地も含めて分かるか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 答弁漏れについて。 

まだ、かかりますか。 

○新井英次郎保健福祉課長 すみません。ちょっと時間、後でご報告ということでもよろ

しいでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 今の質問の答弁に関して、後でという形でよろしいでし

ょうか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） それについては保留しておきますので。 

  そのほか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 生涯活躍のまちに向けた地域包括創生プロジェクト事業に関わ

る質問、さらにしたいと思うんですが、かみしほろ塾につきましては令和２年度で委託
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事業が終わって、今年度からは、教育委員会のほうに町独自の予算で組むことになって

いますが、委託したときからの経緯として、何年かやったことについての検証とか総括

はされたのかどうかと。それと遡って考えたときに、このまちづくり会社ができるとき

のもともとの出発点というのは、国からの交付金の関係で当時4,000万か5,000万、実際

にはそんなには使っていないんですが、委託事業を受けて、コミュニティ会社がこうい

うことをやったらいいというふうに、その中であったのが、さっき言った包括ケアの問

題と学習塾、何点かある中で結構重要な柱だったと思うんですよ。 

  それで、その中で、具体的にはグループホームの関係も委託外れて包括ケアは残って

いるんですが、ｈａｒｅｔａなんですけれども、そこでやる事業なのかという疑問を思

いながら来ていました。 

  ですから、私が言いたいのは、かみしほろ塾の問題もここから外すと。そのときに、

国との関係、委託事業をするために予算を取るところの関係では、この塾は、もう既に

３年の中では外れて申請しているのかと。 

  それから、きちんと外すための総括ですか、ｈａｒｅｔａではなくて、教育委員会の

ほうに、当初、私、教育委員会がやるべきだということを主張したんですが、違うんだ

ということで、町民全体に関わる先を見通した学習になるということだったんですが、

その点について検討したのかと。 

  それから、国のほうの交付金の関係の申請等どうなのかと質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政、平岡主幹。 

○平岡崇志企画財政課主幹 塾の関係ですけれども、まず国の交付金の関係ですけれども、

令和２年度、３年度、４年度ということで、このかみしほろ塾の部分も含めまして国の

ほうの交付金の申請を行ってきております。 

  実際には、企画財政課で令和２年度行って、まちづくり会社に委託をするという形で

行っていますけれども、令和３年度につきましては教育委員会のほうで行っていくとい

うことで、実際には、交付金の事業でどこの担当課が行うのかということで、しっかり

と塾の部分につきましては、交付金の事業のうちということでなっております。 

  塾の総括につきましては、かみしほろ塾につきましては、初めは企画財政課というこ

とで、生涯活躍のまちに様々な町民の関心事ですとか、町の取組ですとか、そういった

ものを幅広く皆さんに周知しながら行っていくというところで、一定程度の成果があっ

たというふうに認識をしております。 

  また、今年度につきましては、より町民に身近な生涯学習というところの視点も置き

ながら、今年度から行っていくということで整理がされてきているということで、より
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身近なところで、もっと皆さんに学んでいていただきたいということで、今年度は、こ

れから進んでいくということで認識をしているところでございます。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 一定の成果はもちろんあって、これからのまちづくりの中で、

いろんな生かされる面があったというふうに思っていますので、それはそれと認めます。 

  先ほど、国からの交付金事業については、申請したものは、まちづくり会社に委託し

なくても振り分けて使うことができる。私は違うのかなと思ったものですから、それを

確認させてもらいました。 

  それで、何が何でもまちづくり会社のほうに委託をしなきゃ、交付金の関係は出ない

のかなというふうに思ったもんですから、例えば、さっき言った地域包括ケアについて

も研修をずっとやってきているんですが、なかなか最初は人が集まらないと。高校生入

れたらどうかと。時期の問題も、夏休みやったらどうかというふうに苦労しているんで

すが、その方々が、さっき馬場委員が言ったみたいに、実際に職場の、例えば、特老だ

とか何とかに、結びついたこともある、なかなか結び付かないと。 

  町の包括ケアが必要なところに、その事業が生かされているんだろうかという疑問も

ありました。そうすれば、もしかしたら違う形でやってもいいのかなという気もします。 

  それは、これからの検討課題なんですが、ぜひその辺も検討して、実際に国から来る

交付金を、地方創生交付金の事業が具体的に役立つように、システムというか、委託先

なりやり方を考えて、具体的に役立つ方向に検討をしたらどうかということで、この件

に関しては質問を終わりますけれども、よろしくお願いいたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、平岡主幹。 

○平岡崇志企画財政課主幹 山本委員のおっしゃるとおりだと思います。 

  国の交付金の部分を最大限に活用しながら、我が町がどういうふうにうまく事業を行

っていくのかというところで、そういったものをしっかりと検討、精査しながら、次の

事業展開等々を、今の事業も含めまして行っていくということでやらせていただきたい

というふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（江波戸 明委員長） その他、ここまでの項目で質疑ございますか。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 25ページになります。 

  広報誌の関係なんですけれども、近年、広報を取っておられない若い家族世帯も多い

ということの話を聞くんですけれども、そこら辺についての、入手していない方への配
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付というか、見られる方法の対策を取っているかということが１点と、あとその下のホ

ームページの閲覧数が、年々ちょっとずつ落ちているということで、ここらについての

対策が何かあるかということを、２点お聞きしたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、岩隈主査。 

○岩隈亘史企画財政課主査 委員のご質問にお答えいたします。 

  まず１点目の広報かみしほろ、行政区等に入っていない方には当然配付されておりま

せん。そういった方に対する対策なんですけれども、おおむね２点対策しております。 

  まずは、ウェブ上でいつでも見られるというところで、町のホームページに掲載して

いるので、そちらからご覧いただくという方法。あともう一点は、スマートフォンのア

プリ、マチイロというアプリがございまして、そちらを平成30年度から運用しておりま

すので、そちらのアプリで見ていただく方法と。 

  あとは、公共施設ですとか、そういったところに置いておりますので、紙面で見てい

ただくと。そういうふうな方法で、配付されない世帯の方、見ていただくことが可能か

なと思っております。 

  ２点目のホームページに関する部分でございます。 

  徐々にちょっと減りつつあるというところで、特に昨年度、令和２年、大きく落ちた

んですけれども、詳しくアクセス解析まではしていないんですが、ちょっと夏場の落ち

込みが多かったかなというふうな、全体的なグラフの印象がございました。 

  なので、多分、イベントの中止ですとかそういったところで、アクセス数が落ちぎみ

なのかなというふうなところでございます。 

  ですので、今、町のツイッターとかフェイスブック等も随時更新しておりますので、

そちらからリンクを貼って、例えば、公共施設の開館状況ですとか現在やっております

けれども、町のホームページに誘導するような形で、町のホームページも見ていただけ

ればというふうな対策を行っているところです。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） 一定程度、１時間過ぎましたんで、暫時休憩をしたいと

思います。 

  15分間の休憩をいたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせしますんで、よろしくお願いいたします。 

（午前１０時０６分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 休憩を解いて質疑を続けます。 
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（午前１０時１７分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 今までの指定ページについてまで、質疑。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） ページ数は、26ページの地域おこし協力隊について質問いたし

ます。 

  私は、令和２年11月18日にもらった資料を今参考に見ているんですが、そのときの確

認をしたいと思うんですが、そのときにはその時点で採用されていて、もう３人の方が

任期切れで１人切れると。それでこの間、高校の方については臨時職員になると。その

方の、切れた方について大体分かるんですが、どういうふうに穴埋めしているのか、そ

のままそこはないのか確認と。 

  それから、今年採用、要するに令和２年ですね。採用途中でまだ決まっていないとこ

ろが、広報等で見ているんですが、埋まったのかどうかと。 

  先ほど言いましたｈａｒｅｔａのところでは、欠員というのはなかったと思うんです

が、広報を見たら、地域おこし協力隊が２名募集しているというのがありました。それ

は、退職した人の穴埋めとして２名募集しているのか、まずその辺の確認をいたします。 

  令和２年度の辞めた方についての、任期切れの方についての穴埋めとかどうなってい

るのかと。それから、そのときにまだ募集中であった何人かいるんですか、それはきち

んと年度内に、令和３年からもいるんですが、穴埋めがきちんとされていたのかどうか

確認いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 まず、令和２年度に退職した協力隊なんですけれども、途中

退任、任期満了含めまして全部で７人と把握をしております。 

  少し細かくはなりますけれども、健康運動推進員については、退職後、現在、新たに

募集というのは行っておりません。 

  自然館推進員につきましては、令和３年度に新たに採用して、現在、業務に就いてお

ります。 

  生涯活躍のまちで２名途中退任しました。その分含めて、現在、募集を行っている形

になります。 

  また、もう１名、生涯活躍の方、満了しましたけれども、基本的には引き続き勤務を

していただいて、その後退職というような経過になったかと思っております。 

  また、観光戦略の方につきましては、派遣先のｋａｒｃｈに就職をしておりまして、
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もう一名、商工観光振興の方につきましては、町の会計年度任用職員という形で勤務を

いただいているところでございます。 

  それから、募集の関係になっております。 

  令和３年４月から募集した部分で、先ほど申し上げました自然館の職員ですとか、こ

れまで募集しております幼児教育の方ですとかというところは、全員ではないですけれ

ども、ある程度、４月１日もしくは途中から採用という形で徐々に採用はしているとこ

ろでございますけれども、現在、実際にまだ募集中というところでいきますと、生涯活

躍の方が２名、あと幼児教育の方が１名、そして、新たにですけれども観光誘客の方を

１名募集という形で、現在４名募集を継続して進めているということになっております。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 具体的な数字、私も広報を見ながら全部チェックしながら、名

簿も全部見たり、活躍の広報も全部切り取って確認して、顔と名前一致するように努力

しているんですが、なかなか、いわゆる会計年度職員と協力隊員と全然分かりづらいと。 

  職員も結構採用が多かったり、協力隊員だったら途中で変わったり、あと途中で退職

したりする方もいるんですけれども、そういう方について、きちんとどういう採用の方

法をしているのかなというのを、私、いつも確認しているんですが、採用の仕方で、課

から上がった人を企画ですか、そこで募集かけているのか。 

  それと、その方については、いろんな募集の、例えば仕事の任務があると思うんです。

こういう仕事をしてほしいから任期は３年でも十分なのかと。でも、できれば町に必要

なので、３年過ぎても町として仕事してほしい人材なのかと。 

  そのときには、例えば採用したら、その人自身が仕事をきちんとしてもらって残る方

法と、その方が３年で辞めるであれば、仕事をきちんと皆さんに振り分けなり、教育し

ながら仕事を継続してもらう方法と、いろんな方法あると思うんですが、採用について

の考え方についてはどうなっているのか。 

  前から、副町長、町長の関係だと思うんですが、その辺を確認していかないと、途中

で辞めたり、そうすると穴が開くと。例えば、幼児教育も２年がかりでようやく１名見

つかったと。２年間、じゃ、どうだったのかということも含めて、教育方針なり課の方

針にきちんと合わせて採用しないといけないんじゃないかと、その辺について確認した

いと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 副町長。 

○杉原祐二副町長 採用の考え方についてでございますけれども、基本的には、それぞれ
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の課部局の業務の状況等を把握しながら、その配置について理事者のほうで決定してい

るということでございます。 

  今、お話のあります地域おこし協力隊につきましては、これまでもお話ししてきてい

るところでございますけれども、人材の確保という部分では、全国的に募集をさせてい

ただきながら、優位な人材を確保するということで、これを早くから取り組んできてい

るところでございますけれども、それぞれの課の課題に対応するために、その協力隊を、

この制度を活用しながら充てていくというような考え方でおります。 

  ただ、現状、確かに、なかなか募集しても採用まで至らないという事例もございます。

その部分につきましては、今、採用、例えばハローワークですとかホームページとかと

いう部分もありますけれども、現在、そういうサイト上の採用、いわゆるリクナビです

とかそういうようなものも活用しながら、今、募集活動をしてきているところでござい

ます。 

  一昨日、議会のほうでもございましたけれども、それでも保育教諭とかなかなか難し

い職種の部分については、これからご審議いただきます任期つきのそういう職員の雇用

形態ということも活用しながら、人員の確保に努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） そうしますと、基本的には、それぞれの課の課題にふさわしい

人材を探すために全国に募集をかけて、課ごとの方針になるのかなと。 

  そのときに、課ごとにこの人材はこういうふうに活用してもらうとか、これは、申し

訳ないけれども３年で終わりだみたいな、そんなことも含めて、多分、課の中での議論

を含めて練るんだろうというふうに私は把握いたしました。 

  それと、募集の、たまたまホームページに載っているよというので確認したんですが、

雇用期間というのが、先ほどの幼児教諭の方も多分見つかったんだと思うんですけれど

も、雇用期間が令和４年３月31日まで、延長最長３年間というのは、途中では、年度で、

１年採用というふうになっているのか。普通だったら３年間なので、その本人が辞める

意思表示をしない限り、３年間といえば、令和４年ですから令和７年かそういうふうに

なるのかなと。 

  雇用の仕方は、その方は理解してきているのか、来年３月31日で切れるんですよと、

１年ごと更新なのか。その辺が、３年間は雇用するんだと、私自身はそういうふうに思

っていた。 

  その辺の採用される、採用に、募集要項に、来て、話すときの説明ですか、最大いた
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らいいんですよ、いていいんです、そうじゃなくて、やっぱり３年間きちんと仕事して

もらうという覚悟で来てもらわないと、私はそういうふうに思っています。その点につ

いて確認したいと思っています。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 今、委員のおっしゃられたとおり、３年間というところなん

ですけれども、まず会計年度任用職員というところがありますので、募集では、まず年

度の３月31日までという区切りをしていまして、注意書きとして最大３年間。採用した

日から３年間です。年度で区切るのではなくて、採用した日から３年間というところで、

採用された協力隊にはお話をしております。 

  また、各担当課でも、そういったお話はしていると思いますけれども、私のほうでも

最初、必ず協力隊と顔を合わせまして、３年間というところの勤務をお願いしたいとい

うところは必ずお話をさせていただいて、勤務していただいているというところになっ

ております。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） 制度がそういう制度だということで認識をお願いします。 

  その他、ここまでの項目について、ページについて。 

  保健福祉課、新井課長。 

○新井英次郎保健福祉課長 休憩前に回答保留とさせていただきました馬場委員からご質

問のありました介護職員初任者研修の、ご質問の委託先の部分についてでございます。 

  町としては、まちづくり会社のほうが研修実施の道から許認可を受けておりますので、

町としては、まちづくり会社と委託契約をしております。ただ、まちづくり会社として

も、講師、また試験の実務等は、ＮＰＯ法人にまた委託をしているところでございます。 

  その委託先ですけれども、札幌市のＮＰＯ福祉教育機構のほうにお願いしております。

こちらのほうは、実際、施設の運営もしておりますので、かなりノウハウがあると聞い

ておるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） 10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） ありがとうございます。 

  先ほども、上士幌町にとっては唯一の人材不足を補う事業ということを、まちづくり

会社のほうに委託しているということで、29年度からということで５年。実際に就労に

結びついていないというそういう状況を、どのように捉えていくかというのは、もうそ

ろそろ考えていかなきゃならないのかなと思うんですね。 
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  ほかの町で、実は町が実施主体となって初任者研修やっている町があるんですけれど

も、そこのやり方というのは、まず初任者研修やる前に、例えば高校生なら高校生に、

非常にしっかりした施設ってどういうとこかとか、その施設の仕事の魅力だとか、そう

いうことを含めて事前にきっちり伝えて、そして初任者研修に入る。 

  じゃ、講師陣はどういうとこかといったら、例えば高校生であれば、福祉関係に、進

学したいとしたらするであろうその大学、専門校から講師に来ていただいて、そこで顔

つなぎをした中で例えば進学をしていくだとか、勉強をしに行くだとか、何か将来的に

もつながるような、そういう形で委託を行ってやっているということで、そこの地元の

施設に、いわゆる進学して卒業した方が、６名就職したという実績を持っているんです。 

  ですから将来的に、現状、上士幌がこういう状況であれば、私は、初任者研修という

のは、これらもずっと続けていってほしいなとは思うんですけれども、少しそこに結び

つけるような委託の在り方等を含めて、しっかりもう一回考えていく時期じゃないかな

と、そんなふうに思っているんで、もし、できればその辺、もちろんまちづくり会社が

どう考えるかということになっていくと思うんですけれども、そういうことも含めて、

もう一度見直しを含めた検討できないかなということで、ちょっと述べさせていただき

ました。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、新井課長。 

○新井英次郎保健福祉課長 こちらのほう、委員おっしゃるとおりだと思います。 

  今後、この辺の課題等を含めて研究させていただいて、もし、改善できるところがあ

るなら改善して、より多くの雇用に結びつくようなことも含めてちょっと検討していき

たいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） その他、ここまでの質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑がないようですので、続けて、31ページの総合計画

策定事業から35ページの職員厚生関係の人事管理と職員厚生対策、34、35に絡みます。

ここまで一区切りとしたいと思います。 

  質疑を受けていきたいと思います。 

  ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 報告書の33ページ、交通安全管理経費のところで、本年の12月

２日で、死亡事故ゼロが3,000日を迎えるということが明記されております。 

  この交通事故死ゼロ、3,000日というのは非常にすばらしい実績だと思いますし、ぜ

ひこのことを、町民の皆さんに安全意識の高揚ということで、もっと啓発をしたらいい
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んではないかなというふうに思っていることが１点と、もう１点は、新たな目標、日時、

日程が、例えば3,500日とか4,000日とかというふうに、目標が設定されるんだと思うん

ですけれども、そのことについても、達成に向けて、町民の意識を高揚させていくべき

ではないかなと思いますが、このことについて見解を伺いたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 町民課課長、青木課長。 

○青木弘彦会計管理者兼町民課長 ただいまの斉藤委員の中で、すばらしい実績というこ

とで、ありがとうございます。 

  令和３年12月２日に、死亡事故ゼロが3,000日を迎えるということでございます。 

  この件については、おっしゃられるとおり、すごく記念すべきというか、達成すれば

ですけれども、大きいことですので、広報紙等でまた周知はしていくことをまずは１点

と、あと、その下の事業にも関わってくるんですけれども、高齢者運転免許自主返納支

援事業を行っております。 

  こちらも、交通死亡事故ゼロ、3,000日の直接の要因ではないですけれども、こうい

った事業をやっておるということが死亡事故ゼロにつながっているということも考えら

れますので、達成した暁には、そういった部分の啓発を含めて、運転免許自主返納支援

事業、それについても、さらに併せて啓発していきたいというふうに考えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） ぜひそういったことで、町民の皆さんに啓発を図っていただき

たいと思います。 

  もう一点なんですが、その下に、職員厚生関係の人事管理と職員厚生対策というのが

あります。 

  このコロナ禍の中で、職員の皆さんにも勤務を抑制するということが、例えば、道に

おいても、札幌市においても行われているというふうに思いますが、本町において、コ

ロナ対策で、職員の、例えば休暇であったりということで、職場の人員を減らして職務

に就くというようなことが、各職場にも求められていると思うんですけれども、本町の

職についてはどのような経過であるか、お聞きしたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 コロナ禍における勤務状況なんですけれども、道から示されている

ように、できるだけ密にならないというようなことがありまして、今、緊急事態宣言に

おきましては、分散勤務という形で、自分の職場以外の場所に机を移動していただきな

がら職務をし、万が一のことに一応対応をしております。 

  また、体調面で、こちらについては、基本的に感染予防の対策はきちんとしているん
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ですけれども、その中でも、職員が一部、体調が優れないとか、そういう気配があると

か、そういう場合については義務専念免除という形で、一部職場の勤務を免除しながら、

職場に持ち込まないと、そういうような形で進めているというのが現状です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） あと、認定こども園とかそういったところは、お子さんを教育

したり、保育したりという中でいくと、なかなか分散勤務というのは難しいと思うんで

すが、その辺の職場についてはどのようになっているか、お伺いします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 基本的には、密にならない形でということにはなるんですけれども、

どうしても子どもさんを預かる職場、それで、１人の職員が見る子供さんの数というの

がきちんと決まっていますので、なかなかその辺は、減らしたりとか分散というふうな

形にはならないとは思うんですけれども、その辺は体調管理をかなり厳密に行いながら、

職員の方の勤務は続けていただいていると、こちらとしては考えております。 

  また、今、言ったこども園とかですと、可能な限り外での保育とか含めてやっている

のかなというふうに考えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  ５番、早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 今、斉藤委員の質問されたことと関連する部分もあろうかと思

うんですが、総務省においても、各自治体での心の病というかそんなことで、全国的な

課題になっているということで、調査をやるというようなことも新聞報道されているこ

とと、それから道内でも道東の町村といいますか自治体で、パワハラだとか長時間労働

といった意味合いで、職員が自殺をしたというようなことで、労災というか公務災害の

認定を受けたというようなことの事例が新聞報道されています。 

  それに、現状としては、昨年からコロナということで、様々な制約を受けた中で勤務

をされているというふうに思いますし、また、そういうことで、日常的なストレスを解

消するためのこともできないという部分があると思うんですね。 

  そういう中で、事業効果だとか今後の課題ということで、労働安全管理を、衛生管理

を、職場の課題として取り組む必要があるという記述で終わっているんですけれども、

その辺、令和２年度で、どのようなそういう対応をされているのかということ、それを

まず伺いたいことと、もう一点、過去には、職員の視野を広げたり、いろいろなことを

学んでくるということで、北海道への職員の派遣ということをされていた時代があった

と思うんですけれども、今は、北海道後期高齢者医療広域連合に派遣をしているという
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ことで、これは町村持ち回りで、お互いそういう体制をつくっていくということで派遣

されていると思うんですが、北海道に職員を派遣するというようなことでの意味合いが

薄いのか、それでやってていないのか、そういうことについて、どのように現状なって

いるのかということについて、伺いたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 まず、１点目のストレス、これは精神的な部分ということで、なか

なか目に見えない部分とかがありまして、また、他の方に分からないようにというよう

な部分もあって、なかなか扱うのは非常に難しいのかなと思っています。 

  その中で、ストレスチェックという標準的な審査をしながら、個々に職員にその結果

を返し、改善できる部分はしてほしいというようなこともお願いし、もし、その中で仕

切れない場合については、多分総務課のほうに、また相談とか来ると考えておりますの

で、その辺を、しっかりした体制を取っていかなければいけないかというのは課題にな

ってくるかなと思っています。 

  また、コロナ禍でありますので、先ほど言いましたように、職場だけではなく家庭の

中でもコロナの心配ですとか、家族の心配、そういうようなことでストレスという部分

も、実際あるのかなと思っています。 

  そういう意味では、先ほど言った職務専念の部分であまり厳しく締めつけるんではな

く、やはり自分の体調も含めて、家族の体調も含めて、必要に応じては若干休暇も取っ

ていくとか、そのようなことも、こちらとしては十分していかなければいけないという

ふうに考えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） 杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 もう一点ございました、人材育成という、多分視点だと思うんですけ

れども、北海道等の派遣というようなことに関してでございますけれども、委員からご

ざいましたとおり、過去に、本町の職員が、道庁のほうに研修という形で行ったことで

すとか、国の機関、環境省であったり、農林水産省に派遣したというような事例がござ

います。 

  私ども理事者としては、基本的には、そういう人事人材育成というような関係で、そ

ういったことを行いたいということの気持ちはもちろんあるんですけれども、現組織体

制等を鑑みまして、なかなかそこの部分は難しい実態にもございます。 

  あわせて、現在、北海道のほうから、逆に、うちの役場のほうに来ていただいており

ますけれども、その来ていただいている、これまでも継続して来ていただいている道庁

の職員の方々とは、うちの役場職員と交流をしながら、ある意味そういった面でいけば、
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ネットワークができてきている部分もございます。 

  とはいえ、こちらから行くといって、道庁の仕事等で育成するということも必要と考

えておりますので、そういった機会がございましたら、取組を進めたいというふうに思

いますけれども、現状はなかなか難しいということでご理解いただければと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） ５番、早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 職員数も、過去のように削減だけで、減らすということだけで

なく、近年、採用もされて、職員数も増えているかというふうには思いますけれども、

やっぱりこういう小さい自治体で、限られた職員で仕事をしているという部分では、風

通しのいい職場というようなことにならなければならないんだというふうに思いますし、

また、いろいろな地方創生含めて、あるいはコロナ対策含めて、仕事の領域というのは、

すごく密になっているんだというふうに思うんですよね。 

  そういう部分で、職員、健康管理ということの部分について、やはりきちんと取り組

んで、対応していっていただきたいなということで質問をしましたので、最後は意見と

いうことですので答弁は求めませんけれども、そういう対応をしていただきたいと思い

ます。 

○委員長（江波戸 明委員長） ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 同じく職員関係で関連なので、引き続き質問したいんですけれ

ども、職員の研修の関係です。 

  令和元年度に載っていた人事評価研修やメンタルヘルス対応研修というのが、２年度、

ちょっと記載がないんですけれども、この辺の取組というのはどういうふうになってい

るんでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 総務課、伊藤主査。 

○伊藤 元総務課主査 令和元年度に記載のありました今の２つの研修につきましては、

外部から講師を招聘しまして、役場職員を会議室に集めての集団研修として実施してき

たものであります。 

  令和２年度につきましては、皆さんご存じのとおり、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大により、同様の方法で、１か所に職員を集めての集団研修というのはなかなか厳

しいという判断をさせていただきまして、令和２年度は中止という形としております。 

  今年度につきましては、今現在、緊急事態宣言中ですが、今後の感染状況を踏まえて、

集団研修として実施する方向で、今、検討は進めているところでございます。 

  以上であります。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 
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  総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 人事評価研修なんですけれども、こちらは、人事評価制度を導入し

まして、その研修という形で進めてきていたものでございます。 

  今、言ったコロナ禍という部分はあるんですけれども、研修自体はできてはいないん

ですけれども、この人事評価制度は今年も通常のように進めていますので、より職員が

分かりやすい、その制度を熟知していただきたいという部分あるんですけれども、制度

自体は実施しておりますので、去年は研修が、今年はまだしていませんということです。 

○委員長（江波戸 明委員長） 10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 職員数の件についてちょっとお聞きします。 

  職員数、平成30年度から、30年度、元年度、令和２年度って見ると、かなり職員数が

増えていっているという状況がございます。30年度が総数で204名、元年度が225名、２

年度が233名というような体制で行っております。 

  これは、今までいろいろ説明を受けた中で、デジタル環境の整備ですとか、あと認定

こども園が増えるですとか、あと教育環境の整備等々を含めて、現業も含めて、やはり

質の高いものを求めていくとどうしても人材が必要になるという、そういう状況になっ

ていくのかな、そんなふうに思うんです。 

  このコロナ禍の中でも、前年度、それから今年度の施策等を見ても、やっぱり地域内

の経済対策にしっかりとお金を回すですとか、あとデジタル環境の整備ということで、

コロナ禍の中で急激に進んでいる中でも、上士幌町はしっかりそこに将来の投資という

ことでお金をつけていっているな、私はそんなふうに感じております。 

  その辺含めて、令和２年度が233名体制で行っているという状況なんですけれども、

コロナ禍の中で233名体制で行って、もし、このコロナの状況が少し収まっていくとい

うような状況の中でも、恐らくこのような職員体制は必要になっていくのかなというふ

うに思ってはいます。 

  この辺、今、説明したように、30年度、元年度、令和２年度と増えていく中で、これ

からこの職員数がどのようになっていくのか含めて、何かめどとして捉えているものが

あるのかないのか。もしあればその辺、当然事業のボリュームですとか、事業数によっ

ては変わってくるとは思うんですけれども、その辺の見通し含めて、ちょっとお聞かせ

願えればなと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 今、馬場委員のほうから人数のお話いただきましたけれども、多分そ

れは、任用職員さんとかも含めた人数だというふうに承知しております。 
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  今年度始まりでいきますと、正職員が134名で、現在の任用職員を含めた人数が250名

という形で、今、業務をしているところでございます。したがいまして、任用職員とい

うのは、地域おこし協力隊の皆さんですとか事務補助の方も含めてでございます。が

120名ほどいるという状況でございます。 

  正職員のほうにつきましては、基本的には条例で上限の定員が示されておりますので、

その範囲でという形になるんですけれども、先ほど地域おこし協力隊のご質問もいただ

いたところでございますけれども、今、地方創生の部分でＩＣＴですとかというような、

今、町のほうで取り組んでいるＳＤＧｓですとかというような、それぞれの主要なこと

も含めまして取り組む部分で必要な人員。それが、町で全てということではなく、先ほ

どお話しさせていただいたように、北海道のほうからの派遣のご支援をいただいたりと

いうようなことで、体制を整備していきたいということでございます。 

  それが、それぞれの部局において必要な業務というのは、それぞれ変わってくる部分

もございますので、これがどのぐらいという部分はお示しすることは今できませんけれ

ども、任用職員さんの分でございますけれども、いずれにしても必要な人員は確保しつ

つ、しかしながら、効率的にその辺の配置のほうについては、各年度検討して進めてい

きたいというふうに考えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） 10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 一方で、やっぱりＩＣＴ環境の整備ということでいろいろ進

めて、前年度も電子計算関係では4,900万ちょっと予算計上されて使用されているとい

うことで、そんな中で、情報の共有化だとか事務の効率化等々を含めて、図るための手

だてとしてやっていると思うんですけれども、この辺の事務処理の簡素化ですとか、あ

と効率化が図られていく中での職員との関係というのは、こういうものを整備していっ

てきちっと成果が出るようになってきたことによって、職員も少し減らしていけるのか、

そんなふうにちょっと考えるんですけれども、その辺の考え方はどうなんでしょう。 

○委員長（江波戸 明委員長） 杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 基本的には、委員おっしゃるとおりになろうかと思います。 

  すぐにはならないとは思いますけれども、これまでそれぞれ委員会等でご協議させて

いただいて、これまで紙で処理していたものを電子的にやることによって、それはもう、

数量がすぐ出てくるというようなことについては、これまで手で計算していたものが、

そういう形で瞬時に分かってくるというようなことになりますので、その部分において

は、事務の効率化が図られるという部分になります。 

  その部分が、じゃ、何人工かという部分はなかなか見えない部分がございますけれど
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も、そういったものが積み重なることによって、そういう人員の部分というのも検討で

きるというふうに考えております。 

  ただ、一方で、それは一足飛びに、そういうデジタル化という部分にならない部分も

ございますので、それは、一定の期間は、両面でやっていくということも必要になりま

すので、そういったことも見据えながら効率化をしつつ、住民サービスを行ってまいり

たいというふうに考えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 高齢者運転免許自主返納支援事業について質問いたします。 

  制度化、町としての補助金がつくようになってから何年かたつんですが、この間の利

用人数と、令和２年度についてはここで分かるんですが、その状況をまず質問いたしま

す。 

○委員長（江波戸 明委員長） 町民課、青木課長。 

○青木弘彦会計管理者兼町民課長 本事業の人数ということですけれども、令和元年度か

ら始まっておりまして、令和元年度は13名、令和２年度につきましては、ここに記載の

とおり９名、現在３年度８月末までの数字ですけれども、５名の方に補助をしてきてお

ります。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） ４月号の広報を見ているんですが、これは免許を返納する方に

ついて、５年か３年に１回かごとに、そのときの誕生日過ぎたらもう申請できませんの

で、これ自体はもっと分かりやすく、インパクトのある広報にしたらいいんではないか

という気がいたします。 

  それ見逃しちゃうと、誕生日過ぎて免許が切れちゃったら、もうできないということ。

この間もある方に説明したんですが、やっぱり広報見ていると思うんですが、１年１回

の広報、多分そんなにこれ載せるわけいきませんので、免許返納のメリットというのが、

なかなかちょっと見づらいかなという気もします。 

  金額というのは、町の補助金は決まっていますので1,100円ですか。あとバスについ

ては、多少バス代が上がれば変わるかもしれませんが、その辺のメリットが分かるよう

な形の広報といいますか、１年に１回か、せめて２回でもいいんですが、それをぜひ載

せてほしいなと。 

  やっぱり免許返納するときの補助金だけじゃなくて、その後について、バス代が４分

の３ですか、行くときは自分で乗っていっても、帰りはなくなるんだよということを、
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メリットがきちんと分かるといいなというふうに思っています。その辺について、もう

