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欠 員  －名 

 
○   出  席 
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出席した者の職氏名 
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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回予算審査特別委員会を開催いたします。 

  初めに、馬場敏美委員長からご挨拶を申し上げます。 

○委員長（馬場敏美委員長） 改めまして、おはようございます。 

  このたび、令和４年度各会計予算の審査に当たり、予算審査特別委員会の委員長を務

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

のご協力によりましてスムーズな審査をお願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

  審議に当たりましてお願いを申し上げます。審議は会議規則及び議会運用例に基づき、

議題外にわたらないように、かつ簡潔に質疑をされますようお願いいたします。質疑の

過程で微妙な部分もあろうかとは存じますが、ご協力をお願い申し上げます。 

  それでは、ただいまより第１回予算審査特別委員会を開会いたします。 

  初めに、本日の本委員会傍聴の取扱いについてご協議いたします。 

  お諮りいたします。 

  本日の委員会の傍聴は、委員会の審議に支障がありませんので、これを許可すること

といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、委員会条例第17条の規定により、本日の委員会の傍聴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、

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

います。 

  次に、会議録署名委員の指名方法についてお諮りいたします。 

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

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

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（馬場敏美委員長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、本特別委員会の会議記録署名委員は、委員長において指名することに決定い

たしました。 

  それでは、本特別委員会の会議記録署名委員は、委員長において、５番、早坂清光委

員、６番、小椋茂明委員を指名いたします。 

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

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

ころであります。 

  それでは、お諮りいたします。 

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

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

すが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） ご異議なしと認めます。 

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

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

ました。 

  これより、本特別会計に付託されております案件の審査を行います。 

  本特別委員会に令和４年３月２日に付託されました議案第14号から議案第19号までの

令和４年度上士幌町一般会計予算及び５特別会計予算の６件を一括して議題といたしま

す。 

  令和４年度各会計予算の提案説明は３月２日の議会本会議において行われております

ので、これを省略いたします。 

  それでは、議案第14号令和４年度上士幌町一般会計予算から質疑に入ります。 

  初めに、歳出の事項別明細書から質疑を行います。 

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

す。 

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

ページを区切って質疑を行いますので、併せてご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

  それでは、議会費から始めます。歳出の議会費は、38ページから39ページまでです。

質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 
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○委員長（馬場敏美委員長） 質疑はありませんので、次に、総務費に入りますが、総務

費は１目一般管理費から５目会計管理費までと６目企画費から11目公共施設整備基金費

まで、12目地域振興対策費から16目電子計算費まで、その後、２項徴税費以降の４区分

に区切って質疑を行います。 

  総務費は40ページから53ページまで、一般管理費から会計管理費までの質疑を行いま

す。 

  質疑ありますか。 

  ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） 43ページになります。人件費、職員分というところで質問させ

ていただきます。 

  年代別職員等の人数についてということで資料もいただいているんですけれども、正

職員の配置について、各特別会計も含めて、いろいろなところで計上されていますけれ

ども、この部分で、職員70名分ということで計上されていますよね。昨年は75名分とい

うことで計上されているものですから、総体の正職員数が減員になって、ここに５人分

少なくなっているのか、ほかのところの予算計上との兼ね合いで、ここでは70人と言っ

ているのか、その辺の兼ね合いについて説明お願いします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課長、船戸竜一課長。 

○船戸竜一総務課長 昨年の職員よりも減ったということなんですけれども、昨年の採用

段階で、職員を何名か採用したんですけれども、予定数に達していない職員数がありま

す。例えば、保育教諭とか、そういうところの職員が達していませんので、一応その部

分も今のところ減っているということで、まずはここにのせていないということです。

今後採用等になったときについては補正等で対応していくと、そのような考え方を持っ

ております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） 続けて、人件費の関係なんですが、次のページの準職員のとこ

ろの、準職員分となっている部分なんですが、たしか昨年も同じ人員数10名ということ

で、昨年は6,161万7,000円というのが当初の予算だったと思うんですが、大きく減額と

いうか、計上が少なく、5,500万ほどになっているんですけれども、その分については

どういうことでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 ここでは準職員10名となっていますけれども、総体では１名減とな
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ります。その給与、その他含めて減額というふうになります。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

（「いいですか、続けて、もう１回、もう１点だけ」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） それでは、続けて、あと２点だけ、この質問でさせていただき

ます。 

  事務補助の部分の、これも昨年当初では１億9,670万1,000円でしたけれども、今回１

億7,861万3,000円ということで計上されて、これは人員数が減っているという意味合い

のことで理解すればいいのかということと、もう１点は、地域おこし協力隊の関係で

9,620万7,000円ということで計上されていますけれども、令和３年度の補正予算のとき

に説明受けたのでは、現在21名だということでなっていますということで、３年の任期

が来たり、途中で退職される方がいらっしゃるかもしれませんけれども、いただいた資

料では、19人ということで表示されていますけれども、ここに計上されているのは何人

分ということで計上されているのかお聞きします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 まず、事務補助なんですけれども、今年については若干協力隊等を

含めて採用を予定しておりますので、少なくなっているというふうにご理解いただけれ

ばと思います。 

  また、地域おこし協力隊につきましては、延べ人数なんですけれども、23名分で計上

させていただいています。ただ、こちらも、今現在で採用がまだできていない隊員数も

ありますので、若干少なめに、１名ほど少なく計上している状況でございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかにありませんか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 42ページの国民保護協議会の経費なんですが、今年度実際に会

議開かれたかなというのと、それから令和４年度に対する報酬等含まれていますが、会

議の予定等あるのかどうか質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、澁谷主査。 

○澁谷 真総務課主査 今年度につきましては会議を開催しておりません。今のところ一

応報酬等予算計上しておりますが、現状ではちょっとまだ開催のめどは立っておりませ

ん。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 
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  ほかにございませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） ページ数、40ページの行政区運営経費、これについての考え

方含めてちょっと確認したいと思いますが、今、行政区については、設置条例で、行政

区長等については報酬があったり、また、行政区の一定程度の支援もあると思いますけ

れども、今、町内会が、行政区の在り方の中で大きく変化しながら、かなりの行政区が

町内会という呼び名と、それから、町としては行政区という設置条例に基づいた呼称を

使っているんですけれども、どうも、これから難しくなってきている部分は、やっぱり

地域コミュニケーションを含めて、行政区からの情報とか、そういう町との連携、これ

が非常に不足してて、行政区長の会議も年に、今年度はやったかという部分ありますけ

れども、きっとそのぐらいでなかなか連携は取れていないんじゃないかと、予算の中を

見ても、新たなそういう発想がないような予算になっていますけれども、やはり行政区

設置条例の中の趣旨の１つは、町に対して連携と要望の窓口がこういう１つの仕組みを

つくっているんじゃないかと思いますけれども、この辺についての考え方について、担

当のほうから説明いただければありがたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 行政区の関係についてお答えしたいと思います。 

  今、委員おっしゃられたとおり、行政区と町内会と呼び名が２つあるような形できて

います。その中で、町としては行政区ということで、町のいろいろな課題等々について

審議する場所になるかなと考えております。 

  その中で、なかなかその活動ができていない、それから、その行政区からの聞き取り

等ですとか審議含めて、もっと活発にということだと思うんですけれども、１つは、コ

ロナ禍ということがあったのかなと考えております。また、もう一つは、こちらのほう

活発化させるために、行政区の区長さんに対しての研修会等で緊密な連携を取りながら

進めていきたいということは考えております。その中からいろいろな課題を吸い上げて

解決していきたいというような考え方を持っております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） そういう部分で、かなり前向きに行政区と取り組んでくれる

のかなという認識はさせていただきました。やっぱり前にもあったんですけれども、も

っと広い先進的な行政区とか、町内会。非常に町内会と行政区の取扱い難しいと思うん

ですけれども、行政区は行政区の仕事という部分で明確にあるかもしれませんけれども、

町内会はもっと違う固まりになっていますから、ここら辺も含めて、ただ、町内会がし
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っかり活動してくれないと、行政区長という１つの委嘱もらったとしても、活動範囲が

すごく狭い範囲でしかできないのかなと思いますので、そういう研修を重ねながら町民

の連携と、それから情報をいかに町が取り込むかと、そういう部分で今前向きに対応す

るという認識していますし、予算あまりかかるものじゃないんですけれども、そういう

認識しています。 

  もう一方、かつて何年か前に研修という部分で、ある程度泊数も基本的に入れて、先

進的なところへ行って勉強したりとか、そういう機会もあったと思うんですけれども、

今年の中では入っていないという認識はしていますけれども、そこら辺についての考え

方も再度確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 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、まず、町内会と行政区と、そのすみ分けで

はないんですけれども、やはり全てが重複しているわけではないという部分については、

なかなか厳しいものがあるかなと考えております。 

  また、行政区だからこそ持っている課題、それを行政が吸い上げていかなければいけ

ないという考え方も持っておりますので、この辺については活性化するような形で考え

ていかなければいけないとは考えております。 

  ただ、なかなか都会の状況を見ますと、この組織率が下がっている等という、そちら

の問題もありますので、本町においては、そうならないような形で取り組んでいきたい

と考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいです。 

  ほかにありますか。 

  ３番…… 

  総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 すみません、途中で切って申し訳ありませんでした。 

  ちなみに、行政区の運営費の中の費用弁償について見させていただきまして、今年も

一応研修会については考えている状況でございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ３番、伊東久子委員。 

○３番（伊東久子委員） 52ページのアスベストの関係についてお聞きします。 

  これは毎年16万5,000円で、状況検査調査業務やっていますけれども、多分これ、西

団地の古い住宅を壊したときの煙突にアスベストがあるということで検査をしたんだろ

うと思うんですけれども、このアスベストがあったのかないのか、それともこれに係る、

今回も西保育所解体だとか、格技場解体するために古い建物についてはアスベストを使
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われてたような気がするんですけれども、これで、この煙突のこれだけで、こっちには

入っていないのか、旧の西保育所等、アスベストの検査はしなくていいのかどうか、そ

こら辺お聞きいたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、澁谷主査。 

○澁谷 真総務課主査 ここに計上しているアスベスト検査費用ですけれども、総務課の

ほうで管轄している糠平文化ホールと糠平スキー場の管理棟、あと北門小学校の屋体の

煙突にアスベストが使われているような状況です。西保育所については、アスベストの

ほうは使われておりません。ここが使われているため、毎年どのように、飛散状況、飛

んでいるか、飛んでいないかというような飛散状況の調査を毎年行っている状況でござ

います。 

○委員長（馬場敏美委員長） ３番、伊東久子委員。 

○３番（伊東久子委員） では、現状はその飛散はしていないということなんですか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、澁谷主査。 

○澁谷 真総務課主査 今のところ、環境省のほうで指摘されている飛散、そこまでのひ

どい飛散ではありませんけれども、スキー場、管理棟のほうが若干ちょっと多く出てい

るような状況なので、今後も調査して飛散のほうの状況を毎年確認していきたいなと考

えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ３番、伊東久子委員。 

○３番（伊東久子委員） 何かテレビ報道なんか見ていても、アスベスト、中皮腫という

か、がんになるということが結構出ていましたので、もしあれば急いで取り去るという

か、取ったほうがいいんじゃないかなと思って質問しました。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 今のお話の中で、西団地のお話がございましたので、付け加えさせ

ていただきますけれども、西団地のほう、公営住宅のほうではアスベストを含有してい

る材料は使っておりませんので、その辺ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ６番、小椋茂明委員。 

○６番（小椋茂明委員） 45ページになります。地域おこし協力隊の関係なんですけれど

も、別紙資料を提出いただいて、年度別採用とか退任後の状況というのは資料をいただ

いたんですけれども、３月１日現在で、在職21名という資料あるんですけれども、この

方々の４年度、次年度の予定、また、新規採用の予定というのをお願いします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、船戸課長。 
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○船戸竜一総務課長 お待たせしました。現在、21名ということなんですけれども、来年

度、４月１日には19名となります。それで、一応今のところ、今後採用については、あ

と５名ほど考えていきたいというような方針を持っております。生涯活躍のまち推進員

が２名、それから特産品開発推進員１名、それから地域福祉活動支援員１名、ＳＤＧs

推進員１名ということで、今のところ、あと５名ほど採用を考えていきたいというのが

今現状となっております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ６番、小椋茂明委員。 

○６番（小椋茂明委員） もう１点、53ページ、先ほどもちらっと出ましたけれども、旧

西保育所解体と旧格技場解体ということありますけれども、解体後の土地利用の見込み

などがありましたらお願いします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、澁谷主査。 

○澁谷 真総務課主査 今後の土地利用ですけれども、今のところ土地利用の計画はあり

ませんけれども、今後跡地利用を協議していく予定となっております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 地域おこし協力隊の中で、ダブらないように質問したいと思う

んですが、今現在21名で、来年度は新規採用５名で、そうしますと４月、19人で若干増

える形になると思うんですが、その地域おこし協力隊の部署と、そういうことについて

は、課からの要請があって決めると思うんですが、その辺と、町長部局、その部と課と

のどういう積み重ねで決めるのか、例えば、先ほどＳＤＧsがどうの、ｋａｒｃｈにつ

いては今多分いないから、多分穴埋めになるのかなと思うんです。その辺について、き

ちんとすり合わせてをして決めるのか、どっちが優先されるのか、まず確認したいと思

うんです。 

○委員長（馬場敏美委員長） 副町長、杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 地域おこし協力隊の部分については、今委員からありましたとおり、

当該部局のほうからそういう提案もある場合もありますし、そこの政策的に課題解決に

向けてそういう隊員を配置しなければいけない場合と、これは両方ございます。 

  例えば、今、先ほど総務課長からありましたＳＤＧsの部分ですとか、いう部分でい

けば、これは課と話しながら配置の検討を行ってきておりますし、地域福祉の協力隊員

さん、これ人材の確保を含めて、そういう活動をしていただくという部分については、

現課のほうからも団体等と話しながら、そういう提案をいただいて決めてきている。基
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本的にはそういう形で配置を決めてきているということでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 町の政策的な募集については町の責任になる、責任というか、

質問は対象になると思うんですが、課ごとに何か気になる課の協力隊の扱いといいます

か、気になる点もあるんですが、それは、その課ごとに質問したほうがよりいいのかな

という気もいたしますが、例えば採用するときに、必要で採用するんですけれども、そ

の後について、例えば今年採用しても、来年、再来年というふうに、その部署を生かす

ときには臨時職員で採用することもあるけれども、どうなるんだろうとか、例えば４人、

５人必要だったのに辞めちゃって、また採用すると、ところが、６月に採用したり、ぎ

りぎり２月、３月に採用したりで、穴埋め的な形にちょっと見えちゃうので、それは課

ごとにきちんと説明もらったほうがいいのかどうか確認して、ここで説明しても課の担

当が違えば違う、その辺について、副町長に質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 その協力隊の役割の部分について、委員のほうから、それぞれのご質

問という部分であれば、その際にご質問いただければと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかにありますか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 43ページの人権擁護相談経費の部分で、ここの分で、昨年度

講演を予定していた予算があったんですが、今年ちょっとは落ちているなという認識し

ていますけれども、やはりこれからは、この人権的な部分の学習の機会といいますか、

町民に対応して、そういう機会が必要でないかなという認識もしますので、ここら辺ち

ょっと僕のほうの見落としか、それとも予算が本当についていなかったのか、そこら辺

ちょっと確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 町民課、青木課長。 

○青木弘彦町民課長 人権擁護相談経費のところの昨年講演会があったということですけ

れども、昨年度につきましては、法務省の委託事業を受ける、輪番制で受ける年であっ

たので、昨年度単年度でその事業は、人権擁護委員の経費の中に講演会の経費を見てい

たところであります。なので、今年度の、令和４年度の予算にはそれは計上されており

ません。講演会の中止の経緯は、コロナ禍により、12月に予定していたんですけれども、

その分は中止させていただきました。今後につきましては、確かにおっしゃるとおり、
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人権の関係、これからコロナの被害だとか、そういった、今まではいろいろなテーマを

持って、各学校に行って講演というよりは、一緒にお話をしたりとか、そういう場を持

ってきているんですけれども、今後につきましても、まず、学校に対しては引き続き継

続して、そういった活動を行っていくと、あと一般の方向けの人権擁護に関しては、そ

の他町の中でもいろいろな講演会等ございますので、そこに併せて、その中の１つのテ

ーマとして、もし考えられるんであれば入れ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（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、経過についてはある程度承知しましたけれども、これか

らの人権というのは非常に人と人の付き合いの中で、なかなか吐き出せない１つの課題

だという部分結構あると思っているんですよ。ですから、できれば、多くの人たちが、

関係あるかないか別にしても、やっぱりそういう手続とか、在り方とか、対応の仕方と

いうのは、僕は重要なことだと思いますので、併せて、今年はどうする、こうする別に

しましても、やっぱりそこにもこれから注目していかないと、この5,000人の町かやっ

ぱりコミュニティの部分も含めて必要なことだというふうに認識していますので、それ

についても再度確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 町民課、青木課長。 

○青木弘彦町民課長 委員おっしゃるとおりの部分もございますので、それにつきまして

は、人権擁護委員と一緒に新年度におきましても、内容を検討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（馬場敏美委員長） ほかにありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 43ページの人件費の係る部分で、今日いろいろな意味で、職

員の定年制の問題もいろいろ出てくるかと思いますけれども、今、定年制の延長に係る

前段として再任用という部分で、かなり職員が多くなるということは別にしましても、

やはり、この数年間で見ますと、職員の人数、総体的に、ほかの部署のこともあるかと

思いますけれども、増えてきています。また、そこで大事なのは、再任用する方につい

ては、やっぱり行政のベテランというか、経験とかいろいろ範囲で対応していますので、

どういう人材をうまく使うかという部分等含めて活躍してもらうかという場づくりも当

然必要だと思いますけれども、そこら辺について、総務課の判断は別にしても、人事配

置の関係について、うまく対応できているかどうかもちょっと確認したいと思いますけ
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れども、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 今の委員のほうからありましたように、再任用職員の関係でございま

すけれども、現状、今８人、今年度、今いる状況でございますけれども、今、委員から

ありましたとおり、管理職ですとか、それぞれ多くの行政経験を積んだ方が再任用の希

望を受けて、町のほうで再任用を決めていくというような手続で行っておりますけれど

も、それぞれ配置のほうにつきましては、その経験を生かして、それぞれの場所で活躍、

業務行っていただくというようなことで、町の理事者のほうとしては配置をしてきてい

るところでございます。やっぱりこれまでのその行政経験と、そのネットワークという

部分は非常に大きいものだというふうに考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかにありませんか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 先ほどの地域おこし協力隊で、担当課のほうにももちろん質問

するんですが、全体的な方針として、私広報の中で、こういうふうに、誰が採用された

と、これ全部取って読んでいて、どこの部署、全部チェックしているんですが、地域を

変えていく新しい力となって、協力隊員のいろいろな新しい上士幌に息吹を吹き入れる

のは分かるんですが、私は職員も全部チェックするんですが、全然分からない方もいた

り、今確認しながらいるんですが、やっぱり基本になるのは職員だと思うんですよ。職

員の方々が本当に元気に生き生きと活動し、地域の方々と一緒に変えていくのが、私本

当なのかなと思うんですが、もちろん地域協力隊の方もそこに参加するんですが、新し

い力をそこからもらうことはもらうんですが、やっぱり中心なのは職員だと思うんです

けれども、その辺が、協力隊員はころころ変わるし、協力隊員がこれすると言ったら、

広報に全部出るし、今回の広報もひどいと思うんですが、今まで職員の方が一生懸命頑

張ってきたのに、何で協力隊員が広報の表紙飾ったら、そこに協力隊員名前が出るんだ

ろうとか、そういう何となく職員の方をもちろん大事にして仕事を一生懸命してもらっ

ているんですが、そこの価値観というか、若干ちょっと協力隊員のほうを評価というん

ですが、目立つような形になっているのかなという気がしますが、それぞれの役割があ

りますので、息吹を入れたとしても、職員中心にまとまって、町民も含めてまちづくり

するという観点に立ってほしいなと思っています。その辺について、誰に質問するのか、

副町長に確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 杉原副町長。 
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○杉原祐二副町長 その職員と協力隊、今どちらがというようなことは全く意図している

の部分ではございません。地域おこし協力隊の方は、着任して、これから活動しますよ

という部分で、広報でご紹介させていただいているということでございます。 

  委員のほうからもありましたとおり、ある意味、全国からそういうまちづくり、その

隊員の任務において、やる気を持ってこの上士幌に来ていただいているということでご

ざいます。 

  ただ、その職員との関係でございますけれども、当然に、その協力隊員の活動におい

ては、職員のほうと、ある意味指導なり、こういう活動をというようなことを連携しな

から行っているということでございますので、その協力隊員の、当然活動を縛るという

ことではないですけれども、役場の職員と連携しながら活動を行ってきていただいてい

るということでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかにありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、ちょうど山本委員からあった協力隊の部分で、45ページ