ちょっと吹き出しでもいいんですが、分かるような形の広報にしてほしいなと。 

  それから、これは毎年ぜひ載せてほしいなと思っていますが、その辺について確認い

たします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 町民課、青木課長。 

○青木弘彦会計管理者兼町民課長 まず、広報掲載の際の分かりやすくということですけ

れども、この事業に限らず、それについては担当を含めてもう一度見直しをして、確か

に分かりにくい部分がありますので、もっと高齢者の方でも分かるように、より平易な

表現でしていきたいというふうに考えております。 

  もう一点、あと広報の掲載についてですけれども、確かに、昨年度、令和２年度は、

４月に一度掲載しております。それ以降は掲載しておりませでした。 

  ですが、令和３年度、今年度の話になってしまいますけれども、今年度は４月、７月、

９月と、このように複数回、ほかの事業も含めまして関連しますので掲載してきており

ます。載せればいいというわけではないですけれども、今後もそういった分かりやすい

周知に心がけていきたいというふうに考えております。 

  あと、メリットの部分ですけれども、ここの事業効果及び今後の課題のところにも記

載しておりますが、令和２年10月１日から北海道で開始した運転免許自主返納サポート

事業、この中で委員おっしゃるとおり、バスの運賃が半額になるというようなものもあ

ります。 

  あと、町としましては、運転経歴証明書交付手数料1,100円と、あと上士幌から帯広、

運転免許試験場までの往復バス運賃の４分３相当額ということで1,875円、合わせて

2,975円を、今、補助しているところであります。こちらについても、これはメリット

というわけではないんですけれども、これについても分かりやすく記載はしていくよう

にいたします。 

  本事業の目的につきましては、高齢者による交通事故の減少を図るということが大前

提でございまして、町としては、最大のメリットとしては高齢者ドライバーの交通事故

の抑制だとか、あと家族の安心感につながっているのかなというふうには考えておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 一番、免許返納した場合の、何人いるか分かりませんが、交通

の買物に行くのが大変不便になるということで、そういうことを含めて、できればお出
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かけ対策事業の中に入るといいなと思ったんですが、今回は、具体的にはちょっと見つ

かるものがなかったものですから、そういうこと含めて、買物しに行くのに、隣近所で

もタクシーがどうなの、自主タクシーのあれが多分なくなったと思うんですが、自分の

民間ボランティアの、有償のあれはなかったのかなという気がしますが、そういう形で

綿密な免許返納した場合のメリット、お金だけじゃなくて、日頃から何かもうちょっと

プラスアルファの制度があればいいなと私は思っています。 

  その辺について、今後の課題としてぜひ取り組んでほしいなと思っていますが、答え

があればお願いいたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 免許の返納に伴いまして、やはり交通の部分のサポートとい

うことが必ず必要になってくるかと思っております。 

  町外については、先ほど青木課長からありましたとおり、路線バスの半額補助という

サポートを行っておりまして、あと町内の移動についてですけれども、現在あるモビリ

ティーですね。それを活用して、実際に、例えば高齢者と福祉バスの部分ですけれども、

それを一般混乗できるようにするですとか、そういった実証を今年度考えておりまして、

その件については、来週９月14日の総文のときに、詳しく説明させていただきたいと思

うんですけれども、そういったところで移動の部分については、どういった形でサポー

トできるかというところを同時並行で検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政、梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 ちょっと補足をさせていただきますが、私のほう

で、ＩＣＴ推進室のほうで進めている、実証実験のほうでも、10月から居辺路線にもデ

マンド運行の実証を拡大していくというところで、居辺地域に在住の高齢者の方から、

免許返納についてちょっと迷っているんだというような情報を私どもに寄せられまして、

私どものほうとしても、こういった実証があって、今、実走化に向けて町が動いている

というところで、タブレットを持っていって、予約の方法ですとか懇切丁寧に説明をさ

せていただきまして、それは当然ご本人の選択ということになりますが、そういったア

プローチもさせていただいていることを補足させていただきます。 

○委員長（江波戸 明委員長） ここまでで、またほかに質疑、委員さんのほうからあり

ますか。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 32ページの駐車場確保のところなんですけれども、商店街駐車
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場が、昨年度と比較して１か所減っているというのは、どの辺のことを指して、どうい

う理由だったんでしょう。 

○委員長（江波戸 明委員長） 建設課、渡辺主査。 

○渡辺正史建設課主査 ただいまのご質問でございますが、前回まで３か所ということで、

民間の方からお借りしていた土地を使って駐車場としていたところですが、１か所につ

きまして、その土地の持ち主の方がほかの用途に使いたいということで、その１か所に

ついては解除したところでございます。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

    詳細よろしいですね。 

  そのほか、ここまでで確認、質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑がないようですので、ここで休憩したいと思います。 

  今回の休憩時間短くしまして、あの時計で10分休憩したいと思います。 

（午前１１時００分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 休憩を解いて質疑を続けます。 

（午前１１時１１分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 次の質疑の範囲につきましては、35ページからこの款の

終わりの41ページまでを範囲をいたします。 

  質疑を再開いたします。 

  質疑ありますか。 

○委員長（江波戸 明委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 39ページにあります電子計算組織管理経費についてお尋ねした

いと思います。 

  この間、いろいろ電子設備については導入されているということなんですが、昨今、

押印の廃止から始まって、いろいろな経過があって、本町において電子決裁の導入につ

いては検討されているのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 検討していかなければいけない課題ではあるとは考えております。 

  ただ、先ほどありました国のデジタル化、そこに合わせて進めるというふうな形にな
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るかなと、今、認識を持っております。 

○委員長（江波戸 明委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 先ほど副町長のお話の中にも、紙ベースの決裁については、あ

る程度、今後については見直しが図られるのかなと思うんですが、そうした場合には、

やはり電子決裁の導入というのは、非常に重要な項目になってくるのかなと思うんです

が、その辺についてはいかがお考えでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 委員おっしゃるとおり、電子決裁は非常に重要な部分になると考え

ています。 

  文書管理上もそれをなくしていくということになれば、必ずどこかにそれを残してい

かなければいけないということになりますので、その辺は検討していかなければいけな

いと考えています。 

○委員長（江波戸 明委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） あわせて、これまで紙ベースで書庫等に保管してきたそういっ

た資料の保管という部分も、あるいは、電子的にフイルムで撮って残したりというよう

な、例えば、議会も古い、昔の議案等がたくさんあるんですが、紙の劣化によって失わ

れるというようなことも懸念されるので、今後においては、書類の保管方法についても、

一定程度検討していかなくてはいけないのかなと思っているんですが、その辺について

お考えがありますか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 文書管理という意味では、そういうものは基本的に全部電子化され

て、なくなっていくという方針は掲げられると考えています。 

  となったときに、永年保存のもの、書類がなくなると、散失するというわけにはいき

ませんので、以前はよく、マイクロのフイルム化というものはありましたし、今後どの

ような形が永年保存に耐えられるものになるのかは、ちょっとこれからの検討になると

思いますけれども、これはしっかりやっていかなければならない領域だと考えておりま

す。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  その他。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） ページ数、37ページの高齢者向け情報配信用端末配布事業につ

いて質問いたします。 
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  令和２年度は35名にタブレットを配付しながら、実証も含めて活用したわけですが、

その方については引き続き使ってもらっているのかと。それから、令和３年度は、私、

調べたら100台を貸与する予定になっているということなので、その辺の状況等につい

て、どのような活用になっているのか質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政、梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 令和２年度につきましては、記載のとおり35台の

タブレットを貸与しまして、農村地域のデマンドバスの実証を行ったエリアの方、上音

更地域、萩ヶ岡地域の利用者の方、そして、地域包括支援センターとのビデオ通話によ

る見守りを必要とされる方というところで配付をさせていただきました。 

  この方たちには、令和３年度も引き続き貸与を継続しておりまして、今年度の内容に

なりますけれども、このタブレットにできることをさらに増やしていこうと。それが、

全員が全員対象としているわけではないんですが、当然バスの利用されている方はバス

のアプリという形で必要な分だけを導入しておりまして、今年度につきましては、総務

課のほうの情報一斉配信のｉｎｆｏＣｎａｌのほうの、また、これにつきましては配付

した方、全員にアプリの導入をしているというところと、さらに町民課のほうで作成し

たごみの分別のアプリです。こちらのほうと、あと今後になりますけれども、保健福祉

課とＩＣＴ推進室で共同で今進めております給食サービスのアプリ化ですね。こちらを

タブレットに端末を設定して配付を行っていく予定でおります。 

  見込みに関しましては、今年度予算の予定どおり100台を追加調達して、今、申し上

げた対象となる方々に順次配付していくという予定でおります。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） そうしますと、当初の35台については、デマンドバスというか

バスの関係で配付したと思うんだけれども、これから情報については、例えば災害の情

報は多分全員に入ると思うんですが、そこそこに合った給食サービスだったら給食が進

む、個別にやっぱりサービスの中身、そこに入るアプリが変わってくるのかな、そうい

う形でよろしいのかと。 

  それから、そうしたらやっぱり個人個人の対応になりますね。一斉に配って終わるん

じゃなくて、個人個人がどういう情報を持っているかと、どういう利用をするかを含め

て、もしかしたら、もう使わなくなったらお返しする方もいるかもしれない。 

  その辺については、個人個人の対応になっていくのか。いずれはたしか、350台、360

台、将来的に必要になってくるんじゃないかなということも前にお話ありました。そん

なふうに、個人個人とつながりながらこれをきちんと整備していくのか、確認したいと
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思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 おっしゃられたとおりで、先ほど、昨年度につい

てはビデオ通話と福祉バスの予約に活用していただく方、今年度については、配付して

いる全ての方に情報配信アプリｉｎｆｏＣｎａｌですね、防災情報の受信。防災情報に

限らず、今、お送りさせていただいておりますが、こちらの受信と町民課の分別。これ

は、もう全員の方に設定をさせていただいて、今後、給食サービスに関しても、こちら

のサービスを受けている方だけ。 

  この設定というのは、もちろん我々がアプリのインストールの設定をしながら、また

その後、オンライン上で設定ができますので、関係ないアプリが入ってしまうと、その

方が誤操作をしてしまったりだとか、バス関係ない方がバスのアプリを開いてしまって

という混乱を招きますので、当然その方々、個人の方に関係あるものだけを設定して配

付をさせていただいております。 

  将来的な見込みに関しましては、おっしゃっていただいたとおり350台というところ

で、昨年度の調査をベースに算出したもの。ただ、これに関しましては、スマートフォ

ンの普及ですとかというところで、減ってくる可能性もあるのかなというふうに認識し

ております。 

  あと、補足ですけれども、最新の状況で、こちらで、タブレットをどのくらい利用さ

れているかというのが、使用回数も調べることができるものですから、昨年度の10月、

12月のバスの実証を行ったときと最新の８月で調べたところ、平均利用回数が、昨年の

35名に関しては月に12回、バスの予約とビデオ通話が主だったというところもあるので、

当然今年度の４月からｉｎｆｏＣｎａｌが始まったということもあるかと思うんですが、

８月の平均利用回数は22.6回と、利用の回数も伸びていることを補足で説明させていた

だきます。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） そういうことも含めて、いろんなところで、たまたまこれは保

健福祉課の管轄になると思うんですが、そういうことも含めて、先ほどＩＣＴ関係の推

進室の室長として、今では、梶室長が相談受けながらきちんと整備していくという形で、

多分、担当課だけではなかなか対応ができないので、その辺きちんと連携取りながら進

めていくということで確認したいと思うんですが、よろしいでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 これまで同様に、ＩＣＴプロジェクトメンバー中
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心に、包括支援センターのスタッフとともに共同作業で進めてまいります。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  その他。 

  ４番、野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 38ページの集会施設管理関係のことでお聞きいたします。 

  令和２年度、277万の決算額あるんですが、この内訳をお聞きいたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 建設課、渡辺主査。 

○渡辺正史建設課主査 内訳でございますが、こちらに記載しております各管理組合への

管理員謝礼ということでお支払いしているものに加えまして、運営交付金を、それぞれ

各管理組合に各２万円ずつ交付しております。 

  その他につきましては、修理代ですとかそういったものでございます。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  ４番、野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 修理代とは、集会施設の修理代ということでいいんでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 建設課、渡辺主査。 

○渡辺正史建設課主査 施設の補修ですとか、あと中の物品のことで購入ですとか、そう

いったものでございます。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  そのほか。 

  ７番、中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） 35ページ、企業誘致・テレワーク事業で、今、このコロナ禍で、

非常に難しくなっているとは思うんですけれども、東京のＷｅＷｏｒｋの関係のところ

の状況と、目的はあるので、当然これからも活用していくんだと思うんですけれども、

そこら辺の使い方、利用の仕方、教えていただければと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 ＷｅＷｏｒｋに関してですが、なかなか我々職員

が頻繁にＷｅＷｏｒｋのほうに行って、そこで働きながらいろんな企業の方とつながる

というのが、現時点で、このコロナ禍においてなかなか難しい状況がございます。 

  ＷｅＷｏｒｋに関しては、そこでできたネットワークですとか、例えば都市部人材と

上士幌町の事業者さんをつなぐ縁ハンスプロジェクト、これはたまたまかもしれません

が、マッチングした２件に関しては、２人とも、都市部人材のほうはＷｅＷｏｒｋから

つながった方々でした。 
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  そういったところで、非常に我々も、今回もシェアオフィスのほうに契約していただ

いた企業が、また新たにＷｅＷｏｒｋのほうからの方だったりということで、非常にこ

のつながりというのは大事に、今後の起業滞在型施設の利用も含めて大切にしていきた

いと思っていますし、非常に効果を感じているところでございますので、なかなか我々

が行ってということは難しいんですが、ＷｅＷｏｒｋ独自のＳＮＳだったり、その中で

つながれる部分もたくさんございますし、また、直近では、縁ハンスプロジェクトでで

きた、マッチングした食材のＰＲとかを含めて、ＷｅＷｏｒｋで、原宿にあるアイスバ

ーグというところのＷｅＷｏｒｋがカフェも併設しているんですが、そこに、今回の縁

ハンスプロジェクトでできた豆の製品を１週間使ってもらうだとか、その間に、ちょっ

と我々が行くことができないので、農家さん含めて我々とＷｅＷｏｒｋの企業の方とで

のオンラインのイベントを企画したりですとか、遠隔でありながらもできることをやり

ながら、ＷｅＷｏｒｋとの、企業の方々とのネットワークを深めていきたいというよう

に考えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） ７番、中村委員。 

○７番（中村哲郎委員） 多分、どこの企業もそうなんですが、このＷｅＷｏｒｋは、今

の状況だとあまり使っていない感じなんですけれども、契約していて利用料というのは

同じなんですかね、令和３年度も。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 ＷｅＷｏｒｋのほうも、我々も、当初契約として

は神保町のところのＷｅＷｏｒｋで、中村委員もご覧になっていただいたということで

分かっているかと思うんですが、専用デスクという形で、上士幌町の席を設けて契約と

いう形を取っていたんですが、やはりＷｅＷｏｒｋのほうも、このコロナ禍で契約する

企業が、おっしゃったとおり減ったりとかいろんな状況があったと思うんですが、新し

いプランができまして、Ａｌｌ Ａｃｃｅｓｓプランというプランなんですが、金額が

大きく変わるわけではないんですが、その契約をすればいろんな今、ＷｅＷｏｒｋ、都

市部以外にも大阪のほうですとか九州のほうですとか、北海道はまだなんですけれども、

全国に展開しておりますので、その全てのＷｅＷｏｒｋの拠点を使えるＡｌｌ Ａｃｃ

ｅｓｓプランというのができました。 

  我々も、プランをこちらのほうに切り替えるという形で、利用料に関してはそこまで

大きくは変わりませんけれども、いろいろなところとのアクセスを増やせるようにとい

う形で、こういったプランに変えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 
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  その他の質疑、受けていきたいと思います。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 高齢者情報配信端末のところで、続けて質問すればよかったん

ですけれども、改めてもう一回こっちに入るんですけれども、ここの今後の課題の中の

説明の中で、カスタマイズしたユーザーインターフェースという言葉や、ＩＴリテラシ

ーという言葉があって、この言葉については、私自身も、あまりちょっと聞き慣れない

なと思って見ているんですけれども、調べれば分かることは分かるんですけれども、こ

の辺、あえてこの言葉を使わなくても、状況説明できるんでないかなと思うんですけれ

ども、その辺いかがでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 企画財政課、梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 そうですね、ユーザーインターフェースというの

は、画面のどういう表示がなされるかといったことであって、ＩＴリテラシーというの

は、そういったＩＣＴ端末の習熟度であるとか、そういったところの言葉なんですが、

大変一般的に浸透している言葉でないというところでいうと、おっしゃられるとおりか

なと思いますので、ちょっと我々のほうもすみません、こういった表現気をつけながら、

特に、高齢者の方々に対してのご説明に関しては、横文字等々を、極力平易な日本語の

言葉で置き換えられるよう努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 今の質問に対して、本当に分かりづらい横文字、カタカ

ナが多いという形で、本当にその取扱い、分かりやすく、町民にも分かるようなという

認識を前提に、よろしくお願いしたいと思います。 

  その他、質疑受けていきたいと思います。 

  質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 一応総務の関係の款の質疑が終わりました。 

  ここで、本議案について委員として質疑をしたいと思いますので、暫時副委員長と交

代いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１１時２８分） 

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

○副委員長（馬場敏美副委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時２８分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○副委員長（馬場敏美副委員長） それでは、暫時委員長の職務を行いますので、よろし

くお願いいたします。 

  質疑を行います。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 24ページ、地域新ＭａａＳ創出推進事業、このことに係る部

分で、まずご質問したいと思います。 

  この中で、福祉バスのデマンド化の実証について、非常に効果的だなという認識も当

然するわけでありますが、ここの部分の実証から実践という部分に、今度、入れ替わる

というふうに認識しています。 

  この実証の中で一番我々が注目するのは、費用効果の問題というふうに認識していま

すんで、もう既に実証した段階で、全地区でなくて、今年も新しく居辺地区等を含めて

されるわけですから、それが少しもっとシビアに数字が出るかと思いますけれども、事

業の費用の状況の見込みと、それから実証した中のおおむねの数値、これが捉えられて

いたら、この部分についてご報告願いたいと思いますし、あと、事業者の関係でござい

ます。 

  事業者と、これについてどういうふうに対応してきたか、これによって、事業につい

ての対応の変化が出てくるのかどうか、これについてお願いしたいと思いますし、もう

一つは、ここにあります有償の旅客の収入と事業化の目途という部分がありますけれど

も、これについてどのような見込みになるのか。もし、実証するとしたら、実践すると

したら、どのような時期になるのか。おおむねの時期等を含めてお願いしたいと思いま

す。 

  今後、高齢者の足の確保については、先ほども質疑があったとおり、非常に大きな地

域課題だと思いますので、この点の確認と、最後に、我々についても、よくその効果、

それからその在り方についてちょっと分からないのが、自動運転バスの３年間の実証の

結果が、なかなかきちっとした報告がされていないのかなと。 

  町民サイドを含めて、結構な交付金等を使いながら対応したという部分がありますけ

れども、それについて、いつ、そういう部分についての状況を報告できるのか、これに

ついて確認したいと思います。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） ＩＣＴ推進室、梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 ご質問いただいた点が、まさにこれからの、この

後、国の予算が発表されて、町の予算の協議、そしてまた、各課と関係する事業者の協

議という形に移っていくかと思うんですが、そこが一番、これからのハードルになって
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くるというふうに認識しております。 

  本当に、委員おっしゃっていただいたとおりなんですが、利用者の方からの不満とい

うのは、ほぼないというふうに認識しております。それは、これまでバス停まで少なか

らず歩いていた部分が家の目の前まで来て、むしろ、ヒアリング昨年度させていただい

た方からは、「もっと冬もやってほしかった」と。「１月、２月の、冬の雪が積もって

寒いときこそ家の目の前まで来てほしいんだ」と、なのに「何で、12月で終わっちゃう

の」みたいな声もいただきました。 

  なので、利用者の方々からは、そのタブレットの操作が少し難しいとおっしゃられる

方がいらっしゃいましたけれども、そこは懇切丁寧に説明をさせていただきましたので、

利用者側からの、定時定路線が、デマンド化に変わることということの不満はないのか

というふうに認識をしております。 

  では、何が課題になってくるかというと、おっしゃるとおり、その事業者さんのとこ

ろであったり、町の予算が、どう費用対効果として変わってくるのかという部分になる

かと思います。 

  まず１つ大きいのが、こちらから委託している事業者さんに関しては、これをやるこ

とによって、じゃ、予約があった分しか走らないんだから、ガソリン代も減るし、時間

も減るんだから委託料をがんと減らせるねと、やはりそう簡単な話ではないです。むし

ろ、今回、国の支援を受けながら実証をやっていますが、交通事業者さんに支払われる

分は増えています。というのは、その分、拘束をしているからですね。 

  これまで定時定路線であれば、時間帯、３つ走っているとすれば、その走っていない

間の１時間半、２時間というのはもちろん休憩時間であったり、場合によっては、別な

業務に当たっているということで事業者さんは回していたのかと思います。ただ、デマ

ンド化するということは、予約があれば、特に今年度は30分前予約としておりますので、

30分前に予約になれば、即時対応して行ってもらう。 

  当然住民にとっての利便性は高いですけれども、これを実走化のときにそのままやっ

てしまったとすれば、多分、交通事業者さんからは、もう休憩時間も取れないから、休

憩時間に違う人を回さなければならない。予約があればそれに対応して、すぐ行かなけ

ればならないというと、多分２人体制を取らなければならないとなれば、当然今より委

託料は増えてしまうというような議論にもなってくるかと思います。ここを、事業者さ

んと詰めていかなければならない部分。 

  また、予約の受付に関しては、なので、そこにまたさらに人を配置してコールセンタ

ーを設けてとやると、到底今より費用的には上がってしまうという部分がございますの
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で、そこは何とかタブレットを皆さんに使っていただいて、人を置かずに、全てこのタ

ブレットを通してというところで実走ができればというふうに思っております。 

  なので、交通事業者さんと、現課での保健福祉課との今後の協議というところを得て、

今回の実証も踏まえて、また皆様にとっても、議会、委員会の場でお諮りをしてご意見

をいただければと思っております。 

  ２点目の有償旅客運送に関しても、こちらも同じことが言えるかなと。 

  本町、交通事業者さんが町内に１社しかございませんので、タクシー、町からの委託

している移送サービスに関しても、全て１事業者に担ってもらっているということでい

うと、実はこの有償旅客運送も、当然運輸局の許可を取った上で、さらに、タクシー事

業者さん、唯一の交通事業者さんと事前にお話をした上で、ある意味タクシーとすみ分

けて実証しています。 

  恐らく、都市部だったら実証すらできていないと思います。いろんなタクシー会社さ

んが複数いた場合に、単純に、では住民ドライバーがタクシーの半額でやるという額面

どおりに捉えられてしまうと、これはなかなかそういった団体等のご意見もあって、な

かなか実証すらできなかったと思います。これは、本町が、この唯一の交通事業者さん

であるところの理解を得て、タクシーとをすみ分ける形で実証しました。 

  なので、ここも、交通事業者さんの、じゃ、事業の妨げになってしまうのかという部

分で、ただ、町民の足、方法が増えるという意味では、住民側から見れば、それはいろ

いろなサービスがあったほうがいいんですが、交通事業者さんの観点というところと、

あとは、そもそもこの住民ドライバーを担ってくれる方々、こちらの問題ですね。 

  我々も今回、募集したんですが、なかなか一般町民というと非常に少なくて、町の関

係する方にも、その講習を受けてもらってドライバーを担ってもらったんですが、これ

の、例えば、私が一番望ましいのは、登録していただいているシルバー人材の方々だと

かが、それほど高い賃金が払えるわけではないですので、こういったところで住民ドラ

イバーを担ってもらえるという、それが一番だと思っていますので、そういったところ

の人材の確保と、事業化するに当たっては、やはり交通事業者さんとの調整というのが

必要になってくるのかなという認識をしております。 

  最後に、自動運転バスの実用化に関してですが、実はこれまでも申し上げているとお

り、やはりまだまだ費用的なところ等含めて、冬の上士幌町のこの寒冷地というところ

で、実際に運行が正常にできるのかといったところの実証が進められていないというと

ころがあって、民レベルで、これまで一緒に実証を行ってきた民間の会社さんのほうで、

国の事業に申請して、冬の実証を進めたいという形で実は申請がなされていたんですが、
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これは町の予算が関係する部分ではございませんので、民間企業が国の補助金を取って、

冬の実証を進めたいというお話であったんですが、町は、フィールドとして道路の使用

許可を出すとかそういったことは関連しますが、町の予算は絡まないんですが、こちら

の申請が国の採択がいただけなかったというところで、冬の実証を進めたいというとこ

ろと経費面のところというところでいうと、これが、またちょっと次の方法を考えなが

ら、おっしゃっていただいたように、町がこの後も実証というところで、また国の補助

金を取ってでも、実証だけの部分でそれを進めていくというのだと、難しいというとこ

ろは私どもも認識しておりますので、これに関しては、ただ、ドライバーの人材不足で

すとか、こういったＩＣＴの予約の部分の連携といった意味では、非常に効果的な乗り

物であるということは認識しておりますので、この部分を、また次の手をどのようにし

て探っていくかということは、引き続き検証していきたいと思っております。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今の説明も聞くと、かなりこの事業、交通の足を守るという

のは、町が実証しながら対応していくという一つの部分があるかと思いますけれども、

今、デマンド化というのは、もう全国的にかなり増えてきていまして、非常に効率よく

やっている地域の事例がどんどん出てきているなと思っています。 

  ただ、やはり5,000人の町ですから、余計どう効率化していくか、また農村という一

つの部分等を含めて、それからまた費用という部分は、やはり最後に非常に大きな形に

なるのかなと思います。 

  ですから、実証するのはいいんですけれども、実践という形を常に模索しながら、そ

こに町民のほうに広く知らしめていくと。今こういう課題があるという、課題を明確に

するというのが、僕は行政の実証の中の一つの報告事項だというふうに思っていますん

で、課題を明確にすることによって町民も理解するという部分があるかと思います。 

  特に、先ほど最後に、自動運転の交通体制についても、まだまだちょっと脈を感じて

いるような部分ありますけれども、これについては、やはり北海道もかなり厳しい条件、

自然という部分もありますし、5,000人の町でこれをやることによっての効果、それは

どうなのかなと。 

  例えば、２万5,000人の茨城の境町についても見ましたら、３台走っているみたいで

すけれども、約５キロの距離で、かなりの費用負担と人材の部分含めて対応している部

分ありますから、そういうことを検証しながらしっかり対応していくということをして

いかないと、ただ、実証だけで済むことは、少しの金を使っているうちはいいですけれ

ども、我が町が、それに向かって財政的な投資をするとしたら、本当に慎重に対応して
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いかんならないという状況が、今あるかと思います。 

  そんなことを含めて、この考え方について、再度確認させてください。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） ＩＣＴ、梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 当然実証を行っているものに関しては、例えばそ

れによって規制の緩和が行われるだとか、そういった体制が進められるだとか、当然一

番は、これがさらに新しいビジネスになって民レベルで実走化される。それが一番望ま

しい形だというふうに認識しております。 

  ただ、実証をやっていく中で、やはりいろいろな新たな課題が見つかったり、これが

そのまま実走化するというのは危険だとか、そういった判断もあるかと思いますので、

当然実証を実走に持っていくためのいろんなハードルというのを常に検証しながら、も

ちろんこの部分を、町民の方にもしっかりとお伝えしながら進めていきたいと思ってお

ります。 

  最後にご意見いただいた茨城県の境町の例ですね。あれも、町のほうと一緒に取組を

やっていた企業が、実際に実走化して走らせているものでございます。なので、そうい

った関係もありまして、情報の共有をしてもらっております。 

  本町が実証を実際に行う中で、いろんな情報をいただいているという意味では、大変

ありがたく感じておりますが、その情報をいただくと、やはり費用の面では、かなり町

が大きく支援を行っているという状況もございます。 

  ただ、１つには、無償で、今、走っているという部分がございますので、あれに乗れ

るというところで、コロナ禍もありますけれども、あれに乗りたいために、町外から訪

問する方々も増えているという情報もお聞きして、実際に、町民の方が足として利用し

ているという部分もあるかと思うんですが、あの乗り物自体が、観光の売りみたいな形

になって利用されているというようなお話も聞いております。 

  それが、本町にもその形が導入できるかどうかは別として、そういった情報収集は引

き続き進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 26ページの生涯活躍のまち 上士幌創生プロジェクトの生涯

活躍のまちの部分についてちょっとご質問したいと思います。 

  町のほうは、今回の決算額についてもかなり大型の決算額で、7,500万、約7,600万ぐ

らいの財政負担をしていながら、町でできない、やっぱり会社だからできるというそう

いう部分を、この事業として委ねているのかなというふうに思っています。 

  町としても委託する部分について、もう少しアウトソーシングしたりする部分につい
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ては、慎重に、その部分がどう効果あるかということも推測しながら対応していかんと

ならないのかなというふうに思います。 

  僕がちょっとあれっと思うのが、この会社で出すパンフ、チラシについてはすごく、

町が出すチラシと比べて高価だという部分で、経済的な認識、ちょっとどうかなと思っ

たり、実際思っちゃうぐらいすばらしく、使っているんですけれども、それぐらいしか

見えないという部分はあるんですけれども、町として簡単にアウトソーシングしないで、

十分に町でできることあるのかなとか、先ほども、介護の資格の部分等含めて、管内で

芽室町が町独自でやっていたり、そんなこともありますし、僕、もう一つ懸念するのは

委託の委託という、これが結構あるのかなという認識しています。 

  ですから、やっぱりこの辺のチェックという機能も対応していくとしたら、委託の委

託だったら町でも直営でやったほうが、職員的にはその感覚を覚えたり、認識したり、

苦労なり、それが分かるのかなというふうに思ったりしますんで、ここら辺について、

町民に対して、せっかくの財政投入、民間の企業ですから、民間の会社に投資する場合

の在り方についてここで確認させてもらって、もし、改善する部分があったらそれも報

告願いたいと思います。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） 企画総合計画生涯活躍、平岡主幹。 

○平岡崇志企画財政課主幹 ご質問にお答えいたします。 

  会社の部分の委託事業費は、確かに、かなりの金額のほうが委託事業として出されて

います。 

  実際のところ、町のほうでなかなかやり切れないですとか、町民のご意見があるよう

な事業を、まちづくり会社のほうで行うということで、実際にそういった事業につきま

しては、現在、国の地方創生の交付金を活用しながら事業を行っているところではござ

いますけれども、来年度ということで、現在、３か年のうちの２か年目の事業が進んで

いるところでございます。 

  あと１年というような事業化の中で、実際にどういった事業がより効率的で残してい

くべきなのか、町民の皆様として、どういったものが求められているのかというような

のも含めながら、事業を精査しながら、会社として実際に運営していくものについて、

しっかりと行っていきたいというふうに思っております。 

  また、チラシの部分が少し華美であるというような部分につきましても、ちょっとこ

この部分につきましては、会社のほうと精査しながら適正な部分でやらせていただくと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） ８番、江波戸委員。 
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○８番（江波戸 明委員） チラシの部分の華美は別にして、そんな認識を持ったという

だけの話で、それが、戦略的にそれでいいんだったらそれでいいという、その効果以上

だったらいいのかなと思いますけれども。 

  そんなことで、やはりこれからについては、その会社がどうやって自立していくとい

う部分と、町の財政を、今度どうしても投入しなきゃならんという時期が来そうな気も

するもんですから、少しこの向こう１年間含めて、この状況をしっかり、課題とそれか

ら長所もあると思うんですよ。やっぱり民間のスピード、それから専門的な人材の確保

の状況とかそれを含めて、また、しっかりこの会社含めて、あるべきだというふうに思

っていますし、職場としても、そういう職場の一つの部分になりますんで、これについ

て少し考え方あったら、再度お願いしたいと思います。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） 企画財政課企画総合計画、平岡主幹。 