の部分で、協力隊、総務費で、総務省のある程度財源で、そんなにリスクしょわないと。

ただ、この大きな目的、総務省の目的については、やっぱり都会から、また、そういう

地方へという１つの流れの中で、そこでどういうふうに定住なり、そういう地場で頑張

ってもらえるかと、こういう趣旨だというふうに僕は認識していますけれども、先般も

らった資料の中では、定住率が43.75％、それから退職者は、69名中退職人数が48名で、

在職が21名という形で、この数字だけ見たらすごくうちの町の協力隊の定住率とかとい

う部分あるんですけれども、我々の中に、町のほうもそうなんですけれども、こういう

仕事がしたいから、こういうふうに将来対応したいからという部分で採用しているのか、

ちょっといかがかなという感じもする部分あります。 

  先ほどの保育所の関係でも、やっぱり保育所の部分について協力隊でなくて、違う形

がしっかりしたほうがいいとか、目的を持って対応するという部分で、対応すると、そ

の隊員もかなり一生懸命頑張れる、方向性が出てくるという部分あるかと思います。 

  うちの町とか東川、管内では新得がこの隊員の来てもらっている率高いというのは、

魅力があるからだというふうに僕は認識しています。多くの町村は、なかなか協力隊も

採用し切れなくて、来てくれないとか、一生懸命対応していますけれども、うちの町の

将来、この協力隊、できれば意欲を持たせるような、持ってもらうような協力隊を採用

していかないとならないという部分もありますし、採用自身もかなり厳しくなってくる
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なと、人材確保という部分で。そこら辺について、若干、将来も含めて、それから今の

定住も含めて、状況について、どういうふうに認識しているか、ここをちょっと確認し

たいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 地域おこし協力隊の業務、その後の部分というようなお話かと思いま

す。当然、採用に当たっては、面接を行って採用を決めてきているところでございます

けれども、そのときに、その面接の際には、その後、どういった考えありますかという

ようなこともお伺いさせていただいているところでございます。 

  委員ご承知のとおり、この地域おこし協力隊の総務省の制度の中で、例えば、隊員が

終えてから次の、例えば何か事業を起こすですとか、資格を取るですとかという場合に

おいては、助成する制度がございまして、町も要綱を設置してきているところでござい

ます。これも特別交付税の措置があるというようなことで、そういった部分の支援制度

を活用しながら、町としてもそういう設定をさせていただいているところでございます。 

  定住率の部分でいけば、総務省の最近の調査では、全国では約50％というようなこと

でございますので、本町においては、人数はうちの規模でいけば多いほうだと思います

けれども、その全国平均とほぼ同様であるというような状況でございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 評価については、やはり一定程度という部分ありますけれど

も、もう少しうまく対応してくれるのが、やっぱり町民との関わりが少し少ないかなと、

そこら辺もうまく引き出しながら、町民等のやっぱり課題もいち早く見つけてもらいな

がら、一定程度、毎年更新の３年間ですから、最長。そういう部分を含めて、この短期

間の中で本当に対応できるかどうかは別にしましても、そういうがっちり対応してほし

いと部分と、お試し協力隊という部分もこれから出てきているというふうに認識してい

ます。その中では、やっぱり人材の確保なり、その人たちが上士幌にとっては頑張れる

なと、そういう生地づくり等含めて、やっぱりそういう協力隊も本町の担い手の１人に

なるというふうに認識していますから、そういうところを積極的に活用しながら対応し

ていただければ、定住化率と、それからやっぱり地方の人口維持とか、そういう部分に

かなり寄与する部分がある。ただ、しっかりとした職場がないという部分をつくってい

かないと、なかなかそこで生活を継続できないという部分もありますから、そういうこ

とを一緒に考えながら町も採用していただければと思いますので、まだ、もう１回確認

させていただきたいと思います。 



－16－ 

○委員長（馬場敏美委員長） 杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 今、委員おっしゃるとおりだと思います。地域おこし協力隊のお試し

という制度もできておりますし、また、なかなか協力隊を募集しても、募集するという

活動においても、経費がかかるというような状況もありますので、それも特別交付税措

置がされている状況でございますので、そういった制度を活用しながら、よりいい人材

を求めてまいりたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 47ページの企業版ふるさと納税について質問いたします。 

  来年度も今年度と同じくらいのパンフレット等の作成業務が入っていました。昨年と

どのような形でこの業務を行うのか、まず質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 企業版ふるさと納税につきましては、現在につきましては、

今お問合せいただいたものと、あと本町からホームページで周知を図っているというこ

とでございます。来年度につきましても、今後、ふるさとコネクトという企業版ふるさ

と納税の専用のポータルサイトございますので、そちらのほうに本町で進めていくプロ

ジェクトのほうを掲載させていただきながら、中小企業含めた企業への周知を図ってい

きたいと思っております。 

  ここに計上しておりますパンフレット等につきましては、紙のパンフレットももちろ

んですけれども、今後、サイト上のランディングページであるとか、電子的なチラシな

ども含めて、都度必要であれば制作して企業様に向けて周知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（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 今まで、ここ、二、三年ですか、その中で約9,000万集まりま

した。これは来年度使うというほうに、３年かけて使うとなっていますが、それはそれ

でいいんですが、もし令和４年度に新たにあった場合に、この間もらった資料の中で、

企業版ふるさと納税による寄附は、３年以内で使うんですか、使用をすることとされて

いるとなると、もし新たにがっと広げる、予定でもそうなんですが、また新たに企業版

納税金が入れば、それを新たな事業を３年以内にまた起こすことになるのか、その辺に

ついて確認したいと思うんですが、今回は、昨日国の補助金もらいながらＳＤＧs、名
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前忘れましたが、実行委員会組んで使うお金になっています。その辺について、どのよ

うになっていくのか質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 来年度につきましては、まだ寄附の申出がありませんので、

現状ではちょっと分からないところであるんですけれども、当然寄附金につきましては、

本町の再生計画、あと総合戦略にのっとった、地方創生に資する運用について、企業様

からご寄附いただいて、企業につきましては、その地域再生計画に掲載されている、の

っとった事業に寄附することによって、法人税の控除を受けられるということになって

おります。寄附金につきましては、当然企業様から申出いただきまして、そこからこち

らとしても、どの事業に使いますよということでご相談させていただいた上で、今後必

要となる事業費を超える寄附金を受けることはできませんので、そういった形で寄附金

のほうをいただいているところでございます。当然今後まだ予算計上されていない部分

でも、今後必要となる事業が出てくる場合については、そこは相談しながら、どういう

事業の事業費にかかるかも算定しながら、当然議会承認をいただくような事業もありま

すけれども、そういった部分でまた委員の皆様にご協議させていただきたいと思ってお

ります。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 大体分かりました。来年度どういうふうになるか分かりません

が、もしうまくマッチングできて、町はこういう事業したいんだけれども、それに向け

て、もしかして寄附があった場合、その事業に生かすこともあり得るだろうし、たまた

ま町全体を応援する方で、企業がお金くれた場合は、それはどこにするか、また相談し

なければいけないと、そんなふうに捉えていいのかなと。何か以前だったら、企業の納

税というのはそういう形で、ある事業にするからどうですかというのは、もともと税控

除があまりないときに、そういうふうになったんだろうなと思って、あまりにも企業、

企業で行くと、それによって事業がどんどん増えるのもどうなのかなと思いましたので、

それはきちんと議論をしながら企業のお金を生かすようにしてほしいなと思って質問さ

せてもらいました。確認なんですが、質問させてもらいました。それでよろしいでしょ

うか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 委員おっしゃるように、今後そういう企業等と申出、ご相談、

ご連絡をいただく際には、本町の抱えている課題事業、プロジェクトも含めてご相談し
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ながら、これぐらいの寄附金、例えば、この事業に対してはこれぐらいの寄附金が必要

ですということで、ご相談しながら決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（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 46ページから47ページにかけたふるさと納税推進事業につい

て、３点ほど質問したいと思います。 

  まず、ふるさと納税の事業の01の報酬、会計年度任用職員の報酬が75万4,000円と、

会計年度任用職員の報酬というのは、どういうことを指しているのかなという中身がち

ょっと分からなかったものですから、これについて、ちょっと確認したいと思います。 

  それと、続きまして、委託の分、12の委託料の分であります。これはふるさと納税の

特産品の発送業務という部分で、かなり大きな金額がなされておりますが、この大きく、

この中身ですね、ちょっと資料として、これだけで分かりませんので、おおむねの中身、

これだけの大型の予算を組んでいますから、当然中身的な部分では、ある程度我々につ

いても情報的に知っておきたいなというふうに認識しております。 

  それと、13の使用料及び賃借料のパソコン使用料が約100万という部分で、使用料で

100万ぐらいかけたほうがいいのか、それともかけざるを得ないのか、使用料、賃借料

にしないとならないのか、ここら辺、ちょっと僕も、これだけの金だったら買ったほう

がいいのか、そういう認識もちょっとしたものですから、かなり何台か台数も含めて経

済的にどうなのかなという認識していますので、この点は、３点ほどお願いしたいと思

います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 まず、報酬の部分に関わります会計年度任用職員の部分です

けれども、こちらにつきましては、通常の事務補助、よく役場にいらっしゃる方の部分、

フルタイムではなくて、パートタイムの会計年度任用職員となってございます。通常、

今年度もそうなんですけれども、ふるさと納税の繁忙期と言われています11月、12月、

あと１月まで、この時期に、中身的にはワンストップ特例申請書につきまして、それの

開封作業と、また、それの審査、チェックと、あと添付書類が整っているかも含めて、

今年につきましては２名ほど採用させていただきまして、お手伝いいただいているとこ

ろでございます。来年につきましても、令和４年度につきましても、当然ここの部分で

特例申請書が大体年間３万6,000件ぐらい来まして、12月、１月で２万6,000件ぐらい来
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ますので、これは我々担当職員だけではちょっと厳しいという部分がありまして、パー

ト職員のほうを採用していきたいなというふうに考えてございます。 

  続きまして、委託料、ふるさと納税の発送業務の部分だと思うんですけれども、こち

らにつきましては、内容的には、この委託料の中に入っているものは、ふるさと納税の

調達費、物の上士幌町のほうで調達する部分の価格と、あと中間業者にお支払いしてい

る送料、手数料の部分につきまして、年間の寄附から算出させていただいて、予算のほ

うを計上させていただいております。 

  ３点目ですけれども、パソコンにつきましては、ふるさと納税の職員のほうで使用さ

せていただいているパソコンと、あと、今、先ほどお話ししていたワンストップ特例申

請書をマイナンバーカードに関わる個人番号を入力するパソコンと、それと、自動化し

ておりますので、それをスキャニングして、そのパソコンで自動で入力する部分のパソ

コンを、それも含めて計上させているパソコンでございます。パソコンのほうは、先ほ

ど委員からもお話あったように、購入するか、リースかということもあるんですけれど

も、パソコンは一度購入してしまうと、なかなかその保守ができないものですから、そ

の保守も含めてリースしております。中には長期継続契約も含めて契約させていただき

まして、年度途中パソコンが故障した場合に、すぐ対応いただけるような形で、リース

という形を取ってございます。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 一定程度ちょっと分かった部分あったんですけれども、この

ふるさと納税の委託の特産品の発送業務で、送料と物品とありますけれども、私たち知

りたいのは、この物品という部分は、町内のやっぱり業者等にかなり還元されて、町内

でお金が回るというふうになると思いますし、発送も町内業者があるのかどうかは別に

して、郵便局とか含めてあると思うんですけれども、そこら辺、ちょっと知りたいとこ

ろなんですよ。やろうとしていることは分かりますから、もうちょっと数字的に、資料

なんか出してくれてもいいなと。予算ですから、ある程度やっぱりそういう具体的な、

本当に形だけでなくて、やっぱり予算的な部分は、こういう積み上げだよという部分の

大づかみぐらいはきちんと示すべきだと僕認識していますので、そこら辺、再度確認し

たいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 委託料につきましては、当然総務省の５割経費のルールもあ



－20－ 

りますので、３割分、１万円ですと約3,000円分、今は、そこは３割ではなくて28.5％

にしておりますけれども、28.5％税込み分が商品の値段というふうに考えてください。

ただ、１万円だけの返礼品ではありませんので、１万円から最大で３万、５万とかとい

うものはありますので、それを細かく積み上げた部分で、平均から出しています。残り

の部分につきましては、手数料、送料を、こちらのほうは定額で中間業者様にお支払い

していますので、その部分を計上しているとろです。 

  この物の調達費の価格ですけれども、基本的に本町につきましては、地元の企業の特

産品しか扱っていませんので、もちろんこの部分は丸々地元の事業者様に、中間業者を

通してですけれども、お渡しする形になってございます。送料につきましては、定額で

すので、こちらにつきましては、当然北海道から九州に届けるのと、北海道から同じ北

海道で違いますけれども、ここら辺は定額にして、あとは中間業者さんの、そこら辺は

企業努力で送料のほうを、例えば大口契約したりとか、同梱することによって価格を下

げるということでさせていただいているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） ２回目出てこなかった金額的な部分ですね、いかがになって

いるのかなというのはちょっと興味は、興味でないですけれども、物品の分ですね、こ

れは、僕は。 

○委員長（馬場敏美委員長） 少々お待ちください。 

  それでは、ここで10分間の休憩を入れます。 

  10時10分を開会としたいと思います。 

（午前 ９時５８分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時０９分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、よろしいですか。 

  企画財政課、山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 すみません、先ほどの質問ですね。委託料の部分の物の値段

と、あと手数料、送料含めた部分で、お話ししたいと思っております。 

  物の値段につきましては４億3,900万円、約ですね。４億3,900万円でございます。送

料、手数料を含めた部分でございますけれども、こちらについては３億500万でござい
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ます。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 数字いただきました。４億3,000万、４億4,000万ぐらいとい

うことで、やっぱり町内の購買としてはかなり、これ供与しているなという認識します

し、安定的な財源は、町のほうも財源の大きな安定化に対応していると思います。 

  ただ、ちょっと気になったのが、物品の28.5、いわゆる30％という総務省のラインが

あると思うんですけれども、これをちょっと下回っているなと認識しています。できれ

ば30でできないのかなと。それから上限でのやっぱり対応が50％ですから、その辺の対

応も含めて、ちょっと難しいところがあるかと思いますけれども、送料は一定額となっ

ていますから、一定程度30％にして、50％以内で収められるんじゃないかなと思うんで

すけれども、この辺、なぜ30％から28.5にしたのか、この辺だけちょっと確認させてく

ださい。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、山本主査。 

○山本敦志企画財政課主査 委員おっしゃるとおり、物の調達費については３割となって

おりますので、当然30％ちょっきりというか、ぎりぎりにしたほうがよろしいんですけ

れども、ここ数年、これは先日、２月24日付で、事業者様を集めさせていただきまして、

そこでもご説明させていただいたんですけれども、実は、５割に収めるために、その３

割、うちの状態だと３割にしてしまうと、そのほかに係る、当然送料、手数料もありま

すし、そのほかにポータルサイトにかけている手数料もあります。そのほか決済手数料、

クレジット払いの決済だったりとか、それぞれ、例えば携帯会社からそのまま引き落と

しされる方法だったりとか、あとコンビニ払いだとか、そのほか様々な今方法がありま

して、そちらについても、低いものでは1.5％から、高いもので3.5％、これは寄附額に

対して決済手数料かかってございます。 

  さらに、そこのほかに、当然かかる諸経費もございますので、この３割以外の２割と

いうのがどうしてもちょっと飲み込めない状況にございまして、そこで、最近その広告

費につきましても、３年前くらいは1,600万円ほどかけていたんですけれども、今、今

年については、その経費、５割経費をどうしても守るために、実際、ふるさと納税の募

集に係る広告費につきましては、約90万円ほどしかかけておりません。そうしても、な

かなかこの残りの２割分がどうしても経費として下げることができない部分がございま

して、その影響で、これも事業者様にご理解いただいているんですけれども、どうして

も返礼品のほうを下げなくては全体の５割を下げることができずに、ここ数年、そうい
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う状況になってございます。 

  ですので、なるべくこちらについても、ほかの削れる部分で経費は削っていかなくて

はいけないんですけれども、ただ、広告費も過度に削ってしまうと、実はインターネッ

ト広告打てば打つほど当然皆様のスマホだとかパソコンのほうに見られるようになりま

すので、当然目に映る部分については寄附につながるということございます。そういっ

た意味で、こちらのほうは当然５割については守っていかなければいけない部分という

こともありまして、泣く泣くですけれども、事業者様のほうにお願いさせていただきま

して、寄附額の今では28.5％という調達率を原則として進めさせていただいている状況

でございます。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 状況はよく分かりました。そういう意味で、少しでもやっぱ

り町内の購買、町内循環ということは、やっぱり常に頭に入れながら、業者の協力もな

いとできない仕事ですから、十分調整しながら、理解の上で対応していただきたいと。

これはなぜそう言うか、やっぱり町内で回って、町のほうにもふるさと納税という大き

な原資ができますから、そんな認識でいかないと、やっぱり財政、これから先の１つの

大きな町財源の１つになっていますので、その点、しっかり調整しながら、よろしくお

願いしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですね。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 48ページの広報誌発行について質問いたします。 

  確認も含めて質問いたしますが、広報発行につきましては、主査がいて、広報広聴主

査がいて、その下にスタッフがその制作をやっていると思うんですが、スタッフと言い

ましても、それだけやっぱり専門的にやっている方がいると思うんですけれども、その

確認と、それから補正予算のときに質疑して確認できたんですが、協力隊の映像デザイ

ン推進員か、多分このスタッフの中に入るんだと思うんですけれども、この方の役割に

ついて質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課長、佐藤課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 まず、広報の関係ですけれども、企画財政課内の広報担当とし

ては、主査１名、スタッフ１名、２名体制で行っております。 

  そこで、先日補正予算のときにもご質問いただきました映像デザイン推進員の地域お
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こしの関係でございますけれども、若干経緯からご説明申し上げますが、実は令和２年

度におきまして、町のイベントの撮影、あるいは観光パンフ、ふるさと納税のパンフレ

ットに使用する宣材写真、これを専門に撮影する人材が欲しいということで、実は令和

２年度募集した経緯がございます。結果としては、採用には至っておりません。その後、

令和３年度の予算編成時におきまして、生涯活躍のまち上士幌、いわゆるまちづくり会

社のほうから委託料の要望があった際に、そこの広報費、外部に委託する委託料の要望

が出てきたんですけれども、そこの経費を節減するために、それでは企画でおこしを採

用していた人をまちづくり会社に配置をということで、現在、まちづくり会社のほうで

は、その映像デザイン推進員が広報関係だけではなく、そのほかのまちづくり会社の業

務を行っておりますけれども、企画財政課の身分ではありますが、まちづくり会社に派

遣をしているというとろになってございます。 

  そこで、町広報との役割分担の関係ですが、当初は町のほうの広報のほうで欲しかっ

た人材でございますけれども、そういった経緯でまちづくり会社に派遣をしているとい

うこともございますが、町として、やはり欲しい写真等がございまして、当然、映像関

係、スキルを持った人材でございますので、町からはこういったことで写真を撮ってほ

しいといったところで、依頼をかけて撮ってもらっていると。 

  ただ、あくまでも、この映像デザイン推進員の軸足はまちづくり会社ということで、

そこの業務が優先されるわけですけれども、そこに一部町の依頼で広報の写真等を撮っ

てもらっているという状況になってございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） そうしますと、この協力隊については、広報の写真だけに特化

した事業、やるとすれば、そうなるのか。例えば、ずっと町民の方、私も含めて、広報

の表紙が今度どうなんだろうと、物すごく関心があると思うんですよ。表紙というのは、

その時々の、例えばコロナだったらコロナの何とかさんだとか、今こういうイベントが

ないときに、こういうことをやっているサークルがあるんだよとか、多分いろいろな、

卒業式なら卒業式、成人式も含めて、町の今の空気を読んで、今これがいいんじゃない

かということを多分担当の方が考えて、あちこち撮りに行くんですよ。撮りに行って、

何枚も何枚も撮った中で、これはいいだろうかというふうに、その方に確認をして、一

番いいと思う、生き生きしている写真を撮ってきたんだと私は思う、直接お会いしてい

ますので。そのときに、そういうことを感じて、その広報、多分表紙だけじゃなくて、

中のいろいろな記事があるから、いろいろなことを縮めてみたり、大きくしてみたり。

いきなり言ったら、ここを縮めてみたりしながら広報作ってくれるんですが、そういう
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思いで広報をぜひこれからも続けてほしいなとけ思って質問させてもらいました。 

  それと、もう１点は、多分派遣の担当者が撮影しようが、広報担当の職員が撮影しよ

うが同じなんですよ。何で今回は協力隊員の映像写真、何とか推進員が撮りましたとな

るのか、私には全然理解できなかったんですね。前の活動日誌と同じように、協力隊員

はこういう活動していますよ、こういう活動しますといったことをアピールしたかった

のかなと思うんですが、町民から見たら、協力隊員だろうが、担当者だろうが、むしろ

町の職員のほうが密接に結びついているんですよ。来てくれて、これ写真、これでいい

ですかと言ったら、その方々はサークル含めて。多分個人にも、これ採用しますと確認

していますから、すごく生き生きしている写真撮った場合には、すごくサークル含めて

自分も撮りたいなと思う方もいるかもしれない、そういう励みになるんだと思うんです

が、それは職員に対してもすごく町民から見れば励みになるのかな、そういうことを確

認して、ぜひこの映像スキルがあって、専門的な方かもしれません。その後の風を考え

ながらも、ぜひ取り組んでほしいなと思って質問させてもらいました。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課長、佐藤課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 まず、広報の表紙、町のその時々の状況の象徴的な部分で、大

変重要な部分というところは私も認識しているところでございます。あくまでも、この

映像デザイン推進員に全部任せっきりにするというわけでは決してございません。当然

広報担当スタッフもフィールドに出て写真を撮るということは、今後も続けていきます。

今回は映像デザイン推進員の表紙を使わせていただきましたが、その辺については、広

報スタッフとしても、その映像デザインから、そのスキルを学ぶというところもあるか

と思いますので、そこは、この映像デザイン推進員と連携をしながら今後進めていきた

いというところで考えております。 

  委員おっしゃるとおり、町民と接するというところで、やはり町職員もきちっと役割

を果たすという必要性は感じておりますので、今後とも、その辺は留意して対応してい

きたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 48ページの広報広聴の関係でお願いいたします。 

  広報の配布の関係については、各町内会、行政区によっていろいろな方法取っている

と思いますけれども、今日、自分の町内会等含めての印象なり、感じなんですけれども、
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かなりの方が賃貸住宅という形で、町内会に加入していないという方がいます。 

  ただ、これは町内会の約束事の中でいろいろ対応しているかと思いますが、うちの町

内会については、配布をしないと、未加入の方には配布をしないという考え方に立って

いますから、これから、こういう方が結構若い人が多いのかなという認識しながら、そ

ればっかりではないと思うんですけれども、何らかの形で、ネットで配信したのを見て

いるのかなとか、それから、ある程度取り扱っているところが、それを置いているとこ

ろがありますから、そこで対応しているというふうに認識をしていますけれども、おお

むね、そこら辺、どのぐらいの方が、例えば広報が行き届かない方がどういう対応をさ

れているか、そういう調査とか、そういうもの対応しているのかどうか、そこまで１つ、

１点確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、岩隈主査。 

○岩隈亘史企画財政課主査 広報を配布されていない世帯ですが、調査等は実は行ってお

りません。議員がご指摘のとおり、今ホームページ上ですとか、スマートフォンのアプ

リ、マチイロというものがありまして、そこで上士幌町の広報を掲載しているというと

ころで、利用者は徐々に増えつつありますが、やはりまだ見ていない世帯がいるんだろ

うなと思っています。 

  そのほかにでも広報を見ていただく方法として、例えば道の駅ですとか、各種公共施

設ですね、ひがし大雪自然館ですとか、そういったところに配布をして、広報の周知を

図っているというところでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 当面お金かからないでできるのは、やっぱり今一部、これ全

部ならないと思いますけれども、ネット配信、例えばホームページなり、タブレット等

含めて、スマホ等含めて、そういう部分で見られますよという部分は承知されていない

方もいるかと思いますので、当面の対策として、やっぱり広報というのは、いろいろな

町の言いたいことなり、お知らせしたいことなりと、重要なことも結構入っていますか

ら、そこら辺について、少し宣伝しておいたほうがいいのかなと、これについては、そ

んなにお金かからない部分ですから、これについて対応していく考え方についてどうか

なと思いますので、その考え方、確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、岩隈主査。 

○岩隈亘史企画財政課主査 今のはネット、かなりの部分無料でできるところはございま

す。ホームページもそうですし、マチイロという、そのスマートフォンアプリも実は無

料で利用できて、無料で公開できるというふうなところでございます。それでもやはり
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広報の周知が不足しているというご指摘もございますので、例えばＳＮＳですとか、フ

ェイスブック、ツイッター、町の公式のものがございます。これももちろん無料ででき

ているものですので、そういったところでも周知を図っていきたいなと考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） これは52ページの予算が、町有財産の管理経費ですね、この

中に、１つ大きく対応しているのが、13番の使用料及び賃借料で、道の駅の用地の借上

料、これについては20年契約でたしか契約しているというふうに認識しています。20年

といったら、掛け算したらかなり大きなお金がかかる部分かなと、年間160万ですから。

これについて、再度町として、これは理事者の考え方になるかどうか別として、再度契

約を、破棄すれとは言わないんですけれども、解いたりしながら一括で購入、20年たっ

たら、また同じような事態になる可能性過分にあるのでどうなるかなと、ちょっとやっ

ぱり後年次なるべく余分な支出を抑えるということも必要な時期に入ってきているのか

なと思いますので、ここら辺の取扱いについて、もし考え方かがあればちょっと確認し

たいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 この道の駅の借上料に関しては、委員ご承知のとおり、現在の道の駅

の建設に当たって、リース会社さんの土地がありまして、そこの部分の、今でいきます

と、ドックランですとかがある場所になるんですけれども、そこの整備に当たって、そ

の土地について借り上げを行っているというところでございます。 

  この160万のうち、80万がそこの場所の賃貸料ということで、移設したところの部分

については、それぞれ賃貸料を町にいただきましてというようなことで、80万というの

が現在の場所の賃貸料、借上料になっているということでございます。 

  以前にも委員のほうから、そういう形で、それはいわゆる買取りで行ったほうがいい

んじゃないかというようなご指摘も当時いただいたというふうに記憶しております。町

のほうといたしましても、当初そういう形で交渉を進めてきたところでございますけれ

ども、当該相手の所有者の方と協議をしてきた結果、会社としては財産として持ってお

きたいというような回答を得まして、その中で、それが短い間、それを所有者の方に返

してくれと言われたら困りますので、長期の契約をさせていただいたという経緯でござ

います。 

  これも情勢が変わりましたら、できればそういうような買取りということも含めまし
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て、改めてその場面が来ましたら行いたいと思いますけれども、当面はこういう形で借

り上げという形で進めてきているという状況でございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 質疑ありませんので、次に、同じく総務費の53ページから

68ページまで、企画費から公共施設整備基金費までを質疑行います。 

  質疑ありますか。 

  ３番、伊東久子委員。 

○３番（伊東久子委員） 65ページの交通安全に対して、この交通安全啓発資材というと

ころで、ちょっと要望というか、しておきたいと思いますけれども、先日も交通事故が

ありまして、ぶつけたほうも、ぶつけられたほうも、大変な不幸な目に遭ったと思うん

ですけれども、最近、この健康ポイントをためたり、健康になりたいという方の夜の散

歩というか、ジョギングとかがすごく多くなってきているので、たすきに、蛍光になっ

たたすきが欲しいという人たちが結構いるんですね。ちょうどこの間の事故は、薄暮の

時間帯というのかな、そんな感じだったけれども、夜結構走ったり散歩している人が多

いので、そういう、ほんのちょっとの予算だと思うんですけれども、そういうことでき

ないかどうか、担当課としてお願いできませんか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 町民課、大塚主査。 

○大塚利晃町民課主査 ただいまの伊東委員のご意見についてお答えしたいと思います。 

  当初、４年度予算の中では、今言われた予算のほうは見ていなかった部分があります。

今そういうお話をちょっとお聞きいたしましたので、内部のほうで検討のほうをさせて

いただきたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ９番、斉藤委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 66ページに、労働安全衛生管理経費ということかございます。

お聞きしたい、まず１点目なんですけれども、労働安全衛生委員会、令和３年度に開催

されたかどうか、お聞きしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 令和３年度については、実施ができなかったという状況でございま

す。 

○委員長（馬場敏美委員長） 斉藤明宏委員。 
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○９番（斉藤明宏委員） ご存じのように、現状コロナ禍ということがございまして、職

員の皆さんについても、やはりそういった労働安全衛生、特に健康面のことについては

十分留意しなくてはならない部分かなというふうに思います。 

  ここに計上されている委託料というのは、お医者さんに対する委託料なのかなという

ふうに承知していますが、そういった意味で、令和４年度にはぜひそういった職員の皆

さんの健康管理という面からも、労働安全衛生委員会をぜひ開催されて、職場の健康管

理の部分でも、ぜひ注意を払っていただきたいなと思うんですが、その辺についてお考

えをお聞きしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 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、今、労働環境がなかなか厳しい状況にあり

まして、職員の健康管理はしていかなければいけない状況であります。 

  委員おっしゃるとおり、この54万円につきましては産業医ということで、そちらの委

託料なんですけれども、それとは別に、この労働安全衛生委員会ですね、開催して、職

員の健康管理を守っていくというようなことは進めていかなければいけないという認識

を持っておりますので、進めていきたいと考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ９番、斉藤明宏委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 同じく67ページに、委託料で例規整備支援業務というのがござ

います。この支援業務の中身についてお聞きしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 すみません、67ページの例規整備支援業務の77万円でございますね。

こちらについては、来年度整備しなければいけない定年延長の関係の条例を策定するた

めの業務の支援を委託していきたいと考えています。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 55ページの企画管理経費の中の報償費、まちづくりアドバイ

ザーのことについて確認したいと思います。 

  このまちづくりアドバイザー、当然、本当に我々についても、町のほうについても、

やっぱりいろいろな情報を得ながら、まちづくりというのは多方面から意見を聞きなが

らという部分も含めてあると思いますけれども、具体的な、この方の役割と、それから

今までの中で、どんなような実績が積まれたのか、その上でまた引き続き、これは対応
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するという認識はすると思うんですけれども、ここら辺について確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 まちづくりアドバイザーの現在お願いしているアドバイザー

の業務ですけれども、あと産業振興として糠平地域ですとか、まちづくり全体の提言等

をお願いするような形でアドバイザーとしてお願いしたところでございます。 

  こちらのアドバイザー、引き続き地域のまちづくりの振興の部分というところで、

様々なアドバイスをいただくような形で、引き続き令和４年８月までの委嘱期間という

ふうにしておりますけれども、また、その委嘱のタイミングでご本人や役場内でも確認

をしながら今後の委嘱の継続等を検討していきたいというふうに考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 例えば過年度の例として、こういうことですと、２つ、３つ

お願いしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 直接企画財政課等、何か具体的なときについて、ちょっとお

話しした経過はないんですけれども、理事者含めてアドバイザーと意見交換等をされて

きたという経過はあります。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） アドバイザーというのは、もう少し職員まで浸透したり、や

はりそういう部分でアドバイスを受けるという部分ですけれども、理事者のアドバイザ

ーというのは、当然その中に入っていると思うんですけれども、やっぱり多くの、先ほ

ど、認識としては多くの考え方なり知識はこの方が来て、我が町を見たりしながら対応

してくれるのかなという認識していますので、ちょっとそういう意味では、もう少し十

分でなかったという認識でよかったでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 現在、委嘱させていただいているアドバイザーとの、この課

としての情報交換等は少し少なかったかなというふうに考えております。 

  また、このアドバイザー制度については、今後様々なまちづくりの部分のアドバイザ

ーという形で関わる方がいた場合は、さらに人数を増やしていくというようなことも可

能性としては考えられますので、この制度については、今後も運用を進めていきたいと

思います。 

  以上です。 
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○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかにありませんか。 

  ４番、野村恵子委員。 

○４番（野村恵子委員） 64ページの交通安全指導員の関係でご質問いたします。 

  今、ちょっと確認なんですが、夕方１時間ぐらいはパトライトというか、啓発のこと

は今やっているんでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 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。 

  パトライトの作戦のほうにつきましては、年間で春夏秋冬の交通安全推進運動の期間

がありますので、そのときに交通安全指導員の方にお願いいたしまして、主要の道路、

交差点等に車のほうを配置していただきまして、パトライト作戦ということで実施のほ

うをしております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ４番、野村恵子委員。 

○４番（野村恵子委員） でしたら、例えば、今後燃料代がすごく高くなってくると思う

んです。今まで多分１回出ると燃料代というのは支給していたかどうかちょっと把握し

ていないんですが、今後１時間車の中でエンジンをつけたままパトライトやるので、燃

料代というのは特別支給するというか、そのところをちょっと考えてあげたらいかがか

なと思うんですが。 

○委員長（馬場敏美委員長） 町民課、大塚主査。 

○大塚利晃町民課主査 実際のパトライト作戦の報酬の支払いの関係なんですが、これは

燃料代のほうを実単価に併せて実はお支払いをしているところなんですけれども、この

単価のほうが時期によって高騰されたり、していない部分もあったりしていますので、

その点は、今回の予算については、その辺加味しておりませんでしたので、ちょっと検

討をさせていただいて、なおかつ委員の方々にもお話をさせていただく部分あるかもし

れませんので、その辺ちょっと検討させていただきたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ９番、斉藤明宏委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 58ページに、移住促進・二地域居住事業というのがございます。

これどちらで聞いたらいいのかなとちょっと悩んだんですけれども、実は94ページに、

民生費の社会福祉費がございます。そこの負担金の中で、北海道移住・定住フェア参加
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負担金というのがここで出てきます。これ、なぜここの移住促進・二地域居住事業の中

でこの経費が出てこなかったのかなというふうに思っていまして、項目的にはここで聞

いたほうがいいのかなということでお聞きしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課長、新井課長。 

○新井英次郎保健福祉課長 こちらのほうは、介護職の人材不足に対応したフェアの参加

ということで、こちらのほうで、実際にフェアに行きまして、介護事業所と協働で介護

人材の募集をするということで、分けてこちらのほうで予算をつけております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） 57ページになります。まちづくり活動支援事業ということで、

例年同様の予算が計上されているんですけれども、令和３年度の最終の補正、前回の減

額ということで、100万ちょっとでしたか、減額されたということで。この事業を辞め

ればいいということを申し上げたくて発言しているわけではないんですが、もう少し活

用してもらえるようにしていくべきではないかということで申し上げたいんですけれど

も、いろいろな町民の、住民の方なり、行政区から要望があったこともあったりして、

こういう制度が発足して今まで来ていると思うんですが、なかなか今の、また、時代が

流れてきている中で、これに当てはまらないという部分があったり、ちょっともう少し

幅を広げてほしいというようなこともあるんではないのかなという感じもしているんで

すよね。そういう部分で事業名だとか、事業の内容だとか、そういうことを一度検討さ

れたらどうなのかなというふうに思うんですが、その辺についてのご認識はどうかなと

いうふうに思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 まちづくり活動支援事業につきましては、平成31年２月に一

度補助要綱を改正しまして、これは地域活性化支援事業というところで、より使いやす

いように、対象とする経費も、より拡充して使いやすいようにというところで、一度改

正をさせていただいたところでございます。 

  その後、今、委員のおっしゃるとおり、そこまで大きくは、活用というところは伸び

てはいない現状ありますけれども、広報誌ですとか、様々なところで宣伝をさせていた

だきながら、担当課としましては、今、新年度に向けては２件ほど既に相談を受けてい

る案件があります。なので、緩やかではありますけれども、少しずつ町民の方には、こ

の事業を使ってまちづくりができるというところが少し伝わってきているのではないか

なと思っておりますので、今、委員おっしゃられた、さらに分かりやすく、どういった
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ことに使えるかというところの周知をさらに強化して、町民の皆様に使っていただける

ような事業としていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） 今、主査のほうから説明あったんですけれども、そんなことで、

広報も各、ほかの事業も、いろいろな事業も年に２回か多くて３回載っているかなとい

うふうな感じで、イメージでちょっと見て、関心はあまり感じていない方は見過ごして

いるんじゃないかなという感じもしたりするんですよね。それで、広報誌でも当然ＰＲ

をしていただきたいと思いますけれども、各団体の何か集まりがあるだとか、あるいは

カラーで高額な印刷費をかけてまで作ることないですけれども、Ａ４版の白黒で結構で

すから、そういうもので、どこかにこういう事業もやっていますよなんていうことをＰ

Ｒするようなものも、そういういろいろな工夫をしていただきたいなというようなこと

で、今お話をさせていただきました。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 これまで様々な事業取り組んでこられた町民の方おりますの

で、そういったひとつ分かりやすい取組の一覧のようなものというところの作成もちょ

っと検討していきたいなというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありますか。 

  ６番、小椋茂明委員。 

○６番（小椋茂明委員） 60ページになります。交通ターミナル管理経費の中で、デジタ

ルサイネージ導入業務あるんですけれども、これの導入に至った経緯と、あと目的をお

聞きします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 こちらのデジタルサイネージですけれども、今、バスロケー

ションシステムという形で、路線バスが、時刻表はもちろんなんですけれども、一体ど

れぐらいの位置に今来ているのかというところを視覚的に分かりやすく利用者に見ても

らうような形のディスプレーの導入を検討しております。こちらについては、交通計画

の中でも交通ターミナルの利活用というところの項目も上げているところもありますの

で、そういった部分で、こういった視覚的な部分で、さらに交通ターミナルの利用者が

利用しやすい施設となるようにということも考えて導入を令和４年度に行っていきたい
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というふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ６番、小椋茂明委員。 

○６番（小椋茂明委員） もう１点なんですけれども、61ページのグリーン専門人材活用

事業ということで、別紙資料を提出していただいて中身確認したところなんですけれど

も、この企業側との交渉状況というところで、Ａ社、Ｂ社、なしということだと思うん

ですけれども、Ｃ社について、こちらが希望しているのとちょっと開きがある回答が来

ているという認識なんですけれども、この辺、どの辺、どのあたりで妥協というか、手

を打つのか、また、ほかにはこれ以外の候補というのはないかどうか、以上質問します。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課長、佐藤課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 ただいまのグリーン専門人材活用事業ということで、先日資料

を提出させていただきました。本町は脱炭素を積極的に進めていくというところで、こ

の国の地方創生人材支援制度を活用して、本町の今職員にはない専門的な知識を持った

人に入っていただきたいというところで、外部人材を求めていかなければ、この脱炭素

を推進していくのにはかなり難しいというところで、この人材を今求めているところで

す。 

  今、お話がありましたとおり、これマッチングは内閣府のほうで行いまして、内閣府

を通じて企業の紹介があったのが３社というところです。その資料の下のほうに書いて

ございますけれども、Ａ社、Ｂ社については、基本的に人材がここに来るといったもの

ではなくて、ということで、交渉はストップしている状況です。ただ、１社、今Ｃ社と

書かさせていただいておりまして、現在交渉を行っております。 

  内閣府からいただいた紹介集の資料におきましては、常勤可能といったところで、本

町が今まず求めているのは、この常勤というところでございますけれども、１月に一度

交渉して、常勤可能はなかなか難しいといったところで、その後、２月中旬、先般協議

の場を持ちましたが、やはり常勤は難しいと。ただ、企業側からの提案では、非常勤、

月に何回か本町に来て業務を行うのと、プラス、オンラインの打合せ等というところの

提案があったところでございます。 

  まずは、本町は常勤を求める理由としましては、やはりこの事業を進める上では、役

場内横の連携もございますけれども、町内の企業等々の接触等もあるというところで、

第一は、やはり常勤というところに重きは置いているんですが、ただ、なかなか常勤を

していただける企業がないというところが今回の交渉で分かってきております。 
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  次の交渉になろうかと思いますけれども、ちょっとまだ結論には至っていないところ

でございますが、近日中に理事者とも相談をして、この人材をどうしていくかというと

ころを検討していきたいと思います。 

  あと、この国の制度を今回使っていくわけですけれども、なかなかほかにはこういっ

た人材を求めるちょっと制度がそんなにないというところで、まずは、この制度を頼り

にして今交渉しているといったところでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかにありますか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、小椋委員からあった、このグリーン専門人材、これにつ

いて分からなかったので資料要求したら、結構細かく資料が出てきました。大変資料の

出し方としては、要求したから出てきたんでなく、出したかったんだろうなという気も

しますけれども、前も国の人材を確保する場合、例えば、これ上限設定、予算に上限設

定があって困難しているのか、僕はすごくこういう魅力あるなというふうに認識してい

る部分ですから、そして、まして今、課長からあったように、常勤という形でここに対

応するということが一番我々にとっても、町民にとっても、町にとってもいろいろな意

味で、これから本当にグリーンの関係では、やっぱりゼロカーボンとか、いろいろ密接

な地域のＳＤＧsもつながっていくとか、非常に情報も得られるかというふうにちょっ

と期待しています。ぜひ何らかの形で、足りない分は町が負担していい事業なのか、そ

れはちょっと国の事業に対してプラスをすることはよくあるかと思いますけれども、そ

んな考え方があるのか。 

  それと、もう一つは、前にちょっと話違いますけれども、加森観光もやっぱり支援事

業という形でアドバイザー的な部分が配置されたんですけれども、ほとんど僕的に見た

ら、課長さんない、常勤もなかったという部分でありますので、やはり常勤は前提して

今、町も対応しているかと思いますけれども、その点の確認だけさせてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課長、佐藤課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 まずは、この内閣府の制度を活用といったところで、特別交付