○平岡崇志企画財政課主幹 おっしゃるとおり、そういった部分も含めまして、どの事業

が必要で、どの事業を残していってというような部分もしっかりと精査しながら、会社

のほうともしっかり連携して、町の各担当とも連携しながら進めていきたいというふう

に思っておりますので、今後ともご理解のほうよろしくお願いいたします。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） ほかになかったら、もう二点ほど質問したいと思いますが、

35ページの企業誘致・テレワーク推進事業になります。 

  ここの企業誘致の部分について、誘致企業の状況という部分で、プリンスホテルのゴ

ルフ場から共成レンテム等含めて、ここに記載されております。 

  本当に企業誘致というのは、この時代、非常に難しいという部分ありますけれども、

ここに来る企業というのは、地元に根づきながら、本町の中で、どう仕事として、言葉

は別にしても生き抜いていくかと、ここでもうけていこうかという、やっぱりそれが企

業の基本的な部分だと思いますし、技術の普及によって地域の振興にも寄与していきた

いとか、いろんな力を持って本町に来てくれているんだと思います。 

  この中で、この企業誘致の会社と町として各懇談をしながら、いろいろ経営の状況な

り、それからネットワークを活用しながら、そこからいろんな知恵をもらったり、課題

を対応しているのかなという部分について、僕は、そういうことは町が積極的に、誘致

段階だけてなく誘致した後も、その活用をするべきだというふうに認識していますし、

企業によっては、本当に非常に地域の畜産に対して寄与したり、全国的な、豚でいえば

豚のトップ等を全部詮索していくとか、そういう企業も来ていますので、この点につい

て、懇談等を含めて町としてどう対応しているか、まず１点確認したいと思いますし、
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先ほど同僚委員からありました東京のシェアオフィスのＷｅＷｏｒｋの開設です。 

  先ほど、梶推進室長のほうからありましたけれども、本当にこの時期、何点かの効果

があったという部分ありますけれども、本当に必要性があるのかどうか。やっぱり町と

してもどこかで判断してくれないと、なかなか分かりづらい部分かなというふうに思い

ますんで、ここについて、この２点ほどちょっと確認させて、説明をいただきたいと思

います。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） 企画財政課、梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 誘致企業との向き合い方といいますか、話ですけ

れども、私のほうで所管している企業誘致担当としましては、当然誘致の向けての働き

かけですとか、そこに、誘致に至るまでのいろんな支援ですとかというところを行って

おります。 

  当然今の状況で次々ということは、なかなか難しい状況がございますけれども、ここ

に記載しているとおり、令和２年３月には、新しく市街地にホテルを運営する会社が、

企業が立ち上がっていると。なかなか人口5,000人の規模で、こういった数年に１回と

いうタイミングでいろんな企業が来ているということは、なかなか成果を得ているので

はないかというふうに思っております。 

  また、これらの企業との意見交換といいますか、私のほうでできる部分は、誘致した

企業等の状況というのは把握しておりますし、商工中心にいろんな、常に誘致した企業

に対する支援の部分ですとか減免の措置もあったり、また、このコロナ禍においてもい

ろんな対策を行っています。 

  この誘致した企業が、それぞれの商工会さんであったりいろんな団体に、皆さん、加

盟していただいておりますので、そういったところの取組と一緒になって、いろんな補

助制度の活動など含めて行っているかと思っておりますので、それぞれの担当課におい

てのコミュニケーションが図られているかというふうに認識しております。 

  もう一点いただきました、ＷｅＷｏｒｋの利用に関してですが、ＷｅＷｏｒｋに入居

するという段階からご説明をしていたかと思うんですが、我々が、職員がそこにいて働

きながら企業とコミュニケーションを取る、それができれば一番いいなと思っていたん

ですが、コロナ禍になる前も、頻繁に、しょっちゅう行けていたという状況ではござい

ませんので、ほかの出張のタイミングに合わせて行って企業との交流を図るとか、そう

いった使い方をしていました。 

  というのは、やはりＷｅＷｏｒｋの持っているｃｏｍｍｕｎｕというＳＮＳのネット

ワークがあるんですが、これを通じて、本当にここに入るということが、町の取組も頻
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繁に流すことができますし、例えばワーケーションの受入れを、今、シェアオフィス等

で行っていますというそういった情報があれば、そこに流せば、ＷｅＷｏｒｋに入って

いる多くの企業に一気に食いついてもらえると。 

  縁ハンスプロジェクトを立ち上げましたといったら、そういった企業の中の個人とし

てでも、即刻興味を持った方が手を挙げて、オンラインイベントに五十数名参加してい

ただける。 

  今、月10万お支払していて年間120万といった経費になりますが、これまでこういっ

た予算を、例えば企業誘致のほかの町との合同イベントを都市部で開催する。そういっ

たのに250万とか、そういった経費もかかっていたわけなんですけれども、私はもう、

こういった単発のイベントなんかを、企業誘致イベントを都市部でやるとかそういった

ものよりは、よっぽどこちらのほうが、年間120万払ってこのネットワークに属してい

て、いろんな情報発信が、常にそこに企業に対してできるといったほうが、私は非常に

企業誘致の施策としては費用対効果があるのではないかと、そのように考えております。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） いろんな企業からいろんな情報の取り方によって、この町の

関係人口等含めて、いろんな意味で対応するものだなというふうに認識しております。 

  そんな意味で、本当に今、室長のほうからあったように非常に効果が高いと。あそこ

に、町として人材まで派遣するだけでも何百万、それから滞在費含めてとか必要費入っ

たら、とんでもないお金になってしまうという部分で、これは効果として、こっちのほ

うが高いだろうという認識も、財政効果も含めて、それから情報の取り方も必要だとい

うふうに認識していますけれども、やはり常に点検しながら、効率的な対応という部分

は必要だと思いますし、ある程度誘致した企業が、また関連しながら情報提供してくれ

るという部分ありますから、どこか担当課としてどこかに集中しておかないと、関連し

ているところ、例えば全農の関係だったら農林課だとかいう部分でなくて、どこかにこ

う情報、ですから全農あたりでもいろんなつながりありますから、本当にＩＴの最先端

行っているものがありますんで、いろんな企業とのつながりとかあると思いますから、

そんなことも含めてせっかく来てもらって、本当に関係人口でなくて定住人口となって

いますんで、そういう人方をもっと大事にする。 

  そして、うまく本町のために、理解してもらいながら活用するということも、今後必

要ではないかなと思いますけれども、この点について、簡単でよろしいですから説明を

お願いします。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） 企画財政課、梶推進室長。 
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○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 誘致した企業は、ある意味、もう町内の企業と同

じという形で、誘致企業だけに何か特化して支援をしたりというと、これは既存の地場

のもともといらっしゃる企業さんとの公平性の観点から、なかなか難しい部分はあるか

と思います。 

  ただ、おっしゃられたように、誘致した企業というのは、もともとは上士幌町にはな

かった企業が、上士幌町で新たなビジネス展開を想定して来ているという部分がござい

ますので、そういった方々だけを集めての意見交換の場だとか、今から十数年前には、

誘致企業の皆さん集まってそういった会議体も、東京のほうで行ったりもしていたとい

うふうにも認識しておりますので、そうやって誘致した企業だけを集めてのいろんな意

見交換の場ですとか、そういったことはご意見いただきましたので検討をしていきたい

というふうに考えております。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 最後になりますけれども、36ページ、地域力創造アドバイザ

ー活用事業、その下に関係人口という部分ありますけれども、これでおおむね1,000万

ぐらいの予算つけています。 

  この下の部分については、もう今日はいいとして、アドバイザー事業の活用で、何を

どこに、何を使ったかというのを、ちょっとこの中では読み取れんかったもんですから、

このおおむね、これだけちょっとご報告願いたいと思います。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） 企画財政課、梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 まず、こちらの地域力創造アドバイザー事業、そ

して、関係人口創出・拡大事業、いずれも総務省の支援をいただいている事業になりま

して、地域力創造アドバイザー事業としては560万円を満額措置と。関係人口創出・拡

大事業については、総務省の交付金によって２分の１補助ということで、この1,000万

ちょっとの金額のうちの700数十万に関しては、国からの支援を受けているということ

を、まず前段申し上げておきます。 

  地域力創造アドバイザーに関しましては、この総務省の制度活用する上で、現地に10

回以上来て、その関係する事業所、町も含めて打合せすることというのが、まずこの制

度の条件としてあったという部分があるんですが、昨年、このコロナのことで、都市部

との行き来が難しいということで、そこをオンラインによる相談ですとか指導によって、

その現地での指導を振り返っていいよということがございましたので、昨年に関しては、

実際に上士幌町に来られたのは３回で、その分の費用弁償と、残りはオンラインの指導、

イベントに当たった部分とかということで、累計で390時間の業務に当たっていただき、
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その分の人件費という形になります。 

  当然、オンラインの指導と、そういったイベントの開催というのは、その時間だけに

出てもらっているわけではありませんので、ここで事業者さんと打合せする時間ですと

か、そういったものの資料作成の作業時間等々含めてという形になりますが、当たって

もらった時間としてはそれになります。実際の費用に関しては人件費という形になりま

す。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 認識としては３回の実費、それから講演料含めて、合わせま

して後は、人工数等含めて、リモート等に係った人工数という部分で、満度に交付金の

560万を支出したという認識でよろしかったでしょうか。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） 企画財政課、梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 はい、おっしゃるとおりです。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） よろしいですか。 

  それでは、委員長と交代いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１１時５８分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時５９分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 今、先ほど段階では、総務費、ほかに質疑がなかったん

ですけれども、質疑はないという形でよろしかったですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑がなかったということで、総務費に対する質疑はこ

こで終結させていただきます。 

  ここで、昼休みの関係ありましたので、ここで休憩といたします。 

  これについては、再開を午後１時といたしますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

（午後 ０時０１分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 休憩前に引き続き審議を進めていきたいと思います。 

（午後 １時００分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○委員長（江波戸 明委員長） 次に、歳出は民生費、57ページから64ページ、施策報告

書は42ページから55ページまで一括して質疑を行います。 

  質疑につきましては、これについてはそんなにページないので一括で受けていきたい

と思いますがよろしいでしょうか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑を受けていきたいと思います。 

  質疑ありませんか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 48ページの災害時要配慮者登録等管理経費について質問いたし

ます。 

  要綱とか実施要綱等については令和３年４月から変わっていると思うのですが、その

中での民生委員の果たす役割とか、以前からそうなのですが、いろいろ情報を得ても、

例えば消防関係、あと民生委員も関わっていると思うのですが、そこで、それできちん

と把握をし行動できるのだろうかというのが１つと。ただ、情報自体はあちこち漏らす

わけにいきませんので、それと別途に、やはり行政区含めた、災害のときに動けるよう

な体制とかそういうものはできないものかなと思っていつもいるのですが、その辺につ

いて答弁お願いいたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、長良主査。 

○長良実穂保健福祉課主査 本年４月１日から上士幌町災害時要配慮者支援実施要綱を施

行させていただいて、それまで要援護者登録という名前で─こちらの台帳ですが管

理させていただいておりますが、地域の情報をお持ちの民生委員さんに、こちらのほう

お願いをいたしまして、関係機関ですとかにも、同意を得た上で、名簿のほう提供する

ということがございますので、民生委員さんに、地域の情報を得ながら台帳のほう整備

しております。 

  こちらのシステムなのですけれども、地域福祉システムという名称に、こちらのほう

ではなっているのですが、こちら消防ですとかも含めて、台帳のほう管理できるように

なっておりまして、ふだんから地域のお困り事ですとかそういったことも登録する中で、

活用できるようにさせていただいております。 

  実際に、災害時にはこちらのほう同意を得ておりますので、関係機関ですとか関係部

署、そちらのほうとも活用しながら、皆様の安全・安心に役立てるように計画のほうさ

せていただいております。 



－59－ 

 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） システム上のことは分かるのですが、民生委員さんには情報が

行ったり、もし何かあった場合に行ったり。民生委員さんが、前回も、結構人数持って

いるのではないかと。いざというときにどれぐらい把握できるのだろうか。それはそれ

として私分かるのですが、多分その説明が委員会のあったときに、例えば社協の役割と

か区長さんの役割ってどういうふうに位置づけられるのだろうかという、なかなかそこ

まで情報は出すことはできないと。多分ね、そうですね。 

  ですので、それぞれで分かるのですが、民生委員さんを通じて、例えば行政区、別な

形で、何かあったときにやはり隣近所をどうするか、すぐに走らなければいけない。そ

ういうところのコミュニティーというかそういうことも含めてやはり構築していかない

と、いざというときに、この間も何かの災害があったときに、ある町村で、見つからな

かった名簿ざっと、あれは援護者ではないのですが、そういうこともあれば、きちんと

情報を。要綱上の管理システム上の情報、それはそれで仕方ないのですが、違う形の、

町内会だとか行政区での、何かそういう、社協もそうなのですが、コーディネーター含

めて、いろいろサークルも含めて、いざというときにできるようなコミュニティーみた

いな組織等も含めてできないものだろうかというふうに、前回からあるので、その辺に

ついてあれば。難しい、いざというときにはそうですよね。いざというときには民生委

員さん回れませんので、その辺についてお願いできるかと思います。質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、長良主査。 

○長良実穂保健福祉課主査 民生委員さんには各地域、役割を持っていただいておりまし

て、まず年度当初に各地域の、こちらの台帳、紙のほうに印刷したものを配布させてい

ただいております。最初にお配りはいたしますが、その後、修正があったり追加があっ

たりというところで随時差し替えのほうさせていただきまして、平時から見守りですと

かに活用していただけるように、こちらのほう、活用のほうはさせていただいておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 分かりました。 

  民生委員さんが、災害のときだけではなくて、常日頃目を配って、例えばの話、ここ

にもあるのですが、あの方ちょっと名簿に入れたらいいのではないかというときには、

民生委員さんも通じて名簿に入れたりしながらやっていると。それは行政の仕事として、
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それはそれとして。 

  あとは、私たちは民間というか、町民の間で、やはり常に日頃、うちもそうなのです

が、サークルやったりとか地域のネットワークづくり、やはり、町民課含めて保健福祉

課含めて進めていけたらいいなと思っています。 

  私が答弁するみたいになった、すみません。よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 49ページなのですけれども、家族介護慰労金ということで支給

されているようなのですけれども、ここに、要件を見直しということで表記があります。

どのように見直したのかということが１点目と、２点目は、こういった方々をどのよう

に把握しているかお伺いしたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉、塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 お答えします。 

  家族介護慰労事業についてです。 

  これについては令和２年度の４月から要綱改正しておりまして、それまでは、要介護

４・５以上の方で、在宅サービスを利用せずに家族のみで介護していたような方が対象

でした。１年間家族介護された方には年間10万円という慰労金だったのです。それをず

っと長年続けていたのですけれども対象者がゼロだったのですね。それで、家族の慰労

ということで、少し対象枠を緩和するといいますか、広げるといいますか、ということ

に変えました。 

  要介護４・５というところは変えないのですけれども、住民税は課税・非課税問わず

にしていたというところと、あとは、施設に入所した場合は対象外なのですが、在宅に

おいて家族と在宅のサービスを利用された場合についても、１年間、そういった形で在

宅にいた場合については対象としようというところで見直しを図っています。ただ、10

万円から５万円という額にちょっと額は半分にはしているのですけれども、それによっ

て、令和２年度、お一人の方が対象になったということで実績として報告しています。 

  以上です。 

  それと、その把握の方法ですね。 

  要介護４と５の方で在宅にいる方というのはもう限られていまして、数名単位の数に

なっています。ですので、こちらのほうでその人を把握しながら、１年間サービス状況

を追いながら、施設サービスの利用状況ないかというのを確認しながら、もうちょっと

で対象になりそうだということを把握して、対象になったときにその家族の方に連絡す
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るという形を取っています。 

○委員長（江波戸 明委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 分かりました。 

  それで、非常に大切な支援だというふうに私理解していますので、さらに、より多く

の方に対象者になるような検討は今後される考えはありますか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 そうですね。最近ですとケアラーの支援とかそういうことが

話題になっていますし、家族で介護するという状況が、恐らく在宅の中でかなり深刻な

問題になってきていると思っています。 

  令和２年度からこの対象枠ちょっと、額は下がりましたけれども緩和したというとこ

ろもありますので、今後そういった状況、町内における家族介護の状況を考えながら検

討していきたいなと思います。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  そのほか質疑を受けていきたいと思います。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 44ページの敬老会のところなのですけれども、敬老会の対象と

なる年齢、これ、現在70、88、100ということで、昨年度もこの分野で、古希以降の18

年間、ちょっと長いのではないかという意見出ていたはずなのですけれども、そのとき

の答弁で、間でちょっと検討も考えていくということで答弁あったという記録が残って

いるのですけれども、その中間の77歳の喜寿や80歳の傘寿あたりを新たに加える考えと

いう件についてお伺いします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、長良主査。 

○長良実穂保健福祉課主査 こちらなのですけれども、昨年12月末から１月にかけまして、

皆様からアンケートのほう実施させていただいております。その中で、敬老祝金につい

ては、現状で継続希望、したほうがよいのではないかという回答が多くありました。 

  敬老会に関しましてはいろいろなご意見を頂戴しております。 

  敬老祝金に関しましては、維持・継続をさせていただきたいというふうに考えており

ます。 

  敬老会に関しましては、アンケート内容を踏まえながら、より参加していただきやす

いような内容を検討させていただきまして、当面、現状の年齢で実施をしていきたいと

いうふうに考えております。 
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  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） あともう一点、49ページの高齢者等福祉バス運行のところ、今

後の課題ということで、バス停については利用のない箇所は廃止、要望のある箇所は設

置するなど、適時見直しを行っているということあるのですけれども、先般ちょっと、

これに関してご意見いただいて、個別でちょっとご相談申し上げたこともあったのです

けれども、この辺については、やはり利用者の望む施設というのはある程度決まってく

るのかなとは思うのですけれども、その辺について、大幅な見直しではなくて路線内の

中でも、より要望に近い施設に近づける等の見直し等の考えはいかがでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、長良主査。 

○長良実穂保健福祉課主査 適時、皆様からご意見いただきまして、委託しているバス会

社とともに、法律に照らし合わせながら、道幅の確認ですとか冬期間の除雪状況ですと

かも踏まえながら、運行に支障がないルート、その中でより利用していただきやすいバ

ス停ですとかルートですとか、そのようなものを適時検討させていただきたいと思いま

して、そのように対応させていただいております。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  そのほか。 

  10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 45ページの三愛介護サービスについてお尋ねします。 

  通院サービスが、平成30年度から町内の補助も認めたということで非常に増えてきて

います。これは、いわゆる高齢者が多いのかなとそんなふうに思うのですけれども、こ

の町内と町外の割合、どのぐらいなのか。 

  それと、これ直接関係ないのですけれども、あと、社会福祉協議会のほうで移送サー

ビス行っているのですけれども、この通院サービスのほうがかなり右肩上がりで増えて

いっているという状況で、この移送サービスのほうがどういう状況なのか、分かればち

ょっとお願いします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 通院サービス、利用者が増えていまして、町内、平成30年度

からオーケーにしたのですけれども、30年度ですね。割合ですが、ほとんどが町内の通

院になっています。実績、ちょっと細かく今お持ちしていないのですけれども、前回、
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元年度の実績では７割ぐらいがもう町内でしたので、きっと２年度についても同じぐら

いの割合で、ほぼ町内の医療機関の通院という状況かなと思います。 

  移送サービス、社会福祉協議会の実施している移送サービスなのですけれども、一応、

町で実施している通院サービスは通常のタクシーですね、乗用車の乗り降りができるよ

うな方への通院費の補助になりますので、移送サービス、社会福祉協議会の移送サービ

スについては車椅子相当の方が利用される。リフトバスですね。車椅子のままご乗車で

きるような車両を使っての移送ということで、そちらの実績もちょっと、社会福祉協議

会から取り寄せてはいないのですけれども、恐らく利用者は減っているという状況はな

いと思います。また、我々のほうに相談来たときにも、ちょっと通院サービスが難しい

ような方については移送サービスを紹介するとかというような方向で対応している状況

です。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） 10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） あと、47ページの居宅介護支援事業運営費の部分で、居宅介

護支援総数が、昨年から比べたら大分少なくなっているのですけれども、要介護認定も

昨年と比べたら８名減になったというような報告あるのですけれども、この辺、コロナ

控えみたいなそんな形が影響しているのかどうなのか、その辺の評価・分析みたいのが

あれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 居宅介護支援事業につきましては、要介護１から要介護５の

方の在宅支援のケアプランの作成をする事業になりますけれども、一応町のほうとして

は、要支援１・２の方については包括支援センター直営でケアプラン作成を支援しよう

ということと、要介護１以上の方のケアプラン作成については、社会福祉協議会、福寿

協会、あと社会医療法人北斗、この３か所、法人で事業を実施しています居宅介護支援

事業所のほうにケースを照会するような形でやっています。ですので、直営で、この要

介護１以上の人を支援するというのが、総体の件数が減っているというわけではなくて、

法人の事業所のほうに照会をかけているので直営では持たなくなってきているという状

況になります。 

  ですので、今現在は、今月でいくと実績がたしかゼロであったというふうに感じてい

ます。これまで、町内では２つの事業所で、その介護１以上の人の居宅介護支援してい

ましたけれども、今回４月からは北斗でも１つ増えましたので、そういった３事業所で

介護１以上の人は今後も支援してもらうという形で調整を図っております。 



－64－ 

 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） その他、質疑ありませんか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 51ページの障がい者支援事業について質問いたします。 

  サポート白樺に対する支援事業なのですが、この中で就労継続支援Ｂ型事業について

と、日中一時支援事業について質問したいと思っているのですが、Ｂ型就労支援は平成

29年からスタートしたのですが、この間のコロナ時期で、資料を見ましたら、補助する

お金は赤字にならないように補助するとなっているのですが、コロナ時期で結構閉館し

たりとか事業が縮小したりするそのときについてもきちんと、休館しても利用減につい

て保障されているのかの確認と、それから、実際そこでカフェ休んでいますので自宅に

いたり何かしたりして、なかなかその方々が交流持てないときの心のケアというのは何

かあるのかどうか。その辺まず質問いたします。 

  すみません。お願いします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、北澤主査。 

○北澤佳隆保健福祉課主査 サポートセンター白樺については、生涯学習センターが閉館

いたしまして、そこで、おっしゃるとおり喫茶店のほうが営業停止ということになりま

した。それで、結果として、利用者が受け取る工賃にも影響が出るということが想定を

されましたので、サポートセンター白樺さんと、随時、状況を確認をしてきておりまし

た。白樺さんとの情報交換の中で、一時的に工賃は下がっても、年間としては大きな影

響はないだろうというような見込みが確認ができました。結果的に、令和２年度は例年

並みの工賃水準を保つことができたというふうに聞いているところです。 

  事業の趣旨を考えると、直接的にその工賃の部分を補塡するということにはならない

というふうに考えておりますので、必要に応じて事業所の活動を支援するという形で考

えていきたいと思っております。 

  あわせて、緊急事態宣言の間に、白樺さんとしても感染防止のために利用時間を少し

制限というか短縮するような時期がありました。町としても直営の相談支援事業所を持

っておりまして、それぞれの利用者のケアマネとして関わっている方たちでもあります

ので、その間の状況の聞き取りなどは行ってきているところです。 

  どうしても、やりがいという部分で影響はあったかなというふうには思いますけれど

も、そんな形で白樺さんと連携しながら対応してきたところです。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 
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  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 確認なのですが、これができたのは平成28年、かなり前になる

ので、赤字どこかで見たのですが、それについてはきちんと、町がきちんと補塡するの

かなというふうに捉えたものですから、今回について、喫茶店くれよん、あそこをちょ

っと休んでもそれほどの収入減にはならなかったというふうに捉えていいのかどうか。 

  それで、もし収入減になった場合につきましてはきちんと、工賃やはり払わなければ

いけないと思うのですよ。収入減になったから、そこは就労Ｂ型支援で、その方の生活

ではなくて、その働きがいを支えるということなので、それはきちんと工賃を払うべき

だと思うのです。その辺について、今、工賃自体は大丈夫なので町の補助自体は増えて

いないというふうな言い方に取れたので、そうではなかったのかなと。赤字にならない

ように就労Ｂ型支援についてきちんと工賃が払えるように町が補塡するのかなというふ

うに捉えたものですから、その、ちょっと私、違うのかなという気がしましたがその辺

確認したいのですが。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、北澤主査。 

○北澤佳隆保健福祉課主査 町で補助を行っているのは運営費に関する部分となります。

運営費は、その利用実績に応じて給付金が入る仕組み。そこで足りない部分を町が補助

しているのですけれども、先ほどのご質問では、その利用者の工賃、これは利用者さん

が作業を行って得た収入から必要経費を差し引いて、それを工賃としてお支払いしてい

るのですけれども、その部分は、年間トータルでは大きな影響は受けなかったというふ

うな状況です。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 運営費全体として補助金を出すという形で、それについてきち

んと保障をするということで確認させてもらいました。 

  それから日中一時支援についても、これ大分前からやられている事業なのですが、個

人的な、プライバシーもありますのであまり追及もできないのですが、常時、多分二、

三人は利用しているのかなという気いたしますが、それについてきちんとその後につい

て、例えば中学校を終わったら高校という時に、そのときのそのフォローですか、そう

いうことについてどのようになっているのか質問したいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、北澤主査。 

○北澤佳隆保健福祉課主査 日中一時支援事業は、目的としましては保護者の就労支援、

児童を預かることで保護者の就労支援ですとか一時的な休息というところを目的として
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おります。 

  中学校卒業後、あるいは高校卒業のその後の先という部分については、サポートセン

ター白樺さんだけではなくて、必要に応じて学校であるとか、関わっていれば発達支援

センターですとか、そういったところと協議をしながら必要な支援を行っていくという

ところになるかなというふうに考えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 今回福祉計画をつくるときのアンケートをずっと見させてもら

ったのですが、そこの中でやはり、高校卒業後のことが心配だと。帯広に行かなければ

いけないのではないかとか、あと、ふだんそこにデイサービスを利用している方は多分

二、三人かちょっと分かりませんが、そのほかにもいろいろな具体的な障がいという目

に見えないものもありますので、なかなかそういう子たちが、コミュニティー取れるよ

うな居場所がないのではないかという、そういうのを欲しいというようなことも書いて、

フリースクールみたいなところあればいいなとか、学習コミュニティー、心が安心でき

るようなところがあればいいなとか、学校に行けない子、学校を渋る子もいるのではな

いかと。直接デイサービスとつながらないのですが、そういう場所があるといいなとい

う声が結構ありました。 

  障がい者のある方へのアンケートの中であったのですが、そういうことも含めて、来

ている子だけがサービス受けられるのではない、来ていない子についても、やはりいろ

いろなサービスが必要になる。これ福祉課だけではなくて教育委員会のほうにもこうい

うこと問題投げかけたいなと思っています。その点についてぜひ見てほしいなと。 

  今回、私も結構前は白樺のほうに顔出しして、私も、先生ではないのですがいろいろ

遊びを提供したりしたのですが、本当にここ２年ぐらいは顔も出せない状態なので、道

路で会えば、こんにちはとか、何やっていると声かけできるのですが、そういうつなが

りでもって、そこの地域をみんなで支えるという仕組み、やはりないといけないのかな

と思って、気になりながら私も何もできない状態でいるので、その辺について、保健福

祉課とか教育委員会とも連携取りながら、わっかも閉めていますからわっかにも来られ

ないという状況なので、そういう連携つくれたらいいなと思って質問いたしましたが答

弁お願いいたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、北澤主査。 

○北澤佳隆保健福祉課主査 サービスを利用している方だけではなくて、いろいろな多様

なニーズがあるということで認識をしておりますので、おっしゃられたように、関係機

関と連携をしながら、その人の生活、あるいはご家族の生活を守るということも含めて
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対応はしていきたいと思っております。 

  そういった相談支援などを通して出てきた課題については、いろいろな関係者と共有

しながら対応を考えていきたいとは思っております。 

○委員長（江波戸 明委員長） そのほかの質疑ございますか。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 51ページの社会福祉施設等通所事業の中のふれあい教室に参加

している方、令和２年度１人いたと。多分、学校に行けなかったりいろいろな事情があ

って音更のところに行っているのかなと、私の勝手な把握なのですが、そういう子に対

する、もちろんこれは、問題は教育委員会の問題であるのですが、実際にお金出すのは、

多分保健福祉課のほうで出すのだろうと思うのですが、その辺の対応、どんなふうに連

携取り合っているのか。現在も何人か学校に行けないで困っている子いるのではないか

なという、過去にも何か、中学校でもいたりしたので、その辺の、ふれあい教室に行け

ばいいということではなくてどんなふうに対応しているのかと。 

  あと、スクールカウンセラーも中学校に結構行ったり、派遣したりしています。その

辺の対応について質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、北澤主査。 

○北澤佳隆保健福祉課主査 福祉のほうで行っておりますのは、こういったサービスを利

用したときの通所の交通費の負担軽減というところで行っております。 

  そこで、もし必要があれば、例えば教育委員会だったり発達支援センターのほうで関

わっているケースが多いかなとは思うのですけれども、そこで福祉的なほかに支援が必

要なのかどうかというところでの連携は随時取っていっているかなというふうに思いま

す。 

  あと、スクールカウンセラーを利用するようなケースもあるというふうには聞いてお

りますけれども、そこで何が問題になっているかという部分で、保健福祉課としては、

例えば虐待であるとか、そういった、ご家族も含めて支援が必要なケースについては、

随時情報共有を図りながら、あるいは直接的に相談・援助などを行っているというよう

な状況です。 

○委員長（江波戸 明委員長） もう少し詳しい分についてまた、教育費の中で議論して

もいいかなと思いますので。 

  そのほか。 

  関連ですか。 

○２番（山本和子委員） 関連というか私の質問の仕方についてちょっと、自分に確認と
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いうか、予算上はここに出ているものですからここで質問させてもらったのですが、シ

ステムとか事業の中身とか対応については教育委員会のほうでも質問したいと思います

のでそのときに質問いたします。 

  よろしいですか、よろしいですかというの変だけれども。 

  予算がここ出てくるものですからここで質問したのですがそのようにいたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

○２番（山本和子委員） はい。 

○委員長（江波戸 明委員長） その他質疑ございますか。 

  よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑がありませんので、今回の民生費に対する質疑を終

結いたします。 

  暫時休憩します。 

（午後 １時４２分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 暫時休憩を解きます。 

（午後 １時４３分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 次に、歳出は、衛生費及び労働費に入っていきたいと思

います。 

  63ページから72ページ、施策報告書は56ページから68ページ。これについては、56ペ

ージから一回区切りたいと思いますので、61ページ、62ページ葬祭費まで、葬祭場関係

まで、62ページの初めまで一括して受けて、ここの部分についてだけ受けていきたいと

思います。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 59ページの高齢者肺炎球菌ワクチンについて質問いたします。 

  これは節目節目がありますので、65歳、70歳、というふうにあるのですが、その都度、

該当する方は受けていると思うのですが、ちょっとずれてしまったりすると受けないで

行くというか、国の制度の中でやっていると思うのですけれども、そのときに、その間

の61になってしまったとか２になったときに、また60ではない５ですね、ときに受けら

れる制度というのは町独自でつくれないものかと。 

  例えば65で受けて、次70で、次75、80と行くのですがその辺の要望はないのか。通知
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来ても、意外と自分該当するかどうか分からないでいたりすることもあったりするみた

いです。その辺どうなのかということで質問したいと思います。 

  節目節目のほかにも町独自で、町の要綱なりつくってできないものかと。どうでしょ

うか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 質問の趣旨分かりますか。 

  保健福祉課、岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 新しい制度、この予防接種でつくれないかというところの参