税措置があるといったところで、この制度に今手を挙げている状況でございますけれど

も、そうですね、町の手出しをというところも今お話もありましたが、その辺について

は、ちょっと理事者とも相談をしていかなければいけない部分でございますけれども、

過去の話で、地域再生マネージャーの話も今あったかと思いますけれども、なるべくな

らやはり常勤という形で本町は進めていきたいというふうには思いますが、相手方があ
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っての話でございますので、今後ちょっと交渉で、そこの部分はかなり難しい部分があ

りますけれども、最終的には理事者と協議をして決定をしていきたいというふうに考え

ています。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありますか。 

  ７番、中村哲郎委員。 

○７番（中村哲郎委員） 先ほど小椋委員から質問ありました60ページの交通ターミナル

のデジタルサイネージなんですけれども、これバスロケーションシステムということな

んですが、これはここだけの単品のものなんですか、それとも例えばスマホで見られる

ような広範囲にわたるものなのか、そこら辺ちょっと、まず教えてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 今回の導入につきましては、この交通ターミナルで見られる

ものという形で導入を今検討しているところでございます。今後、スマホとか、そうい

った部分が見られるかどうかというところについては、また事業者とも相談をしながら

進めていって、町民の方が利用しやすいような形になればというふうに考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ７番、中村哲郎委員。 

○７番（中村哲郎委員） 次に、59ページ、おでかけ確保対策なんですけれども、ここの

報償費、この２つ、アドバイザー謝礼と地域公共交通活性化協議会委員という、このち

ょっと詳しい説明あればお願いします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 まず、アドバイザー謝礼につきましては、こちらが公共交通

活性化協議会と、また、この事業を推進する中で、専門的な知識、経験のある方がいた

場合、そういった方にお願いをして、様々なアドバイスをもらうと、そういった場合の

経費を予算計上しております。 

  また、協議会委員につきましては、これは町民の方含めて町外の交通に関係する方々

に。失礼しました、町民の方の交通費の部分ですね。移動費の部分というところで予算

を計上しているところでございます。会議の開催の際の移動の部分というところになり

ます。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ７番、中村哲郎委員。 
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○７番（中村哲郎委員） このアドバイザー謝礼というのは、どこか企業決まっているも

のなんですか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 令和４年度につきましては、現在決まってはおりませんので、

必要に応じて検討を進めていきたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 57ページの生涯活躍のまち上士幌創生包括事業について質問い

たします。 

  令和４年度のまちづくり会社の職員体制なんですが、正社員とか、町からの派遣を含

めて、その体制が分かれば教えていただきたいと思っていますが、それと、映像の方に

ついては、結果的に委託なんですが、派遣になるんですけれども、その方も含めて、そ

の方、町の職員で、ｋａｒｃｈのほうに委託、委託といいますか、派遣職員になるんだ

と思いますが、その辺について確認いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時５９分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続き開会いたします。 

（午前１０時５９分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 詳しい資料、今手元にないということで、後ほど説明する

ということでお願いいたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 57ページの生涯活躍のまち創生プロジェクト事業で、6,000

万という大きな額になっています。昨年度は6,800万ぐらいでしたけれども、この中で、

ほとんど基本的な、この下がった分以外は、ほとんど同じような事業になってしまうの

かなという認識はしていますけれども、ここで、ここの事業かちょっと中身分からない、

ＭＹＭＩＣＨＩ、これはまちづくり会社のほうに委託するんだというふうにちょっと認

識していますけれども、ＭＹＭＩＣＨＩ何だかプロジェクトとか、そういうプロジェク

トがあったような気します。結構なお金、予算見て、中身で見たらあったんで、今年は
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どこに入っているのか、この事業は。それともやめてしまったのか、ここら辺ちょっと

確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、平岡主幹。 

○平岡崇志企画財政課主幹 ＭＹＭＩＣＨＩプロジェクト事業につきましては、令和４年

度の部分につきましても、まちづくり会社のほうに委託のほうをするということで、さ

きの委員会のほうでも金額の部分につきましては、一覧表のところで示させていただい

たとおりでございますけれども、ＭＹＭＩＣＨＩプロジェクトにつきましては、都市部

の若者につきまして、本町で様々なプロジェクトに参加しまして、参加者と町民の交流

で関係づくりを進めるということで、そういったもので、地域の人や資源の魅力発信を

高め、就労に結びつけた関係づくりを進めていくというような事業でございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 上士幌生涯活躍のまちづくり会社、ですから、会社ですから、

一定程度の収益事業の中で、委託というのはかなり大きくはあるなと僕は認識していま

す。その中で、この会社が再委託したり、そういうことで対応するということは、この

事業についてないのかどうか、そこら辺も含めて、町からまた再委託、委託を受けたの

を再委託という事業になっているかどうか、これはやっぱり我々としてもきちっと確認

しておかなければならないことかなと思いますので、これは単独でやる事業になるかど

うか確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、平岡主幹。 

○平岡崇志企画財政課主幹 事業的には、基本的にはまちづくり会社のほうに本事業を委

託するということで、後はまちづくり会社の部分では、どうしても人材的にやり切れな

いという部分につきましては、事業の一部について、そういった協力をしてもらうとい

うようなところで、地域の皆さんに協力をいただきながら進めていくというようなこと

もやっていきたいというふうには考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） ２年度になりますか、考え方としてはいいんでけれども、こ

の事業効果という部分、当然頭に入れておかなければならないと、二地域居住の部分と

か、そういうこともあるかという部分もありますけれども、やはりきちっとした、町と

して先見していかないとならないかなと思いますし、委託ということは、すごく結果を

求める部分ですから、その結果をきちっと出すような形でないと、どうなんだという部

分で出てきますので、とりわけ、そのためにどのぐらいの予算、この部分についてどの



－38－ 

ぐらいの予算を見積もっているのか確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、平岡主幹。 

○平岡崇志企画財政課主幹 委員おっしゃるとおり、事業の効果ですとか、点検ですとか、

そういったのは大変必要なことだということで、毎年委託事業をしっかり出しまして、

報告書のほうも上げまして、事業のほうをどういうふうに行われて、どういうふうにな

っているかというのは、しっかり町のほうで確認しまして、意見交換もしっかりしてい

るところでございます。 

  さきの委員会のほうでも示させいただきましたとおり、ＭＹＭＩＣＨＩプロジェクト

につきましては、その部分だけですと1,048万5,000円の予算を計上しているというとこ

ろでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 質疑ありませんので、それでは次に。同じく総務費、すみ

ません、失礼いたしました。 

  それでは、総務費の68ページまで、今まで質疑したところ、何かありましたら質疑受

けます。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 63ページの、これはどこの、ジャパンイノベーションチャレ

ンジの部分で、まずお願いしたいと思います。 

  ここについて、今年も500万のイノベーションチャレンジの実行委員会に対応します

けれども、実行委員会に対応するとしたら、どこにお金使われているかという、これ非

常に分かりづらいなという部分ですから、町としては、ここのためにという部分がきっ

とあるはずなんですよね。あれもこれもという部分でなくて、そこら辺について、この

チャレンジ事業というのは、今年もなかなか見えづらい部分はあったり、直接これが町

民の利益にどうつながってくるかという、今年の実績も含めて、ちょっと説明いただき

たいと、それに基づいて、また予算組んだというふうに認識していますので、その点よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 ジャパンイノベーションチャレンジの開催状況に

ついてでございますが、これまで夜間の捜索、ロボットやドローンを使った夜間の捜索

支援サービスというところで、これまでロボットコンテストの開催を支援してまいりま
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した。その結果として、上士幌町を拠点とする社団法人、サービスとして実装化がなさ

れたところであります。今年度につきましても、さらなる技術開発の支援というところ

で補助を予定していたんですけれども、全国からいろいろなチームが参加して、上士幌

町の町有林を舞台に、また新たな技術開発を行うというところのコンテストというとこ

ろで、人がかなり集まってしまうところで、今年度は開催の見送りをして、予算のほう

補正予算で減額をしたところでございます。 

  次年度の内容についてでございますけれども、我々としては、社団法人として立ち上

がったサービスに関する継続の支援というふうにはちょっと考えておりませんので、そ

ちらは上士幌町も一旦負担のない形での契約といいますか、協定を結んでおりますけれ

ども、今は十勝管内ですとか、さらに北海道内、そして全国と協定を結ぶ自治体が増え

ていっております。こちらはどういった形か、持続可能なサービスとして実装するとい

うところは、社団法人が進めていくんだろうというふうに認識しております。我々とし

ては、さらなるこのサービスが、より高度なものとして、できるような、ロボットコン

テストの支援というのを継続して支援をしていきたいという考えでございます。 

  次年度の内容につきましては、これまでも人に見立てたマネキンを探す、そこに救援

物資を届ける、そして運んでくるという３つの課題で行っていたんですけれども、それ

を夜間であったりですとかというところにいろいろ難度を上げていったわけですけれど

も、来年度につきましては、内容としましては、全てを遠隔で、今までは町有林をお貸

しして、そこの会場内からロボットなり、ドローンなりでチャレンジをしていたんです

けれども、これからは別会場、例えば市街地のところに会場を設けて、そこから全ての

遠隔操作でそういったロボットですとか、ドローンによる課題解決、それを行うという

ことで提案をいただいております。 

  これに関しては、事業費は本当に500万円の補助金となっておりますけれども、事業

費自体は大きくかかっておりますので、我々としては補助対象経費としまして、会場内

の整備、実際に救援に行く先の、町有林のところで会場を設けておりますので、そちら

の整備費用の一部として補助対象経費としております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今説明受けて、印象的には限られた財団に支援しているなと

いう認識していいのかなと思っています。 

  ただ、これが町民にどう跳ね返ってくるかと、この500万というのはやっぱり大きい

お金だと思うんですよ。近年、ちょっとこういうイノベーションの実行委員会に対応し

ていますけれども、なかなか町民の中に、今、夜間のドローンとか、この間糠平の氷上
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のダムに何かつくる、関係しているのかなという認識はしているんですけれども、やっ

ぱり町民に跳ね返ってくるところにはしっかり予算つけて、それから、それをやっぱり

きちっと町民に返すという部分で、財団つくったからとか、それはやっぱり会社の財団

の運営の部分ですから、それに支援しているわけではないという話ししていますけれど

も、そこら辺については、やっぱり十分予算の在り方を考えて対応していかないと、こ

れから財政どうやって緊迫している中で対応していくかという時代に入った場合、やっ

ぱりこういう考え方についても、もう少し整理する必要があるのかなと認識しています

から、ここら辺について、将来の財政も含めるとか、取り組もうとしている事業につい

ても、ちょっと考え方あれば再度確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 財団のほうには、補助金対象として、我々として

はコンテストのほうに充てているところです。財団と連携を取らないと申し上げている

わけではなくて、委員がおっしゃっていただいたように、財団のほうとしては、上士幌

町に限らず、全国のいろいろな自治体の山岳であったり、今は山岳以外のところでも、

例えば市街地の、高齢者の方の徘回ですとか、そういったことも対応できないかという

ところで、我々がそういった事案があるときも連絡をさせていただいています。それが

ひとつ、先般訓練を行っていたあの事例がそうなんですけれども、以前は糠平湖のとこ

ろで夜間に入った観光客が一時遭難するといった事案があって、そういったところでの

対応を含めてというところで、先般訓練が行われたところであります。 

  我々としましては、次年度支援する遠隔操作というところができれば、もちろん町民

のところで時間のさらに短縮につながるとか、遠隔操作ができれば、そこに行くと、ま

た二次被害の可能性というのも減ってくるところでいくと、また、我々も、町民にとっ

ても非常に高度なサービスになってくるんだろうというところと、もう一つ、また、ヒ

ト・モノＭａａＳというところで、物流のドローン配送というところに新たに取り組ん

でいきます。ここにも、こういった遠隔操作の技術というところがさらに結びついてく

ると、さらなる効率化ですとか、町民の方の利便性の向上というところにつながるのか

なと思っておりますので、我々が町としてジャパンイノベーションチャレンジのコンテ

ストに支援した部分は、こういったところの将来的な町の新たな取組のところにもまた

跳ね返ってくるんだろうというふうに思っております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 
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○８番（江波戸 明委員） 64ページの環境基本計画策定事業1,000万の委託料という部

分あります。これは今回ゼロカーボンなり、ＳＤＧsなり、本当に環境をどうするかと

いうのは喫緊の課題になっていますし、多くの自治体もこういう形で対応しているかと

思います。 

  ゼロカーボンにつきましても、うちの町も全国1,718市町村の中でも450番ぐらいで手

を挙げて頑張っていこうという部分で、先般も町長のほうからも、きちっと宣言された

ところであります。 

  そういう部分で、この環境基本というのは、かなり広い範囲で対応するという部分で

ありますから、検討の方法のイメージとして、何らかの委員会をつくるのかなと、これ

は町民との対話も含めて、そういう委員会をつくるのか、それとも一定程度委託料とし

て策定だけしてもらうとか、そういうふうにならないと思いますので、おおむねの手順

といいますか、その作成に至る検討方法のイメージとか、それについておおむねのイメ

ージ、イメージということを今さらないと思うんですけれども、どういうふうに進めて

いくか、これをちょっと確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 こちらの環境基本計画策定事業については、新たに国も温対

法の改正等もありまして、今の環境基本計画からさらに、より具体的に脱炭素も含めて

温室効果ガスの削減の目標等もさらに組み立てて、さらに、そこにどういった取組を行

うかというようなところの計画をつくっていく形になるかと思います。 

  実際には国の補助事業も活用しながら、令和４年度に実施していきたいと思いますけ

れども、その中で、もちろん委託業務という形で、策定支援業務を委託する経費をこの

事業に予算化させていただいております。 

  また、町民との意見交換というところもしっかり検討する媒体をつくって、意見交換

をしながら、この計画づくりにも反映していくというような形の流れで進めていきたい

というふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今ある環境基本計画というのは、すばらしい僕は計画だと認

識しています。今までになく、本当に町民からの意見、それから実行委員会の中でかな

り濃い意見を反映しながら基本的につくっているかと思います。それに合わせて、時代

に合わせて、各町村も今年あたり一生懸命始まる、そういう状況もあるかと思っていま
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すので、うちの町も、やっぱり町民の声を聞きながら、町民ができる環境対策とか、そ

れはやっぱりある程度重視して対応することによって、僕たちが、例えばＳＤＧsなり、

ゼロカーボン、脱炭素の対応もできるのかなと思いますので、そういうことで、町民の

声、なるべく聞くような策定の進め方をぜひお願いしたいというふう認識していますの

で、その点再度確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 脱炭素の取組につきましては、町民の方一人一人の行動とい

うところも非常に重要になってくるかというふうに考えております。 

  その中では、町民の方の意見も取り入れながら、しっかり自分事という形で今後の環

境問題に取り組めるような、そういった計画の位置づけというところもあるかと思いま

すので、しっかりと様々な意見を踏まえながら計画を策定していければというふうに考

えております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ここで10分間の暫時休憩といたします。 

  再開は11時25分といたします。 

（午前１１時１５分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 少し時間が早いんですけれども、ここで、休憩前に引き続

き会議を開きます。 

（午前１１時２３分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 最初に、先ほど山本委員から質問のありました57ページ、

まちづくり会社のスタッフ体制について答弁をいただきます。 

  企画財政課、平岡主幹。 

○平岡崇志企画財政課主幹 大変申し訳ございませんでした。 

  まちづくり会社の組織体制について、まず、令和３年度につきましては、事業統括と

して町から１名派遣のほうをしております。そのほかにスタッフとしまして、直接雇用

している方が６名、あと町から地域おこし協力隊で派遣されている方が３名で、スタッ

フは全部で９名で令和３年度は取り進めております。後、一部離職された方とかもおり

まして、令和４年度の今現在予定としましては、事業統括として町から派遣が１名、あ

とスタッフとしまして、社員の方が５名、地域おこし協力隊が３名で令和４年度はスタ
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ートしていくという予定となっております。 

  また、地域おこし協力隊、さらに２名不足しているということで、今後募集のほうを

していこうというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） なかなかその協力隊員で入った方々が社員になっている方も何

人かはいるんですけれども、またちょっと、どういう事情か、減ったんだなと思って、

ちょっと定着しなかったのかなと思って、今思って見ています。できれば、協力隊員の

方がきちんと正職員になって、そこのまちづくり会社ｈａｒｅｔａの営業なりになって

いくようになれば、いずれ協力隊員も要らなく、いずれはなるのかなという思いがいた

しました。協力隊員の関係もずっと見ますと、今年欠員もあるんですが、新たに増えた

分もあって、さらに来年度からいれば、４年度は結構増えると、協力隊員が。それで、

協力隊員の中でいろいろやっている会社がなかなか、令和４年度も続くのかなと思って

質問しました。そこのところは、そちらの企業努力と町との関係なので、十分それは考

慮しながら進めてほしいなと思っています。 

  それで、その中で、これは委員会でも説明受けたんですが、具体的な事業まではちょ

っと質問しなかったんですが、一番課題になっているのが包括の委託事業の中で、マッ

チング事業がなかなか軌道に乗っていないんではないかなという気がして、令和３年度

は途中からで、やや軌道に乗り始めたと、令和４年度はかなり順調にいけば、いろいろ

な事業を組んでいますので、その辺が課題なのかなと思うんですが、その中で、例えば

アプリケーションを一般向け、高齢者向けにつくるというのがまず課題なのかと。それ

から、高齢者向けのイベントいろいろやると、若い方々もそうなんですが、高齢者がス

マホの関係からアプリすら、私もあまり知らないんですが、その辺を活用するような、

そしてマッチングできればというのは多分令和４年度の大きな目玉になり、課題なのか

なと、その辺について、まず質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、平岡主幹。 

○平岡崇志企画財政課主幹 委員のおっしゃるとおり、これまでも委員会で説明してきた

とおり、コロナ禍ですとか、システムの不具合等々もありまして、周知だとか、実際の

ところ遅れてきている状況であるということは、さきの委員会でも報告しているところ

でございます。 

  現在、会員に向けて順次作業のほうを進めておりますけれども、なかなか高齢という

部分もありまして、その部分がなかなか進んでいかないというようなところももう一つ
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はございます。引き続き仕事の依頼ですとか、受注の効率ですとか、そういったマッチ

ングがうまくできるようなところで、周知の徹底ですとか、さきにチラシ等々も配布さ

せていただきましたけれども、さらに皆さんにより分かりやすく取り扱っていったり、

研修会の開催を行ったりですとか、そういった部分で利用者が増えやすい体制づくりに

ついて進めていきたいというふうに思いますので、引き続きまちづくり会社と連携しな

がら進めていこうというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） この事業、令和２年度から開始したと思うんですが、令和３年

度に向けて本格始動を進めていると思うんですが、なかなかちょっと課題が多くてどう

なのかなと、結構1,000万以上のお金使っていると思うんですが、それはそれとして、

もしマッチングするためのほうは、機械的にマッチングできればいいですので、マッチ

ングかるためにいろいろな方法をやっぱり検討すべきだと、必ずしもアプリがどうのこ

うので、そこに結びつけなければいけないというんではなくて、結果的にはマッチング

できていろいろなことが、あの方の要求、この方の要求、会社の要求がマッチングでき

て、町民の方々生き生き活動できればいいんだと、その辺にやっぱり、これにこだわら

ないで、私はそれすべきだと思っています。視点としてはいいと思うんですが、なかな

か田舎の中で、5,000人の町の中で、子供たちは分かりませんが、そんなに多くいる中

で、即マッチングできるかと、なかなか課題が多いのかなと、その辺も私から見れば、

ちょっとこの事業どうだったのかなという疑問も思うんで、その辺も含めて進めてほし

いと。 

  それから、先ほど質問しました新たな人材として、デザインの関係ですね、その関係

は委託事業、包括プロジェクトの委託事業には入っていないんだと思うんですよ、多分。

企画からの委託、町からの委託事業であるんで、そういうふうに確認でいいのか。例え

ばいろいろ保健福祉課の関係と、先ほどの関係のコーディネーター含めて、あの方々は

包括支援じゃなくて、包括じゃなくて、町からの委託事業であるんですが、これに関わ

らない、町の保健福祉課の委託事業、それから、さっきの方は企画課の委託事業という

ふうに、そういう事業なのかなと思っているんで、そう捉えていいのかと。 

  それから、もう１点は、ｈａｒｅｔａのほうから、まちづくり会社のほうで、こうい

う人材欲しいと言われたら、町はどんどん協力隊員を雇ってまちづくり会社にどんどん

派遣するのかということをちょっと、それでいいのかなという気がいたします。その辺

について、商工課の関係なのか分かりませんが、その辺で確認したいと思います。 
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○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、平岡主幹。 

○平岡崇志企画財政課主幹 生涯活躍のまちの上士幌創生包括プロジェクトにつきまして

は、以前の委員会でもご説明したとおりだったんですけれども、先ほど委員の、地域包

括ケアの部分は保健福祉課ですし、無料職業紹介事業は町民課の部分がございますし、

そういった様々なところをまちづくり会社のところで、事業で受けて会社のほうで行っ

てきているというようなところでございます。 

  また、人材の部分につきましても、何でもかんでもというような話があったと思うん

ですけれども、そこら辺の部分につきまして、事業の適正しっかりと量を見ながら適材

適所の人材のほうを配置しながら会社のほうとも相談しながら進めていくということで

今後ともやっていきたいと思いますので、ご理解のほど、ひとつよろしくお願いしたい

と思います。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） なかなか、もともとは地域包括の関係で委託事業、2,000万、

3,000万、当初、今は分かりませんが、それも３年、３年ですので、今年２年目か３年、

いずれは、その次またあるか分かりませんが、そういう事業の委託は分かるんですけれ

ども、それはそれとして、切れればそれなりの事業、成果が上がればそれで一旦委託事

業なくなりますし、それはそれで仕方ないんですが、それから、町独自の委託事業、そ

れはそれとして必要なものはいいと思うんです。それ分けて考えないと、考えて受ける

側についても、これは包括支援事業で、町がやる事業を受けてやっているんだと持つの

と、それから、これは町の事業を直接協力関係ですね、受けているんだということを分

けながら考えていって、結果的にはｈａｒｅｔａまちづくり会社が自分なりに事業を、

何といいますか、考えて、立ち上げていくようにしていかないと、でないと、協力隊員、

次々替わる、社員も替わる、町の職員もいずれは、いつもそこに、職員がそこにいるわ

けではないです。その辺をきちんと整理してほしいなと思っていますが、その点につい

て質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、平岡主幹。 

○平岡崇志企画財政課主幹 まちづくり会社のほうは、自主自立を目指すというような会

社ではありますけれども、町の福祉部分についても大きく担っている会社でございます。

会社としましても、町の中で必要な事業がやっていけて認めてもらえるように、仮に一

般財源であっても委託してもらえるような事業展開、そういったところがしっかり求め

られているんだというふうに考えております。今後につきましても、役割分担や財源の
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在り方については、きちんと整理して進めていこうというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに、53ページから68ページまで、質疑ありますか。 

  ７番、中村哲郎委員。 

○７番（中村哲郎委員） 66ページの高齢者運転免許自主返納支援事業なんですが、ここ

に小さい金額６万円計上されております。これは何が支援されて、何人分ぐらい見込ん

でいるのかというのが、まず１つ目と、これについては、この自主返納については、考

え方としては、今、町が進めているヒト・モノＭａａＳとか、おでかけ事業とか、それ

の裏返しの指標であるかと、一種の指標かと思うんですけれども、これについて、そこ

ら辺のバランスというか、考え方を教えていただきたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 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。 

  まず、町のほうの補助の内容でございますが、まず、運転免許の自主返納の申請を上

げる際に、まず、1,100円で運転経歴証明書のほうが発行されます。それの手数料が

1,100円、それと、あと上士幌から帯広までの運転免許センターまでのバスの往復運賃

の一部を助成する形で、金額的には2,975円の補助をしております。今回の予算につき

ましては、20名の人を補助対象として経費を計上しているところでございます。 

  この事業の趣旨といたしましては、高齢者の安全運転と、あと事故防止の観点という

ことで、事業のほうを町民課のほうとしては進めておりますし、身内の方とか、ご家族

の方が少しでも安全にということを考えて、この事業のほうは進めてきているところで

す。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 この補助事業については、恐らくこの補助事業が

あるから、じゃ免許返納していこうと、なかなかそれは少ないのかなと思っております。

我々のＩＣＴ推進室ですとか、保健福祉課が一緒になって進めている農村地域の福祉バ

スの利便性の向上のことですとか、段階的に、今回は域外からですが、シェアタクシー、

これもゆくゆくは町民の方にも、例えば通院のところで安くタクシー利用ができるだと

か、そういった取組につなげていきたいと思っておりますので、こういったところの取

組があって初めて免許返納につながっていくんだろうというふうに思いますので、また、

こちらの補助事業と併せて、総体的な取組として支援をしていきたいというふうに思っ

ております。 
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○委員長（馬場敏美委員長） ７番、中村哲郎委員。 

○７番（中村哲郎委員） 昨年も同じ金額が計上されていたわけですけれども、これ実際、

何人ぐらいがあれでしたか、ちょっとすみません、使われた。 

○委員長（馬場敏美委員長） 町民課、大塚主査。 

○大塚利晃町民課主査 実績でございますが、令和２年度で９名、令和３年度２月現在で

13名の補助を町のほうで出しております。あと、帯広の運転免許センターのほうで、自

主返納された方が７名、今回12月に上士幌町のほうで、出張窓口のほうを開設いたしま

して、そのときに返納者が６名、それと、もう１名が、自主返納ではなくて、運転経歴

証明書の発行をしてほしいということで、１名の方がこの窓口のほうには来ていただい

て、返納手続をされたという状況になっております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 68ページの企業誘致・交流推進事業についてお伺いしたいと

思います。 

  まちづくりの大きなやっぱり１つは企業誘致…… 

○委員長（馬場敏美委員長） すみません、次になりますので、11の公共施設整備基金費

までで今行っております。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 63ページのヒト・モノＭａａＳ推進事業についてなんですが、

これは委員会でもいろいろ説明いただきまして、大枠の事業は把握をしているんですが、

高齢者対象に買物を取り残さない事業だとか、それから町外の方が来てくれたが、本当

に有意義に滞在できるようなことを実現することを目指しながら、国の補助金と企業版

納税金を活用する事業となっていることは説明受けました。実際的な事業は実行委員会

等でやるということなんですが、何点かの事業について、これから実験をやると思うん

ですけれども、考えてほしいのは、町民に本当にメリットがあるどうかとか、今回は補

助金と企業の納税金も含めて、町の経費はそれほどかからないと思うんですが、それを

実施した場合に、町の経費負担もかかると思いますし、あくまでも事業ありきではなく、

町民の声を十分反映させながら、この事業を生かせるかどうかを検討してほしいと思っ

て質問いたします。 
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○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 事業の詳細につきましては、先般の委員会でも詳

細説明させていただきましたので、個別の説明控えますけれども、この事業の観点とし

て、まず、なぜこの物流課題というところの新たに取り組むのかと、今まではＭａａＳ

というところで、移動の利便性というところ、でもそこで、ただただ空の車両が行くの

ではなくて、そこに人と一緒に荷物も乗せていくだとか、そういった実証を進めてまい

りました。今後はそこに加えて、さらにドローン配送という新たな技術も加えてという

ところであります。これは恐らくここで、今は移動のところが、行政がインフラサービ

スとしてやっている部分があります。今は物流のところというのは、当然民間の事業者

さんが都市部の利益を恐らく全体で回すような形で、今農村地域ですとか、我々の中山

間地域というところのビジネスを構築しているんだと思います。 

  ただ、これは手をこまねいていれば、それはどんどん利用料金のところも上がってい

くでしょうし、くしくも、先ほどふるさと納税配送料というところ議論になりましたけ

れども、私からすると、ふるさと納税というのは首都圏からが８割なので、その首都圏

に対して500円で届く自治体も、我々のように1,500円かけなければ届かない自治体も同

じ５割なのかという思いはありますけれども、こういったところは、もしかすると、ど

んどん拡大していくんだろうと思います。どんどん中山間地、農村地域の送料は高くな

って、ゆくゆくは届く日も限定されて、サービスが行き届かなくなるんだろうと思って

おります。 

  こういったところに、今、国の交付金、これはあえて外貨と言わせてもらいますけれ

ども、国の交付金も一律ではなくて、限られた自治体を採択するということであれば、

それを取りにいかなければほかの自治体に流れるだけですので、そういった国の交付金

にチャレンジしながら、町の負担分に関しては、今、企業版ふるさと納税、大きなご支

援をいただきましたので、町の財源は使わない形で、こういった新しい物流課題に取り

組んでいくと。これいろいろな新しいシステムをつくるにはまだまだお金が必要ですし、

規定の緩和ですとか、例えばドローンの量産化ですとか、バッテリーの問題ですとか、

いろいろなところがまだまだお金がかかりますので、この立ち上げの部分で馬力のかか

る部分は町の財源を置かない形で大きな支援をもらいながらやっていくと。 

  ただ、その４年後、５年後に関して、じゃ町がこれまでの移動に併せて、物流課題も

一緒にサービスとして、インフラサービスとしてやっていくのかというと、そうは考え

ておりませんので、この間にしっかり検証して、その料金が高くなったり、サービスが

行き届かないということはないように先手を打ちたいということと、それに併せて、そ
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れでも一部負担をしていただくんであれば、それがビジネスとして成り立つのか、その

観点としては、当然、この5,000人の町で全てが成り立つと思わないので、そういった

システム連携なんかはほかの自治体とも連携して、そういったシステムの低減、コスト

の低減というのを図っていきたいと思っていますし、その観点は、このＭａａＳの事業

に限らず、ＤＸとかも全てそうですけれども、なかなか5,000人の町で、そういった高

度なサービスをやろうとすると、なかなかうちの町のイニシャルコストも高いですけれ

ども、それは国の支援もいただきながら、その後の継続的なランニングコストに関して

は、いろいろな自治体と広域連携するとか、国とシステムを合わせるだとかということ

をして低減をすると、そういった観点で進めていきたいと思っております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 国の補助金を活用しながら実施をしてどうかということについ

て、それはステップとしては必要だと思うんですが、導入時点で今回デジタル田園都市

国家構想推進交付金、いろいろなところで出てきますけれども、今回、この国のほうも

目玉商品としてどんどん使いなさいというか、要件があれば認められなければいけない

んですが、ただ、それを導入して実験やった結果について、その後についての補償はあ

りませんし、そのこと自体が実証実験で、企業が来るのはいいんですけれども、そのこ

と自体に本当にもともとの原点である高齢者を対象にした買物を取り残さないようなま

ちづくりに本当に生かせるかどうかということをきちんと検証していかないと、言うの

も分かるんですが、取り残されないように、補助金もらって実証をするというのも分か

るんですが、果たしてそれでいいのかなというのをふと、私自身はすごくそういうこと

を感じますので、そのこともぜひ、補助金上げて、手を挙げてもらって、各種あります

ね、この補助金、あちこちにあるんですが、国はそういうふうに補助金、補助金でどん

どんデジタル化、デジタル化というふうに行きたいんだろうと思うんで、その辺も十分

町民との生活と密着するような形で、その後のことも含めて検討すべきと思っています。

その辺について確認いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 今回の国のデジタル田園都市国家構想推進交付金

も、もちろんかなり枠が限られているところで採択されるかどうかというところあるん

ですけれども、これもデジタル実装タイプと言っているんですね、我々の実は計画書段

階でも一部質疑が戻ってきたんですけれども、実証実験というのは認めませんと、基本

的には実装ですというところです。全て実装、実装と言っても、じゃ町がサービスをや



－50－ 

るのも、利用者に負担していただくのも、民間企業が負担するのも全て実装されれば実

装だと思うんですけれども、恐らく当然国が最終的に求める実装というのは、利用者負

担であったり、民間企業が負担するような形の実装ということだと思います。我々も当

然、なるべくそうしていきたいですけれども、当然利用者の負担だとか、町民の負担と

いうのは一部求めることになっていくと思います。 

  しかも、実装に当たっては、まず、ドローンとか全てをそっちでなくて、まずは陸送

のほうからやっていくと、そういったプレーヤーが今回新しく、西濃さんの傘下のネク

ストデリバリーという会社が来ていただけるということは本当にありがたいことなんで

すけれども、そういったところで、まず陸送のところからやっていくと、そこに対して、

一部当然利用者の負担も求めていく形になると思います。町民の方というよりは、まず

は企業の方、例えば薬局さんですとか、商店さんですとかといったところの荷物を請け

負いながら、一部利用料をもらいながらという形になると思います。 

  ここはどんどん実証というより実装を進めていきますので、その負担金とこのサービ

スが合わないということになれば、事業者さんとしても、この配送はしないでくれとい

うか、そういう形にもなる部分あるかと思いますが、ここは、どこがペイできるところ

なのかというのを、この実装走りながら見極めていきたいというふうに思っております

ので、そこは町が全てを今後イニシャルを負担していくということでなく、町民の方た

ちにも一部負担をお願いしながらですので、それが維持できないというふうになれば、

なかなか完全なる実装というのは難しいものも出てくるのかと思っていますので、ここ

は協議しながら進めていきたいと思っております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） なかなか補助金の関係は、もう１回勉強しないと分かりづらい

面もあるんですが、実装タイプとして、もし認定された場合には、やっぱり事業化して

いかなければいけないという、今のお話では、そう取るんですよ、今取ったときには。

今まで実証化した結果どうだったのかというときには、ちょっと待ってよというときに

は、もしかストップできるかも、町民の意見も聞きながら。実装タイプとなると、事業

化しなければいけないという前提になるのではないかと、それで本当に町民の声なり、

本当に買物するのにいろいろなパターンがありますが、そこを十分取り残さないと言い

ながら、取り残されそうな方もいたりとか、その辺、そういうふうに実装ということは、

事業を起こすということで、前提でいいのか、確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 実装というのは、恐らくそれをサービスでやれば
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実装ということになるんだと思うんです、先ほども申し上げたように。じゃそれを町が

負担するのか、利用者が負担するのか、サービス事業者が負担するのかという話だと思

うんで、今回まず町が実装していきます。陸送も含めてサービスとしてやっていきます。

それに対して、このサービスに今後幾らかかるようになります、ドローンを使えば１回

何千円かかるようになります、何百円かかるようになりますと言ったときに、これを使

いますかということに、そういった議論になるんだろうと思います。 

  それは、サービス成り立たなければ、それは町が負担しやっていくのか、それともや

っぱりこのサービスは難しかったという形になるのかという議論になっていくんだろう

と思います。なので、まず実装というのは、このお金を活用しながら町として実装をし

ていく、そこに利用者、事業者の負担をいただくような提案をしていきながら、それが

成り立つか、成り立たないかという検証を進めていきたいと。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに、68ページから。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今のヒト・モノＭａａＳの関係で、非常に大事なのは、今、

室長が言ったのは5,000人の町と、ここが一番僕はキーポイントだと思うんですよね。 

  それと、今いろいろな形で国の財政を活用しながらチャレンジする、これも僕は悪く

はないと思うんですよ。ただ、チャレンジする前に、どうだろうという、ある程度の目

安がないと、何となく基盤がない事業になってしまうのかなと。僕は今まで、そこがち

ょっと欠けているなという認識していますから、僕もこの5,000人の町ですから、例え

ば商店街が何ぼの売上があって、それで、そういう、何人がちょっと買物に不自由だと

か、そういうデータの下で今度は整理していかないと、きっとこれ商売となると、やっ

ぱりプラス・マイナスでプラスになっていかないと、継続できない、持続、それができ

ないんですね、商売というのは。やっぱりそこが一番、この実験の中で大事なことだと

いうふうに認識しますから、本来はそこからはじめスタートしてほしいなと思っていま

す。 

  こういう部分について、また、総括の中で町長にお伺いしたいと思いますけれども、

やはり5,000人の町がどうするかという、それで、その中の実験している中で、やっぱ

り一定程度その財政、背景、やっぱり町は確かに財政が国から支援されますからできま

すけれども、その次もやっぱり見据えて対応していってほしいなと。そうすると、町民

の方もこの事業について継続しよう、ほかの事業をやってくれるのは、ほかから来た場

合、全部そこにお金が流れていくというこの仕組みも含めて、きちんと整理してほしい
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なと思っていますので、このことについて、考え方について、もしあればよろしく、ゆ

っくり話してください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 では、ゆっくりお時間いただいて話をします。 

  委員会のときにも資料で、この事業費の中にどういった事業を組み込んでいくかとい

う資料、Ａ３の細かい積み上げの資料であったんですが、こちらの中で、まず事業に、

実装化に係る事業費の部分と、そのほかの部分で、調査設計費というのを記載してお示

しさせていただきました。そこにはこれまで交通量の調査なんかいろいろな交通ターミ

ナル等々に当たっての調査なんかしたこともありますけれども、ここも改めてですし、

今どういった物流が動いているのか、これはどこも調査したことないですし、なかなか

これというのは、今いろいろな大手の物流事業者がやっている事業ですので、これを調

べていくのは結構大変なことだと思っているんですが、荷物量の調査をやっていこうと

思っています。 

  また、町民の移動のところは、これまでのところで交通計画の資料なんかもあります

が、このあたりの新たな分析だとか、あと逆にこういった配送、デリバリーをしてほし

いだとか、そういった需要あるのかだとか、後は、そういったのをどこまで混載するこ

とができるのか、移動と物流と、後は同じ移動でも、ここの地域の方と、この地域の方

と、市街地の方と、そういった空き時間等々、そういった配送ミックスがどこまででき

るのかと、そういった調査、分析を当然しながら、これは新たな調査になると思うんで

すが、しながら、分析をかけながら、こういったビジネス化を図っていきたいと思いま

す。 

  ただ、本当に5,000人の町で、当然我々の町に住む町民の方が都市部と変わらない暮

らしが享受できるということは進めていきたいと思っていますけれども、この5,000人

の中でビジネスモデルと成り立たないから今まで企業がやっていないんだと、料金も高

くなってくるんだと思うんで、それは当然パイの問題として、どうしても5,000人の中

でビジネスというのが成り立つのは難しい部分があると思っています。 

  なので、そこのコストの低減というのは、併せて検証していきたいと思っていますし、

例えばほかの自治体と広域連携をするだとか、例えば、じゃひとつそのドローン配送で、

ドローンを飛ばすシステムがあるんだとすれば、そんなのは多分上士幌町オリジナルの

ものにならないと思うので、そういった複数の自治体とどんどん連携して、我々の支払

うコスト、事業者さんが払うコストかもしれませんけれども、最終的には一般の町民の

方の利用料に跳ね返るところとうのは、コストが低減されるような、そのような形で進
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めていきたいというふうに思っております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに、68ページまで。 

  ６番、小椋茂明委員。 

○６番（小椋茂明委員） 62ページの住宅用太陽光発電システム導入支援事業なんですけ

れども、昨年よりかなり上乗せして予算組していますけれども、これ利用促進するため

の策というのは、どのように取組するんでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 太陽光発電システムですけれども、利用促進するために今回

検討しておりますのは、今までは太陽光発電設備のみだったんですけれども、蓄電池で

すとか、また、Ｖ２Ｈという設備で、住宅とＥＶ、電気自動車やＰＨＶをつないで、そ

の電気を住宅へ使うという設備、そういったものも再生可能エネルギーの利活用につな

がりますので、そういったところで少し拡充した形で実施できればと考えております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありますか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 環境基本計画策定事業の中身についてはいいんですが、これ前、

私資料持っているんですけれども、前は条例をつくって。 

（「何ページになりますか」の声） 

○２番（山本和子委員） 64ページです。条例をつくって、その下で計画があったので、

そうすると、条例もつくり直さなければいけないのかなという気もいたします。その辺

については計画だけではなく、その辺の確認をしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課長、佐藤課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 委員ご指摘のとおり、本町の環境基本計画は、環境基本条例に

基づいての計画となってございます。環境基本計画については、改正地球温暖法に基づ

いて必ず改定をしなければいけないというところでございますが、これまでの一般質問

等でも、この関係の質問があったかと思いますが、併せて、基本条例も見直しの検討を

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ので、併せて整理をしていくと

いうことで考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかにありませんか。 
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（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） それでは、総務費の68ページまでについては終わります。 

  ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたしますので、よろしくお願いいたします。 

（午前１１時５５分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 総務費68ページから76ページまで、地域振興対策費から電

子計算費までの質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） 70ページになるのですが、デジタル専門人材活用事業というこ

とで1,357万7,000円の予算を計上されています。これ、昨年、ＮＴＴ東日本のほうから

１名職員の派遣をいただいている分の人件費、去年から見ておりますが、今年倍になっ

ているので、もう一名、いずれかから派遣をしていただいて２名になるのかなというふ

うに見たのですけれども、その辺ちょっとご説明お願いします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 現在、内閣府のデジタル専門人材という制度を活