考になればと思うのですが、当初、新規で、例えば75歳だったら74人の対象者がいたの

ですが、今の時点でもう11人というふうにかなり減っているのですよね。この中の本当

の対象者というのは任意でも接種を受けていない方なので、もう病院で勧められたり事

前に受けていたり、間でもう受けているという方はかなり、本来の接種が未接種という

方は減るのではないかなと。あと、何らかの理由があって受けないとかという方もおら

れるのではないかなと思いますので、大体10名程度、高齢者だと４人とか１人とかにな

りますので、本当にその制度を新しくつくって予防接種の対象がいるかというのは、今

の時点でちょっと検討が要るかなというふうに考えます。 

  ただ、65歳の方は新規ですので、ここに関しては一層個別の勧奨を継続したいという

ふうに思っています。 

○委員長（江波戸 明委員長） そのほか質疑受けていきたいと思いますが。 

  よろしいですか。 

（「68までですよね」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） 62までです。 

（「62まで」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） はい。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 60ページの心の健康づくり支援事業なのですが、これは、ふだ

んは自殺予防の事業を行っているんだと思うのですが、いろいろな心の病とかなった方

について相談に来ることが多いと思うのですが、このコロナ期の中でそういう相談が増

えているものかどうかと、その点についてどんなふうに対応しているのか質問いたしま

す。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 月に２回、心の相談日というのを設けていまして、もちろん

この日でないときにも相談を受けております。 
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  大体ここ３年ぐらいは五十数件の年間相談があるのですが、実人数でいうとそんなに

多くない形になっております。 

  その相談者というのが、心の相談とか自殺予防の相談というのは少し、町ではなくて

広く見たほうがいいかなというふうに思っています。厚労省のサイトを見ていただける

と分かるのですが、すごく多様に、相談の目的によって分かれていたり年代によって分

かれていたりとかしてとても入り込みやすい。中には、相談者同士で語り合いができた

りとかというような展開もあるようですので、町だけではなくて全国的に見て、いろい

ろな相談場所があるのだ、手軽に使えるのだというところを周知していくことが大事か

なというふうに思っていますので、もちろん身近な場所としての相談は継続していきた

いのですが、あわせて、日本全国のその相談場所を周知していくことが大事かなという

ふうに考えています。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） コロナの関係で言えば、うちの町が特に感染がひどくてどうの

こうのということは今のところないので、結果的にいろいろ全国的な状況を見ると、も

う、子供がどうだああだこうだと本当に悩んでいる方の例もありますので、そういうと

きにも含めて、令和２年、３年含めて、直接行くことはないと思うのですが、悩んでい

る方もいるのかなと思って質問させてもらいました。 

  もしそういうときがあれば対応、あちこち紹介しながら対応していくということで確

認させてもらってよろしいでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 特にお子さんをお持ちの保護者の方が、どこにも行けなく、

学校やこども園も休みで苦しいような状況もありましたので、教育委員会等と連携して、

保護者向けの相談場所の提示なども、昨年度は２回ぐらい行っています。あと、こちら

からも、心配な家庭には電話を入れたりとかもできていますので、また同じような状況

が続けばそのような対応を検討していきたいなというふうに考えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  そのほか質疑を受けていきたいと思いますが、質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） ないようですので、続きまして、施策報告書の62ページ

から66ページまでを、質疑を受けていきたいと思います。 

  ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 施策報告書の66ページに資源リサイクル分別収集事業と清掃業
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務管理経費というのがあります。 

  前年度と比較して、資源リサイクル分別収集事業における収集量は令和２年減ってい

るのですよね。そして、ごみ収集のほうのごみが増えているという結果になっています。 

  それで、ご存じのように新たなごみ処理場計画があって、最終処分場の使用年限も限

られてきているということですので、この収集ごみの減量を図る必要があるというのは、

行政側も私たちも共通認識だというふうに思っています。 

  ですので、今回分別アプリを導入して、より若い人にも分別方法が分かりやすくなる

ようにということでいろいろな方策を加えられていることは十分承知しているのですけ

れども、やはりここは、行政としてもう一度ごみの減量化ということを住民の皆さんに

広く周知してその実施を図っていく必要があるのではないかなというふうに思うのです

が、そのことについていかがお考えかお答えをお願いしたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 町民課、青木課長。 

○青木弘彦会計管理者兼町民課長 斉藤委員おっしゃるとおり、令和元年度の実績から比

べて資源リサイクルの資源物収集量、11トンほど増えております。それに対して収集ご

みのほうは増えているという状況であります。 

  それにつきましては、事業効果及び今後の課題のところにも記載しておりますが、令

和２年度につきましては、やはりコロナの関係で、外出自粛ということで巣籠もり需要

が増したということでごみの排出量が増えたというふうに、我々のほうでは推測してい

るところであります。 

  今後につきましては、やはりごみの分別、ここが大事になってくるとは思うのですけ

れども、それで、やはりこの資源のほうに回せるものは資源に回すということの徹底、

こちらについては、現状、本当に広報で周知だとかそのぐらいしか今ないのですけれど

も、そこについては、現在でも広報では、毎月ではないですけれどもコーナーのような

ものをつくって周知はしております、啓発しておりますので、ここについては粘り強く

継続していくということが、まずは第一に考えてやっていきたいところであります。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 今、そういった中で、ごみ減量に対して広報で周知、もうコー

ナーをつくってされているというのは私も拝見しています。 

  それで、町内に最近賃貸アパートがたくさんできまして、そういったところから不十

分な分別の、例えば資源ごみであったり、燃える・燃えないのごみの排出があったりと

かということも、若干、分別がどうなのかということが懸念されるのですが、そういっ
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たところへの指導についてはどのようにお考えでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 町民課、大塚主査。 

○大塚利晃町民課主査 ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

  今、委員が言われたごみの分別とかそういう部分がこちらのほうに、電話等で連絡が

来られた際には担当のほうで、分別の仕方とかその辺は、ぜひ、啓発含めて対応して、

こういうことのないようにということで、指導も含めて対応しているところです。 

○委員長（江波戸 明委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 転入されてきた方にはごみの分別パンフレットを今もお渡しし

て、そのところでごみの分別方法を指導するということは徹底されているのでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 町民課、大塚主査。 

○大塚利晃町民課主査 その部分につきましては、パンフレットを使って、分別方法、分

別の仕方、併せて、ごみ袋を売っているところとか事細かく説明をしているところです。 

  あわせて、今年度、途中からなのですが、ごみアプリのほう対応できるようになりま

したので、そちらのほうも登録していただいて、紙以外で、今スマホを使って利用して

いる方とかが多いものですから、情報を紙媒体だけではなくスマホのほうで確認できる

こともありますし、併せて、その中で、分別の種類とかも分かるにようになっておりま

すので、その辺も来られた際には説明をして対応はしております。 

○委員長（江波戸 明委員長） その他。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 62ページの健康増進センターの管理運営経費の中の高齢者の入

浴についてなのですが、これ毎年というか予算決算で質問したりしているのですけれど

も、なかなか100円券を、100円払ってもいいから回数増やしてもらえないだろうかとい

うのは、それ結構要望が出るものですから、やはりきっちり要望を伝えたいなと思って

質問しているのですが。 

  100円払ってもいいから、もうちょっと増やして８券が10券に増えたのは、それは一

つの成果というか喜ばしいことなのですが、そうでなくて、100円払ってもいいからも

うちょっと増やしてもらえないだろうかという、特にコロナ時期もありますのでそうい

う要望がありますので、そういう点についてどのようにお考えか質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 高齢者の100円券ですね。 

  そうした要望を、直接こちらの担当のほうには、高齢者から聞く声はあまりないので

すけれども、たしか８回から10回に増やしたというところでいろいろ重宝されている状
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況にあると思います。 

  100円の利用券も、その券を発行する数も、ちょっと高齢者の利用が減ってきている

のか、ちょっと発行数も減っている状況にあります。 

  これ、月に10回、100円券を発行するということは、月に2,800円当たりを補助してい

るということになりますので、年間にすると３万円超えるような額を補助するという形

になるかと思います。 

  いろいろ、ほかの自治体でも町民還元の利用者、入浴券の配布などやっているところ

ありますけれども、これを考えると年間で３万円ぐらいの、３万円相当のこういった助

成・補助というのが高齢者に対しては、今の現状では適切な助成のサービスといいます

か、いきがい基金も投入していますけれども、そういったことで、高齢者に対する施策

かなというふうに感じております。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） その件は分かります。もう、会うたんびによく言われる方が数

人いるものですから、やはりこれ、きちっと伝えていかないと、言ってもなかなか８回

が10回に増えたというのはやはり１つの要望を伝えた結果増えたということで、伝えな

がら、これからどうするかなかなか難しい、同じことの答弁というか、その方には同じ

ことの答弁になってしまうのですがそれで分かりました。 

  それと、がん検診の問題と後期高齢者の、これ一緒に質問いたしますが、がん検診が、

コロナ時期で若干ちょっと、胃がん、肺がん、大腸がんの受診というのがちょっと下が

っているように思うのですが、その点について、コロナ時期で検診自体が、特定検診は

ちょっと今ここでは分からない、特定検診も絡んできます。その辺の影響なのかと。 

  それから、後期高齢者健康審査については増えているのですよね。それで、ポピュレ

ーションアプローチというのがちょっと、横文字で分からないのですが、何か特別な形

で高齢者の方々と接触をして、健康増進に対して取組を進めているかどうか質問いたし

ます。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 まず、がん検診の受診率の経過なのですが、やはり５月の３

日間が中止になったということで冬期間に検診日を振り替えたのですが、やはり夏に受

けたいわという方が残りまして、若干下がっているかなというふうに考えられます。 

  今年度はこれまで順調に、計画どおり検診ができておりますし、初めてレディースデ

ーというのを開設しまして、女性がん検診と一緒にほかの検診も受けられるような対策

をしておりますので、また例年どおりの受診率に戻るのではないかなというふうに期待
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しております。 

  それで、あと、後期高齢者のほうですね。 

  昨年度から、今までの検診の保健事業と、あと、認知症予防とかフレイル予防を行う

介護事業を一体的に進めましょうということの国の事業にうちも実施しまして、高齢者

の保健事業と介護予防の一体的実施というものを開始しております。 

  ここで検診を受診していただいて、今まで国保のところで強化して勧奨していたので

すが、高齢者のほうも少しずつ個別の案内などを増やしまして受診していただいて、そ

こから見える健康課題とか、あと介護から分かる健康課題とか、あと医療費などを合せ

まして、では、うちの町に何が必要だろうというところを課題を明確にして、そして、

知ってもらいたいことを、例えば認知症予防にはこういうものが必要だ、生活習慣病を

重症化させないためにはこれが必要だということを、例えばまる元運動教室等の皆さん

に分かりやすく説明するというような健康教育の形式を持って実施しております。 

  このほか、検診の結果によっては個別支援に入るパターンもありまして、検診の受診

と健康教育と個別支援の三本立てで後期高齢者の健康寿命を延伸しようというような取

組を実施しています。 

  以上です。 

○２番（山本和子委員） 全体的な取組はよく…… 

○委員長（江波戸 明委員長） ちょっと、指名してから。急ぐ必要はありませんので。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 全体的な取組はよく分かります。 

  ポピュレーションアプローチというのは、これは業界用語なのか。多分そうだろうと

思うのですが、これから出てくるのであれば少し私も理解していきたいと思っているの

ですが、そういう言葉は新しく私初めて見るものですから、その辺について、附則にな

りますけれども説明あったらお願いいたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 ポピュレーションアプローチですね。 

  今お話ししましたように、知っていただきたい課題を広く皆さんに伝えるというよう

な形で捉えていただければよろしいかなと思います。これに対して個別支援がハイリス

クアプローチと言って、特化したものを個別に支援したいというような形で進めており

ます。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  そのほか、本件について。 
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  よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） では、引き続き労働費に行きます。 

  労働費については68ページのみになります。 

  これについて質疑を受けていきたいと思います。 

  質疑ありませんか。 

  よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑がないようでありますので、衛生費及び労働費に対

する質疑を終結いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

  あわせまして、課が変わりますのでこれから15分ほど休憩したいと思います。 

  休憩については５分前に予鈴で報告いたします。 

（午後 １時５０分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 休憩を解いて質疑に入っていきたいと思います。 

（午後 ２時０１分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 次に、歳出は、農林水産業費71ページから82ページ、施

策報告は69ページから84ページまで一括して質疑を行いますが、区切りまして、69ペー

ジから76ページについてまず質疑を受けていきたいと思います。 

  質疑ありますか。 

  ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 76ページの家畜伝染病清浄化支援対策互助事業というのがあり

ます。その中で、令和２年度基金維持にかかった経費というのが、前年に比べると481

万円ほど増加しているのですが、その内訳についてお聞きしたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 農林課、岡田主査。 

○岡田 直農林課主査 委員の質問にお答えします。 

  こちらの事業、施策内容については記載のとおりなのですが、家畜伝染病が発生した

際の対策が個々の農家では難しいということで互助基金を、町、ＪＡ、そして農家さん

で形成しているものでございます。 

  令和２年度の維持にかかった経費が、前年度に対してかなり大きい額になっているの
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ですけれども、こちらが令和元年度に使用した部分が前年度に対してかなり大きな額と

なっていることです。令和元年度につきましては、町内の大型法人で対象疾病が発生し

まして、それの対策費用としてこれだけの金額がかかったというところでございます。 

  個別の内容については、ちょっと個人情報の部分ございますので細かくはご容赦くだ

さい。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） それでは、前年に支出が多かった分、令和２年度に積み増した

という理解でよろしいのでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 農林課、岡田主査。 

○岡田 直農林課主査 はい。前年に使用した部分を、1,200万の目標額に到達させるた

めに３分の１ずつ補塡するというイメージなので、その認識で結構です。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  そのほか。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 71ページになりますけれども、昨年度と比較して見ていますと、

このジャガイモ関係の対策経費の前に、昨年度は長いも振興対策事業というのがあった

のですけれども、今年、これないというあたりはどういったことでなくなったのでしょ

う。 

○委員長（江波戸 明委員長） 農林課、松下主査。 

○松下慎治農林課主査 長いも振興対策事業については、平成28年度から令和元年度まで

の４年間として事業を創設し事業を実施しておりました。この事業期間が終了したとい

うことでございます。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 昨年度の反省見ると、経営安定のために継続的に取り組んでい

くということがあったのですけれども、その必要がなくなったという解釈でよろしいの

でしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 農林課、松下主査。 

○松下慎治農林課主査 農協さんとも新規事業について検討をした結果、過去４年間助成

してきた成果として、当初、初年度が10戸の農家さんが長いもを生産していただいてお

りましたが、最終年度、平成31年度は11戸というふうになりました。ただ、作付１戸、



－77－ 

 

４年間の成果として増えたわけですが、その１戸は、やはりその地域での長いもの生産

は難しいということと、あとは労働力の確保という部分でも大きく課題があるというこ

とで、最終的には定着はしなかったということで、なかなか長いもを振興する上でこう

いった資材費を支援したとしても、適地があまりないことだとか労働力の確保が課題で

あるという部分で、最終的には継続事業を断念したという経過でございます。 

○委員長（江波戸 明委員長） そのほかありますか。 

  よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） ないようですので、施策報告書77ページから84ページに

至って質疑を受けていきたいと思います。 

  ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 施策報告書の79ページに有害鳥獣の駆除ということであります。 

  ここで、現在、13区の旧営林署の官舎があったところの空き地に、最近カラスが大量

に発生しているのですがご存じないかもしれません。ここに、市街地のカラス対策が喫

緊の課題であるため、銃器以外の効果的な対策を検討していくというふうにあるのです

が、これぜひ早急に検討してほしいと思っているのですが、どのように進んでいるかお

聞かせください。 

○委員長（江波戸 明委員長） 農林課、中村主査。 

○中村哲士農林課主査 市街地のカラス対策ということですが、市街地ですので、委員お

っしゃるとおり、銃での駆除が不可能な地域となっております。代わりに、今年度農協

さんのほうで取り扱っているレーザーポインターを使ったカラスの追い払いの器具を借

りて実験した経過もございます。ただ、反応する固体と、全く、レーザーポインター照

射しても動かない固体と分かれまして、ちょっと製品としての効果が不確実な部分があ

りましたので、まだ導入というところまでは至っていない現状です。 

  そのほかに、町も事務局になっております上士幌町鳥獣被害防止対策協議会のほうで、

カラスのわなの導入も検討しているところでございまして、わなであれば市街地でも対

応できますので、農業被害軽減の目的として、市街地のカラス対策という両面を合せて

導入を検討しているところでございます。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  その他。 

  ３番、伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） 私も同じところで質問したいと思いますけれども、最近、有害
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鳥獣駆除の中にアライグマだとかタヌキだとかテンだとか、随分、今までいなかった動

物がこの衛生費の中で駆除されておりますが、これは有害駆除にはならないのでしょう

か。 

○委員長（江波戸 明委員長） 農林課、中村主査。 

○中村哲士農林課主査 アライグマ、タヌキ、テン等についてですが、こちら北海道のほ

うに捕獲の許可を申請を出しまして、申請が下りました有害鳥獣として対応すること可

能になります。ただ、おっしゃるとおりアライグマ、特に近年増加傾向にあります。た

だ、どうしても夜間行動する獣種になりますので、先ほどのあれではないですけれども、

銃による駆除が難しいような対象になっております。ですので、町のほうでもわなのほ

うを設置しまして捕獲に努めているところでありますが、野生鳥獣というところもあり

ますので、100％防除というのはなかなか難しいなという捉えではあります。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ３番、伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） 今までと違う、アライグマなんて今までいなかったような気が

するのですけれども、この駆除によるいろいろな動物が変わりつつあるというか、タヌ

キだってそんなにいなかったような気がするのですけれども、これ、ぜひ、猟友会の皆

さんでわなの資格を取っている人が多分いると思うのですけれども、取って、そして駆

除の金額、要するに、１頭取ったら幾らという金額を取った人にあげるような方式でな

いと、なかなか高齢化で若い人たちがその資格を取らないということもあるので、その

ようにしたほうがいいのかなと思いますので、ぜひ道のほうに申請をして、許可を取っ

て進めていただきたいなと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 農林課、中村主査。 

○中村哲士農林課主査 現在、猟友会39名おりまして、うち14名がわなの免許を所持して

いる状況にあります。 

  わなを設置すると、見回りの負荷だとかいろいろそういった問題もありまして、なか

なか推進できていないのが現状なのですが、委員おっしゃるとおり、タヌキだとかアラ

イグマだとかそういう目撃も増えておりますので、いま一度猟友会のほうと相談しまし

て検討していきたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） そのほかございますか。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 77ページになります。 

  農業後継者海外研修助成事業なのですけれども、今年度もゼロで計上していまして昨
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年度もゼロ、その前もゼロということで、その事業の必要性はどうなのだということで

昨年質問しましたら、今後農協と協議していきたいというお話、答弁いただいたのです

けれども、また２年度載っているということは、ゼロが続いているながらも残しておく

という方向性なのでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 農林課、松下主査。 

○松下慎治農林課主査 昨年の委員会でご質問をいただいたその後、すぐに農協さんとも

情報共有しながら、この事業の在り方についてご相談をさせていただいたということで

す。 

  農協の青年部さんなんかにも制度の周知と、あとは必要性なんかについてもご意見を

いただいたところですが、また、その後、実際根拠を持って予算要求するということで、

実際海外研修を予定しているかどうかという要望調査、こういったものをやることも検

討したのですが、昨年の今時期というか予算要求時期は、やはり新型コロナウイルスの

世界的な流行の中で、こういった研修の要望調査を行うことは、やはり控えたほうがよ

いという意向を農協さんと最終的にそういう結論に至りまして、制度は残しつつ、令和

３年度は予定はないので当初予算はゼロとさせていただいております。 

  今後、具体的な研修の予定や要望が出てきた段階では、また改めて予算化することを

検討させていただきたいというふうに考えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  そのほか質疑を受けていきたいと思いますが、特に質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 特に質疑がないようでありますので、本議案については、

委員として質疑をしたいと思いますので、暫時、副委員長と交代したいと思います。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午後 ２時１５分） 

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

○副委員長（馬場敏美副委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１５分） 

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

○副委員長（馬場敏美副委員長） 暫時委員長の職務を行いますのでよろしくお願いいた

します。 

  質疑を行います。 

  ８番、江波戸明委員。 
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○８番（江波戸 明委員） 73ページからにかけて、農業技術研究センターの運営に係る

部分について質問したいと思います。 

  １つは、新たに昨年度は改築がありましたので、ほとんど中の利活用というのはなか

ったかなというふうに認識していますが、また新しいスタイルの、３品目に対応できる

加工生産基地の拠点ができたかなというふうに認識していますが、その間、基本的に商

品の開発、基本的な部分の商品の開発とか、また、あの期間中は株式会社カーチなりが

使っていたりして、特に商品開発とかっていろいろ調査とかしたというふうに認識する

のですが、１つは、カーチとの連携という部分について、その間、きっと十分な時間の

中で対応できたか、または改修に忙しくてなかなか時間がなかったかは別にしましても、

そういう調査の部分について、新たな商品開発の調査について、どのような形で進んで

いるか、現状と、それから商品開発プロジェクトがあったと思いますけれども、この状

況について１つ確認させてください。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） 農林課、松下主査。 

○松下慎治農林課主査 昨年度、農業技術研究センターの改修工事を実施させていただき

ました。改修工事期間中は、センターの職員には食品加工に関する研修の機会を与える

ということで、十勝管内の食品加工施設に協力を要請して技術交流を図ってきたという

ことでございます。 

  今年度４月から供用開始をしましたが、緊急事態宣言に伴う休館が２回あったにもか

かわらず、例年の利用件数を超える利用実績となっております。８月末までの実績です

が、大変ありがたいことであると考えております。 

  この間、自家消費の利用のほか、保健所の営業許可を取得しセンターで製造して、商

品を実際に販売していただいている事業者が２名、将来の販売に向けて、現在、継続的

にこの施設を使って商品開発に取り組んでいただいている事業者が２名となっておりま

す。また、この後、この施設で商品開発や製造に取り組みたいという声も幾つかいただ

いているところです。 

  何とか、施設の職員の知識と技術力の向上を継続的に図りながら、町民の皆様に頼っ

てもらえて喜んでもらえる施設となるように運営を進めていきたいと思っております。 

  昨年度のカーチとの連携についてですが、昨年度は工事期間中ということで、カーチ

と連携した、何かそういう商品開発を具体的に進めたということはございません。ただ

し、センターの技術者は、商品開発プロジェクトの中の委員の１人としてプロジェクト

には参加をさせて、様々意見等を述べさせていただいてございます。 

  なお、今年度、今、カーチさんは道の駅とナイタイテラスを運営しておりますが、ナ
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イタイテラスがクローズして以降、この施設で様々な開発に取り組みたいというような

ことは、今、現状共有しているところでございます。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 本来の目的では、ある程度専門的な部分で指定管理者の中で、

もう少しパワーアップしたいという部分もありますけれども、きっとそこについては、

人的な部分も含めてちょっと厳しいのかなという、前にそういう報告を受けていますか

ら、以降、それに向けて、指定管理者できちんと対応していくという体制づくりについ

ては、どのような形で去年の段階で検討されたか、そこだけをちょっと確認させてくだ

さい。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） 農林課、松下主査。 

○松下慎治農林課主査 指定管理者制度の導入について、改修計画においては、本施設は

直営よりも民間による運営に優位性があるというふうにまとめさせていただきましたが、

当面は直営で運営することとしております。 

  改修していきなり民間委託ということではなく、まずは町が責任を持って運営し、施

設の稼働率を上げていくということが必要だと考えております。そのために、まず職員

の知識と技術力の向上に継続して取り組みたいと考えております。 

  指定管理者制度の導入については、調査・検討は進めてございますが、委員が日頃お

っしゃられるように、安易な民間委託、行政サービスの低下、丸投げ、こういったこと

につながらないように、慎重にこの後も検討をしていきたいと思います。 

  参考ですが、道内の公設の類似施設58施設について調査をしております。58施設のう

ち27施設が直営、残り31施設が民間の運営ということになっているということでござい

ます。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 状況については分かりましたので、本当に地元のあるべき農

畜産物については、含めて、ほかにもあると思いますけれどもよろしく、開発に向けた

チームづくりも含めてよろしくお願いできればと思います。 

  これについても考え方があれば再確認したいと思います。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） 農林課、松下主査。 

○松下慎治農林課主査 ４月から運営を開始しておりますが、非常に多くの利用をいただ

いているところですが、合間を見て、様々な商品の試作、あるいは、新しく入った機械

を使った試作なども実施をしております。こういった新たな設備などの利用開始につい

ては、近く、広報紙やホームページを通じて町民の皆様にご案内することを予定してお
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ります。また、これらの機器を使用してできたサンプルはセンターに常設してあり、利

用者さんの商品開発や食品加工のヒントになればと、そんなような、今、環境も整備し

ております。 

  今、緊急事態宣言で休館ということでなかなか難しい状況はございますが、この施設、

改修した目的、また、この施設がこの後果たす役割は大変大きなものであるという認識

の下、引き続き商品開発の推進に努めてまいります。 

  以上です。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 79ページの林業振興関係、町有林の整備促進事業についてお

伺いしたいと思います。 

  本町においては広大な町有林を構えながら、町有林、いわゆる森林の役割というのは

非常にこれから、ＳＤＧｓを含めて、脱カーボン対策含めて非常に重要な役割だと思い

ますし、今年度、ミツバチの蜜の採取場の森林を確保するとかそういう動きも出てきて、

すばらしいなというふうに認識しているところでありますが、この部分については

5,700万という部分の経費がかかっていますけれども、これ、単独で収支状況を分析す

るという部分は難しいと思うのですけれども、一応これは、事業的な感覚でやはりこれ

から町有林というのは考えていかんならないし、それがもたらす、町有林がもたらす第

２次的な効果もちょうどあると思いますけれども、事業運営の事業としての収支状況に

ついて、町としては収支の計算されているのかどうか、これについてちょっとお伺いし

たいと思います。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） 農林課、中村主査。 

○中村哲士農林課主査 委員の質問にお答えさせていただきます。 

  町有林の整備事業に関してですが、植栽から下刈り等々の保育事業も含めまして、施

策報告書の記載の金額を支出しているところでございます。 

  歳入の部分については、間伐及び皆伐による立木の収入、さらには国庫補助の補助金

を受けての歳入歳出の計画というところで毎年度運用しているところでございますが、

保育に係るコストが、近年、いわゆる下刈りの部分ですね、かなり大きくなっておりま

す。立木の金額についても徐々に上がってきてはいるのですが、保育に係る部分がかな

りの事業費増加しているところもありまして、なかなか、それプラスというところには

難しいのかなというところは担当としても捉えております。 

  ただ、冒頭でも委員おっしゃったように、森林、本町でもかなりの面積を有しており

まして、公益的機能を持続的に発揮していくという観点からも継続的に森林整備を行う
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必要があるという点と、あとは、本町の人工林、今53％ぐらいが主伐期を迎えているカ

ラマツというところで、かなり伐期の来ている状況になっております。なので、継続的

に伐採と再造林を繰り返していく必要があるというところで、担当としては計画を検討

している段階にあります。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） ちょうど今答弁あったように、これからは伐期に入る林地帯

が結構あるのかなという認識しますので、それをどういうふうに収益に結びつけるか。

その収益を持ってまたリサイクル的に育林をまず進めていくかという部分で、やはりし

っかりこうした計画もある程度ないと、投資だけしてしまうということも、副次的な効

果は森林にはありますけれども、やはり財政的な面もやはりこの町有林の部分にもある

のかなと。そこはやはり明確にしながらやると、町民としてはこの町の森林を大事にす

るとかその効果も理解できるかと思うのですけれども、その辺の収支、僕は大事な部分

だと思います。ただ、ここは投資しますよと。どこかでまたそれについては対応できま

すけれども、木材、今少しずつ上がってきている部分もありますから、その売りも、や

はり適切な売り方もあるんだろうなと。一部のところに売るのではなくて、やはりきち

んとした入札含めて、少しでも高いところに売るということも、これは、僕は必要では

ないかなという認識もしますけれども、ここら辺、町外との一応公売という部分もある

かもしれませんけれども、そこら辺について考え方があれば、ちょっと確認だけさせて

ください。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） 農林課、中村主査。 

○中村哲士農林課主査 町有林の入札の方法ですが、皆伐事業につきましては皆伐、いわ

ゆる伐採した事業者がそのまま立木の販売も行うというところで近年は入札の仕方を行

っているところになります。 

  委員おっしゃるように、この方法が果たして一番立木を高く売る方法につながるのか

だとか。そういった部分、過去の経過もございますので、いま一度検討させていただい

て、よりよい町有林の運営目指していきたいなと考えております。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 本町にも林業関係の業者もたくさんいますから、そこのやは

りちょっと折り合いという部分あると思いますけれども、そこら辺でちゃんときちっと

して、やはり収益事業プラスアルファの要素はありますけれども、やはりそういう認識

がこれから必要になってくるかと思っていますので、再度そこら辺についての基本的な

考え方については、課長からちょっと答弁求めたいと思います。 
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○副委員長（馬場敏美副委員長） 農林課、林課長。 

○林 峰之農林課長 今後の町有林の管理含めてですが、基本的な考え方といたしまして

は、今、委員おっしゃるとおりの計画的なものも含め、収益というものも非常に大事に

なってくるという認識を持ちつつも、やはり、この本町の豊かな森林資源、これをやは

り子や孫の世代にということに引き継げるように、それこそカラマツのその主体の構成

がいいのか、例えば、先ほどお話しした蜜源植物ですね、そういう樹木を植えていくと

いうことがいいのか。もしかすると、そういう蜜源植物などを植えると６次産業化につ

ながっていくというような形もありますので、その辺は、単に収益という部分だけでは

なくて総合的に判断しながら、このＳＤＧｓだとか持続的な森林整備循環、この辺向け

ていろいろ検討していきたいなと考えてはおります。 

  ただ、今ちょうど伐期に来ている町有林、多々あるのですが、その切る部分に関して

は、今スマート林業だとか高性能の林業機械、この辺が整備されてきて、切る部分に関

しては非常に発展しているという部分があるのですが、この切った後の植えるという部

分が非常に難しいと。ここについては苗のこともそうですし、例えばＣＯ２の固定に関

してはエリートツリーだとか様々な取組が国のほうからも示されているという部分がご

ざいますので、この辺総合的に判断して森林整備進めていきたいなと考えているところ

でございます。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今あったように、国の制度もきっとそこら辺にかなり注目さ

れると思いますし、カラマツ単林でなくて、やはり今後も含めて、ほかの町村では少し

ずつ広葉樹の植栽とか始まっていますので、本町もそういうところ見えますけれども、

そういうことも含めて、効率的な、今後将来、様々なやはり６次産業と今ありましたけ

れども、そういう部分で対応できるような、考え方も含めてお願いしたいと思いますし、

僕は採蜜樹木、今回三、四種類でしたかね、そういう部分もどこかやはりエリアをきち

んとつくって、うちの町はそういう町だよというのも一つのＰＲ、同じ森林の中でもそ

ういう場所もあってもいいのかなというふうに思いますので、そんなことも含めて、考

え方もう一回整理させてもらって、あればよろしくお願いしたいと思います。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） 農林課、林課長。 

○林 峰之農林課長 採蜜等を含めて、やはり樹種の多様性という部分もありますし、今

度樹種が多様性育みますと、今度生物の多様性という部分でこれももちろんＳＤＧｓに

つながるということで、積極的に検討をしていきたいと思います。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） それでは、委員長と交代いたします。 
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  暫時休憩といたします。 

（午後 ２時３５分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時３５分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 農林水産業費については、先ほど質疑については終わっ

ておりますが、再度確認して、質疑これで終了してよろしいでしょうか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑がありませんので、農林水産業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 ２時３６分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時３７分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 次に、歳出は商工費に移ります。81ページから86ページ

です。施策報告書は85ページから99ページまでを一括して質疑を行いますが、施策報告

書の85ページから88ページまでを区切って質疑を受けていきたいと思います。 

  まず、85から88です。 

  質疑を受けていきたいと思います。 

  質疑はありますか。 

  伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） 89ページの…… 

○委員長（江波戸 明委員長） 88ページまで。 

○３番（伊東久子委員） すみません。 

（「88まで」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） そうですね。88の続きのずっと商工関係まで。 

  いいですか。そこでなくてですか。 

（「89ページの」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） そうですか。ちょっとお待ちくださいませ。 
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  88いいですか。 