用してマッチングしましたＮＴＴ東日本さんから、２年間ということで派遣をいただい

ております。引き続き、こちらのＩＣＴの活用といった分野でデジタル専門人材を１名

派遣をお願いしているのと、もう一名は、新たにＤＸの推進というところで、本町の行

政の事務もそうなのですけれども、域内のいろいろなことのＤＸ化というところで、Ｄ

Ｘに係るデジタル専門人材というところで、もう一名を今、協議を進めているというと

ころでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかにありますか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） これは企業誘致・交流推進事業の。 

○委員長（馬場敏美委員長） 何ページになるでしょうか。 

○８番（江波戸 明委員） 68です。すみません。 
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  旅費の部分と交際費、かなりここでは、一般的な部分以上かなりついているんですけ

れども、これだけの活動をするためにという部分と、それなりのお金がかかるかなとい

う部分ありますけれども、昨年と同じく152万が旅費という部分です。きっと行動費だ

というふうに思いますので、まずこれらの基本的な行動範囲とか対応する部分について

は、特出していますのでちょっと確認させてください。 

  あわせまして、同じく12の委託費について、広域ワーケーションパック開発、それか

らツアー実施業務という部分で100万、200万となっています。これについて、中身と委

託先をどのように考えているか、これもちょっと確認させてください。 

  取りあえず２点ほどです。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 旅費に関しましては企業誘致に係る企業との折衝

ですとかにかかる旅費に加えて、今、上士幌町のほうでいろいろな企業との接点を持つ

ためにＷｅＷｏｒｋをお借りしておりますので、こちらに行く、こちらで企業との接点

を持つための経費ですとか、イベントをＷｅＷｏｒｋの中で開催していくということも

盛り込んでおりますもので、こちらに行く職員の旅費計上となっております。 

  交際費もこちらに、今、企業誘致というところで動いている部分ございますので、こ

ちらに来る企業とのいろいろな協議の際ですとか、そういったところの交際費として計

上させていただいております。 

  委託料についてでございますけれども、委員会においてご説明をさせていただきまし

たが、今回デジタル田園都市国家構想推進交付金のテレワークタイプという新たな交付

金が創設されまして、こちらに関しても補助率が95％ということで非常に有利な交付金

であるということからこちらに事業を申請させていただいております。 

  こちらの要件に関しましては、自治体が運営しているシェアオフィスですとかテレワ

ークスペース、コワーキングスペース、こちらの改修と併せてソフト事業を展開してい

くことということになっておりますので、我々としましては、シェアオフィスをより快

適に過ごしていただくためのブースの増設ですとか、そういったハード経費に併せまし

て、ソフトの部分としまして、上士幌町にとどまらず道内のほかの自治体と広域なワー

ケーションは１か所に終わらず滞在できるような広域連携のワーケーションパックの開

発業務と、ツアーに関しましては、上士幌町の、今、宿泊施設ですとか新たに企業滞在

型交流施設もオープンしますので、こちらで行うカンファレンスイベント、またそこで

来ていただく企業の皆様を町内へご案内するツアーの実施業務というところで需用費を

構築しております。 



－56－ 

  発注先に関しましては、この後、まだ決まったところはございませんので、見積り合

わせという形になるかと思いますが選定先を決めていきたいというふうに思っておりま

す。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） １点目の企業誘致に係るという部分での旅費という部分で、

次のＷｅＷｏｒｋ、同じく13の使用料及び賃借料のＷｅＷｏｒｋの借上料という部分で、

この効果と、いつまでこの借り上げしていくのかなという部分。 

  それで、今聞くと、企業誘致の窓口をかなり狭い中で対応しているなという部分で、

もう少し大きく広く対応する必要があるのかなと。上士幌のニーズに合った、向こうの

ニーズではなくて、うちの町からも発信しながら企業誘致の相手先を探したり、そうい

う突き合わせていくとか、そういう部分も必要ではないかと思いますけれども、このシ

ェアオフィスの管理と効果と今のつながりについて、どういうふうに対応していくのか、

再度また確認したいと思いますので。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 ＷｅＷｏｒｋの借上料については年間で148万

5,000円という経費を計上しております。こちらのＷｅＷｏｒｋにつきましては、非常

に、我々担当部署としては非常に、新たな企業ですとか、もちろん大手の企業も入って

いるのですけれども、基本的にはスタートアップという立ち上がったばかりの、あまり

自治体と接点が持てないような、いろいろな新しいプロジェクトに取り組んでいる企業

さんが入居しているシェアオフィスになりますので、こちらの企業さんの方々とつなが

って、我々のシェアオフィスを契約していただいている、このつながりで契約している

企業さんもいらっしゃいますし、我々の縁ハンスＰＲＯＪＥＣＴという上士幌町の事業

者さんと都市部の人材をつなぐ事業、こちらに参画していただいている都市部人材の方

もこのＷｅＷｏｒｋでつながった方々です。 

  また、今後、企業滞在型交流施設、こちらはもちろん運営事業者がいろいろな企業と

の接点を持っていきますけれども、こういったＷｅＷｏｒｋというところを接点にして、

この施設の周知ですとかかみしほろシェアＯＦＦＩＣＥの周知とかも図っていきたいと

思っておりますので、これまではどちらかというと、昔は企業誘致のイベントというの

を都市部で開催したりしていて、それは、１回ホテルを借りればもっと大きな何百万と

いう経費がかかっていました。我々、この年間148万5,000円というところに対して、非

常に、これだけの企業と接点が持てる、また、直接行かなくても、これもコロナ禍でな
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かなか行くこと難しい時期もあるのですけれども、そういったときでもＳＮＳを使って、

このＷｅＷｏｒｋの企業さんが、これ、ＷｅＷｏｒｋに入居している企業だけが使える

ＳＮＳがございますので、こういったところでいろいろな町の取組を周知することによ

って、いろいろな企業さんとつながりが持てるということでは非常に効果が高いという

ふうに思っております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 確かに企業誘致のウィングを広げるというのはすごく大事な

ことだというふうに思いますけれども、やはり毎年毎年、これだけがいいのかとかでは

なくて、いろいろな情報の取り方あると思います。特に企業誘致については今日難しい

ところがありますけれども、思いがけない企業というのもきっとあるのかなというふう

に思いますので、もう少しこう、せっかく広げたウィング、うちの町に適合するような、

やはり町に対する企業、町がある程度調整できるような、そういうふうに、益も少しあ

るような企業の誘致もあるかと思いますので、あわせて、ちょっとそういう意味のウィ

ングはやはり広げていくべきではないかと思いますので、この点、このＷｅＷｏｒｋに

来た企業については、すごくここ近しくできるかという部分ありますけれども、企業の

力もいろいろあるかもしれませんので、そこら辺含めて、またちょっと検討してもらっ

て調査してもらいたいなと思いますけれども、最後に確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 私どもとしては、いろいろな企業さんと接点を持

てる、我々これからシェアオフィスですとか企業滞在型、もちろん、これを活用してい

ただくことによって、最終的には町へのサテライトオフィスの誘致ですとか、工場誘致

ってなかなか、今この時期に難しいかもしれませんが、そういったところにつなげてい

ければと思っております。 

  ＷｅＷｏｒｋに限らずいろいろなチャンネルは探していきたいと思っておりますし、

もちろんその中で、あまり費用をかけずとも費用対効果の高いところ、我々はこのＷｅ

Ｗｏｒｋにかけている投資としては非常に効果は大きいのではないかなとは思っている

のですが、なかなか経費、これ以上増やしていろいろなチャンネルを増やすというのは

難しいかもしれませんけれども、経費もかからずともそういった接点を持てるチャンネ

ルがあるのであればいろいろ探っていきたいというふうに思っておりますので、随時、

その辺は検討して、企業との接点をもっともっとつくれるように進めていきたいと思い

ます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 
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  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 同じく69ページのシェアオフィスの管理経費483万8,000円と

あります。これについては、なるべく町も経常経費といいますかそういう部分を対応す

るのに、少しでもチープにするというか、軽くするといいますか、そうすべきだと思う

のですけれども、やはりシェアオフィスをつくってしまうと、やはり、これが400、約

500万ぐらいの運営費といいますかこれがかかってくるのではないかなというふう思い

ます。 

  これについて、この効果というのが、今、一部お話しあったとおり効果もあるかとい

う場合ありますけれども、これはずっと大体このような形ぐらいの経常費でシェアオフ

ィスの運営を進めることになるのか。近い将来を含めて、そこら辺だけ確認させてくだ

さい。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 シェアオフィスの管理運営についても、今は町が

直営で行っておりますが、企業滞在型交流施設のように、もし町が、負担なく、委託料

支払いなく請け負っていただくような指定管理という形が取れるのであれば一番望まし

いと思っていますし、そのためには、今、年間契約で言えば14社なのですが、それをも

っともっと増やしていくというところで、収入と支出のところをもっともっと詰めてい

く必要があるのだろうと思います。 

  もちろん収入のほうで、契約している企業さんを増やしていくというところが１つと、

もう一つは、今かかっている管理経費のところでもっと下げられる部分がないのかとい

ったところで、次年度で言えば、この報酬の部分が、職員で、地域おこし協力隊で対応

している部分が、今、平日の５日間対応しているのですけれども、今土日の部分はパー

トさんにお願いをして、土日のパートの賃金をこの報酬で計上させていただいているの

ですけれども、これ実は、次年度に関しては４月から９月分までしか計上をしておりま

せん。というのは、今構築している鍵の無人管理のシステムだとかというところを活用

して、もう少ししっかりちゃんとデータも取れるようなものにつくり上げて、10月以降

は、土日には無人管理というふうにしていきたいと思っております。そうなればこの部

分のパートの賃金等が削減することができますし、こういったところで、管理経費の支

出の部分でも下げられるところは下げるようにして、収入、支出はなるべく差がないよ

うな形で詰めていきたいというふうに思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑はありませんか。 
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  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 70ページのスマートタウン推進事業について質問いたします。 

  委託料として大きく２つ分かれているのですが、システム構築業務内容、結構大きい

額なので、この内容を大ざっぱに説明してほしいのと、次のこれ、域内と言うのですか、

ＩＴリテラシー向上業務、この業務は大体分かるのですが、この委託先というのは別々

だと思うので、その辺について確認いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 委託料の内訳についてでございますが、委員会の

ときの資料において内訳を、個別事業の、さらに内訳を記載させていただいております

が、ちょっと確認させていただいていいですか、すみません。 

○委員長（馬場敏美委員長） ここで暫時休憩いたします。 

（午後 １時１６分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続いて会議を開きます。 

（午後 １時１７分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 すみません、お待たせいたしました。委員会の時

の資料はお持ちでしょうか。個別事業費というところで、スマートタウン推進事業の個

別事業費を記載しておるのですが、この中の委託料にかかる部分でございまして、1番

の高齢者向けタブレット端末拡充事業につきまして、委託料が80万円。２番の町民・行

政コミュニケーション強化事業、これはＡＩチャットボットの事業ですね、こちらの委

託事業が280万円。域内ＩＴリテラシー向上事業が500万円。買い物等日常生活支援ＩＣ

Ｔ化事業が1,000万円。介護予防ＩＣＴ化事業が400万円の内訳となります。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） すべてトータルすると、1,700万円ほどになると思うのですが、

委員会の中でも説明受けたのですが、すべてがすべてＩＣＴ化していいのかどうかとい

うことをを質問させてもらったのですが、例えばの話で、その中に今ありました介護予

防についてのＩＣＴ化400万円ほどとあるのですが、その時にも多分ゲームをするよう

なアプリか何かを検討しているみたいなことを言ったような、それで私が、それ必要な

んですかみたいなことを言ったんですが、そういうふうに、すべてがＩＣＴ化するので
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はなくて、本当にいいと思うもの、これは担当課の企画の担当ではなくて、実際にそれ

を作業するＮＴＴかわかりませんが、そこの中での議論になってくると思うんですけど、

本当にＩＣＴ化してすべてがすべて便利になるものかどうかを含めて、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。 

例えばの話、さっき言った介護予防の問題、チャットボットとかいろいろなことにつ

いては必要なものもあるんですけど、その点確認しながら必ずしもＩＣＴ化してサービ

スが町民のためにいいのかどうかということをぜひ確認してほしいなと思って再質問、

委員会の時に質問したんですが、質問いたしました。答弁があればお願いします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 ＩＣＴ化というところで、当然利便性を高める

ことだとか、そのところに今かかっている人が少なく効率的にできる、将来的な人材

不足も含めて、そういったところの負担の軽減につながるという部分は、当然ＩＣＴ

化を進めていきますし、委員がおっしゃられた介護予防ＩＣＴ化事業に関しては、あ

る意味プラスアルファの事業でございます。現在もいろいろなところで介護予防の教

室というのをされていると思います。町がすべてではなくても、まる元のように、そ

ういった運動教室がされているんだろうと思います。 

ここで介護予防ＩＣＴ化事業は委員会のほうで説明をさせていただきましたけども、

これはさらにそういった運動教室に加えて、介護予防の認知症対策にかかる部分のｅ

スポーツといわれる、簡単に言えばゲームなんですけども、こういったものをぜひ。

家に閉じこもってただ高齢者の方に、ゲームをして認知症予防にというよりは、こう

いったまる元のような形で皆さんに集まっていただいて、地域の方にも集まっていた

だいて一箇所に集まってそういったｅスポーツ、ゲームを通じた認知症予防の教室を

構築していこうというところでございます。 

ここには当然保健福祉課であったり、いろいろな専門的な指導していただく方です

とか、いろいろな体制を組んで連携をとって図っておきたい。ある意味、高齢者の方

が集う、街に出るきっかけになる、そういったところの新たな取り組み、というとこ

ろでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 例えばｅゲームみたいなことを考えていると、多分デジタル

に、アプリ入れながらやるんではないか、例えばといったら太鼓をたたくという話が

あったので、それすべて否定するわけではないですが、介護予防、認知症予防のため

に何がいいかということをきちんと議論しながらその事業を進めてほしいと。その時
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には例えばＩＣＴ化してタブレット使う方法もあるかもしれませんが、本当にその事

業にふさわしい形のＩＣＴ化、それを保健福祉課と相談しながら、多分まる元の方の

先生もいろいろ助言してくれると思うのですが、そういうふうにしていかないと、す

べてＩＣＴ化、デジタル化、何とかってして解決するものではないのではないかとい

うことを私はそこで提言しておきたいと思うので、その点について確認しておきたい

と思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 これは先ほども申し上げましたように、上士幌

のｅスポーツのプログラムというのは、保健福祉課とよく連携を図って進めてまいり

たいと思っておりますし、ｅスポーツといっても本当に、今考えているのは、委員に

もおっしゃっていただいた太鼓を使うゲームですので、ぜひ実際に行うときには皆さ

んにも見ていただきたいと思うのですが、たぶん上士幌町の高齢者の方々は非常に盛

り上がって、ゲームを楽しみながら、またこういったデジタルに触れる機会も増えな

がら、また皆さんが集まったり、認知症予防というだけではなくて、高齢者が集う新

しい場になるのではないかというふうに期待しておりますので、ぜひ事業が始まった

際には皆さんにもご覧になっていただければというふうに思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 73ページの交通対策費の地方バス路線維持対策経費につい

てお伺いしたいと思います。これ基金を入れながら運営をしているんだと思います。士

幌線の代替輸送の基金という部分についてもだんだん残りが少なくなってきているのか

と。ですから、あと7,500万くらいの予算かなというふうに思っていますから、この繰

り入れの仕方によってはそんなに長く基金の維持ができないのかなという、この推移だ

けみせてもらうと認識していますけど。これについては将来バス路線をきちんと維持す

るという部分については、町民の足を守るとか、またＭａａＳを含めて観光の足を守る

とかなってますんで、ここら辺の基金のあり方について、先を見通した状況について確

認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 委員おっしゃられましたとおり基金については徐々に減少

していっている状況です。あと５年、６年くらい、今の経費のかかり方ですと基金の

方がなくなっていくような状況となってございます。こちらのバスの補助金について

は、特別交付税措置の算定にもなっている部分というとこもあります。また沿線とい
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う点では、上士幌町だけではなく他の自治体とも協働の理解のもとこの維持には関わ

っていく形になると思います。また経費も他の自治体も含めて、やはり大きな課題と

なっているところもあります。やはり実際、バスの今の運行でいいのか、また新たに

しっかりとした適正な運行をというところを考えていかなければならないというよう

な時期かというふうに考えております。 

実際に沿線自治体で協議する場の中で、今年度新たにワーキンググループという形

で各自治体の担当レベル、そしてバス事業者含めて検討する媒体を作りまして、実際

に例えば運行について、バス事業者間の共同運行ができる路線が出てくるのかですと

か、新たな運行形態ができるのかとか、そういったところで生産性の向上と経費部分

のところをしっかり検討できるような形で、今年度まず一回目進めてきたところがあ

りますので、引き続き経費の部分とかしっかりと沿線自治体でも検討は進めていけれ

ばと考えているところでございます。 

以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、状況だけ確認させてもらいました。いろいろな意味で、

これは帯広市、音更、士幌、上士幌の連携がないと対応できないと。財源はそこをど

ういうふうに調整できるかという部分で、各町村にわたる路線の確保という部分につ

いて、町だけで頑張れる部分ではないというふうに思いますし、今連携することによ

って、共同対策にすることによって、やはり減便になってしまうとなかなか難しくな

ってくると。例的には、上士幌ぬかびら間が過去減便になったりしていますし、足を

守るという意味ではきちんとした財源がないとなかなか対応できないなと。 

特別交付金でもという部分はありますけど、それで十分に負担できるか、カバーリ

ングできるかというのはちょっと先の話になってしまいますので、しっかりこの路線

を守るための財源と、４町、１市３町の連携をきちんとしていかないと、なかなか守

れないのかなと、ちょっと不安もあるものですから、ここら辺についてしっかりこれ

から総合計画の中でもこれ大事な一つかという認識してますけど、もう一回そこら辺

の考え方について整理させてもらいたいと思いますので、考え方示していただきたい

と思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、老月主査。 

○老月隼士企画財政課主査 まずバスの路線の関係については交通計画も含めて、町内の

移動だけではなくて町外の移動というところもしっかりと対策等考えていければという

ふうに考えております。また、先ほど委員おっしゃられましたとおり沿線自治体、しっ



－63－ 

かりと先ほどお話したワーキンググループを含めた協議を行いながら、事業者の方から

は共同運行についてはかなりハードルですとか考えなければならないところがあるとい

うことで話がありました。ただ、そういったところもしっかりと、何ができて何ができ

ないかというところも含めて、事業者そして自治体もしっかりと協議を進めて、適正な

運行をというところを今後も検討できればというふうに思います。 

以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。ほかに質疑ありますか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 該当するのか、75ページの自治体ＤＸは入りますか。次ですか。 

（「入ります」の声） 

75ページ自治体ＤＸ推進事業なんですが、これは国の指導のもとに17業種の標準化を

するというふうに私が調べた資料にあるのですが、それで、そういうことなのかどう

かをまず確認いたします。17となったら結構あるので、そこまで羅列することまで必要

なのか、そういうことでよろしいのかどうか確認いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 自治体ＤＸの中で、委託料で二本あると思うの

ですが、行政標準システム構築業務500万円という方が、今委員がおっしゃられた2025

年度を目標時期として自治体の基幹系の17業務システムを国の策定する標準仕様に合

わせていくという、そのための準備の経費でございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） その際に、これ一般質問でも話したことあるのですが、町村

ごといろいろな状況が違ったりするときに、システムとして統一したものになった場

合に、そこそこの町のサービスが統一されていくのではないかと、そういう危惧があ

るのですが、そういう心配は出てこないのかどうか質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 そうですね、私がこの説明を受けて考えている

範囲としては、どちらかというと裏の自治体側の、情報システム持っている管理シス

テムの方を共通化していくということなのかなと思っておりますので、これを標準化

したり国はガバメントクラウドと言っていますけど、これをオンラインに統一してい

くというところであれば、今、それぞれの基幹システムでよく議論になりますけれど

も、いろいろな法改正があったときに対応、それぞれのシステム改修で、どうしても

ベンダーさんがそれぞれひもづいていて高いというか、国からの措置があるかとか多
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いのですけれども、なかなか我々で判断がつかないといった部分が、本当に統一の、

国と自治体が共通のシステムというところであればいろいろなベンダーさんにお声が

けをすることができたり、経費の削減につながっていく部分があるのかなと思ってお

りますので、私はそこのほうに期待をしておりますし、どちらかというと、この共通

化、標準化、共通化というところはそこを目指していくものだろうというふうに認識

しております。 

  自治体の行政手続のオンライン化ですとかといったところになると、例えば今の、そ

れぞれの自治体が対応している方法が、それをオンライン化していくとか、それを、一

部サービスをどう残していくかというところは議論になるかと思いますので、そこは本

当に上士幌町の町民にとって、どちらかというとプラスアルファのサービスというふう

に私は考えておりますけれども、そういった進め方になっていくのかなというふうに認

識しております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 業務上の関係課でいろいろシステムが統一されたときに経費削