  そのほか、88まで。特にありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 引き続き、89から99ページまでを質疑受けていきたいと

思います。 

  ３番、伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） 89ページの消費者保護対策関係なのですけれども、これ、当初

消費者協会が解散になりまして補正減にはなっておりますが、消費生活モニターの配置

（毎月１回小売価格調査の実施）ということでありますが、これは、ここの賃金はどこ

から出ているのかお聞きいたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 町民課、大塚主査。 

○大塚利晃町民課主査 消費生活のモニターにつきましては、町内で１名依頼をして、消

費者物価とか消費の単価とかその辺を調査いただいているものでございます。 

  その方の賃金等につきましては、町からの支出ではなくて北海道からの支出になって

おります。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいでしょうか。 

  そのほか質疑。 

  野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 観光協会助成事業についてお伺いいたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 何ページになりますか。 

○４番（野村恵子委員） 90ページ。 

  主な事業内容でアイスバブルの活用、冬季自転車活用（ファットバイク）とあるので

すが、このファットバイクというのはどこを走らせてやっていくというのかお聞きいた

します。 

○委員長（江波戸 明委員長） 商工観光課、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、ファットバイクにつきま

しては、過去２年、昨年、おととしと実証実験のような形で、実際に運営、営業のほう

をいたしました。おととしにつきましてはぬかびら源泉郷スキー場の第４駐車場、ちょ

っと幌鹿峠に向かっていく上のほうの駐車場になりますが、そちらの敷地のほうお借り

いたしましてコースを整備いたしました。そちらのほうでファットバイクを利用者の方

に、コースを乗っていただくというような形でやったところでございます。 
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  ただ、あちらのほう、スキー場も越えてからの場所ということでなかなか人目にもつ

きづらく、利用者が少なかったということで、昨年度につきましては温泉公園、足湯の

公園でございますが、あちらにコースを整備いたしまして、レンタルで利用していただ

いたというふうなことになっております。 

  今後も、やはり温泉公園でやった場合にはかなり人目にもつきまして、利用者のほう

はおととしよりも昨年のほうが多かったといったようなこともございます。ただ、昨年

につきましてはやはりコロナの影響もありまして、宿泊のお客様も非常に少なかったも

のでございますから、こちら、宿泊のお客様がいれば、営業していればチェックイン・

チェックアウトの際に目につくような場所でございますので、今後そちらでの活用は有

効なのかなと。 

  また、ほかにも糠平地域、また、市街地のほうでもフィールドはたくさんあると思っ

ております。現在、車両のほうに限りはございますので、その辺、どこでやることが一

番効果があるのかというのは、検証進めながら、ナショナルサイクルルートということ

でトカプチ400、本町の国道の部分ですね─も指定されておりますので、自転車の活

用というものを見据えながら、通年での自転車の利用も含めて検討を進めてまいりたい

と考えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） ４番、野村委員。 

○４番（野村恵子委員） このファットバイクなのですけれども、アイスバブルを活用し

ながら糠平の湖上の上を走るというのは、国立公園内なのでファットバイクは駄目なの

でしょうかね。 

○委員長（江波戸 明委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 おっしゃるとおり、現状、糠平湖上、あのエリア、車馬乗り

入れ規制ということで車両等の乗り入れ規制がございます。 

  そういったことで、現状は湖上の上、自然公園法ですね、そちらの中で走行はできな

いということにはなっております。非常に、委員おっしゃるとおり、アイスバブルを見

ながらというのも魅力的だとは思っております。ハードルは高いのかもしれませんが、

そちらのほうについても検討はしているところでございます。 

○委員長（江波戸 明委員長） ４番、野村委員。 

○４番（野村恵子委員） １月か２月、例えば哀川翔がよく来る湖上のレースありますよ

ね。あれはやはり長年続けているからその部分は認められて、新規の事業については駄

目だよということなのでしょうかね。何かこう、冬の間あのレースが認められて、ファ

ットバイク、エンジンも何もないのにファットバイクが認められないというのも何か矛
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盾しているような気もするのですけれども、長年やっている事業だからそれは許されて

いるということなのでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 まず、その車両の氷上タイムトライアルになると思うのです

が、確かに長く継続しているという部分はあるかとは思うのですが、まずは、あのイベ

ントにつきましてはたった２日間ですね、２日間のイベントということでの、そのとき

だけの利用というようなことの申請等を行っております。そちらの走行する方というの

はその競技に参加をされる方だけということで、不特定多数ではないというようなこと

もありまして、しっかりと管理ができるというようなことで、申請、届け出のほうが通

っていると。 

  こちらのほう、ファットバイクで不特定多数の方がいつ乗っているか分からない状態

になるとやはり危険の部分もございます。氷上でございますので。そういった部分も含

めて、どういった安全管理ですとか管理監督ですか、そういったものもできるかという

のがハードルになってくるのかなと考えているところです。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  ４番、野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 何とか今後も乗り入れできるように頑張っていただきたいと思

います。要望ですこれは。よろしく。 

○委員長（江波戸 明委員長） 要望だという形で、もし答弁があれば。よろしいですか。 

  そのほか、意見を求めたいと思いますが。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 92ページのナイタイテラスの関係を質問いたします。 

  今後の指定管理委託の課題について質問したいと思うのですが。 

  今回は令和２年度の決算ですので、ナイタイテラスの委託は令和３年、今年度までな

のですが、令和２年度までの状況を見て、今年中には委託、指定管理するのかしないか

も含めて締結しなければいけないと思うのです。その辺についてどのようにお考えか質

問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 おっしゃるとおり、現在３年間の指定管理ということで本年

度までとなっております。本年度中に指定管理選定委員会を経て、議会にもお諮りをい

たしまして再選定というところになる予定、というかなるように準備を進めているとこ

ろでございます。基本的には継続でやっていただくというようなことで考えているとこ
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ろです。 

  指定管理料につきましても、基本的には、今までご説明を差し上げたとおりの、令和

３年度、今年度から減額をしていくというところには変わりはないというようなところ

でございますが、ここ３年間の実績を含めまして、当初の計画と多少の減額等、増額等、

その辺は出てくるのかなとは思いますが、考え方としては変わってございません。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 私が説明聞いているのは、令和元年と２年は８対２の指定管理

の感じ、今年度、令和３年は５対５と。だからその次の、22年からの３年間については、

説明受けたかどうか分かりませんが５対５で行くのか、それをちょっと確認したいのと、

道の駅でいけば５対５で道の駅では、令和２、令和３は５対５と。次は、来年は７対３

と。いずれは、５年か何年かでは指定管理費をゼロにするという予定で進んでいると。

大枠はですね。そうなのですが、昨今の令和２年度の収支で見れば、コロナのこともあ

って、カーチ全体が収入減ったり、それから、ナイタイテラスもちょっと減っています

ので。ナイタイテラス、令和２年に比べたら令和３年の予定は増に見ているのですが、

その辺も含めて、修正することがあるのかどうかも含めて、本来なら、従来どおり決め

たとおり進めるのが筋だと思うので、その辺についてどのように検討していくのか質問

いたします。 

  道の駅についてはまだ１年ありますので、そこまで突っ込むとちょっと先に行き過ぎ

てしまうので、ナイタイテラスの関係について質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 今おっしゃられました割合ですね、こちらにつきましては収

支によってということは考えてございません。基本的には、当初から説明させていただ

いている５か年の計画で、５年目にはパブリックスペースを除いての部分というのはゼ

ロにしていくといった考え方は変わっているものではございません。先ほどお伝えした

のは実績ということで、もともと積算しているものに対してどういうふうに支出が行わ

れたかとかいう部分では、多少の変更というのはあるかもしれません。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） その他質疑を受けていきたいと思いますがいかがですか。 

  よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 特に質疑がなければ、ここで、本案について委員として

質疑を１点ほどしたいと思いますので、暫時副委員長と交代したいと思います。 
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  ここで暫時休憩といたします。 

（午後 ２時５０分） 

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

○副委員長（馬場敏美副委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時５１分） 

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

○副委員長（馬場敏美副委員長） 暫時委員長の職務を行いますのでよろしくお願いしま

す。 

  質疑を行います。 

  ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 73ページのＤＭＯの推進事業について質問したいと思います。 

  まず、このＤＭＯについては、ここにあるとおり、調査にかかる分、ＤＭＯ運営推進

業務を行うための「稼ぐ力」を引き出すためのその調査等を含めて、次の観光プロモー

ション事業についてあると思いますけれども、この部分について。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） すみません。申し訳ないです。 

  ページ、もう一度。 

○８番（江波戸 明委員） すみません。93ページです。 

  93から94にかけてです。 

  よろしいですか。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） はい。お願いします。 

○８番（江波戸 明委員） この部分について、本町についても、カーチをある程度窓口

にしながら、ＤＭＯという大きなやはり地域の観光の「稼ぐ力」を引き出すという方向

性でこのような調査委託をしているかと思いますけれども、この大きな金が来る３年ぐ

らい続けて、類似的な部分で調査していただいてもらっていると思いますから、かなり

多額の財政を対応していると思います。 

  ただ、これについては、一応地方創生に係る等の交付金で対応していますから、今後

この部分についてどう対応していくかについてはこれからまた予算の中でという部分あ

りますけれども、現状、この交付金で対応している中の調査について、委託している部

分についての評価、町が望んで、ＤＭＯに対して進めていく部分の評価はやはりしてお

かないとならないかなと思いますし、引き続きまたやるとしたら、その評価に基づいて、

どういう形でこの委託を対応するかと。そういう形で行かないと、このＤＭＯというの

はやはり一つの大きな組織、新たな組織ですから、この組織を運営するためにはやはり
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一定程度の、それだけの力量といいますか、これからＤＭＯネットという形を考えてい

るという部分もありますけれども、どのぐらい動くかまだよく私も情報十分ではありま

せんが、そういう部分で、この辺については、やはりしっかりとした調査の内容を確認

しながら、この、今ＤＭＯの調査等に関わっている部分の株式会社カーチの力量等を含

めて確認しておかなならんかなというふうに町としては思うわけでありますが、ここら

辺の考え方についてちょっと確認させてください。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） 商工観光課、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、委員おっしゃるとおり、

ＤＭＯの設立・構築に向けましては、平成30年度の事業から、まずは第１期の地方創生

推進交付金を活用した事業ということで３か年、そして昨年度、令和２年度から２期目

ということで行ってきているところでございます。 

  その間、ＤＭＯ登録の厳格化というものが2020年４月にされております。そのような

中で、全国各地では、先日７月も最近発表があったのですが、登録を取消しされるＤＭ

Ｏというのも出てきているところでございます。この３年ないし４年のカーチが行って

いるのはここ２年でございますが、この４年かけて委託業務等で行ってきましたＤＭＯ

に向けた検討につきましては、こういった厳格化にも対応できるように調査をしてきた

というところで認識はしております。 

  今年度につきましては、先ほど、委員おっしゃられたようにＤＭＯネット、こちらの

設立が予定されております。現状、コロナ禍におきましてなかなか設立総会や各関係者

への説明、回ることが難しくちょっと進捗が遅れている状況でございますが、こちらの

ほう、上士幌町、本町の資源や事業者様等を鑑みまして、本町ならではの地域合意形成

の場というところを模索してきて、いよいよ形になっていくところでございます。 

  こういったところを調査してきておりますので、一定程度の実績・成果があったとい

うところでは認識しているところでございます。 

  今後につきまして、しっかりとそのＤＭＯネットを動かしながら、これまで委員の皆

様からもご指摘あったとおり、なかなかＤＭＯの動きが見えづらいといったところもあ

ったと思いますが、こちらでＤＭＯネットができて動き出すというところで、地域の合

意形成、関係者の皆様の意見を聞きながら、どういった事業がこの町の観光振興、まち

づくりに寄与していくのかというところを議論していけますので、そういったところで、

今後カーチの活躍、ＤＭＯの動きというのが見えていくのかなと考えているところでご

ざいます。 

  そういったところで、実際いろいろなところで人材不足というのは、カーチに限らず
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いろいろなところで叫ばれているところではございます。人は幾らいても充足するとい

うようなものではないとは思っておりますが、確かに専門的な知識等も必要でございま

す。今後ＤＭＯを続けていく中で、このＤＭＯ調査、ＤＭＯの分析等を継続しながらし

っかりと知識をつけていただき、持続できるＤＭＯというのを構築していくことが必要

だと考えているところです。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） ８番、江波戸委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、主査のほうから、行政のほうからそういう報告されてお

ります。 

  確かに、今年からネットという形で具体的な行動が始まるかと思いますけれども、過

年度のこの調査については、かなり多額の財政を投入しながら調査していますから、ま

ず、ネットをつくった段階では、きっとそういう、今までの調査内容をきちんと精査し

てもらいながら、本町に、このネットに結集する組織については、本町において本当に

このＤＭＯ、今対応していいのかどうかも含めてきっと議論されるのだと思います。そ

の議論の中でやらないとやはりなかなか難しいという部分ありますし、喫緊にやるとし

たら財政問題もあるかというふうに認識しますから、そういう部分含めて、まだまだこ

の、もう半年近くになる中で、この次にこういう要望・申請を上げていくという部分に

ついても慎重にやっていかないと、今かなり厳しいと先ほどありますが、審査内容も含

めて、過年度の経過についても、３年に１回の見直し等を含めて、そういう経過もあり

ますから、ぜひ慎重に、しっかり財政・人材・能力含めて対応できるような形を早急に

つくっていただければなと思います。 

  これについて、考え方について、最後確認したいと思います。 

○副委員長（馬場敏美副委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 委員長おっしゃるとおり、ＤＭＯ登録、設立すればいいとい

うものではないと思っております。先ほどもお伝えしましたように、３か年以上かけて

検討してまいりました。ですので、そういった中で今回の厳格化というものにも対応が

できてきて、いよいよ登録ができるというような認識でございます。どちらかといえば、

長い時間もかけて検討してきたものですから満を持してというような形かと考えており

ます。 

  人材の部分につきましては、現在募集も、カーチのほうでも、地域おこし協力隊員の

ほうでも、本日募集をしているというお話もあったように、継続して人材のほう確保で

きるよう努力をしていきながら、持続できるＤＭＯの運営というものを地域一体となっ

て目指していきたいと考えております。 
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○副委員長（馬場敏美副委員長） 質疑が終わりました。 

  それでは、委員長と交代いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午後 ３時００分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 暫時休憩を解き会議を開きます。 

（午後 ３時００分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 最終的にもう一回、質疑の確認ですが質疑ございますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 商工費に関する質疑についてはありませんので、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。 

  一時休憩という形で15分間休憩したいと思います。 

  予鈴５分前の予鈴でよろしくお願いしたいと思います。 

（午後 ３時００分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 休憩前に引き続き会議を開催いたします。 

（午後 ３時１０分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 次に、歳出は、土木費及び消防費の85ページから96ペー

ジ、施策報告書は100ページから107ページであります。３つに区切って、これについて

は議論したいと思います。施策報告書では100ページから104ページまで、一つくくりの

区切りにしたいと思います。 

  土木費100ページから104ページ、質疑を受けていきたいと思います。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 項目的には100ページの公園管理というところで質問したいの

ですが、これは公園管理につきましては委託していますので、委託外のところの一般的

な空き地だとかということについて質問したいと思っているのですがよろしいでしょう

か。 

  委託しているところは委託費で、そこそこのところでされている公園はね。だけれど

も、委託していない空き地だとか公営住宅内の草刈りだとか、それから市街地の中の町
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有林ありますよね。例えば１区と２区の、３区と１区の中間とか、その辺の管理がどう

なっているのかについて質問したいと思っています。 

  もうちょっと詳しく質問したほうがよろしいですか。 

  何回かあれは、要望しながら言っているのですけれども、空き地にしますと委託の、

業者に対する委託にはなっても、建設業界の委託になっていませんので、やはり結構町

有地の空き地の中でも草が生えたりしているのですが、そういうところについては、要

望があればきちんと管理してもらえるのかと。 

  それから、公営住宅の管理は皆さんがお互いに草を刈ったりしているのですが、やは

り、いつもやっている方がちょっと事情があってできないときには、みんなせっせと草

刈りすると。本来なら、町有地なのできちんと管理してもらいたいのではないかと思う

のと、あと、今、秋口になると町有林が物すごく伸びて葉っぱが物すごいのですよ。す

ごいときに、自分のところには、自分の土地ではないところに葉っぱがどんどん入って

きたりとか、あと、１区の、あのところも物すごく木が茂って、道の駅の裏ですね、そ

ば。あそこもすごく木が生えていて、秋口になったら毎日毎日草を集めていると、枯れ

葉を。それで、何本か木を切ってもらえないだろうかという要望も出したりしているの

で、その辺の管理についてどうなっているのか質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 質問の趣旨、よろしいですか。 

  建設課、木田主査。 

○木田克則建設課主査 ご質問の、ちょっと範囲が広いものですから、それぞれ担当を分

けてご回答させていただきたいと思いますけれども、まず私のほうから公営住宅の関係

の草刈り含めた管理というところで、公営住宅に関しましては、原則、自分の家の庭で

すとか玄関前については入居者の方に管理をしていただくということになっております

けれども、共用部分ですとか、あとは個人の管理ではない部分については役場のほうで

実施する。 

  また、ふれあい団地に関しましては、あそこは管理組合がございますので管理組合さ

んのご協力をいただきながら周辺の草刈り等の管理を行っているところであります。 

  町のほうで管理しているその場所につきましては、年間、その年の草の伸び具合とか

にもよりますけれども、おおむね４回前後ぐらいですね、多いときでは５回ぐらい実施

するときもありますけれども、業者に委託をして管理している部分。 

  それから、また細かな部分、例えば、どうしても生活に支障があって草刈りをしてほ

しいという要望があったりですとか、交通安全上見通しが悪いとかそういったところが

あれば役場直営で、随時草刈り等も実施しているところです。 
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○委員長（江波戸 明委員長） 建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 あと、道の駅の裏側というと道道沿いの横の緑地の横ということで

よろしいですかね。 

  あちらにつきましても近隣の方々からいろいろ要望がございまして、昨年も枝払い等

を行っている状況です。その前には何本か切った経過もございますし、なるべくそうい

った、住宅にそのときはかかるとか、そういった部分の支障があったため枝を切ったり

とか、その辺は要望に応じて対応しているところでございます。 

○委員長（江波戸 明委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 普通財産に関しましては管財が担当しておりますので総務課となり

ます。 

  大きなところでいきますと、元の営林署の種苗跡でしたか、あそこのようなものは町

で委託を出して刈っているのですけれども、多分今回の質問としては、そういうような

ところではなくて小さなところというお話だと思います。 

  普通財産となりますので、かなり町の中にも点在をして小さな土地があるというのが

現状でございます。本来で行くとそういうものをきちんと管理をするのが管財の担当と

いうことにはなるのですけれども、なかなかそこまでは行き着いていないのは現状でご

ざいます。 

  幾つか町民のお力も借りながらやっているところもありますし、そうでなくて、やは

り町が基本的にやらなければいけないところはやっていくというような方針で、予算の

ほうは幾つか見ているのですけれども、一番は、そのパトロールというか、見て、その

情報をどうやって取ってくるかというのが一番大切なところなので、そういう意味では、

建設課のパトロールとかも連携を取りながらとか、あと、町民の皆さんからの連絡等を

基に確認をして、適宜管理をしていくというのが基本的な形になるかなと思っておりま

す。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 私も気づいたときには担当課のほうに伝えながらいるのですが、

要するに、年々物すごく木が茂って、秋口に落ちるときに風が吹くと、その風の向きに

よってはその住宅の真ん前にどさっと落ちてくると。さっきの道の駅については、お話

ししたら切ってもらったというのでいいのですが、そういうときがあるときに、例えば

の話、２区と３区の集会所の、南地区集会所のあそこ空き地ずっとあるのですよ。あそ

こが結構いいところなのですよ。いいところで、小鳥のあれがあったりいいところなの

ですが、それがちょうど秋口のときに風が吹いたときに、ちょうどあの辺の方のところ
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に草がどっと行くということも聞いたりしているので、木があることは物すごくいいこ

となのですが、それと一緒に、今物すごく、温暖化のせいか木が伸びて伸びて、商店街

は、あれはあれとして別な課題があるのでここで取り上げるのもどうかなと思っている

ので、そういうときに、そういうことも含めて、ある程度、生活に支障がない程度の形

で伐採していかないと大変なのではないかと思って、そういうのを目配りしながら管理

してほしいなと思っています。 

  以上ですが。よろしくお願いいたします。 

  ほかのところは私分かりませんので、ほかのところも結構見て歩くのですが、結構個

人的に、個人のあだごとだったりしながら一生懸命努力されている、それはそれでいい

のですが、それがあまり度を過ぎてしまうと結構な負担になるのかなと思って、そうい

うところについては町のほうできちんと把握をしながら、もし町民から要望があったら

それなりに切るとか。 

  ふれあい団地のあれはきちんと管理されて、町民の方もせっせと草刈りしたりしてい

ると思うのですが、それについてよろしくお願いしたいと思って質問をいたしました。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） 建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 多分２区とか３区のところって、あそこは一応町有林という形にな

ろうかと思うのですけれども、そちらのほうも、町有林ということなものですから、農

林課のほうとまたお話ししながら、生活に支障があるような状況であればその辺も対応

していく、どういった形で対応するかというところもちょっとお話ししていきたいなと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  ほかに。 

  ３番、伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） 委員長に許可をお願いしたいのですけれども、緊急の公園管理

について質問を、というか要望をしたいのですけれども、質問しても。 

○委員長（江波戸 明委員長） ちょっと中身は。 

○３番（伊東久子委員） 中身は、３区の２の公園なのですけれども、四方が道路に挟ま

れて、最近コロナで、子供たちが夕方になるとサッカーしたり野球したり子供たちがす

ごく集まってくるのですけれども、ボールが突然道路に出て、交通安全上すごく危ない

のですよね。それを、今タイヤの半分になったものを周りにぐるっとしてあるのですけ

れども、それを緊急にどうにかしてほしいと。事故の起きる前にどうにかしてほしいと
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いう要望があって、私も見ているのですけれどもすごく危ないのですよ。サッカーボー

ルがボーンと道路に出たら車なんか見ていませんから、飛び出ていくという状況になっ

ています。そしてあそこ、こども園の子たちが、週に何回か来ているのですけれども、

先生たちが大変なのですよ。ちょろちょろ出て行くからね。 

  だから、何か柵みたいなものとか安全上、交通安全上、安全対策を緊急にしてほしい

なと思って緊急の質問をさせていただきました。 

○委員長（江波戸 明委員長） 今は決算審査なので。 

○３番（伊東久子委員） そうです。それは分かっています。 

○委員長（江波戸 明委員長） 緊急性の部分で、ちょっと取扱いについてはちょっと難

しいのかなと。趣旨はよく分かります。趣旨は分かりますから、ちょっと今その質問に

ついては据え置いて、後段、どうするかちょっと確認しながら対応させていただきたい

と思います。 

  よろしいでしょうか。 

○３番（伊東久子委員） はい。 

○委員長（江波戸 明委員長） ５番、早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 施策報告書の104ページの住宅建設関係、まちなか住宅建設事

業ということで、昨年度、２棟６戸を整備をされましたよね。 

  それで、基本的には11区の西団地、あるいは白樺から移っていただくということの意

味合いで、状況なんですが、実際には６戸、今全部入られているのかどうかということ

と、それから、11区から、前のところから移って入ってこられた方が何人いて、また別

なことで入居希望がなかったから別な方を入れましたというようなことで、その辺の戸

数の内訳がどうなっているか教えてください。 

○委員長（江波戸 明委員長） 建設課、木田主査。 

○木田克則建設課主査 昨年建設いたしました第２期のまちなか住宅ということで６戸、

おっしゃるとおり建設をしております。 

  現在の入居状況につきましては、取りあえず３戸、今入居中になっておりまして、残

りの空き家につきましては、西団地、それから白樺団地にお住まいの方と、今移転につ

いて交渉を進めているところになっております。 

  基本的には、一般公募というのは今のところ行っておりませんで、まずは、その古い

西団地や白樺団地にお住まいの方の移転を優先して進めているところで、現在お住まい

になっている３名につきましては、皆さん西団地、もしくは白樺団地からの移転者が全

員という形になっております。 
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○委員長（江波戸 明委員長） ５番、早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） まだ３戸、そんなことで入居していない、３戸空いているとい

うことで、今その入っていただけるような作業を進められているというお話しでした。 

  今年また設計をして来年度建設する予定ありますよね、来年度ではなかったですか、

ちょっと私の勘違いでしたら、ちょっとそこどうでしたか。 

○委員長（江波戸 明委員長） いいですか。 

  建設課、木田主査。 

○木田克則建設課主査 今後の建設計画ですけれども、今、ちょうど今年度、公営住宅の

長寿命化計画、こちらの見直しを行っているところでございまして、この計画の状況を

踏まえながら今後の建設年度を検討していきたいということで考えております。早けれ

ば、例えば今年度設計して来年度建設ということもあり得ますし、その計画の内容によ

ってはもう少し先延ばしするということもございますけれども、その辺を今後、長寿命

化計画の中で検討していきたいと考えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） ５番、早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 以前に、ちょっと担当課のほうからそういうような話で聞いた

ような記憶があったものですから、私がちょっと勝手に解釈していたのかもしれません

けれども。 

  今回の11区からの移転という部分でも、やはり住宅料や何かのことも考えながら部屋

の造りにされていると思いますけれども、やはり入居されている方にすると、もう一部

屋あればいいのだけれどもねというようなご意見があったりなんか、そういう話も聞い

ているものですから、住宅料との関係があって、非常に担当課のほうも苦慮されるのだ

と思うのですけれども、後々は対応、いろいろな方が入居するよう、新しく造るとすれ

ばですね。家族、例えば子育ての方が入居する場合もあると思うのですよね。全部が全

部とは言いませんけれども、やはりそういうことも、多様なことも考えながら設計をし

て、設計というか次のことを進めていただきたいなというふうに思っているものですか

ら今発言をしております。 

  その辺について何か。 

○委員長（江波戸 明委員長） 建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 住宅につきましてはまちなか住宅ですね。こちらについては確かに、

当初からの予定で行きますと、順調に行けば今年度設計、次年度に工事というところで

あったのですが、確かに今お話しあったように、実際には満室にちょっとできていない

というところもございまして、今すぐに始めるべきかというところも、その辺は、今、
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主査の、担当のほうからお話ししたように、計画の中で、どのタイミングでどういうふ

うにしていったらいいかと。なおかつ、今、委員おっしゃられたようにいろいろなご意

見ございます。今のでは狭すぎる。一番最初に造ったところでは広すぎるというような

お話しもあります。なおかつ、いろいろな家庭のタイプもございますので、その辺のニ

ーズだとかも踏まえながら、今までの経験値なども見ながら、どういったタイプが必要

なのか、果たして何戸が必要なのか、そういったところも総体的に見て計画を立ててま

いりたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） その他の、よろしいですかね。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 北団地の関係なのですが、北団地も中身を既に整備するという

のでは、改修するというの、たしか８戸だったような気もするのですが、それは既に完

了、一応したのですけれども、39年度以降にも、それは今のところ予定ないです。それ

も含めて長寿命化、新たに見直しする中で、北団地のその整備について、もうちょっと

増やすのかと。最終的には、たしか、今72戸あるのですが50戸にすると、最終的にはね。

そんな予定もあったと思うのですが、その辺について、それも含めて見直しをしていく

のかどうかと。 

  それから、北団地の方については、なかなか移動するということはまずありませんの

で、そこに住んでいて、あとは西団地から移る方が何戸かいたりするので、その辺も含

めて、要望も聞きながら、ぜひ、造るなら造るで大枠を説明してあげたほうがいいので

はないかと。今回、前の時には説明がなかったと思うので、入りたくても、どうなのだ

ろうかというの、私個人的にはこっちへ移ったほうがいいとか言いながらやって、その

辺も含めて計画を見直しするのか質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 建設課、木田主査。 

○木田克則建設課主査 北団地の改修に関しましては、先ほど委員のほうからお話しあっ

たとおり８戸を予定してございまして、こちらはバリアフリーを中心とした大規模な改

修ということで、現在完了しているのが５戸になります。それで、今年度、工事は実際

これからにはなりますけれども２戸実施する予定でございます。 

  それで、現計画から行きますと残り１戸ということにはなりますけれども、こちらに

つきましても、計画どおり残り１戸を行うのか、それとももっと数を増やすのか、その

辺も長寿命化計画の中で、必要性ですとかも検討しながら進めていきたいとは考えてお

ります。 

  また、バリアフリー改修となりますとそれなりに多額の経費もかかりますので、国の
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補助を活用して実施することになります。そうなりますと、やはり、実施をすれば当然

その間、最低でも10年は使用しなければならないと。ただし、北団地もだんだん老朽化

が進んできておりますので、実際には建て替えるという案も、これはまだ正式な決定で

はございませんけれども、実際に建て替えということも考えていかなければなりません

ので、そういった建て替えを行うのかそれともバリアフリーの改修を行っていくのか、

そういったところも含めて計画の中で検討していきたいと思います。 

  また、その計画が策定されまして方針がはっきりと決定したところで、また広報等を

通じながら町民の皆さんにもお知らせはしてまいりたいと考えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  その他の質疑。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 同じく団地の部分なのですけれども、103ページですね。 

  ふれあい団地の入居戸数が前年と比較しても落ちていて、ちょっと、100切って少な

いのではないかなと見受けられるのですけれども、この辺の要因と、あと、西団地のほ

うですけれども、比較して２軒しか減っていないということで、この辺の、退去も進ん

でいないかに見えるのですけれどもその辺の要因と、２点お願いします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 建設課、木田主査。 

○木田克則建設課主査 ふれあい団地の入居状況ですけれども、委員おっしゃるとおり、

最近、若干空き家が増えてきているような状況にございまして、要因としましては様々

あるのですけれども、町内の、例えば民間の賃貸住宅への移転ですとか、またはお仕事

の関係で町外へ出られるですとかいろいろなケースはございますけれども、近年、確か

に退去件数は若干増えている状況にございます。 

  ただ、その後、退去した後には、やはり最低限でも何らかの営繕というものが必要に

なりますので、少なくとも１か月から２か月、多い場合は半年近くかかる場合もござい

ますし、その間どうしても空き家なってしまうものですから、見た感じ空き家が多いな

という感じることもございますけれども、ただ、営繕が完了しましたらまた募集をかけ

ますし、入居のほうも毎月順次新しい方の入居もございますので、そういった形で入退

居は進めているところでございます。 

  それから、西団地の移転も絡む退去というところですけれども、これも、数年前まで

は新しいまちなか住宅も、建設もあわせて退去の件数も多かったのですけれども、ここ

に来て、まだ残られて居住されている方、それぞれ個人個人の事情がございまして、な

かなか移転も進まないというところは現状にはございます。例えばお体の状態だったり、
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高齢で引っ越しが大変だったりとか、金銭的なこともあるでしょうし、住み慣れたとこ

ろにできる限り長くいたいというようなご意見もいただいていますけれども、お一人お

一人ときちんとお話合いしながら、それぞれ個人個人で事情も違いますので、丁寧な対

応をしながら、移転に向けてお話合いをさせていただいているところでございます。 

○委員長（江波戸 明委員長） ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） あともう一点、その下の使用料の収納状況で現年度分の未収額

が前年と比較してやはり増えている。また、下の単身住宅についてもちょっと増えてい

るということあるのですけれども、この辺の要因と見通しについてお願いします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 建設課、木田主査。 

○木田克則建設課主査 使用料の収納に関しましては、要因というのははっきり、我々も

つかんではおりませんけれども、近年確かに低所得の方も増加しているのかなと感じて

おります。 

  そこで、徴収のほうももちろん我々努力をしてまいりますけれども、去年、おととし

ぐらい、小椋委員からでも、例えば、どうしても徴収できないものは不納欠損も考えた

ほうがいいというようなご意見もいただいておりますので、その辺に向けて、現在精査

を行いまして、こちらも、もう本当に徴収が難しい、例えば、もう時効が来てどうしよ

うもないというものは、ご本人ともきちんと接触を持って対応の方策は早急に考えてま

いりたいと考えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  その他の質疑を。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 定住促進賃貸住宅なのですが、多分あと１年ぐらいは補助があ

ったような気もするのですが、毎年入居状況について委員会等に報告があるかと思うの

ですが、令和２年度についてまだ出されていないと思うのですけれども、その辺の状況

については調査する予定があるのかどうかと。結構空いているようにも思いますし、そ

の辺はどうなのかと質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 建設課、新堀主査。 

○新堀達也建設課主査 賃貸住宅の建設助成事業なのですけれども、毎年アンケートを実

施しておりまして、令和２年までに建設された分につきましては、これから９月中にで

もアンケートの開始をしまして、これまでに、令和２年度までに建設された分の事業主

様に対して調査票を配布しまして実施してまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 
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○２番（山本和子委員） はい。 

○委員長（江波戸 明委員長） その他質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑がないようですので、続きまして、消防費の105か

ら106ページを、質疑を受けていきたいと思います。 

  消防費ありますか。 

  よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 消防費については質疑がないようでありますので、ここ

で整理をしたいと思いますが、先ほど伊東委員のほうから喫緊の要望という部分で、せ

っかく委員会を開いているという部分ですけれども、この取扱いについて各委員さんの

ほうから特に意見なかったら、喫緊の課題として、どう行政が受け止めたか、そこだけ

の確認をしたいなと思いますけれども、そのような取扱いでよろしいでしょうか。 

  よろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） それでは、先ほどの伊東委員さんのほうから、安全対策

ということで、早急な要望だという認識ですけれども、３区の２の公園の柵の在り方、

これについて考え方だけちょっと確認だけさせて、報告をお願いしたいと思いますがい

かがでしょうか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 状況は、お話を聞いて想像できるところでございます。 

  何か方策をというところで、実際にその予算もかかるという部分も含めまして、どう

いったことができるかということを内部的にちょっと検討して、対応に向けて考えてい

きたいなというふうに思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） ３番、伊東委員。 

○３番（伊東久子委員） 子供たちのお母さんに、若いお母さんたちに、要望書を出すよ

うにという話はしてあるのですけれども、例えばもう、サッカーコートでもないしサッ

カーゴールと言うのですか、それがあれば道路へ出ないで済むのではないかという話も

ちょっと聞いておりますので、そこら辺、多分若いお母さんたちから話を聞いていただ

きたいと思います。 

  本当に危ないのです。四方が全部道路になっていますので。 
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○委員長（江波戸 明委員長） 先ほどの交通安全と、それから子供の遊び場の確保、そ

んなことを含めて、公共的な対応がどれだけできるか、現地確認と地域の人方の声を聞

きながら、あとは設計、予算かかる部分ありますから、それについては判断を、そこま

での対応をするという形で、この場で整理させてもらってよろしいでしょうか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） そういう形で、この件につきましてはそういう整理をさ

せていただきたいと思います。 

  土木費及び消防費について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…… 

（「107ページの災害対策関係」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） これ次。 

  土木費及び消防費に対する質疑を終結いたします。 

（「消防費」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） そこは、俺入れてなかった。 

（「いや、107ページ」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） ごめんなさい。 

  106ページから107ページまでありました。 

  僕のほうのちょっとミステイクでした。 

  ここまであります。この次の後ろがちょっとあれですが。 

  質疑ありますか。 

  失礼しました。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 107ページの一斉配信システム構築なのですが、消防費にはな

っているのですが、これ企画とも関わると思うのですけれども、スマホのアプリの関係

で、今年から随時アプリ入れているかと思うのです。その辺の状況と、それから実際に

自宅に、携帯もガラ携もスマホも持っていない方については個別のあれで周知している

と思うのですが、その辺についての、どれぐらい設置されているかの状況というのはど

こが把握するのか。アプリ入れたかどうかというのは、それ把握は多分厳しいと思うの

で、その辺の状況どうなのでしょうか。 

  総務課ですね。 

○委員長（江波戸 明委員長） 総務課、渋谷主査。 

○渋谷 真総務課主査 今の登録状況についてお知らせしたいと思います。 
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  今現在、スマホ、ガラ携、タブレットの登録件数です。今現在872件となっておりま

す。 

  個別受信機につきましては、現在76件貸出し中で、今現在運用している件数としまし

ては948件という状況となっております。 

  前回５月19日現在で580件ということで、この約４か月の間で370件程度増という形と

なっております。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 皆さんすごく理解が早くて、多分どんどん進んでいるのかなと

思うのですが。 

  この間もサイレン鳴ったときに結構気づかなくて、何だろうと、私自身がすごく恥ず

かしい思いしたのですが、実際に広報には毎月のように出ているのですけれども、多分

スマホ持っていて、ガラ携が分からないのですけれども、結構やり方が分からない方も

多少はいるのではないかと。その辺も含めて丁寧にすればもっともっと増えるのではな

いかと。 

  実際、サイレン鳴っても、何でサイレン鳴ったのだといって騒いだら、ああ、そうだ

ったのって、個別の持っている方はみんな分かるから通知来たよというので、その辺を

ぜひ、それがやはり皆さんがアプリ入れない限り、災害の肝心な情報の伝達にはならな

いと思うので、その辺確認させてもらいました。答弁があればお願いいたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 山本委員言われたとおり、このシステムについてはたくさんの方が

入れて、皆さんに気がついていただくと効果が絶大なものになるというふうな認識で今

頑張って登録のお願いをしております。ぜひ皆さんのご協力もいただきながら進めてい

きたいと思います。 

  先ほどありましたように、サイレンが何か分からなかったというふうなこともありま

したけれども、情報のほうで流していますし、あとは、気象のこと、あと、今回ちょっ

と特別なのですけれども行方不明者の関係、それから熊の関係だとか、かなり有益な情

報が流れていますのでぜひ入れていただきたいというふうにこちらとしては考えており

ます。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  大変失礼いたしました。 

  107までありましたので大変失礼しました。 

  今回の議題であります土木費及び消防費について、質疑が再度あれば。 
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  よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑がないようでありますので、土木費及び消防費に対

する質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 ３時４３分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 休憩前に引き続き会議を開催いたします。 

（午後 ３時４６分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 次に、歳出は教育費でございます。 

  項目が多岐にわたるため、104ページまでの中学費として、社会教育費以降に分けて

は審議を２つに分けた中で行いたいと思います。 

  教育費は95ページから104ページ、施策報告書は108ページから119ページであります。

一括して前段の中学費までについては３区分で審議を進めていきたいと思います。 

  １区切りは108ページから112ページまで進めていきたいと思います。 

  教育費108ページ、施策報告書で108ページから112ページまでを質疑を受けていきた

いと思います。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 109ページの上士幌高校に対する振興策なのですが、令和２年

度は一部要綱を変えまして、通学費の補助について変えて前進図ったと思うのです。こ

れについてどのような効果があったのかと。 

  それで、そのほか具体的な、委員会でもいろいろ議論はしているのですが、上高の振

興策等含めて、それの新たな政策等について考えているかどうか質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 教育推進課、鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 令和２年度の振興策の見直しとしまして、先ほど委員がおっ

しゃられたとおり、通学費を定額から全額補助に支援策を拡充しております。 

  また、数学の授業に習熟度別指導を行いたいと高校からの要望に応じて、時間講師の

雇用の取組を行っています。 

  また、振興策とは別の取組としまして、令和２年度は就職者に向けた町内事業者によ

る企業説明会ですとか、あと、上士幌高等学校魅力化ワーキンググループなどにより新

たな振興策とか、高校の生徒さんの目線で、今の振興策どうなのかという話合いなども
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行っております。 

  今後、また、振興策の見直しは各種振興策を通じて上士幌高校の魅力ある学校づくり

ですとか、様々な取組の成果により２間口の生徒数の確保に向けて進めていきたいと考

えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 振興策をいろいろやりながら生徒確保も物すごい大事なことな

のですが、根本的な、道の教育委員会への町としての要望とか上げる機会はないのかど

うかと。 

  つい最近も間口のあれが、何か新聞報道出ていて、ちょっと詳しく見ていないのです

が、上高は別に出て、どこどこが復活したとかどこどこが減ったとかというので、あれ

で一喜一憂してしまうのですが、やはり全体的な道の状況についてきちんと見直しとい

いますか、見直しを見直しですね。適正配置の経過についてやはりきちんと見直しをし

て、きちんと各学校が維持できるようなことをやはり要望する機会は、教育委員会とし

ては教育長を含めてないのかという、話合いする場も含めて。そういうのはどうでしょ

うか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 教育委員会、小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 間口維持に向けて十勝学区全体の話ということでは、道教

委に対して直接的には、例えば自分の学校、自分の町の学校をこうしてくれだとかとい

うことではなく、生徒の数が年々やはり管内全体として減少してきていると。 

  そういった中で、やはり特色ある学校、魅力ある学校というのが今１つのテーマにな

っているので、そういった、今、学校づくりを進めているところについては引き続き応

援をお願いしたいというような話はしておりますけれども、今現在、上士幌高校自体が、

今、間口自体は維持していると。昨年の、例えば振興策、交通費の部分がやはり大きか

ったなと思うのは、その前の年が、帯広からの入学者が７名だったのに対して令和２年

度について13名の高校生が通っているというところもあって、そういった、少し距離は

あるのだけれども、ただそういった距離を生かしながら子供たちが学べるような環境も

学校としてつくっているので引き続きお願いしたいと。そのような話は、道教委本体と

いうか十勝教育局のほうには様々な場面でそういうお話はさせてもらっています。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 教育委員会としても上士幌高校の魅力を推進するのは物すごい

大事なのですが、結果的には、どこの生徒を取ればどこがどうのこうのと、人の取り合
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いになってしまうので、やはり、それはそれとして学校の魅力を推進しながら、しなが

ら、やはりきちんと言うときにはきちんと伝えていかないと、なかなか言っても道教委

はって失礼ですね。十勝振興局を含めて道教委のほうはなかなか厳しいですね。 

  私も機会あるごとに、行ったときには要望したりする機会もあるのですが、なかなか

厳しいものがあるなと思いますが、それ要望しない限り、そのとおり、何人で何か、ど

うのこうので、また毎年毎年、あそこの間口減った、こっちに間口減ったというふうに

取りっこになる。それで、機会あるごとぜひ要望してほしいなと思って質問させてもら

いました。 

  やはり強く要望したほうがいいと思うのですけれどもその辺について。もちろん、上

士幌高校どうするかということもすごく、町としても、町長含めて一生懸命考えている

かと思うので、その点について答弁があればお願いいたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 教育委員会、小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 今、委員がおっしゃったとおり、何度も何度も強く、粘り

強く、十勝全体の教育力を維持するためにもそういった働きかけは今後も引き続きして

いかないといけないなと考えております。そのように実行していきたいなと思っていま

す。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ９番。 

○９番（斉藤明宏委員） 関連してなんですが、109ページの上士幌高校の振興策という

ことで、ここに魅力化ワーキンググループ会議が２回実施されています。どのようなこ

とが協議されたのか、内容についてお知らせいただきたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 教育委員会、小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 昨年初めて具体的なアクションプランを立てて、教育委員

会の職員だけではなく民間も含めて、地元の高校をどう応援していって、どうその実態

を見て、どう政策を組んでいくかメンバーで集まってもらいました。メンバーについて

は教育委員会の職員、それから役場の職員、役場の職員の中でも上士幌高校のＯＢ、そ

れから上士幌高校の教職員、上士幌高校生徒会、こういったメンバーで集まってもらっ

たのが２回あります。その中で、子供たちの目線も大事にしながら、今の上士幌高校を

一回直視したというのが１回あります。上士幌高校の実態がどうなっているのか。そう

いったものの、私のほうからデータも出しながらまず理解を深めたのが１回。 

  そして２回目については、募集する際にいろいろなチラシ等を作って歩くのですけれ

ども、そういったチラシの中身が、大人主導のチラシよりは、むしろ、子供が見やすい
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ようなそういったチラシを作っていくのもいいのではないかという話や、また、アンケ

ートを、実は高校に、中学校から取っていたのですけれども、そのアンケートも提示を

しまして、なぜ今こういった状況になっているのか。高校の先生も含めながら、生徒も

含めながら、またＯＢも含めながらそういった声を受け取って、それらを高校振興会の

ほうに、事務局会議のほうに提示をして共有化を図って、一つ一つ何かアクションプラ

ンを立てていこうという取組がワーキングということで去年は進めてまいりました。 

○委員長（江波戸 明委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） その取組については今年度も引き続き行われていて、今後の振

興策に役立てると。例えば３年間継続するとか、そういった具体的な目標があって行わ

れているのかどうかお伺いしたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 教育委員会、小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 そのワーキング、実は先日報道にも出ていましたけれども、

教育魅力化班と。実は今年、教育委員会の中に４つのワーキングというか班をつくりま

した。これまで、10年、20年前からもあったかもしれませんけれども、今、１つの課で

対応できないものがもう増えてきていると。横断して協力していかないとできない取組

が、たくさん今出てきていると。 

  そういったことから、教育３課─３つの課があるのですけれども、それを、その

中からチョイスをしながら４つのグループつくりました。その１つが、そのワーキング

グループを担当しているグループで、先般、町の高校の在り方も含めて、また、それぞ

れの班の今取組状況、それから課題点、こういったものを全員でやはり共有しましょう

と。教育委員会職員、そのときはまた高校の先生にも来ていただきましたし高校生にも

来ていただきました。 

  そういった中で、地元の高校だけではなくて町の教育を今後どう進めていったらいい

のだろうかというあたりで意見交換をし、昨年度かみしほろ塾で講師になっていただい

た寺脇研さんにもリモートで参加をしていただきまして意見交換をし、こういった方法

を通すことで、もしかしたらこういった道があるかもしれないよというふうなアドバイ

スを受けながら共有化を図ったということがありました。 

○委員長（江波戸 明委員長） ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） そういった前向きな検討をされているということですので、そ

の辺の動きについても、ぜひ総文の委員会にも今後報告をいただければ、現場の動き、

私たちも分かりますので、できればそういうこともお願いしたいなというふうに要望し

たいと思います。 
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○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  要望がありましたので、ぜひ対応をお願いしたいと思います。 

  その他の質疑を受けていきたいと思いますが、質疑ありますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） ページは110ページですね。その中でまなびの広場の関係につ

いて質問いたします。 

  この令和２年はｈａｒｅｔａに委託したまなびの広場ですね。いきたすの関係で。私

も参加させてもらったのですが。また今年度はまた違う形なので、そのときにずっと民

間の方の塾から始まって、１回、２回、３・４回変わっているのですが、どうやったら

子供たちが本当のまなびを得ることができるかということの一貫したものがあるのだろ

うかなとちょっと考えている。多分、去年あたりから、今はコロナの時期なのでなかな

か難しいのですが、去年とはまた違って令和３年はまた違った方向で、気軽に参加でき

るようにということで、結構子供たちが、中学生が参加しているなという思いも受けた

のですが、そのときに方針があるのかどうかということで、一貫したものがね。それに

ついて聞きたいなと思うのですが質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 学校教育課長、木下課長。 

○木下由季子教育推進課長 なまびの広場の取組につきましては、先般の予算の特別委員

会の中でも山本委員のほうからご質問をいただき、まだ、３年度の経過が明らかになっ

ていない状況でしたので、過去の取組も含めてご報告をさせていただいたかなというふ

うに思っております。 

  ただ、当初の学習塾みたいな、学習塾というか公営塾ですね、みたいな形のところか

ら始まった取組ではあるのですが、考え方といたしましては、今回の施策報告書の下の

ほうにも書かせていただいたのですが、やはり総合計画、そして重点項目である総合戦

略の中に、地元中学校からの進学率向上に向けて上士幌高校と連携した取組をしていく

というところのコンセプトは一貫して変わっていないというふうに教育委員会としては

考えております。 

  ただ、その取組の方法として、公営塾で子供たちのいわゆる学習をサポートする方法

だとか、公営塾のほうも様々な課題があり取組が継続できなくなった中で、今度まなび

の広場の取組という形で、いわゆる子供たちに伴走して大学生が関わりを持ち、子供た

ち自身が自分から学び、どうして学びを進めていくのかということを理解してもらいな

がら、自分で言葉にして自分で学習の動機づけをして、自分が課題に向かって取り組ん

でいくというところをサポートすると。 
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  その中に、ワークショップというような形になりますが、今回も記載をさせていただ

いておりますが、数学がもっと身近になったり、いろいろなことに興味を持てるという

ことで、ドローンも、単純にドローンを飛ばすということではなくて、ドローンが生活

の中でどんなふうに役立っているのだとか、子供たちがもしドローンを使うならどんな

ことに使えるだろうかというようなことも、探究型というふうに言われる取組の中の１

つとして組み込んでいただきながらという取組が、元年、２年と２年間という形になり

ますが、実施をすることができたのかなというふうに思っております。 

  予算の委員会の中でもご説明をさせていただきましたが、３年度以降はまた改めて、

中学生を対象とさせていただいていたまなびの広場を、今度中高生の連携というところ

に結びつける取組ができないかということで、今、令和３年度の夏の取組を実施をさせ

ていただきました。議員をはじめ教育委員の皆さん、学校の先生方もご観覧をいただき

まして、いろいろ感じてお帰りになられたところがあるのかなというふうに思いますの

で、ご意見等賜れたらなというふうに思っております。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 公営塾から始まっていきたすの生活全体見直しながらどう学ぶ

かということになって、今回またいろいろ変わったのですが、それはそれとして大事な

ことなのですけれども、私がどこに視点を置くかというのは、やはり、なかなか難しい

話なのですが、本当に学んでよかったというようなことを得る機会としてこれを取り組

めないのかなというのはすごく思ったりしています。 

  例えば学校に行けない子だとかなかなか勉強が分からない子だとか、そういう子はこ

ういうところには多分来ない、来づらいのかなと。どちらかと言えば、積極的に部活に

参加したりいろいろな形に参加している、学校の中に参加している方がそこに参加して、

それで、もちろん自学学習で学習したりとかいうとそれはそれで効果があるのですが、

もう一つの視点も必要なのかなと思って、ずっとこの何年間、３年、５年ですか、やる

中での取組の中では、もうちょっと違う視点も必要なのかなと私はいつも思いながらい

るのですが、なかなかその視点を持って、こういう町として取り組むということは、例

えば、先ほど保健福祉課のほうにも言ったのですが、例えばフリースクールのようなも

のがあるといいねとか、気軽に学びに行ける場があるといいねというような声も親の中

にはあったりするのですが、そういうことも含めたまなびの広場をぜひこれから、含め

て、それも含めてできないかなと。 

  そういう点では、令和２年からのまなびの広場は視点が変わったと思うのですよ。そ

こに来ていろいろなことを学ぶのだけれども、勉強だけではなくていろいろなことを学
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ぶ機会を設けるというふうに、多分令和２年ですね、２年から変わったのかなと思いま

す。 

  その点も含めて、ぜひこれから充実していけばいいなと。これはこれで、私もすごく

楽しかったですし面白かったのですが、そういうことも含め、そこに行けない子も含め

た形のまなびの広場ですね、本当に。そのまなびの広場もぜひ、これも含めて来年度以

降生かしていけたらなと思って質問させてもらいました。 

  あれもこれもでは大変だと思うのですが、視点を置くときにそこに視点を置けないだ

ろうかというのが私の思いです。 

  以上、質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 今の質問に対して、若干休憩を与えて返答してもらうと

いう形で暫時休憩したいと思います。 

  15分休憩いたします。 

（午後 ４時０４分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） それでは、休憩前に引き続き審議を始めていきたいと思

いますが。 

（午後 ４時１３分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 先ほど、山本委員さんの質問については要点が非常に分

かりづらいという部分と、簡潔にとお願いしてありますので簡潔にしていただかないと、

かえって答弁するほうも、何か、どこが焦点か分からないという部分がありますから、

そんなことで、質問については簡潔なほうが僕は議論しやすいと思いますので、以降、

そんな形で考えていただきたいと思います。 

  なお、答弁についても簡潔によろしくお願いしたいと思います。 

  学校教育推進課、木下課長。 

○木下由季子教育推進課長 なるべく簡潔にお話しさせていただきたいと思います。 

  令和２年、まなびの広場につきましては、コロナ感染もあり、メンバーもちょっと縮

小していただいたりということで、決算の数値をご覧いただいても分かるにように、ち

ょっと金額が落ちたような形になっております。ただ、その、せっかくの開催をさせて

いただいた10日間、延べ10日間ですね、延べ人数、施策報告書のほうにも記載をさせて

いただきましたがこの生徒たちが集まっていただきました。その10日間の期間は、ワー

クショップ等も含めて、ふだんいない、学校でもない、家庭でもない第３の居場所とい
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いますか、そういうような空間を提供できたのではないかなというふうに思っています。 

  そのような形の取組が、基本コンセプトの中には上高振興策というか、中学校の生徒

の上高入学率ですとかそういうところに結びついてほしい思いは当然基本線としてはあ

りながらも、やはり子供たちが集まっていただけるようなまなびの場所が、何か、みん

なが触れ合えるような、そんなような場所になったらいいなという思いは、教育推進課、

教育委員会としても考えておりますので、今後様々な場所で検討させていただきたいと

思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） ほかに質疑。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 次に、113ページ、認定こども園の関係なのですが。 

（発言する声あり） 

○２番（山本和子委員） すみません。間違えました。 

  112ページまでですね。 

○委員長（江波戸 明委員長） いいですか。 

  若干まだ時間ありますので。 

  112ページの認定こども園から114ページまで。今日の質疑、実はここで止めたいと思

いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

  よろしいですか。 

  112ページの認定こども園関係、114ページまで。小学校関係費に入らないという形で、

一部115まで入りますね。ここで、認定こども園関係で終わっていきたいと思いますが。 

  山本委員。 

○２番（山本和子委員） 113ページの認定こども園の関係なのですがその後、子供、幼

児といいますか子供の数が増えていると思いますが、令和２年度についてどういう状況

なのかと。 

  それから、その後、かつて180何人とかいう中で、どのような克服課題といいますか

それを整理したのかと。 

  それから、クーラーの設置につきましては一般質問の中で、保育所については大丈夫

だということで強く要望はしなかったのですが、その後ちょっと見に行ったときに、今

年はまたさらに暑いので、その辺の検討をされているのかどうかと。三、四歳児と、そ

れから広場というかみんなの集まるところね。その辺について検討されているかどうか

質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 幼児教育課、有賀課長。 
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○有賀孝行幼児教育課長 初めに、児童数の状況についてでございます。 

  今年度につきましては、年度途中におきまして入退園は続いておりますけれども、本

日現在の入園者数につきましては165名でございます。 

  先ほどおっしゃられた令和２年度の状況、多かったわけですけれども、189名に対し

ましては、今年度につきましては比較的少ない状況で落ちついた中で教育と保育が進め

られているところでありまして、今後の入園予定者についても、今はっきりしている部

分では４名程度ということで今準備をしているところでございます。 

  次に、冷房の関係についてなのですけれども、現状の設置状況につきましては以前に

もお話ししているかと思いますけれども、ゼロから２歳児の未満児のクラス、これは山

開センターの分室も含むわけなんですけれども、それ以外につきましては午睡室、それ

から、子ども・子育て支援センターということで実際には設置されていますけれども、

今年も暑かったわけですけれども、使用については最低限の利用をしているということ

でございます。 

  基本的には、子供たちの熱中症対策につきましては注意しなければならないわけなの

ですけれども、今後も気象の状況については注視したいと考えておりますけれども、い

ろいろと子供たちの過ごし方も工夫したりしておりまして、いろいろ外遊びでは水が出

るシャワーを設置したり、ミストシャワーと言うのですかね、設置したり、あと、教室

の前には遮光用のシートを張ったり、あと、遊技場には大型のサーキュレーターを複数

台設置したりということで気をつけてはいるところでありまして、今時点では未設置場

所に新たに冷房設備を増設する計画はないところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（江波戸 明委員長） その他質疑を受けていきたいと思いますが、認定こども

園関係でございます。 

  よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑がないようですので、本日の議案審議についてはこ

こで延会を予定したいと思いますが、お諮りいたします。 

  本日の会議はこれにて終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） 異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議はこれにて終了いたします。 

  次回の委員会は９月10日金曜日午後１時でありますので、ご承知願います。 



－114－ 

 

  本日はこれにて終了といたします。 

（午後 ４時２０分） 
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（午後 １時００分） 

○委員長（江波戸 明委員長） 昨日に引き続き、決算審査特別委員会の審議を行います。 

  初めに、本日の本委員会傍聴の取り扱いについてご協議いたします。 

  お諮りいたします。 

  本日の委員会傍聴の取扱いについて、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（江波戸 明委員長） 異議なしと認めます。 

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

  早速、審議に入っていきたいと思います。 

  昨日までは、教育費の114ページまで、115ページにかかりますけれども、ですから若

干最後については質疑を終結していませんので、引き続き、ここについてから始めてい

きたいと思います。 

  115ページまでについて、質疑あれば受けていきたいと思います。 

  質疑ありますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 115ページの教育用パソコン端末購入整備…… 

○委員長（江波戸 明委員長） 昨日の部分で整理していませんので、まだ学校関係費に

入っていませんので。 

  ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） そうしたら、115ページの部分についてまでは、一応質

疑を終わらせておきたいと思います。 

  次に、115ページ、小学校関係費から119ページまで一括して質疑を受けていきたいと

思います。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 115ページの教育用パソコン端末購入整備事業について質問い

たします。 

  令和２年度にパソコンを購入し、あと会計年度任用職員を採用しながら、実際に研修

等を進めていると思うんですが、その具体的にどのような進め方をしているのかと、そ

れから、実際に、まだ実用化されているのか分かりませんが、活用方法等についてどう
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いう場面を想定し、研修しているのかと。そもそも論をいつまでも議論している場合じ

ゃないので、どんなふうに活用していくのか、その研修等についてどのように進めてい

るのかを質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 教育推進課、鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 教職員への研修ということで、今回学校で教育用ＰＣ端末を

購入したということですが、まず、導入時に基礎的な研修ですね。どんな、そういった

機能があるのかとか、あと授業でどのような活用例、全国的にも先進地があるので、そ

ういったような活用例などの研修、また、ＩＤなどいろいろ管理するものがあるので、

そういったものをどのように管理するのか、二度の研修の機会を設けて実施しておりま

す。また、各学校においては、校内研修を中心に会計年度任用職員のＩＣＴ推進教諭な

どを学校に配置しながら、活用に向けた取組を行っています。また、国や北海道におい

ても、ＧＩＧＡスクールに向けた研修や、ポータルサイトなどもあり、様々な情報発信

をしております。そういった情報や事例なども参考にしながら、児童・生徒に対して効

果的な活用に向けて進めていっております。 

  以上であります。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） まず、一つには先生方がきちんと使いこなせることがまず必要

だと思いますが、その点について会計年度任用職員がいますので、その辺の研修と、ど

ういう場面にこれを活用するかというところまで議論は多分いっていないんだろうと思

うんですが、子どもたちがパソコンを自宅に持ち帰ることができるというふうになった

ように把握しているんですが、実際に持っていくことはまだ想定していないと思うんで

すが、どのような場面でタブレットを使用することを今想定しているのかと、今後の予

定、令和３年度にも入っていますけれども、そこも含めて、どのようにタブレットを活

用する場が想定されるのか、もし子どもたちが自宅に持っていくとなったら、家庭との

関係も出てきますが、その辺どのように想定されているのか質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 推進課、鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 端末の活用につきましては、まず最初に、子どもたち全く触

ったことがないお子さんたちなので、まず本当に端末の基本的な使い方から入っていま

す。どんなアプリケーションがあるのかですとか、あとはビデオ会議システムの使い方

ですとか、データの保存の仕方とか、そういった部分をまず中心にスタートしています。 

  また、中高学年になってくると、タイピングもやったことないお子さんがいますので、

そういった部分で、まず基本的なパソコンというものをまず慣れ親しむというところか
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らスタートしています。 

  授業の場面について、どんな活用方法があるのかという部分ですが、今のところ本当

に模索しています。ＧＩＧＡ元年ということで、模索しながらいろんな場面で活用を模

索している状況です。 

  例えば、理科の観察の授業などで、カメラ機能を使ってそれを端末に保存して、それ

を例えば後日発表の場面で、端末を利用しながら前の電子黒板とかを見ながら、そこで

子どもさんが発表するなどの授業の使い方、また、学校行事、例えば中学校さんなんで

すけれども、今回、文化祭で、ただ保護者の方がちょっと参加できなかったんですけれ

ども、それを配信したりですとか、そういった活用なども行っています。また、中学校

なんですけれども、同居の家族が発熱などで学校に出席できない。そういった場合に、

お子さんは元気なので、その端末を持ち帰って、オンラインで授業の様子を配信して授

業に参加するような活用なども行っています。 

  また、今年度、夏休みなんですけれども、小学校２年生以上と中学生については、端

末の持ち帰りを行って、今回補正予算でやらせていただいたデジタルドリルの活用など

も行っています。あと、学びの広場でもそういった、中学生に活用方法なども教えなが

ら実施したりして進めているところであります。 

  以上であります。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 令和２年度、３年度にかけて基本的なことの研修なり、子ども

たちへの指導といいますか、になったのかなと思います。今後、具体的な活用になるか

と思いますが、きちんと子どもたちの状態を把握しながら、使いなさいということじゃ

なくて、使える場面では活用するという方向で、きちんとうまく活用してほしいなと思

っていますので。ただ、今模索状態なんだろうなと。子どもたちには、結構お母さん方

から、ちょっと学校に行けないと先生が指導してくれたら自分たちで見られるのになと

いうような方もいますけれども、そう簡単にはいかないと、先生方もきちんと統一して

指導方法なり活用方法を決めないと、ある先生はできるからいいと、ある先生はできな

いから活用しないということにはならないと思いますが、その辺十分配慮しながら、現

場と協議しながら進めてほしいなと思っていますが、その点について確認して終わりま

す。 

○委員長（江波戸 明委員長） 推進課、木下課長。 

○木下由季子教育推進課長 山本委員からお話のありましたとおり、やはりタブレットの

活用につきましては、ＧＩＧＡスクールの構想が前倒しになり、このコロナ禍でなかな
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か学びの場所が確保できなかったり、実際に対面での授業が実施できないこともありま

した。一斉休校等の措置はこの後取らないというふうに指示はございますけれども、や

むを得ず学級閉鎖等の措置を取らざるを得ないことは今後も想定されるかと思います。

その部分も含めて、学校と家庭をつなぐ部分は考えていかなければならないのではない

かと考えています。 

  ２年度につきましては、家庭でのタブレットの活用のルールですとか、あと保護者の

方、子どもたちも含めて、持ち帰ったときにどういうところに気をつけなければならな

いか等といったことを、上士幌町の教育研究所とも連携を図りながら、タブレットを上

手に活用して学習活動を進めていきたいということを保護者の皆様にもＰＲをさせてい

ただいています。 

  今、鳥本主査のほうからもご報告させていただきましたが、夏休みの機会を通じて持

ち帰りを行い、家庭でどのような活用ができるのかということも試しながら、家庭学習

も含めたつながりを作っていきたいなというふうに思っております。 

  授業での実施がまだ具体的に進むところまではいっておりませんが、学習の機会を確

保するというところの方法として、タブレットの活用は進めていかなければならないの

ではないかというふうに思っています。 

○委員長（江波戸 明委員長） そのほか、質疑を受けていきたいと思います。 

  10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 学校の管理について、ちょっと施策の中に具体的ではないん

ですけれども、関係する部分があるので、ちょっと質問させていただきます。 

  近年、やはり多様性のある社会ということで、認めていかなきゃならんということで、

いろいろ言われてきていますけれども、これは学校においても、児童・生徒においても

同じだなと、そんなふうに思っております。 

  そんな中で、児童・生徒が学校で安心して安全に過ごせる一つの方向として、学校の

バリアフリー化というのがあるんじゃないかなと、そんなふうに思っていますし、必要

性もあるんじゃないかなと思っています。 

  そういうことで、そのバリアフリー化の現時点で現場としてどのように考えているの

かということと、令和２年度も含めて、例えば施設整備、過去３年ぐらいで具体的に何

かバリアフリー化に向けて取り組んだ事例があれば、ちょっとお知らせしていただきた

いと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 学校推進課、鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 要するに、多様化とか生徒の状態に応じた学校の施設の在り
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方だと思うんですけれども、近年、バリアフリーに対応したということで、例えば中学