減にもなるかと思うのですが、そのときに、例えば医療費の問題やらいろいろサービス

ありますね、特に町で言えば保健福祉関係、結構進んでいると思うのですが、その辺の

関係について、もし統一化するときに議論しながらいいほうに統一化されればいいので

すが、逆のパターンで、国のほうでこうだと言ったときに、医療費は就学時前しか無料

にならないとか、そういうふうに何か統一化されていくのではないかなという危惧があ

ります。 

  そのときには、一般質問の中では、そのときにきちんと議論をしながら進めていくと

いうふうに町長答弁されたように思うのですが、統一化する業務というのは、多分サー

ビスを統一化していろいろなことを、逆に考えれば、梶室長の言い方のほうだといいな

と思うけど逆のパターンで、悪く統一されていくのではないかなという、私は危惧して

おりますので、それはこれからの議論の中で、そうならないように進めてほしいなと思

って質問させてもらいました。確認です。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 これはもう、どちらかというと、行政手続のオン

ライン化で言えば当然、今までは役場の平日の５時までに来なければならなかったこと

が休みを取って行かなくても夜できるだとか、土日にオンラインで手続をすることがで

きるだとか。 
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  先ほど言っていた自治体の情報システムの標準化というのは、どちらかというと裏の、

職員のところで使うシステムのところを共通化、標準化して、今後更新があったときの

負担を低くするだとか、そういったところの、先ほど言ったようなベンダーさんをいろ

いろな形で選べるように、そっちのほうの標準化、共通化ということだと思っています

ので、そこの利用料金を、例えば、分からないですけれども、医療だとかそういったと

ころの、国保だとかの利用料金に対する、そこを標準化するとかというのはまた別な議

論なのかなというふうに、この自治体ＤＸのところではそこは絡んでこないというふう

に認識しております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 75ページの電子計算機器等更新経費の部分で確認したいと思

いますが、委託料という形で8,000万近くの予算を組んでいますけれども、基本的にこ

のシステムを更新した場合、どのぐらいの、時間といいますか、いろいろ中身ちょっと

分からないで質問している部分あるのですけれども、どのぐらいこれを、次の更新まで

の期間を、これ維持できるかなという部分、ちょっと確認したいのですけれども。とい

うことはやはりこう、かなり大枚のお金ですから、これが短いとやはり財政的な部分に

響いてくる部分もあるぐらいのお金ですから。 

  それと、あわせて、先ほど、今、前段の自治体のＤＸの中でも委託システムとか、か

なり更新が早くなるのかなという部分かなりあるのですよね。最近、こういう部分に行

くと、今後、時代に遅れないという部分ありますけれども、そういう部分について予算

のつけ方も非常に慎重にしていかないと、あれもこれもと言った場合、非常に難しい財

政の運営になってくるかと思いますけれども、取りあえず、この電子計算機の更新のお

おむねの耐用期限といいますか、それちょっと確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 私のほうから、この電子計算機器等の更新経費ということなのです

けれども、まずその更新なのですけれども、現在の機器を入れたのが平成28年になって

おります。当時、年金の問題の漏えいというか問題がありまして、この機器の強靱化を

しなければいけないということで、国のほうでの指導で一気に進んだというふうに認識

しております。 

  それから約７年たちました。まず機器の保守、まさに保守が切れるというようなこと。

それから、データの容量が小さくなってきたこと。それから、セキュリティーの脆弱化
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というか、やはり、セキュリティーも非常に今高度に進んでいますので、それが、当時

の部分では最新だったのですけれども今は最新ではなくなったと、そういうようなこと

がありまして、今回、このお金をかけて更新したいというふうに考えています。 

  今回は７年でしたけれども、当然、数年は間違いなくもつとは思うのですけれども、

この辺については、やはり、今の機器の更新の速度、それから、やはり一番大きいのは

データの量ですね、それからセキュリティーの高度化、この辺によっては、次に７年も

つかどうかは、ちょっとここでは確約はできないのですけれども、そのような手続があ

りますので、必ずしていかなければいけない状況にはあるということでご理解いただけ

ればと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） こういう機器って本当に、かなりこれから、また、逆に言え

ばすごく大切なデータですから、簡単に、無理して使うということも非常に不安もあっ

たりとかするという部分もありますし、セキュリティーについてはとありますけれども、

やはり的確に、上手に使うということばかりでなくて、やはり先を見据えた機種の選定

といいますか、そういう保守管理も含めて、なるべく安全な、そして低価格で委託もし

ていかなければならんという部分あるかと思いますので、そういう形で、なるべく次年

度に財政負担残さないような、やはり計画に沿って対応してほしいなというふうに認識

しています。 

  これについて再度確認したいと思いますので。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 本当に大事な情報のセキュリティーの問題ですので、必ずしていか

なければいけないということは間違いないのですけれども、当然その中でどのような形

がいいか。２つあります。実際、このハードを更新していくことがいいのか。それから、

以前の委員会でもあったのですけれども、この役場にそのデータを置いておくことがい

いのか。バックアップをどうするのかというようなこともありますので、その辺も、今

後当然出てくると思います。実際に、平成30年に一部の総合行政システムについてはク

ラウド化をして別なところにバックアップを取っているとか。あとは、北海道、それか

ら全国の共通の組織体がありまして、そちらの運営経費を払いつつセキュリティーを守

っていると。そのようなことも実際にしているという状況でございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに。76ページまで質疑ありますか。 
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  ありませんので、次に、総務費76ページから84ページまで、２項徴税費以降の質疑を

行います。 

  質疑ありますか。 

  暫時休憩します。 

（午後 １時３９分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） それでは再開いたします。 

（午後 １時４０分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 76ページから84ページまで、徴税費以降の質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 79ページなのですが、ここのページではマイナンバーカードの

ことも含まれると思うのですが、社会保障・税番号システムがありますので、マイナン

バーカードについて、今普及状況どうなっているのかと、実際に去年３月でしたか、保

険証とひもづけしたはずなのですが、なかなか実際には保険証の扱っている病院や薬店

が結構少ないという情報もあるのですが、その辺の情報について質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 町民課、青木課長。 

○青木弘彦町民課長 町民課からは、まずマイナンバーカードの交付状況、普及状況につ

いてお答えいたします。 

  まず交付率ですけれども、令和４年１月末現在で、本町におきましては23.8％となっ

ております。全国的には、現在、全国では41.8％、全国の中の町村部では37.5％、あと

管内、十勝管内で言うと、十勝管内全体では31.1％という交付状況になっております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 新聞報道でしかないのですけれども、実際にカード作ったけれ

ども、一応保険証の代わりになりますよというふうになっているのですが、実際にそう

いう対応はできていないところが多いのではないかということが新聞報道であるので、

その辺の状況が分かればということと、いずれはこれみんな普及されるから十勝は、上

士幌はそれほど多くはないのですが、便利性をすごく強調して、これから増えていくの

かなとも思うのですが、その辺の保険証との関係についてどうなっているか確認いたし
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ます。どういう、広まっているのかどうか。 

  私、前にしたときには保険証、マイナンバーカードは見せてはいけないと言いながら

保険証の裏にマイナンバー番号入っていますよねと、そんな危険なことしていいのです

かと質問したことあるので、そういうことも含めてあまり好ましくないことだなとは、

自分としては思っているので、その辺の状況について分かる範囲でお願いいたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 暫時休憩いたします。 

（午後 １時４３分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 再開いたします。 

（午後 １時４４分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、佐々木主査。 

○佐々木 幹保健福祉課主査 マイナンバーにひもづけされた保険証などの利用の関係で

すけれども、町内においてはまだ使えるところはございません。 

  管内においてもそれほど使えるところがないというところで、数字的に何％ですとか

何か所ということはちょっとまだ情報が入ってきていない状況であります。 

  国のほうとしましても、道として促進を図りたいというところでは動いていますが、

現状、まだ追いついていないというようなところでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） 町民課、青木課長。 

○青木弘彦町民課長 加えまして、マイナンバーカードの安全性の面についてですけれど

も、これにつきましては、国からは、カードだけではそれを偽造することもできないで

すし、あれは顔写真入っていますので、そう簡単にほかの人が成り済ましで使うことも

できないということは言われています。それについては広報紙に、年１回ですけれども

定期的に掲載しているという状況であります。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  それでは、総務費、84ページまで終わります。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 １時４５分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続いて再開いたします。 

（午後 １時４６分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○委員長（馬場敏美委員長） 次に、歳出、民生費は84ページから103ページまで質疑を

行います。 

  質疑ありますか。 

  ９番、斉藤明宏委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 88ページに、敬老及び敬老精神高揚事業ということでございま

す。この中に多分敬老会も入るのかなというふうに認識しているのですが、それで、こ

れまでも70歳で支給ということで、例えば敬老会の年齢もそれが適当なのかどうかとい

う論議があったかと思います。令和４年度について、その辺についてどのようにお考え

かをお聞きしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、長良主査。 

○長良実穂保健福祉課主査 質問にお答えいたします。 

  敬老会につきましては、昨年度アンケートを実施いたしまして、これまでどおりの年

齢でお祝い金、あと敬老会、対象にしたほうがよろしいという回答が多かったのでその

ように考えておりますが、アトラクションですとか、あと、お祝いの席でお配りします

お菓子ですとか、そのようなものの内容について、来年度ちょっと見直しをさせていた

だきまして、また皆様からご意見いただきまして、次年度についてはさらに検討してい

きたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほか質疑ありませんか。 

  ４番、野村恵子委員。 

○４番（野村恵子委員） 102ページ、子育て世帯生活支援特別給付金の支給金額が、令

和３年、50万円ぐらいだったと思うのですが、今回260万というこの内訳というか、教

えてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、北澤主査。 

○北澤佳隆保健福祉課主査 こちらの給付金の260万については、今年度、令和３年度に

行いました補助金の返還分になっております。 

  児童数の算出基準、国の通知に従いまして算出をしたのですけれども、コロナによる

家計急変世帯ということを多く見込んでいたのですけれども、結果として申請がなかっ

たということで来年度返還する分となっております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 
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  ほかに質疑ありませんか。 

  ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） 87ページになります。 

  福祉灯油等支給事業についてですけれども、この当初予算に計上している500万につ

いてどうこうということではないのですけれども、非常に、今、ガソリン、灯油含めて

いろいろな値段がどんどん上がっているような状態にあります。 

  この後も、今のウクライナ、ロシアのウクライナ侵攻の部分も含めて今後も先物取引

等が上がっていくのではないかということが言われていて、この間、１万円ということ

の定額で支援してきていることについては、町の施策としていいことだというふうに評

価をしているわけですけれども、特に金額が大きく負担増になるような状況が生まれた

場合には、加算するようなことも検討してはどうかというふうに私は、個人的には思っ

ているのですけれども、その辺についてどのようにお考えかお聞きをします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、新井課長。 

○新井英次郎保健福祉課長 こちらのほうは過去にも、100円を超えたときには支援をす

るという制度を続けていたのですけれども、ふるさと納税の指定寄附を利用するように

なってから１万円を、灯油価格に関係なく支給するという制度に移ってきております。 

  また、委員おっしゃられるとおり、近年かなり灯油価格が上がっておりまして、また

この先も見えない状況でございます。また、そういった場合については、その都度都度

また検討をしながら、対応するかどうかも判断していきたいと考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

（「すみません」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） ５番。 

○５番（早坂清光委員） 別に答弁要りませんけれども、そういう方向で検討していただ

きたいことを要望として申し上げておきます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありませんか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 福祉灯油については同じ考えなので、町村によってはリッター

で100リットルとなると、上がると１万1,000円ぐらいとか、１万円になると逆に少ない

なと思ったりするのですが、やはり、今これだけ上がっていると、１万円というのは本

当にもう、もう使ってしまったと思うのですが、多分それを２回支給するとかいろいろ

な方法で、本当に困っている方を救う方法でぜひ検討すべきだと。それは早坂委員に答
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弁いただいた。 

  次に、90ページの高齢者、障害者除雪費の助成について質問したいと思うのですが、

これは途中制度が変わりまして、建設業界と、それからボランティアの方ちょっといる

と思うのですが、令和２年度の実績報告は見ているのですけれども、令和３年度分かれ

ばどの程度利用されているのかと、それから、町内ではそれほどではないのですが、全

国的に、いつ何どき大雪降るかと。今年も一時的には物すごい雪降ったときに、あらか

じめやはりボランティアの、建設現場の方は実際に行くからいいと思うのですが、ボラ

ンティアの方含めて、どんなふうにこの、隣近所合わせて除雪、みんなで助けられるよ

うな体制がつくれるのかなと思っているのですが、その辺どんなふうに考えているのか。

今の実情と検討課題について質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 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。 

  除雪に関する助成支援の関係なのですけれども、まず１つはボランティアさんですね。

ボランティアさんによる支援については、今ボランティアとして登録している方が４名

なのです。ボランティアでもいいから、玄関前の少ない範囲でもいいから来てほしいと

いう方は５世帯になっています。一応需給調整をして、この方はこの世帯をお願いしま

すというようなつなぎ合わせをしているところです。 

  そのほかにも、ボランティア登録等をしていないのですけれども、ご近所付き合いの

関係性で支援されている方が多くいらっしゃるというふうに考えています。ただ、そう

いう方々にもボランティア登録していただければ、町のほうで活動の保険ですね、活動

保険掛けられますので、そういった普及啓発といいますか周知のほうも引き続きしてい

きたいなと思っています。 

  あとは広範囲ですね。自宅の前が広くてとか、もうちょっと広く開けてほしいという

方については、業者さんにお願いした費用の一部を助成するという形でやっております。

こちらのほうも事前に申請する形なのですけれども、11名の方が事前に申請をされてい

ると。これは３月末頃に今年度使った分の申請が出てきますので、これから件数が出て

くると思います。 

  そのほか建設業協会につきましては、平成29年から有料化だったのがボランティアと

いう形で、協会の独自の判断でやっていただいています。これは、３年度は27世帯です

ね、やっていただいているところで、協会のほうもこれ以上件数増やせられないという

ことで、この27世帯が現状維持で支援いただいているという状況になります。 

  以上です。 



－72－ 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 事情分かりました。 

  十勝は比較的雪が多くなくていいのですが、もうこの頃本当に、テレビで見ると、道

内に限らず道外まですんごい雪降って、そのときには、本当に隣近所助け合わないとい

けないなと。それが十勝に来るのかどうか分からないのですが、今見たら５世帯、登録

者４人というのも、もうちょっと増えるといいなと思うのと、実際に手伝っているので

すよ、みんなね、隣近所。そんな隣近所助け合うような風潮も含めながら、登録制度も

あるよということをぜひ普及してほしいなと思っています。これ答弁いいですので。 

  それで、あと次に、93ページの補聴器の助成制度なのですが、全国的にも補聴器の助

成制度、まだまだ普及が足りなくて、まだまだこれからの課題だなと思うのですが、こ

れについては、上士幌町は比較的、５万円という金額も結構あるのですが、これをさら

に、いい意味で拡大してほしいなと思っているのですが、東京の、ちょっと区忘れまし

たが、上限を13万円にするとか、あと、所得制限なしとかいうこともあります。その辺

はぜひ今後の課題としてほしいなと思っています。 

  どうしても、補聴器どうのこうのと言ったらば、課税世帯の方が、ああ、課税だから

駄目だねという方もいるのですが、そのことも含めて、今どれぐらいの、まだ普及が足

りないかなと思うのですが、実際に利用している状況と、それからその拡大についてど

のようにお考えか質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 今年度５月の補正で始めた事業になりますけれども、当初20

名を予定しておりましたが10名弱ですね、９名か10名ぐらいに今申請になっています。

非課税世帯ということで、結構補聴器も高額なものですから、買った実績を見ると、結

構30万円とかするものもあります。ただ、身障手帳を取得するまでの間の、その40デシ

ベル、70デシベル以下の方、その方々の補聴器助成をしているということで、新たに購

入してつけた方に聞くと、聞こえがよくなってすごく生活しやすくなったというふうな

声も聞いておりまして、ただ、この５万円というところが管内、池田町も参考にしたの

ですけれども、かなり、徐々に広がりつつある制度らしく、ほかの自治体からもいろい

ろな、どのようにやっていますかというような調査もいただいたりとかしていますので、

結構全国的にも広がっていく事業制度なのかなというふうに認識しています。 

  今後、結構高価なものですから、やはり非課税世帯、課税世帯でも購入が難しいとい

う状況がたくさん声がありましたら、それに応じてちょっと、いろいろ検討も重ねてい

きたいなと思っています。 



－73－ 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 管内では、道内では分かりませんが、上士幌町は結構いいんだ

と思うのですが、多分これから、いろいろな資料ありました、東京の港区、これは13万

7,000円で所得制限なしという制度があります。多分こういうふうに、競うわけではな

いのですが、いい制度にどんどん変わっていくのだろうと思うのですが、そういう意味

で、うちが土台となって管内からもいろいろ問合せがあるのであれば、さらにいいもの

にしていくようにこれからしてほしいなと思っています。 

  先ほど答弁がありましたのでよろしくお願いします。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

○２番（山本和子委員） 次の質問なのですが、まだ私も状況よく把握できていないので

すが、ページで言えば93ページの、これ新しい制度として途中で始まった制度なのです

が、多職種連携情報共有システムというのが令和３年度から正式に稼働といいますかシ

ステムが導入されまして、多分いろいろな意味でメリットが出ているのだろうと思うの

ですが、その点について、私も再度、ああこういうシステムを委員会で話しして協議し

たことあったなと思いながらいるのですが、その辺についてどのような効果があったの

か質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 今年度10月からの補正事業ということで開始しております。 

  連携システムということで名前はバイタルリンクというものなのですけれども、患者

さんを取り巻く関係者と情報を共有するというシステムなのですが、今のところ、その

患者といいますか要介護認定受けていらっしゃる方々130名近くこのシステムの登録し

ています。１軒１軒ケアマネージャーが、こういったシステムを使って情報共有します

よということを同意いただいて、ご家族にも同意いただいた方を登録しているという形

ですね。 

  その方を関係する、かかりつけの先生はじめケアマネージャーとかデイケアのスタッ

フ、訪問リハのスタッフですとか、多い方では10名近くの関係者がその情報共有に参加

しています。ちょうどＬＩＮＥアプリのような情報の共有の仕方なのですけれども、例

えばヘルパーさんが訪問した後に、今日はこうでしたというようなことをちょっと載せ

るだけでも、わざわざ電話で伝えなくても空いた時間にちょっと見たりとか、そこでま

たコメント返しをしたりとかそういうことができるので、あとは先生ですね、かかりつ

けの先生もなかなか、診療中はそういったこと、タブレットを見ることはできないので
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すけれども、当直の時間を使ってコメントいただいたりとかアドバイスいただいたりと

かということで活用を図っています。 

  ちょうど６か月近くたちますので、一応関係者に、使い勝手はどうでしょうかという

ふうに今聞き取りをしているところでして、それをまたまとめて４年度以降の実施に生

かしていきたいなと思っています。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） すごく、情報を一つにぱっとみんなで共有できるというのがす

ごくいいなと思うのですが、先ほどは10人近くの関係者がいろいろ情報を交換しながら、

それとやはり、本人と家族も含めてそれを共有するのだと思うのですけれども、多分、

さらに、令和４年度以降、これが共有されて、いい治療といいますか、いいケアできる

ようになればいいなと思っていますが、さらに、聞き取りしているのでこれからの課題

はこれから出てくるのかなと思うので、その点について十分令和４年度生かしてほしい

なと思っていますが、もし課題としてあれば、もし担当のほうであればお願いいたしま

すが。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 課題というところも、やはり、毎日確認をして、既読がつい

て始めて、関係者が見たなということが確認できるのですけれども、その既読がつかな

いと皆さんに情報が伝わらないということがあるので、業務忙しい中ではあるのですけ

れども、努めて、１日１回、２回はタブレットを見てくださいというようなことをご案

内してお願いしています。 

  あとは、先ほど家族というところがあったのですが、今のところこの関係者の中のグ

ループには家族という枠では入ってはいないのですね。今後、例えば、ケースによって

は看取りのケアとかそういったところになってくるとご家族にも入っていただいて、

日々の連絡状況の確認をしていくとか、密な情報を共有するということがあるかもしれ

ませんけれども、そういったことも、今のところは家族は入っていないというところで

す。あとは十勝管内で行くと、このバイタルリンクを導入しているところも増えてきて

いまして、十勝医師会のほうで、できるだけ統一したツールにしようというところは呼

びかけていますので、このバイタルリンクが広がっていけば、あとは帯広市内の病院と、

病院にかかっている人も上士幌の事業所とつながったりとかということも可能になって

いくというふうに考えております。 

  以上です。 
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○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 85ページの民生委員推薦会開催経費に関わる部分含めて質問