校さんで肢体不自由のお子さんが入学される際に、トイレ等の手すりですとか、ちょっ

とそういった部分の改修等を確か実施した、ちょっと手元に資料ないんで申し訳ないん

ですけれども、そういった何か事例があったと思われます。 

  また、一応、上士幌小学校、中学校についても、例えば玄関の、小学校はスロープも

ありますし、中学校は段差がない入口ですので、その辺は問題ないと思います。あと、

身障者の部分の、例えば向けのトイレですとか、そういった部分は小中共に整備してお

りますので、ある程度の部分は整備ができているのではないかと、担当としては押さえ

ております。 

  以上であります。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  そのほか、質疑を受けていきたいと思いますが、質疑ありませんか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 同じページでいいですよね。 

  115ページ、要・準要保護児童生徒、いわゆる就学援助に関する質問なんですが、こ

れは国の定めたそれにプラス町としての項目も含めながら援助しているわけですが、特

にこういう時期ですので、基準の緩和をできないかという問題と、それから、令和２年

度においては、給食費の問題については、生活保護・準保護の方については給食費を休

んだ分を負担するという町独自の政策でもって援助しています。 

  それと、私が言いたいのは、そのいろんな国が決めた援助のほかに、町独自としてさ

らなる生活に困っている方への援助等については、このほかにもいろいろあるんではな

いかと。例えば、生理用品の問題なんか、今すごく問題になっていますが、そういうこ

とについて、トイレに置くとか、そういうことまで含めた、何だろう、きめ細かい政策

等については考えているのかどうか質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 教育推進課、木下課長。 

○木下由季子教育推進課長 就学援助の認定に当たりましては、ご申請をいただいた皆様

の所得の判断等を含めて、それぞれ今の基準にのっとり、進めさせていただいていると

ころです。 

  昨年度につきましては、コロナの特例措置という形で、ほかの町村の状況をちょっと

お伺いし、所得の判定につきましては、前年収入所得で判定させていただくところを、

直近の収入状況を勘案しという形で緊急的な支援を行うということで対応させていただ

き、認定をさせていただいた世帯もございます。 
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  なかなか、基準自体の見直しも含めて難しい状況もございますので、今回のコロナの

ような状況も含めて、やはりある程度できる対応は進めていかなければならないのでは

ないかというふうには考えております。 

  また、今回、給食費の実質的なサポートという形で、６月期分ですね、２期分の給食

費について、保護者の方の負担を少なくしたいという形で、徴収しない方法とかも取ら

せていただいたケースもあります。また、学校が臨時休業になり、学校給食が提供され

ないということでしたので、その期間の保護者の負担を軽減したいということで、就学

援助の世帯の皆様に昼食費相当分の支援をさせていただくという形で、小学校児童は一

人当たり2,387円、中学校生徒につきましては一人当たり3,497円という形で記載をさせ

ていただきましたが、昼食費の支援をさせていただいた経過もあります。 

  先ほどの生理の貧困の部分につきましては、今かなり新聞等でも報道があり、問題に

なっているところでもございましたので、令和３年度におきましては、小・中学校とも

ちょっと相談をさせていただきながら対応を進めているところです。具体的に置いてそ

れを使うという形になるかどうかは、学校が児童・生徒と接触を持ちながら対応させて

いただきたいという思いもありましたので、そこは学校での取扱いにお任せする部分も

含めながら、できるだけ必要としている子どもたちに行き渡るような形で対応いただけ

ないかということで調整をさせていただいている経過もあります。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  そのほか、質疑を受けていきたいと思いますが、ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） ありませんので、119ページまでについては質疑を終わ

らせておきます。 

  続きまして、ここで若干の休憩を取りたいと思います。 

（午後 １時１７分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 引き続き、審議を再開いたします。 

（午後 １時１８分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 次に、歳出は103ページから114ページ、施策報告書は

119ページから133ページにわたります。一括審議のうち３つに区分しますので、最初に

119ページから124ページを質疑を受けていきたいと思います。 

  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） 122ページの芸術鑑賞会事業、その他の社会教育に関わる事業

について質問したいと思うのですが、コロナ禍でせっかく予定した行事ができなかった

と、それは物すごい残念なんですが、それも含めて、やはりそういう営みは止めちゃい

けないということで、新たな取組等あったのかどうかと、それから、今年度にわたって

もまだ経過中ですが、ちょっと微妙になってきていますけれども、その辺について、社

会教育含めて、結構ウオーキングしたりとかもありますので、その辺含めて、芸術鑑賞

会、社会教育全体に関わるコロナ期の課題とかあれば質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 生涯学習課、深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 芸術鑑賞につきまして、お話ししたいと思います。 

  おおむね室内の事業が主なものですから、その都度検討しまして、８月中止、またコ

ロナの状況によりまして、会場を満杯にしないような演目も考えながら２月に実施しよ

うと思ったんですけれども、やはり状況が改善されなく、中止せざるを得なかったとい

う形になっています。 

  引き続き、令和３年度についても同じような８月、また今後予定しています。演者さ

んとともに、どうしたらできるのかというようなことも話し合いながら、実施していき

たいというふうに考えております。 

  社会教育全体というお話があったところでございますが、やはり学びを止めないとい

う視点から、まずは学校教育との関わり、また国や道の指針に沿った形での事業運営、

また本町の状況、そのあたりを鑑みながら、実施の検討をしているというところでござ

います。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 今回も、今年もちょっと緊急事態宣言が延長されそうなんです

が、そのことも含めて、また１回収まって、解除してもまたなることもあり得ると、そ

のときには、室内のものについてはやはり結構吟味しなきゃいけないと思うんですが、

屋外とか、いろんな形のイベントも可能であればできるんではないかということも含め

て、ちょうどその緊急事態宣言があったから止めるというの、それは上士幌では続いて

いますので、すごく増えているか減っているかとか、そういう問題じゃないんですが、

そこの中でできるところをやはり止めないで、屋外だったら、いろんなフェスティバル

があったときにそれもいろいろ問題があったりしますが、きちんと対応しながら進める

ことも検討しながらいったらいいんじゃないかと。 
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  令和３年度、今年もう終わりますけれども、来年度以降、ちょっと状況分かりません

ので、そんなことを含めて、必ず止める、中止じゃなくて、それも、中止になることも

あるかもしれないことも含めた形で、屋外のものとか何かいろんなものを検討してはど

うかなと思って、質問させてもらいました。 

  子どもたちも、高齢者の方々も、結構行き詰っていますので、その辺含めて質問いた

します。 

○委員長（江波戸 明委員長） 生涯学習課、深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 委員のおっしゃるとおり、室内でもやはり、より換気が取れ

るのかとか、スペースを取れるのかというところも考えながらやっているところという

ところです。また、軽度な運動であったりだとか、大きな、騒がないような、机の上で

やれるような学びだとかいうのは実施しているところでございます。 

  いずれにしましても、先ほど申しましたとおりの指針に沿った形で、上士幌としての

判断をして実施しているところです。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  そのほか、質疑を受けていきたいと思います。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 違う項目で、123ページのかみしほろ学園推進事業について質

問いたします。ここ、該当していますね。 

  かみしほろ学園推進については、１年に１回検証を行うと、コロナ禍でもあるんです

が、多分検証を行って、いろいろ今までも変わってきているんで、その検証をどんなふ

うに行って、検証した結果どういう改善点があったのかという問題と、それから、昔の、

名称も変わったかと思うんですが、連携教育グループの中に昔はユネスコということか

ら始まったんですが、今はＥＳＤですね、持続可能な教育の取組というふうに変わって

いるんですが、具体的な令和２年度において取り組んだ例があるのか、どういうふうに

取り組んだのか質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 生涯学習課、須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 かみしほろ学園の取組からの評価検証ということですけれども、

かみしほろ学園につきましては、令和２年にまた組織の改編を行いまして、３部４グル

ープに改編して進めてきております。特に、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柱の下、コミュニティスクールのさらなる浸透を図るためには、令

和２年度から新たに地域協働グループというグループを設置して、教職員と教育委員会
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が一体となって取り組んできました。 

  コロナ禍でなかなかコミュニティスクール研修会等の計画どおりの取組にはできなか

った部分もありましたけれども、年度末のアンケート調査ですとか、そのようなことを

実施しまして、次年度の取組につなげる事業を進めてきたというところでございます。 

  また、その他様々なグループで取組を行っているところですけれども、コロナ禍の中

で、どこのグループも、部も、計画通りの事業というのはなかなかできていない状況で

すけれども、その中でも、地域教育グループの中では、今おっしゃられたふるさと学習

については、ＥＳＤの観点から、かみしほろ学というところでまとめまして、取組の見

える化を進めながら、こども園から高校までの発達段階に応じた学習活動の充実を図っ

てまいりました。 

  また、研修開発グループというところの取組といたしましては、ｉＢノートですとか、

サポートブック「アーチ」というものがあるんですけれども、これも活用を進める中で、

適宜グループあるいは担当内で協議を進めながら、改善が進んできているというところ

でございます。 

  特に、先ほどのＥＳＤの部分につきましては、今言ったように、マトリックスという

んですか、一目でまちの、上士幌のふるさと学習が分かるような表を作って、その中で

重複している部分はないかですとか、というようなところも検討しながら、各発達段階

において、ふるさと学習を進めていっているというところでございます。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） この学園構想については、毎年検証を行いながらいろいろ改善

しているかと思うんですが、特に今はＳＤＧｓの関係も脚光を浴びていますので、そう

いう関連からＥＳＤということについても、世界的なＳＤＧｓの取組の中の一環だと思

うんですが、さきほど聞きましたら、かみしほろ学に特化しているのかなという気が、

高校は上士幌学の担当の先生もいたり、学習しているんです。それで、小学校、中学校

含めて、それも一つなんですが、もうちょっと世界に視野を向けたＳＤＧｓの関係、一

言で、横文字を使うとそういうふうになっちゃうんですが、地球に関わるいろんな生命

の問題だとか、持続可能な社会というのは上士幌だけじゃなくて、そういうところまで

含めたふうに視野を広げた取組をこれからしていく必要があるんではないのかなという

気がいたしました。その点について、もうちょっと進んだ形で、上士幌から発してもい

いんですが、十勝、北海道、日本、世界というふうにつなげるような視点をぜひ持てる

ような取組になるといいなと思っています。その辺について質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 生涯学習課、須田課長。 
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○須田 修生涯学習課長 ＥＳＤの取組というものは、今、委員おっしゃいましたとおり、

ＳＤＧｓ、持続的な開発目標を成し遂げるために、そういう部分に貢献する人づくりの

ための教育というところでございますので、いろいろ、今目標がＳＤＧｓにはあります

けれども、その様々な目標に取り組んでいかなければいけないというところはあると思

いますが、今のところ、例えば健康、福祉、食ですとか、あとは環境資源、エネルギー

ですとか、あるいは仕事、コミュニケーション、情報、その辺の分野を整理しながら、

今言ったかみしほろ学、かみしほろ学というのは、高校の場合は漢字の上士幌学なんで

すけれども、高校も含めたこども園から全体の部分を、ちょっとひらがなでかみしほろ

学という形で、今取組を見える化しているということでございまして、全体で取り組ん

できているということでございます。 

  あと、先ほど出ましたユネスコスクールの登録につきましても、登録はなし得ていな

いんですけれども、手続調査等は当然行っております。今、審査体制等、日本ユネスコ

国内の委員会というのがあるんですけれども、そこにおいて、今見直しの検討中という

ことがございまして、現在は登録に関わる作業については若干今中断しているという状

況でございます。 

○委員長（江波戸 明委員長） その他、質疑を受けていきたいと思いますが、質疑あり

ますか。 

  ６番、小椋委員。 

○６番（小椋茂明委員） 123ページのコミュニティスクール事業なんですけれども、元

年度決算と比較して増えている要因というのを教えてください。 

○委員長（江波戸 明委員長） 小休憩します。 

（午後 １時３１分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 休憩を解きます。質疑を続けます。 

（午後 １時３２分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 生涯学習課、須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 今のコミュニティスクールの事業費の増加の部分ですけれども、

事業自体は変わっておりません。ほぼ変わっておりませんけれども、人件費の部分で地

域協働推進員の部分が４月から１年度分ということで事業費に加わっているということ

で増加しているところでございます。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 
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そのほか、質疑を受けていきたいと思いますが、質疑ございませんか。 

  ないようですので、次の区切りに行きたいと思います。 

124ページ、生涯学習関係から129ページの図書館関係まで一括して質疑を受けていき

たいと思います。 

質疑ありますか。 

２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 126ページの子どもの居場所の関係について質問いたします。

遊具等いろいろ整備しながら活動をさらに進める形で推進していると思うのですが、

この間、閉館したりして大変だと思うのですが、そういう中でどのようにして新規事

業、道具も含めて展開されたのか質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 生涯学習課、深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 子どもの居場所づくりというところで、社会教育事業はい

ろいろな学びを作るという視点もあれば、その事業の施設管理含めまして子どもの居

場所を作るというところの視点も設けながら実施しているところでございます。それ

で、後段にもなると思いますが、生涯学習センターわっかの運営維持管理につきまし

ても、お越しいただいている児童、生徒並びに一般の町民の方々が安心で心地よく過

ごせるような運営を心がけているところです。一つにはやはり、安心というところ、

顔と顔を突き合わせるということがありますので、お声をかけさせていただいたりだ

とか、また、遊具を点検してご自由に使っていただくというようなことがまず一つあ

るかと思います。 

また事業につきましては、土曜、日曜、学校の休みにかかわらず、また、放課後の

利用というところで、継続的に全２回、全４回というようなスパンの事業展開を、プ

ログラミングや体操クラブというような形で実施してきたというところでございます。 

以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 必ずしもいろんな行事をやるだけじゃなくて、いろんなその会

館含めて、結構子どもたち遊んでいましたね。お母さん方も遊んでいるのを見かけたん

ですが、広場を使いながら、遊具を使いながら交流したりとか、それはもちろんマスク

したりしながら、そういうことを含めて、子どももそこに来れば居場所なんだというこ

とを含めて、そういうその発信をするということが大事かなと。もちろん、いろいろ行

事できたり、私もやりたいこといっぱいあるんですけれども、なかなかできないでいる

んですが、そのことを含めて、これからの活動、今は我慢の時期なんですが、令和２年、
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３年含めてちょっと厳しい状況なんで、その発信だけはしておいて、そこに来れば、広

場に来れば、わっかに来れば、誰かに会えるよと、交流できるよということをぜひ発信

して、今後の活動展開にしてほしいなと思っておりますが、高齢者も含めて、赤ちゃん

からおじいちゃんおばあちゃんまで含めて、結構ああいう中でも集まっていましたね、

結構。そういうことを含めて発信してほしいな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（江波戸 明委員長） 生涯学習課、深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 子ども、赤ちゃんから高齢者まで利用される施設ですので、

やはり皆さん安心で気持ちがゆったりとできるような施設にしていきたいというふうに

思っておりますので、引き続きご協力いただけたらというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） そのほか、質疑ありませんか。 

  ５番、早坂委員。 

○５番（早坂清光委員） 過去に定例会で、町長にですけれども、地域コミュニティの活

性化ということで質問したことがあるんですけれども、社会教育、生涯学習を担当され

ている立場で、世代間交流ということに限って、どういう取組をされているのかという

ことを、ちょっとこの事業の項目の中で読み取れない部分もあるので、具体的にどんな

ことをされているのかということがあればお知らせ願いたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 生涯学習課、深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 非常に、コロナ禍において、世代間交流という部分の視点を

持った事業、なかなかできていないのが現実でございます。過去には、シルバー学級の

中にこども園と連携して交流を持ったりだとか、また、子どもの居場所づくり事業とし

て、サークルさんと児童・生徒が交流しながら何か起こすとかというところもあったの

ですが、やはり現状としては厳しいというところでございます。一定の収まりがありま

したら、そういった視点は持っていますので、実施していきたいなというふうに思って

います。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  その他、質疑を受けていきたいと思いますが。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 図書館活動の在り方なんですが、128ページですね、令和２年

度も緊急事態宣言のときに閉館をし、一部借りる方は電話しながら借りると。今はもう
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休館し、借りる方は電話をし、借りるという、その令和２年度も含めて、そういう図書

館の活動の在り方の検証というのはする必要があるんではないかと思うんですが、そう

いうときだからこそ、もしかして図書館に、本に足を運ぼうという方もいれば、きちん

と図書館の本を消毒できるシステムもできていますし、そこに入る方はもちろんマスク

はこれからも続きますし、熱を測る設備もできていますので、だからこそというか、別

に多くの方がわんさと来るかどうかは分かりませんが、そういうときの開館の仕方につ

いては、もうちょっと検討しながら、できるだけそこに足を向けてもらうような、借り

たい本があったら来てもらうような方法をこれから検証して、取り組むべきではないの

かなと思って質問いたしましたが、検証したのか、する予定があるのか確認いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 生涯学習課、田中主幹。 

○田中義朗生涯学習課主幹 図書館の開館、閉館についてということで、機会を設けて検

証を行っているということはないんですけれども、社会教育委員の会議において、事業

報告を行ったり、図書館の担当においては随時検証を行っております。 

  コロナ禍において、図書を利用したらいいんじゃないかというお話ですけれども、図

書館としましては、安心して図書館を利用いただけるように、図書の消毒ですとか、あ

と施設の消毒、あとパーティションを設置したりということで、安心して利用していた

だけるように感染防止対策を行っているところです。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 多分、緊急事態宣言がこれで収まればいいんですが、そうでな

くてもいろんな形で気をつけながら利用してもらうというのはこれからも続きますので、

その辺についてぜひ検討していただいて、いろんな方がいろんな形で利用できると。あ

と開館も、今回の緊急事態宣言についてはいろんな町村が、町民に限っては閉鎖しない

でいいですよとか、町村ごとのシステムも大分自由というか、規制がされていないよう

にも思います。町独自の、どういうふうにしたらいろんな活動を止めないで活用するか

と、教育も含めて、学校も含めて、学校は本当に一生懸命頑張っていますけれども、含

めて検討したらいいのかなと思って、もう令和３年、また続いていてまた閉館中ですけ

れども、その辺ぜひ検討してほしいなと思って質問させてもらいました。 

○委員長（江波戸 明委員長） 生涯学習課、田中主幹。 

○田中義朗生涯学習課主幹 検討させていただいて、皆さんに使っていただけるような図

書館を目指していきたいということでございます。 

  あと、今回の緊急事態宣言に伴いまして、図書館なんですけれども、一応制限つきで

開館する予定にはしております。一人30分程度ということなんですけれども、制限つき
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で今開館する予定で準備を進めているところであります。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） その他、質疑ありますか。 

  ４番、野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 125ページ、アダプト・プログラムのことでお伺いいたします。 

  毎年、去年と今年、大体83万5,000円ぐらいは支出しているんですけれども、この支

出の内容というのは、もし分かればお聞かせ願いたいです。 

○委員長（江波戸 明委員長） 生涯学習課、深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 主に国道沿いの部分の花苗に係る部分がおおむね、そうです

ね、46万ぐらいかかっています。途中で買い足したりもしているので、合計そのぐらい、

50万弱ぐらいかかっているのかなというふうに思います。 

  あとは、花だけではなくて、公園整備にかかるときの材ですね。草刈りの鎌であった

りだとか、軍手だとかというところも消耗品である場合は予算の範囲内でお渡ししてい

るので、その分が消耗品としてあります。 

○委員長（江波戸 明委員長） ４番、野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 31団体９個人となっていますけれども、これは毎年、何という

のかな、活動報告とかというのはあるんでしょうか。出されているんでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 生涯学習課、深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 年度末に、こちら教育委員会のほうから各団体のほうに、ま

た個人の方のほうに実績報告というところで文書のほう出させていただきます。それに

伴い、次年度も継続していただけるかという確認もしながらも、また新年度分で名簿を

提出していただきまして、その名簿の分だけ保険を30万ほど、先ほどのご質問にも携わ

りますけれども、支出をしているということです。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ４番、野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 公共施設と道路等の環境美化活動ということで載っているんで

すけれども、例えば、ここの団体に載っているところで、本当に環境美化活動というの

はやっているのかなと、ただ花壇の整備だけということでお願いしているのか、アダプ

ト・プログラムで道路の環境美化活動というのであれば、歩道のところの草取りだとか

というのは、強制はできないんですけれども、花壇の整備だけじゃなくて、歩道の整備

だとか草取りだとかというところをお願いしてやってもらうというような形には取れな

いのかどうなのかというのをちょっとお聞きいたします。 
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○委員長（江波戸 明委員長） 生涯学習課、深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 31団体、施策報告のほうに載せさせていただきましたけれど

も、半分弱ぐらいですか、公園の整備であったり、ごみ拾いであったり、関わっていた

だいている団体がございます。 

  アダプト・プログラムというのは里親の契約といいますか、ここを管理してください

ねということで取り決めを交わして実施しているところでございます。その中で、場所

とこういったことをやりますというようなところを、話合いをしながら実施して、あく

までもボランティアなものですから、その中でお願いするということは可能でしょうけ

れども、そういった契約のときにはお話しさせていただいております。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  そのほか、質疑を受けていきたいと思います。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 132ページの給食センターの維持管理について質問いたします。 

  そこまで行きませんか。 

○委員長（江波戸 明委員長） そこまで行っていません。 

  ほかにありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） ないようですので、次のくくり、129ページ保健体育関

係から133ページ学校給食の関係まで一括して質疑を受けていきたいと思います。 

  質疑ありますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 学校給食センターの維持管理の中の、事業の効果及び今後の課

題の中で、設備の更新や施設の改修を計画的に行う必要があるとなっているんですが、

確か平成12年からもう約30年近いのか、前後経っていますので、大型な機器については、

ボイラーとか取り替えたりしているんですが、これからどういうものが更新しなきゃい

けないものかと、あと施設の改修を計画的にというのであれば、改修だけじゃなくて、

要するにどういう計画を持っているのかというのを、ちょっと長期的に見てみたいなと

思っているんですが、以前の総合計画の中ではボイラーの更新が一千何百万、それをど

こどこすると、ようやく更新されましたけれども、そのような計画を持っているのかど

うか質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 教育推進課、森本主幹。 

○森本宏典教育推進課主幹 給食センターでは、調理機器たくさんあります。調理機器の
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ほかにも、様々な機器や機械が設置されておりまして、これまでも随時部品の交換です

とか更新を行ってきておりますけれども、修繕や更新が必要な機器というのはまだまだ

多くございます。 

  どういうものがあるかというご質問でしたけれども、例えば、調理機器のほかに洗浄

機器とか消毒機器とかあるんですけれども、給食が終わって、食器、食缶、トレー等を

回収した後に、自動食器洗浄機を含めて大きな機械で自動洗浄をやっているんですけれ

ども、それなんかはかなりトラブルがしょっちゅう発生したりして、なかなか苦労しな

がら、メンテナンスの業者さんに来てもらって調整をしながら運用をしているというこ

とがあります。 

  そのほかにも、細かく言うと消毒の保管器、これも今年になってからちょっと不具合

が生じて、急遽業者さんに来てもらって修繕をしてもらったということもございますし、

ライスウボイラーですとか、まだまだたくさん機械はあるんですけれども、それらの更

新が今後必要になってきていると。実際は耐用年数はもう超えているので、どこまで使

えるのかという問題はあるんですけれども、これらなんかはメンテナンスをしている業

者さんのアドバイスですとか、ご提案を受けながら、更新の予定を立てているというこ

とでございます。 

  ただ、なかなか予算のぐらつきがないと更新もできないものですから、予算のつかな

かったものについては先送りとなるので、なかなかちょっと予定していたとおりには進

んでいないというのが現状ではございます。 

  あと、施設の改修なんですけれども、施設も、施設本体、それから各設備、老朽化が

進んでおります。例えば、配管の設備ですとか、屋上の防水ですとかということもやっ

ていかなければならないんですけれども、こちらも多額の予算が必要となっておりまし

て、計画通りに進んでいないという状況なんですけれども、これもいつまでもそのまま

ということにもなりませんので、整備をしていくということで、どれぐらいできるのか

というのが今ちょっと今明言できませんけれども、計画通りに進めていきたいという気

持ちはあります。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 前回の総合計画のときには、給食センターの改築、改修は、大

きなものはこれぐらいあるというので、結構3,000万、何千万単位の予定を組んで、ど

ことどこに入れるということを決めて、それでも若干年数、後年度になったんですが、

それも見て計画を作っていたので、今度の給食センターについても、総合計画の中で、
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今聞くだけでもかなり、私これずっと持っていて、あのときにはすごく設備的には立派

で、物すごかった。あれからもう30年近くも経っていれば、大きいものでどういうもの

が駄目なのかと。もし壊れても、すぐ備品がなければ給食がストップしてしまうので、

その辺は１回点検をして、計画の中に財政負担のことも入れるのであればそこまで見て

計画を作ったらどうかと。新たな新築ということには、私はそこまではちょっと今すご

く厳しいらしいですね、いろんな点検取るときに、消毒の関係とかは床がどうの、ああ

だこうだ物すごい。足寄の例、大樹の例も聞いたら、この当時よりもかなり厳しくなっ

たというふうに聞いていました。 

  ですので、その辺を見通して、新築とかというのじゃなくても、きちんと整備する方

向で、整備しなきゃいけません。その辺を含めて、かなり金額的には張るのかなという

気がしますが、その辺含めてぜひ検討して、次の計画に生かしてほしいなと思っていま

すが、質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 今の質問については、大きな予算に係るという認識でと

いう意味ですか。そうしたら、教育長あたりがよろしいですか。 

  教育委員会教育長、小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 給食については、とにかく安全性と、また食する子どもた

ち、保護者に対しての信頼性ということがやはり第一になってくると思います。 

  様々な備品の耐用年数が過ぎているものもきっと出てくるだろうと。そういったもの

については、業者のほうで部品があれば交代できるものもあれば、もう部品がないとい

うのも実際これから起こり得るんじゃないかなと思っています。 

  食の安全を担保するという意味においては、今後どういったものを年次的に、計画的

に更新していくのか、整備していくのかあたりも含めて、こういったものが給食センタ

ー全体の中の10年の中で組み込めるような形になるかどうか、ちょっと検討してみたい

なと思っております。 

  よろしいでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） その検討した結果、耐用年数を過ぎていて部品がないとなった

場合には、もう稼働できないと。そのことも含めて、もしかしたら作り変えることもあ

るかも分かりませんよ、それは。だけれども、そこも含めてやらないと、給食をストッ

プするわけにはいかないので。 

  前回すごい集中豪雨のときには、地下に水が溜まり過ぎちゃって１週間ほど止めたと。

あれはどこでどうなったのか分かりませんが、開館上の不備なのか分かりませんが、そ
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うならないように、きちんと前もって分かるところをやって、もし駄目だったら長期計

画の中に作ると言えないと思うんです。20年経って、10年後経ったら30年で、もうそれ

こそ新築に入るのかな。そこも含めてぜひ検討してほしいなと思っていますが、ぜひ食

の安全と子どもたちの教育の面も含めて、すべきだと思っていますが、答弁お願いいた

します。 

○委員長（江波戸 明委員長） 教育委員会、小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 委員おっしゃったとおり、そういった部分含めて検討して

まいりたいと思っております。 

○委員長（江波戸 明委員長） そのほか、質疑を受けていきたいと思います。 

  10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 学校給食の地場産物、これは国の基本計画の中では大体30％

ぐらいという数字で示されていると思うんですけれども、現在、本町の場合はどのぐら

いになっているのかちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 教育推進課、森本主幹。 

○森本宏典教育推進課主幹 全般的な数値は今持ち合わせていないんですけれども、昨年

度は、野菜類については納品されるたびに記録をして、集計しておりまして、例えばジ

ャガイモですと地元産、上士幌町産が73％ですとか、豆類については100％ですとか、

地元町内産が難しいものについては道内産、道内産も難しいものについては国内産と広

げてはいっているんですけれども、先ほど言いました、例えばジャガイモは、町内産を

除いて道内産はどれだけあるかといったら27％ですとか、玉ねぎは道内産81.4％ですと

か、かなり高い割合で使用していると思ってはおります。そのほか、例えばゴボウです

と道内産で75％ですとか、キノコ類は道内産で93.6％ですとか、そういう形の数値には

なっています。ちょっと全般的なものについて、ちょっと手元に資料がないのでお答え

できないんですけれども、そういう感じです。 

○委員長（江波戸 明委員長） 10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 今の説明の内容は分かりました。国のほうの計画では、いわ

ゆる品目数ベースで何％かというような形で求めているというふうに理解していますの

で、その辺もし分かれば。それと、ついでに数値としては、パーセンテージとしては出

てくると思うんですけれども、その数字が本町の場合どうなのかといった場合、例えば

道内平均ですとか、十勝平均とか、そういうことも含めて分かると判断しやすいかなと

いうふうに思うんで、後日でも構いませんけど、その辺お知らせ願いたいなと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 今、10番、馬場委員から資料要求がありましたので、こ
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れについての取扱いを確認したいと思います。 

  資料要求することでよろしいでしょうか。 

  教育委員会、教育推進課、よろしいでしょうか。 

（「後日」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） 後日です。 

  では、そういう取扱いで、後日資料要求の提出があるということで、よろしくお願い

したいと思います。 

  そのほか、質疑を受けていきたいと思いますが、質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑がありませんので、教育費に対する質疑を終結して

いきたいと思います。 

  ここで暫時休憩します。 

（午後 １時５９分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 休憩時間ちょっと早いんですけれども、揃いましたので、

これから審議を続けていきたいと思います。 

（午後 ２時０９分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑については、一般会計の歳出は公債費予備費及び諸

支出金は113ページから116ページ、施策報告書は134ページの質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑がないようですので、ここで暫時休憩して入替えを

行いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（午後 ２時１０分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 休憩をといて、次に、一般会計の歳入に入っていきたい

と思います。 

（午後 ２時１０分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 一般会計の事項別明細書の歳入は９ページから38ページ、
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施策報告書は９ページから19ページまで一括して質疑を受けていきたいと思います。 

  質疑ありますか。 

  再度確認します。よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑ありませんので、歳入に対する質疑を終結いたしま

す。 

  次に、令和２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。質疑を受けていきたいと思います。 

  質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑がありませんので、次に、令和２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117ページの質疑

を行います。 

  質疑はありますか。117ページです。 

  よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 以上をもって、令和２年度上士幌町一般会計歳入歳出決

算に対する質疑を終結いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午後 ２時１０分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 休憩前に引き続き、会議を開催いたします。 

（午後 ２時１０分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 次に、５特別会計歳入歳出決算に対する質疑を行います。

特別会計の質疑は会計ごとに一括して質疑を行います。審議の順番は国保会計、後期高

齢者医療会計、介護保険会計、水道会計及び下水道会計の順に審査をいたします。 

  初めに、令和２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118ページから138ページ、施策報告書は135ページから136ページを一括

して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ２番、山本委員。 



－138－ 

○２番（山本和子委員） 国民健康保険に対しては大きく３点質問したいんですが、一括

して、別々というのも、関わってきますので、３点まとめて質問させてもらってもよろ

しいでしょうか。 

○委員長（江波戸 明委員長） 関連してですか。それとも…… 

○２番（山本和子委員） １個ずつでもいいですよ。では、１個ずつにしますね。 

  国民健康保険の会計の問題で、これでまず質問いたします。 

  平成30年度から北海道広域化になりました。その後の町としての会計がどうだったの

かという点についてなんですが、ずっと過去のを見ますと、広域化されましてから医療

関係の限度額がずっと上がってきて、今年は上がっていませんが、平成31年、２年とい

うふうに上がってきていますし、あと一部介護保険納付金も上がっています。その点も

含めて、今後の財政の見通しどうなのかと、広域化が３年経っていますけれども、今後

の見通しどうなのかという点について質問いたします。 

  あと、調整交付金だとか努力支援制度をもらっていると思うんですが、その辺も含め

て、いろいろ町が努力すればいろんなパターンがあるんですけれども、努力すれば道の

ほうからの支援制度ももらいながら会計を維持、維持というか見通せるだろうと。かと

いって、限度額を上げて、うちの町は限度額程度で収まって、いろんな率とか割合は上

げていませんが、その辺についての今後の保険の見通し等について質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、佐々木主査。 

○佐々木 幹保健福祉課主査 本町の国保会計の状況でありますけれども、広域化が始ま

ったのは令和ではなく平成30年度かと思いますけれども。それから、状況としましては、

特に変わってきているところはないかと感じております。ただし、返還金、毎年ありま

して、それが令和５年までというのが前任の頃から説明が委員会で当然あったかと思う

んですが、それがおよそ1,000万円あります。それがちょっとありますので、基金のほ

うも目減りしていくのかなと思っております。 

  税率に関しましては、国のほうで借りている部分以外では借りておりませんので、そ

れは昨年もちょっとお話しさせていただきましたけれども、４方式から３方式に変える、

資産割をなくす。こちらの検討のときに併せて税率の見直しもしていかなければならな

いと考えております。 

  努力支援制度ですけれども、これもほぼうちの町は満度にいただいているかと思いま

すが、これが相当な額であるわけではないので、これによって黒字になるとか、そうい

ったことは起こらないかと認識しております。 

  今後の見通しとしましては、先ほど申したとおり、税率の見直し等々を踏まえて、あ
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と基金の残高ですね。そちらのほうと兼ね合いによって推移を見ていかなければならな

いかと。ただ、もう令和８年までに４方式から３方式にしなければならないというのと、

今３年から５年までですけれども、激変緩和でまたちょっとお金いただいています。こ

の兼ね合いは歳入としていただいているのではなくて、事業費納付金で相殺されている

んで、見た目では全然見えないお金なんですけれども、３年いただいて、３年で計600

万円ですか、いただくようになっております。その３年をめどに、こちらのほうでも４

方式から３方式に変えたいということを国保運営協議会のほうで検討していただいて、

諮問していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） 関連ですか。 

○２番（山本和子委員） 関連で。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） なかなか、すごく厳しいかといえばそうでもないとも見えるん

ですけれども、1,000万円返さなきゃいけないという問題と、それから激変緩和が今一

応もらえていると。それで、資産割がなくなったときにかなり、どちらかといえば低所

得者のほうにしわ寄せがいくのかなという気もしますので、それまで今、この令和２年

度で上げた上げないじゃないですので、その辺も含めて、ぜひ医療費を町としては抑え

られるように要望しながら、何とか料金を上げないようになればいいと思って、これは

要望ですのでいいです。 

  次の…… 

○委員長（江波戸 明委員長） 項目変わりますか。 

○２番（山本和子委員） 変わります。 

○委員長（江波戸 明委員長） ほかに質疑ある方いますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） ないようですので、２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 短期保険証と資格証明書の関係なんですが、短期保険証、以前

に比べたら若干減ったとも思えるんですが、この方についての対応をどのようにしてい

るのか、医療、保険証そのものは短期の方に行きますけれども、資格証明書の方には行

きませんので、もちろん子どもがいる世帯の人にはそういうことがないと思うんですが、

その方についての対応について質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、佐々木主査。 

○佐々木 幹保健福祉課主査 資格証明書と短期証ですけれども、直近で言いますと今年
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の７月に保険証の更新がありました。更新時期となっておりました。7月31日までの期

限でしたので。そのときの段階で、資格証明書対象世帯は２世帯です。正直なところ、

町民課の納税担当と一緒になってタイアップしていろいろとやっておりますが、資格証

明書の世帯については自分が病気をして病院に行くようなことがない限り、全く連絡も

取れないような状況というところが正直なところです。 

  短期証につきましては、世帯数で言いますと、ちょっとお待ちくださいね。先ほどの

７月ですと４世帯となっております。こちらのほうは、納税相談等々をきちんとしてい

ただいて、その都度３か月ごとの保険証を更新して出しているという状況です。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） そのほか、質疑を受けていきたいと思います。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 次に、特定健診の結果について質問いたします。 

  今年の２月の広報の中に、2021年ですね、その中に令和元年度の受診率が確定しまし

たとなって、58.60％、目標60ですので、かなりいいところまで行っているんですが、

令和２年度についての結果というのはおおよそどれぐらいなのか、出ているのかどうか

質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、佐々木主査。 

○佐々木 幹保健福祉課主査 令和２年度につきましても、前年の58.6％とほぼ同率の数

字になるのではと。もしくはそれを超える数字になるのではないかと見込んでいます。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 担当課のほうの努力で、60というのは本当に、過去に見ればこ

の目標なかなか到達できないよねみたいな雰囲気があったんですが、かなり担当課も努

力されてここまで上がったと。60でいいかどうか、もっと上がればもっとそれに越した

ことはないですが、それ担当課がもうかなり、私も二、三回もらっているんですが、そ

うやって受診するように呼び掛けているということで、成果が上がっているのかなと思

います。その辺の40歳時の検診も含めて、その辺の成果と努力について答弁があればお

願いいたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 平成29年頃の家庭訪問の受診勧奨の件数が500回あまり訪問

しておりまして、このときに55％ぐらいだったんですが、今回６割近くまたいくだろう

ということで、ただ令和２年度の訪問件数は80件なんですよね。ということは、そんな



－141－ 

に強く勧奨を何度もしなくても、町民の皆さんがもう健診は必要だということで、自ら

申し込んでくるというような方がすごく多くなっているなということで、この後は受診

していただいたら、今度は保健指導がやはり充実しなくてはならないなというふうに考

えておりますので、検査値を見て、自分の生活習慣を振り返れるというようなことを自

らできるというようなところに目標を少しシフトして、これからも受診勧奨していきた

いというふうに考えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） その他ございませんか。 

  ４番、野村委員。 

○４番（野村恵子委員） 特定健診の申込みについてだったんですけれども、去年の12月

でしたか、ＱＲコードで申込みできるような形取りましたよね。そのときの申込み、Ｑ

Ｒコードでの申込み数というのは、分かればどのくらいあったかお聞きいたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 申込みの中で一番多いのが、返信用で返ってくるものか電話

なんですよね。ＱＲコードがどれくらいであったか、おおよそ１割か２割かそのくらい

かなというふうに推測できます。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  そのほかの質疑ありますか。 

  よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑がありませんので、以上で令和２年度上士幌町国民

健康保険特別会計歳入歳出決算に対する質疑を終結いたします。 

  続きまして、次に、令和２年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算に対す

る質疑を行います。決算書は139ページから151ページ、施策報告書は137ページの質疑

を行います。 

  質疑を受けていきたいと思います。 

  質疑ありますか。 

  ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑がありませんので、以上で令和２年度上士幌町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算に対する質疑を終結いたします。 

  引き続き、次の部分に行きます。 

  次に、令和２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。 
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  決算書は152ページから170ページ、施策報告書は138ページから144ページまでを一括

して質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 通所、総合事業に関して質問いたしますが、今回につきまして

も、十分社会福祉法人のほうに委託をしながら進められていると思うんですが、サービ

スについては従来通り変わらない状態といいますか、町の総合事業に移ったので、一時

はやはりサービスがどうなんだろうかということで心配されたんですが、その辺につい

てはきちんとサービスが十分予算が図られたかどうか確認いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、山本主査。 

○山本道雄保健福祉課主査 総合事業に関しましては、平成29年度からおおむね４年程度

経過しましたが、従来通りのサービスが提供されているので、そのあたりはご心配ない

ようにということで、大丈夫なようになっております。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  そのほか、質疑を受けていきたいと思いますが、質疑ありませんか。 

○２番（山本和子委員） ごめん、総合事業に関して誰かあるかなと思ったものですから、

なければ介護保険の中の次の項目でいいですか。 

○委員長（江波戸 明委員長） はい。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 一般介護予防事業の中で、令和２年度は結構コロナ禍でいろん

な事業ができづらかったんではないかなと思うんで、その中でも大変まる元含めて努力

されているように思ったんですが、その辺の状況等について、あるいはやはりせっかく

やっている事業を止めるわけにいかないし、工夫しながらまる元にしろ、いろんな、ほ

かの事業はちょっと分かりませんが、努力しているなということをいろいろお聞きして

いるものですから、その辺の状況について質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 お答えします。 

  介護予防事業ですね。昨年令和２年度のときには、４月、５月は緊急事態宣言、１回

目の宣言中については、これは教室を中止といいますか、休会にして対応しました。そ

の後、まる元についてもその後再開したときに、ＡＢＣクラスがあって、虚弱クラスの

Ａクラスについては、ちょっと２か月ほど休んだ影響がかなり出ましたので、できれば
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これは継続してやはりしていかなければいけないというところで、感染対策をしっかり

行いながら、委託している健康運動指導士の協力も得ながら、人数を少人数にするなど

して、現在も取り組んでいるところであります。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 私もそういうことが大事なんじゃないかなと思って、屋外なり

多分密室で換気が悪くなければ十分対応できるんであれば止めることなく、私もいろい

ろやっている事業があるんですが、止めたり止めなかったり、そうすると本当にそこに

出てくることが楽しみで、しばらく休んだけれども、友達に会うことが楽しみだと、そ

この中で心も病んで、頭も病んだけれども、やはり行くことが楽しいということをやは

り尊重しながら、できる方法を検討していって、だからまる元やっているんだよという

のを聞いたときに、工夫というか苦労しているんだなと思いながら、担当の方がやはり

ひやひやしますよね。開けたはいいけれども、閉めちゃえば終わりだけれども、その辺

やはり工夫しながら、町独自の方法で、いろんなサークルもそうなんですが、いろんな

方法でやはり活動を止めないという方向で令和２年度はやられているんだなと思いまし

た。令和３年度も多分続きやっていると思うんですが、その辺を確認させてもらいまし

た。 

  以上です。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですね、答弁。 

  そのほか、質疑ありますか。 

  10番、馬場委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 138ページの収支状況です。これを見ますと、余剰金が772万

1,000円という形になっています。実際、中身を見ますと、一般会計からの繰入れが１

億2,100万ちょっと、また準備基金から1,200万ちょっと繰り入れられた中での余剰金

772万1,000円ということだと思うんですけれども、これについて、平成30年度から比較

していくと、決算状況で6,000万円以上増えていくという状況があります。それに伴っ

て、この準備基金のほうも平成30年度と比較すると1,500万ぐらい目減りしているとい

う状況で、一般的に言われる2025年の団塊世代が75歳になっていくという中で、もっと

この介護保険の相対というのは伸びていくのかなと、そんなふうに思うんですね。今回、

介護保険の改正の中で、基準額5,000円が300円上がって5,300円になったという見通し

の中で、次回の改定のときにまた介護保険料を上げていかなきゃならないのか、この準

備基金が目減りしていく中で、この介護保険制度、介護保険そのものをどのように、金
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額的な部分も含めて維持していくのか、現状で何かこの辺非常に、どこの町村もそうな

んですけれども、厳しい中で、どのようにその辺推移していくのか、どのように取り組

んでいくのか、あればちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（江波戸 明委員長） 保健福祉課、山本主査。 

○山本道雄保健福祉課主査 ただいまの委員のおっしゃるとおり、非常にどこの市町村も

保険料を年々、毎回計画のたびにほとんどのところが上がっていっているのが現状です。 

  本町におきましても、要介護認定者の数は前回計画のときに、今頃の時点でおよそ

350人程度いくんではないかという推測だったのが、今現在およそ300人から310人ぐら

いの間を推移している状況なんですが、認定者の数は３年前の見込みよりは大分抑えら

れている状況です。それは、これまでやってきた介護予防事業をはじめとした各種取組

が効果を出してきているのかなというふうに思っているところではございます。 

  しかしながら、施設入所をされている方も、重度者の方も少しずつ増えていっている

のが現状で、給付費もそれに伴って伸びていっている状況です。現状の制度としまして

は、係る３年間の給付費に対して国と都道府県と町の負担とありまして、そのほか保険

者機能強化推進交付金というような、あと努力支援交付金という交付金もあるんですが、

そのあたりも数十万から100万円強という金額なので、大きな金額ではないので、保険

料を下げるには至らないのですが、そのあたりも使って、あと先ほどの基金も使って下

げているといったところになりますが、基金もここ数年で多いときで8,000万円ほどあ

ったのが、今現在、第８期の今年度分もまた1,200万円繰り入れましたので、現在6,000

万円ほどに下がっているところなんですけれども、このままでありますと給付費もどん

どん上がって保険料も上げざるを得ないというのが現状です。引き続きにはなりますが、

各種施策を強化していって、要介護認定者の方を減らすというのももちろんなんですが、

なるべく地域共生社会という形にこれからシフトしていくところもありますので、でき

ることは保険を使わなくてもやっていけるという形を今後なるべく整えていって、保険

給付を抑えるというところを意識していくところでございます。 

  制度的にも保険給付、多少国としても給付費増大で国の交付金も支出がどんどん増え

ていくので、給付も多少なりとも減額化されて、支払いも少しずつ、例えば施設の食費

とか居住費の補足給付も、今年度８月から少し厳しくなって減っているんですけれども、

そういった形で抑えているといった状況になります。 

  あとは、毎年国に対して、国の交付金の割合を増やしていただくようにということで、

提言も国保連合会経由で毎年提言をさせていただいておりますので、今の現状としては

そのような状況になっております。保険料がこのままだと上がってしまうという可能性
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はやはり高いのかなという現状です。 

  以上になります。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  そのほか、質疑を受けていきたいと思いますが、質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑がありませんので、以上で令和２年度上士幌町介護

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。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午後 ２時３８分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 休憩をときまして、これから審議を行っていきたいと思

います。 

（午後 ２時３９分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 次に、令和２年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決

算に対する質疑を行います。 

  決算書は171ページから181ページ、施策報告書は145ページの質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑はありませんので、以上で令和２年度上士幌町水道

事業特別会計歳入歳出決算に対する質疑を終結いたします。 

  引き続き、次に、令和２年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算に対する

質疑を行います。 

  決算書は182ページから196ページ、施策報告書は146ページから147ページまでを一括

して質疑を行います。 

  質疑を受けていきます。 

  質疑はありますか。質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑がありませんので、以上で令和２年度上士幌町公共

下水道事業特別会計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。 
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（午後 ２時４０分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 引き続き、審議を進めていきたいと思います。 

（午後 ２時４１分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 次に、財産に関する調書に対する質疑を行います。 

  財産に関する調書は197ページから201ページまで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（江波戸 明委員長） 質疑はありませんので、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、全会計歳入歳出決算に対する質疑を終結いたしました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午後 ２時４１分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 ２時４３分） 

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

○委員長（江波戸 明委員長） 令和２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） 座ったままでいいですよね。 

  令和２年度一般会計に対する総括質疑をしたいと思います。 

  大きく３点にわたり質問をしますが、いつもしている問題も含めて質問いたしますが、

財政問題とまちづくりの問題なんですが、これいつも指摘しているんですが、今朝の道

新にもふるさと納税金が、令和２年度、３年度かな、17億とか上士幌は道内の中でも物

すごく断トツに多い金額であります。そういう中で、国の交付金も町の事業の中ではほ

とんど補助金と交付金で賄えるということで、財政的には結構安定しているように思い

ます。ただ、地方債残高が過去最高の105億円と、これもいろいろ質問する中では、町

民説明会の中でもありましたように、実際に交付金が入りますので、町の負担は26億円

程度だということで報告は受けています。ただ、これも含めて、国全体を含めれば、こ
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れも税金ですので、できるだけ町の地方債、借金については最小限に食い止めながらい

くべきだと思っていますが、その点についてどのようにお考えかと。 

  それから…… 

○委員長（江波戸 明委員長） 質疑ですね、一応１項目ずつ、関連しているのでなくて

１項目ずつ終わらせていきたいと思いますので、よろしいですか。 

○２番（山本和子委員） 分かりました。いいです。 

○委員長（江波戸 明委員長） ここで区切ってよろしいですか。 

○２番（山本和子委員） はい。 

○委員長（江波戸 明委員長） 町長。 

○竹中 貢町長 地方の財源不足というのは今に始まったばかりではなくて、ずっと言わ

れている話であります。そのために、自治を運営するために、基準財政事業額に満たな

いところについては、国からの交付金をもって充てているというのが実態であります。

一時期税の収入としては３割自治というふうに言われていましたけれども、今、上士幌

町の相対事業としては、100億近くなっておりますけれども、町税を見ると１割くらい

という、全体的に見ると非常にいびつな状況であります。 

  ただ、まちづくりを進める上では必要な事業でありますし、もう一つは補助金という

制度をもってこの財源不足を補ってくれているというようなことがありますから、うま

く必要な補助金あるいは国の交付金を活用しながら、町民の福祉の向上に努めていくと

いうような仕事をこれまでさせてきていただいたということであります。 

  この構造はなかなか変わらないのでありますけれども、ただ、そういった意味で、ふ

るさと納税の浄財というのはまさに真水といわれるものでありますから、大体３割の財

源があると、７割のそれなりの財源があって進めているというのが今でありますので、

ある意味では非常に潤沢、他の自治体から見れば、財源的には非常に順調に、そしてま

た、町民に負担をかけることがないと、新たな税を徴収するだとか、そういったことは

ないと、むしろ様々な面で町民の福祉の向上のために事業を展開させていただいている

と、そんなふうに考えております。 

  いずれにしても、将来の負担を見据えて、今回の様々な財政上の取組についても非常

に健全だというデータが出ているようで、それらを見据えながらまちづくりを進めてい

く必要があるだろうと。極度に心配して閉じこもっていては、町はまた元気になってい

かないということでありますが、一方でまた放漫経営であってもまずいということであ

ります。そういったことは十分政策を組み立てる段階から利用しながら、なおかつ必要

度に合わせてやるべきことはしっかりやっていくというようなことであります。 
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  いずれにしても、今、町民に不安をかけるような財政運営はしていないということを

お伝えさせ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（江波戸 明委員長） 関連ですか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 先ほど答弁がありましたように、このようなふるさと納税金だ

とか、国の交付金だとか、地方創生に関わる財源措置ですね、それはここ数年、これか

らも何年か続くんだろうと思うんですが、これは国の制度の中における町のシステム、

町はそれをうまく利用する、活用しながら進めているので、町としては、町民にとって

は財政面での不安感はないと思います。ただ、こういう構造が本当にこれからいいんだ

ろうかと、うちの町としては保育所の無料化が10年、過去に10年だからあと数年と、だ

からそういうことも含めて、あと道の駅ができて、ナイタイテラスができて、いろんな

施設ができて、いいという反面、これらは全て結果的には私たちの税金でありますので、

本当に町にとって必要なものをきちんとした財源の中で、国の補助金ももちろんあるん

ですが、やっていくということがやはり将来的には必要なんではないかというふうに思

っています。その点についてどのようにお考えかということで質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 交付金も補助金も、結果的には国民全体のお金だと、その一部を町民も

所得税や様々な形で負担をしているということだから、その辺はいかがなものかという

ようなお話かと、そんなふうに思いますが、そのように日本全体の視点でまちづくりを

進めるほどの力量もございません。今私のすべきことは、今ある制度の中で町民に対し

てどんなサービスを行っていくのかというのが私に与えられた仕事だと、そんなふうに

思っています。そういった意味では、町に対して直接的に町民の税金が新たに賦課され

るというようなことはしてはならないと、そういった意味で、国全体としてあるべき姿、

それは制度設計の中で出てくるわけでありますけれども、それは将来に向けて制度がま

ず作られていくということでありますから、それと今町が抱えている課題が合致したと

すれば、それは国民全体のお金であるかもわかりませんけれども、国の、国民全体の利

益にもつながり、町民の利益にしてもらっていくと、このようなことだろうと、そんな

ふうに思っておりますので、そういった町の課題と国の政策が合致したときには、積極

的に制度を活用させていただいて、町民の豊かさをさらに向上させていきたいなと、そ

んなふうに考えております。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  その他、総括質疑ありますか。 
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  確認します。ありますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 次の問題で、令和２年度も含めて、これからのまちづくりの問

題として一般質問でもお話しさせてもらったんですが、デジタル化とまちづくりの問題

でこれからどうなるんだろうかという、令和２年度を含めてなんですが、危惧するとこ

ろですが、令和２年度はマイナンバーカードを国民健康保険証につなぐシステムが改修

されました。令和３年度の４月からかな、ちょっと忘れましたが、実際にその制度が活

用されて、今後の問題としてもちろん令和２年度にデジタル推進室の下で各担当課がそ

の機能するためのシステムができて、いろいろ進めているところです。そのことが今の

時点ではその福祉サービス、いろんなサービスにつながっていることを期待しているん

ですが、いずれそれは国の方針からいくと、いろんな情報漏洩だとか、町が掲げている

スマートシティも含めて、どうなるんだろうかという、私は特にそういう点は心配しま

せんが、その点について町長はどのような展望なり持っているのか質問いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 デジタル課、今ＩＣＴ推進室と、そんなふうに名称を定めて新しい部署

をこの昨年から設置をしました。これは、デジタル化の推進と置き換えても構わないだ

ろうと、そんなふうに思います。このデジタル化については、今にわかに統一したシス

テム化だとか、そんなことで大きなうねりになっておりますけれども、そもそもこのデ

ジタル化については、地方、このように都市部から離れて、過疎がどんどん進行してい

って、非常に住みづらくなってきているという流れはずっと続いてきたわけですね。そ

の解決するべき手段の一つとしては、このデジタル化、ＩＣＴの活用というのは欠かせ

ないツールといいますか、インフラだと、そんなふうに考えて、もうこれについては小

さな一歩から始めておりますけれども、もう20年経つと、そのように考えております。

ＩＣＴ関係のそういった情報の発信ですね。承知のとおり、町がブログを開設して始ま

っているわけでありますけれども、当たり前になっていますが、一生懸命皆さんやって

いるところでないだろうかとは思いますけれども、こういったことが地方においても都

市と同じように仕事や生活ができて、なおかつ地方のすばらしい環境の中で仕事がした

いという人にとっては、非常にすばらしいところでもあるというようなことから、ずっ

と大きな課題として進めてきたということであります。 

  それがようやく、昨年ですか、光回線が農村部あるいは糠平含めて敷設されたという

ことで、環境がようやく整ってきたんだということであります。これをどのように産業

や、あるいは暮らしのほうに生かしていくかというのは、これは作ればいいということ
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より、それをどう生かすかということが大きな課題になってきていて、非常にかねてか

らの課題が、いわゆるハード面も含めて整備され、そして今、様々な形でソフトの面で

デジタル、タブレットを使った様々なサービスだとか、非常にお年寄りや生活弱者を含

めて、本当に困った人々に丁寧なサービスができるようになってきていると、これは今

緒についたばかりだということでありますから、それは積極的に活用していきたいとい

うふうに思いますし、併せて働き方改革がこのコロナ禍で一気に重要な課題になってき

たと、そういう意味では、それのための環境整備を進めてきたと、これも光回線が基盤

になければできないということであります。 

  そういった意味で、このデジタル化というのはこの町が生き延びていくために重要な

手段であるというふうに考えております。今、国として大きなこのデジタル改革を進め

ようとしているのは、国は国として、今回のコロナ禍の、例えば給付金の遅れなんかに

ついては、速やかな対応についてはもっと的確にスピード感を持ってやれる方法があっ

たんでないだろうかという反省、それはデジタル化によってその辺については解決して

いるというのはほかの国の事例を見るとはっきりしているというようなことですから、

そういったことで必要な共通化だとか、これから多分出てくるだろうと思います。ただ、

心配されるようにセキュリティの問題はどうなのと、自分たちの秘密にしているものが

全部オープンになっていって、被害を被るのではないだろうかなと。例えば、自分の貯

金がみんなにさらされるのではないだろうかだということだとか、もしなくしたらそれ

がどこかで、何といいますか、大きな問題になるんでないだろうか。こういった払拭は

まだ動いていない様々な、いわゆる専門家の中でも心配をしているところもありますか

ら、そういったところについては、国としてしっかり安全を確保し、少なくとも国民の

皆様方には安心できるような、そういう情報を開示をしていってもらいたいと。ただ、

それぞれみんな、国民一人一人いろいろと温度差がございます。コロナに対してもそこ

そこ動き始めてもいいのではないのだろうかという人もいるし、まだまだしばらくは駄

目だという、様々な人がいますけれども、多くの人方の信頼を得るような形で、そうい

ったその課題の解決に向けて取り組んでいくことが必要なんだろうなと、少なくとも今

ばらばらであるシステムというのは、決してこれは効率的でもないし、もったいないこ

ともたくさんあるんじゃないか。特に国保だとか介護だとか、そういったところでは利

用の仕方があるだるし、それから住基関係も手続関係でも非常に簡便になるというよう

なことであります。いいように考えていくと、それはその便利になった分、新たなサー

ビスですね、これは人と人とのこの対面でのサービスというのは、これまた欠かせない

行政サービスの一つでもありますから、そういったところにしっかり手当を講じていく
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というようなことで、新しい時代に向けての行政システムの在り方としては必要ではな

いんだろうかなと、そんなふうに思っております。 

○委員長（江波戸 明委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑を受けていきたいと思いますが、質疑ありますか。 

  いいですか。質疑ない。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 以上をもちまして、質疑がございませんので、質疑につ

いては町理事者に対する総括質疑を終わっていきたいと思います。 

  以上をもって、認定第１号から認定第６号までの令和２年度各会計歳入歳出決算に対

する質疑を終結いたしました。 

  これより、認定ごとに討論、採決を行いたいと思います。 

  初めに、認定第１号令和２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。 

  討論ありますか。 

  ２番、山本委員。 

○２番（山本和子委員） 令和２年度上士幌町一般会計決算の認定に対する反対討論を行

います。 

  いまだ猛威を振るうコロナ感染症の収束は見えず、病床逼迫の下、自宅で命を落とす

方が増え続けています。これは昨年からの経済を回すこと優先、またオリンピックの優

先など、命をおろそかにする国の政治の責任は大きいと思います。 

  こういう中で、国の政治のほうを見ますと、軍事費は過去最高、医療問題では病床が

逼迫しているにもかかわらず、今年５月には病床約１万床を減らす病床削減推進法が可

決されました。直接これが町の政治と関わるかということについては、直接の影響はあ

るかないかはここで議論するところではないと思いますが、このようにコロナ対策に追

われた１年ではありますが、町独自の対策等が不十分と考えております。国の進める地

方創生を積極的に推進しているのか、していいのかという疑問を常に私は持っています。 

  ３点にわたり、反対討論いたします。 

  財政問題とまちづくりの問題です。 

  上士幌町はふるさと納税金や道の駅など国の交付金や、100％交付税で措置される地
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方債の活用などで、比較的財政的には安定しているかと思います。こういう中で、地方

債残高は過去最高の約105億円で、交付税措置される金額を除くと、町の負担は約26億

円となっていると報告を受けています。しかし、いくら借金を国で見てくれるとはいえ、

私たちの税金ですので、必要最小限とするべきと考えます。また、令和２年度は今後の

大きな事業のために、企業版ふるさと納税制度を導入いたしました。企業の交付金頼み

のまちづくりを行うべきではないと私は考えております。 

  ②番目の、デジタル化とまちづくりの問題です。 

  2017年度から導入されたマイナンバーを国民健康保険証とひもづけするためのシステ

ムの改修を令和２年度に行いました。そして、令和３年度から運用開始となっています。

今後、国はさらに免許証や銀行の口座など、いろいろひもづけをする予定です。さらに、

９月１日にデジタル庁が発足したことにより、今後各種政策の統一化なども進められる

のではないかと、また、情報漏洩や町民のサービス低下になるのではないかと心配され

ます。町も進めているデジタル化によるスマートシティ等が、本当に町民の幸せになる

のかという心配をするところです。町長が答弁で言うように、便利になり、それが町民

の幸せに関わり、職員との関わりも出てくるのではないかと期待するところです。 

  そのように、町民の生活や安心が深まり、まちづくりに生かされるのであれば、もち

ろんそれに越したことはありません。しかし、国のほうでの政策の中では、情報漏洩の

心配もありますし、町民のサービス低下等に統一されるのではないかということも心配

されるところです。これは国の方針と私は考えておりますので、そのところは十分気を

つけながらまちづくりをしていかなければいけないと私は思っています。 

  また、令和２年度、３年度もそうなんですが、コロナ対策に関わる国の臨時交付金が

かなり来ました。しかし、その使い道はＩＴ関係やデジタル関係が多く、直接町民の負

担の生活の軽減に関わるものというのは少なかったように私は思っています。これは国

の責任なんですが、それとして、町としても、では町独自のコロナ対策、生活が大変な

方への給付等をする予算も組まれてよかったのではないかなと私は考えています。 

  あと、３番の問題ですが、平和の問題です。これは特に質問はいたしませんでしたが、

令和２年度はコロナ禍で国民が大変な思いをしている中で、医療が崩壊する中で、軍事

費は国の予算は過去最高の５兆3,200億円です。令和３年度はさらに増えています。こ

ういう中で、自衛隊の在り方もきちんと検討されるべきであり、自衛隊協力会の補助金

等も含めた決算のため、反対いたします。 

○委員長（江波戸 明委員長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

  ありますか。 
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  ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 認定第１号令和２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、北海道に新型コロナウイルスの緊急事態宣言が出されている中、ワクチン接種

や感染症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、本町が実施している各

種助成対策と、国、北海道が助成措置等連携して、有効な対策を実施していただくこと

と、町民生活が安心・安全に暮らせるように、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９日、10日の２日間、決算審査特別委員会において、令

和２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２年

度の大型事業としては、消防庁舎建設事業が一部外構工事を除いて９億2,948万9,000円

で実施され、完成しました。町民の安全・安心な生活を守る防災拠点として、今後の活

躍が期待されるところです。また、ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金から繰入れ

により、26事業に１億3,545万5,000円、ふるさと納税・生涯活躍いきがい基金から繰入

れにより、９事業6,245万1,000円、ふるさと納税指定寄附分より、50事業に１億4,176万

7,000円が充当され、町民生活を支えている各種事業に活用されています。改めて、ふ

るさと納税で本町を支援いただいている皆様に深く感謝申し上げます。 

  そのほかでも、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く決算内容と評価し、この決算を認定すること

といたします。 

  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（江波戸 明委員長） 次に、本案に対する反対の討論を行います。 

  討論ありますか。 

  ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 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。 

（発言する声なし） 

○委員長（江波戸 明委員長） 討論がほかにありませんので、これをもって、認定第１

号に対する討論を終結いたします。 
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  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（江波戸 明委員長） 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。 

  ここで暫時休憩をいたします。一時休憩になります。15分の休憩を取ります。 

  引き続きやったほうがいい。 

  そうですか。そうしたら、引き続きいきます。 

  失礼、皆さん方の熱い肉声を受けまして。 

  引き続きいきます。 

  次は特別会計の部分に入りたいと思います。 

  次に、認定第２号令和２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。 

  討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） 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（江波戸 明委員長） 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。 

  引き続き、後期高齢者医療特別会計の討論に入ります。 

  次に、認定第３号令和２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。 

（「なし」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） 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。 
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（「異議なし」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） 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しました。 

  引き続き、介護保険特別会計の討論であります。 

  次に、認定第４号令和２年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

討論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） 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（江波戸 明委員長） 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。 

  引き続き水道事業特別会計の討論に入ります。 

  次に、認定第５号令和２年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

討論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） 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（江波戸 明委員長） 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、公共下水道事業特別会計の討論であります。 

  認定第６号令和２年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

討論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」の声） 
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○委員長（江波戸 明委員長） 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（江波戸 明委員長） 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。 

  これにて、特別会計の全ての部分については認定されたという形になります。 

  委員長の報告になります。 

  以上で、本特別委員会に付託されました認定の審査は全て終了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  付託事件審査報告の委員長報告は、正副委員長にご一任いただくことにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（江波戸 明委員長） 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。 

  この２日間、皆さん方の特段のご協力の下、令和２年度の決算に関する対応について

は無事終了させたと思います。今回の議論を含めて、令和３年、次の予算期に向けて、

十分に今日の質疑を活用しながら、よりよい町を作っていただきたいと思います。大変

ご協力いただきましたことを厚く御礼申し上げ、以上で委員会を終了することといたし

ます。 

  以上で閉会いたします。 

（午後 ３時１５分） 
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