したいと思います。 

  まず、ちょっと、現況を見てもちょっと分からなかったので、民生委員の推薦会とい

うの、これ、どんな役割するのかなと、まず１点確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、長良主査。 

○長良実穂保健福祉課主査 ご質問にお答えいたします。 

  民生委員推薦会なのですけれども、退任される委員がいらっしゃったときに開催をす

るというものになっております。欠員の補充がある場合には推薦会の承認がないと厚生

労働大臣や北海道知事への推薦ができないため、毎年予算のほうは取っているという状

態になっております。 

  来年度、令和４年度なのですけれども、一斉改選と言いまして、皆さんの退任の意向

ですとかを確認させていただきまして、その欠員となる人数ですとかもある程度把握し

た上でそれを補充するということが必要になってきますので、その部分で会議を例年よ

りも多く開催させていただく予定になっておりますので、その部分で予算、例年よりも

ちょっと多めに計上させていただいているという状態になっております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） メンバーは別にしましても、今、やはり全国的に、この民生

委員の成り手といいますか、これは非常に苦慮していると。帯広なんかは特にかなりの

人が欠員になっていたりという部分ありますし、本町についてはもめているのだと思う

のですよ、定数をね。 

  ところが、今後、やはり成り手の部分についての状況というのは、やはり、今からき

ちんと、改選期になればなるほどきちんと対応をしていかないと、なかなかそういう欠

員されることによっての地域の民生委員さんの目配りといいますか、そういう部分もち

ょっと、かなりそういう期待感といいますか、民生委員さんに対する、そういう部分あ

ると思うのですけれども、やはり民生委員さん大事なのは、行政として何をしてもらう

のだと。何でもかんでも民生委員かという意識もちょっとあるみたいですから、そこら

辺含めて、やはり任務分担をきちんとするということを含めて、民生委員さんになって

もらわないと活動する範囲も非常に困ったり、それから、活動でききれなかったとか、
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それで、それだったらできないよとか。そんなことで、なかなかこれから人手不足にな

るという認識もちょっと情報聞いておるものですから、ここら辺について、やはりきち

んと対応するためには今から対応していかなければならないという部分だと思います。 

  それで、この推薦会のメンバー等含めて、決まったからこの人でいいよということで

なくて、これルールと言ったらルールかもしれませんけれども、やはり担い手の現場と

いいますか、民生委員さん担い手の現場づくりという部分についてはどう考えているか、

これ確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 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、今現在、地域の見守り活動を中心に行っ

ていただいております。今年度につきましては戸別受信機の配付ですとかで、要支援者

の該当となる方でご希望のあるところに置かせていただくですとか、そのときにいろい

ろとご協力いただきまして、地区のほう、希望ですとか取らせていただいたり個別に訪

問させていただいたりということをさせていただいております。 

  コロナ禍ということで、先日も個人面談をさせていただきましたけれども、なかなか

訪問がしづらいですとかそのようなご意見ですとかいただいておりますので、その点も

含めながら、今後、欠員となる地区に関しましては補充できるように、今現在の民生委

員さんからも情報いただきながら補充をできる限り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（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 言葉はちょっとあれですけれども、何でもかんでも民生委員

さんでなくて、やはり役場職員がそういう民生委員さんと現場と三位一体で状況を把握

するということもすごく必要だと思いますから、もうこの地区は民生委員さんにお任せ

したではなくて、やはり情報を相互に、三位一体になって取るという、そういう部分が

ちょっと欠けているかなと認識していますけれどもいかがでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、新井課長。 

○新井英次郎保健福祉課長 これまでも民生委員さんには様々なご協力いただいていると

ころでございます。 

  こちらのほう、２か月に１回例会を持ちまして、集まっていただいて情報交換をしな

がら、民生委員さんと行政というのは綿密に連携を取って事業を推進できているのかな

と考えております。 

  また、先ほど話しありましたとおり、個人個別の面談、全員の方々とそれぞれ10分、
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20分の面談をさせていただいている中ででも、確かに行政に対しても要望というのもあ

りましたけれども、大方うまく連携が取れているのかなというふうなご回答もいただい

ているようなところであります。 

  今後についても、確かにその辺、行政と民生委員の役割をきちんと明確化して進めて

いきたいと考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ６番、小椋茂明委員。 

○６番（小椋茂明委員） 91ページになります。 

  高齢者等福祉サービス助成事業なのですけれども、前年比較して３つとも減になった

予算立てになっているのですけれども、この辺の背景を説明お願いしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 福祉サービス助成事業につきましては福寿協会の補助金にな

ります。 

  内容は３本ありまして、在宅福祉系のサービスの補助金と、あと、特養のサービスに

関する助成と、あとは、介護度改善に関する交付金という形で３つに分かれています。

大体3,000万ぐらいの金額で推移してきているのですが、４年度、前年よりも下がった

というところになります。 

  この補助金については、平成27年に介護報酬が大きく減額になったというところで、

それまで、本来、今、令和３年度ですけれども、令和２年度の実績とその減額改定にな

る前の平成26年の差を比較したところで、実績に応じて、利用利用によってその実績の

額が変わるのですけれども、本来、減額改定がなければ、恐らくこれぐらいの報酬は得

たであろうというところの差額を補助金として出しているものなので、実績に応じてち

ょっと、若干増減があるところになります。 

  あと、介護度改善については、特養のほうに入居をされた方が１年以上経過した後に、

介護認定の更新をしたときに、介護度が軽くなったときに、例えば５から３になったら

かなり介護報酬が減るのですけれども、そこは、お元気になったということでの成功報

酬という形での交付金を町が出していると。10％が町で出しているというところですね。

そこがＲ３年に比べるＲ４年についてはその対象の方がちょっと少なかったというとこ

ろですね。これは決して重度化が進んだというところよりも介護認定の更新というのが、

今、２年とか長くなっていますので、そのタイミングでちょっと軽度化されるというと

ころがタイミングがずれてしまうとこういった結果になるのかなというふうになります。 
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  でも、今後もおおむね、およそ3,000万ぐらいの補助金で推移をしていくのかなとい

うふうな見込みで考えているところです。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ここで10分間の休憩といたします。 

  再開は２時20分といたします。 

（午後 ２時１１分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

（午後 ２時１９分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 引き続きまして、同じく民生費、84ページから103ページ

まで質疑を行います。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 94ページの介護従事者定着及び介護労働環境改善支援事業って、

これ新規事業となっているのですが、どういう意味で新規事業なのか。私、事業そのも

のもよく把握していないのでその件について質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 事業名は介護従事者定着及び介護労働環境改善支援事業とい

う事業名なのですけれども、この事業、令和４年度につきましては、これ、地域おこし

協力隊の採用とちょっとつながるのですけれども、北海道移住・定住フェア、上士幌町

暮らしセミナーのほうへの旅費の分と、そちらに行って介護従事者で移住して来る方へ

のＰＲ活動、そちらのほうの経費と、あとは求人サイトへの広告料、そちらのほうの経

費を見ております。 

  事業名が従事者の定着と介護労働環境改善ということでという事業名なのですけれど

も、４年度についてはこういった、まずはＰＲというところに努めていきます。それ以

降、令和５年、令和６年に向けては、その次の段階で、例えば、今これから進めようと

している介護ロボットのＩＣＴ化の事業ですとか、この事業の中で組んでいけるような

仕組みとして新規事業として立ち上げています。 

  労働者、介護労働従事者の確保というところについては法人のほうと共通の課題とい

うことで、町のほうも一緒に考えていこうというところで打合せをしながら、必要な事

業についてここで組んでいくということになっていくかと思います。 
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  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 分かりました。 

  何か、人を派遣するのかなとかいろいろ、かなりいろいろなことをするのかなとちょ

っと期待があったのですが、その出だしとしてフェアへ参加しそこでＰＲすると。今後

については、いろいろな形で定着できるような事業を展開する窓口として新規事業とし

てこれを立ち上げたということで確認いたしました。 

  これからもいろいろな、ロボットも含めなのですが、いろいろな事業が人手不足の中

で含まれていくと思います。その点についてぜひ検討してほしいなと思っていますがよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑はありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 87ページの福祉灯油等支給事業であります。 

  これは去年、昨年度は骨格では補正になった部分だと思いますけれども、ここにあり

ますように500万という形でありますから、１戸にしたら１万円で500戸分という部分で、

逆に考えたら、この数字が我々についてはかなりの方がやはり非課税とかそういう部分

で対象になるのかなと。そういう部分で、この１万円というのはかなり、そういう世帯

にとってはほっこりする予算だというふうに思います。 

  ただ、管内でもやはり、この１万円とかにこだわらないで、先ほど山本委員さんから

もあったように、もうちょっと上限をアップしているとかという部分もありますから、

我が町福祉の部分についても、こういうほっこりする予算というのはもうちょっと頑張

れるのかなと思いますから、補正でするとかそういう部分ではなくて、またこの状況を

含めて、灯油の先どういうふうになるか分からない状況ですから、また、この冬を迎え

てどうなるかとか、やはり不安もちょっと残っていると思いますので、これについてま

たどこかで補正という手もあるのかなと思いますけれども、今ここでどうするこうする

ではなくて、やはりこういうほっこりする予算をいろいろ考えてほしいなとそう思いま

すので、そこら辺ちょっと、これを、例えば事例にしゃべったのですけれども、その辺

の考え方、課の中で知恵を絞ってぜひ予算化するような方向性を考えてほしいなと思う

のですけれども、これについていかがでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、新井課長。 

○新井英次郎保健福祉課長 そうですね。ほっこりということでは一般質問でも質問いた

だいているところでございますけれども、この辺、今後は、また来年度、補正も含めて
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来年度予算組んでいく中でその辺を考えながら政策組み立てていきたいと考えておりま

す。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 88ページの緊急通報システムの設置事業、これについて確認

したいと思います。 

  いろいろな意味で、本町についても緊急のこの対応についてはスマホからタブレット、

この緊急システム設置によってという部分でありますけれども、１つは、これで大体設

置の分は終われるのかなと、まず。ということは、緊急のやはり情報システムというの

は本当に一番大事なシステムですから、これについてまず１点目の確認をさせてもらい

たいと思いますし、それによって、まだ未実施という部分についての対応、もし出てき

た場合はどう対応していくのかなという部分ちょっと確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 まず、１点目ですけれども、今の現状の個数で足りているか

どうかというところの質問でしょうか。 

  今、70世帯ぐらいに取付け設置していまして、入院中とかありますので実際に稼働し

ているのは60ぐらいになるかと思います。在庫が、今十数台ありますので、今後新規申

請があったときには新規のものをつけていく。あとは、入院や施設入所、亡くなった場

合については撤去していくという形でしています。 

  これまでも80件ぐらいが上限なのかなというふうに考えていたのですけれども、80に

到達したことはここ数年でもまだありませんので、恐らくこの70件ぐらいが大体システ

ムの設置として稼働していく数字なのかなというふうに考えています。 

  これまで、令和３年度も１月までの実績でいきますと、緊急対応をしたのは11件ぐら

いあります。多くは、鍋に火をかけていたというところの煙センサーの反応なのですけ

れども、そこは受信センターとご本人とのやり取りで、窓を換気してくださいとか気を

つけてくださいというような指導で終わっているケースもあれば、救急車を要請したと

かというケースもあります。あと、今年度については人感センサーが反応して、本人の

容体が自宅内で急変しているということで対応したケースもありました。 

  ということで、人感センサーと煙センサー、あとはガスセンサーですね、こういった

センサー類も電話回線とつながっていて見守りを継続しているという形になっておりま

す。 
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  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑はありませんか。 

  質疑ありませんので、次に移ります。 

  暫時休憩します。 

（午後 ２時２７分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続いて再開いたします。 

（午後 ２時２７分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 次に、歳出、衛生費は103ページから119ページまで質疑を

行います。 

  質疑ありますか。 

  ３番、伊東久子委員。 

○３番（伊東久子委員） 108ページの心の健康づくり支援事業、これ相談窓口はどこ、

保健所になっているのでしょうか。それとも保健福祉課になっているのか、まず１点お

聞きいたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 心の健康づくりの支援事業の相談窓口は、ふれあいプラザの

健康増進担当で開催しております。そのほか、心の健康づくりの窓口というのは全国的

にもたくさん設けられていて、随時相談ができるようになっています。 

○委員長（馬場敏美委員長） ３番、伊東久子委員。 

○３番（伊東久子委員） それでは、上士幌の場合は、上士幌の町民が、こういう精神的

悩みがあったりしたときには、そのふれあいプラザの窓口に行けばいいのでしょうか。

この190万使われる、報償費もそうなのですけれども、一応。 

（「19万」の声） 

○３番（伊東久子委員） 19万か。何て言った、今。 

（「190万」の声） 

○３番（伊東久子委員） 失礼しました。19万ね。 

  これ、道からの補助も出ているので、この金額がどうのではなくて、今、このコロナ

禍の時代で、本当に心に悩みを持っている方というの結構いるのではないかと思うので

すけれども、本当に二、三日前に自ら命を絶った人も町内に、実際若い方がいるのです
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けれども、その方が、どこへ相談に行って、誰に何を話したらいいかが分からなくて多

分いたのだと思うのですけれども、そういう場合のこの広報の仕方というのかな、ここ

パンフレットだとか広報だとかには出ていますけれども、実際その方を何か救うことが

できなかったのかなとすごく残念に思うのですけれども、何か精神の、保健師さんの何

かそういう資格を持った方がいらっしゃいますよね。そして、そういう方のところに相

談になかなか行けない状況になっているのかなと思うのですけれども、今後これをもう

ちょっと活用するためにはどういう方法があるのか私もよく分からないのですけれども、

この若い命を救うために、多分上士幌も何名かの方が令和３年度にいるのではないかな

と思うのですけれども、どうしたらこれ助けられるか、担当課として考えたことありま

すでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 自殺の原因はかなり１つではなくて多岐にわたっているとい

うようなことが言われていますので、例えば、健康増進担当だけが相談窓口を設けて、

来てくださいと言ってもきっとなくならないのだろうということで捉えております。 

  相談窓口については、先ほども言いましたように、もう、町が身近なところである一

方、そうでないほうが若い方は、例えばＳＮＳとかいろいろな手法を使って、知らない

人のほうがいい場合もあるので、いろいろな窓口があったほうがいいのだろうなという

ことで、かなりサイトについての情報提供も、今年度につきましてはチラシを自殺予防

デーに配布して、このような窓口がありますよということをお知らせはしています。 

  ただ、自殺を本当に予防するということがなかなか、これがということがないので、

次年度に関しましては、若い方の自殺に対するまず関心を持ってもらうということで、

ここにこう資料を上げていますが、東京から精神科の医師を呼んで、発達支援センター

とコラボして、どんなふうに支援したらいいのかということをみんなで考えていくとい

う機会を持っていくということが大事かなというふうに思いますので、自殺がないとき

でも起こったときでも、常に情報を発信していくことが重要かなというふうに捉えてい

ます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ３番、伊東久子委員。 

○３番（伊東久子委員） 昔は結構コミュニティーがあって、その中で、ちょっと何か悩

んでいる人がいるよとかと相談に行けたりもしたのでしょうけれども、今は結構そうい

うお付き合いというのも一切ないから、そういうことがちょっと気づかないというか、

気づかないのですよね。 

  ですから、本当に、これは町内会、コミュニティーの問題なのですけれども、もうち
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ょっと若い人たちに気軽に相談できるような、例えばＬＩＮＥだとかそういうＳＮＳで

保健師さんにつなげられるとか、そういう方法を何か取れないのかなと思いますけれど

も、もしそういうのができるのであればやってほしいなと思います。 

  答弁があればお願いします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 対策の１つに自殺のゲートキーパーと言って、気づいて支援

を、例えばつなげるというような方がいらっしゃるのですけれども、本人がサインを出

していても自分で相談に行けない方は、ご家族とか友達とか近所の方がこちらに、あの

人の様子がおかしいなということを相談に来てくれる場合もありますので、そういった

周りの人たちへの発信をこれからも重要視していきたいというふうに考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ４番、野村恵子委員。 

○４番（野村恵子委員） 105ページ、緑化推進事業についてお伺いいたします。 

  12番の委託料、花壇整備業務と書いてありますが、これはどういう委託をするのかお

聞きいたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 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。 

  委託業務の内容につきましては、国道273号沿いの花壇、81か所あるのですが、そち

らのほうの、それと中央公園２か所、ふれあい公園３か所に花壇があるのですけれども、

そこのまず土づくりのほうを委託で入れます。 

  それと、あと、植栽する花苗の管理、配付する花苗の仕分け、あと、未定となってい

る花壇への植栽の作業、あと、植栽した後の花壇の管理、草取りとかその辺のほうの管

理のほうもしていただくこととしております。 

  最後に、花壇の回収といたしまして、各里親の方々には自分の持ち場の花を抜いてい

ただいて、そちらのほうを回収して処分をするという一連の作業を委託する予定でおり

ます。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ４番、野村恵子委員。 

○４番（野村恵子委員） 実は私、毎年国道沿いの花壇を整備していますが、里親という

のは多分今までやっていたことであって、委託するというのは業者に委託して全部管理

してもらうのですか。 
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○委員長（馬場敏美委員長） 町民課、大塚主査。 

○大塚利晃町民課主査 委託の部分につきましては、今まで教育委員会職員が作業をして

いたところの箇所を、今のところ予定しているのが上士幌人材センターの人力のほうを

活用して、今ご説明いたしましたその作業等を委託したいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ４番、野村恵子委員。 

○４番（野村恵子委員） すみません、今ちょっとのみ込みが、できれば後で。 

これ教育委員会からの資料があったのですけれども、学習課からの。これに、この次

委託する箇所をちょっと書いてもらって、どこどこを委託してどこどこを里親にお願い

するのかというのはちょっと、資料を頂ければ助かるかなと思いますが。 

○委員長（馬場敏美委員長） 町民課、青木課長。 

○青木弘彦町民課長 野村委員おっしゃるところで、場所なのですけれども、これ先日、

２月15日の総文委員会にかけさせていただいて、その際には概略図作っておりますので、

教育委員会のあれは全ての図面ですけれども、その中で今回の委託に出す部分を記した

ものがありますので、そちらについては後ほどお渡しさせていただきます。 

  あと、委託と言いましても全部丸投げするわけではなくて、我々職員がついて、土づ

くりだとかそういった部分については一緒にやりながらという形に当面はなるというふ

うに考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ４番、野村恵子委員。 

○４番（野村恵子委員） それと、耕運機を購入するようになっているのですけれども、

これは前に教育委員会の方がやっていたところで、個人的に持ち込んでやっていたので

しょうか。今までなかったのかな。 

○委員長（馬場敏美委員長） 町民課、大塚主査。 

○大塚利晃町民課主査 今までの作業につきましては、上士幌小学校、上士幌中学校で耕

運機を各１台ずつ持っておりましたので、そちらのほうを教育委員会のほうで使って土

づくりをしておりました。 

  そして、来年度につきましては、町民課のほうがその事業を実施するということにな

りますので、町民課のほうで機械を購入して貸与するような形を取りたいと思っており

ます。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 
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  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 109ページの中で、衛生費で新型コロナワクチンに予算組まれ

ているのですが、今後の予定というか全然見通しがないのですが、どういうことでこの

予算を、どういうことって変ですけれども、どんな形に今後予算組んだ中では進んでい

くのか、もし分かる範囲で、これからコロナがどうなるか全然まだ分かりませんが、そ

の辺について質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、佐藤主幹。 

○佐藤眞由美保健福祉課主幹 新型コロナワクチン、今、ウイルスへの対策というよりは

ワクチンのことでご質問を受けたというふうに、ということでよろしいですか。 

  新型コロナウイルスワクチンに関しましては、今、５歳から11歳のお子さんも含めて

町民の方に接種をしておりますが、この臨時接種の期間というのは予防接種法のほうで

決められているのが９月30日までというふうになっております。その間は、１・２回目

でまだ打っていない方もそうですし、３回目接種をこれから受ける方も無料で実施でき

るというふうな形になっております。 

  本町の進み具合ですけれども、２月は結構足元が危ない中、ご高齢者から主に集団接

種会場に向かっていただくことになりますので、夜の遅い時間をできるだけ避けて日程

を組ませていただきましたが、３月に入りましてかなり若い世代になってきましたので、

水曜日も夕方に近い時間、そして金曜日も夜の時間も加えましてスピードアップして進

めているところです。大体４月の中旬ぐらいまでには、９月末までに接種した方たちが

ほとんど、もう打てるぐらいの予約枠を準備しておりますが、やはり２回目までに副反

応が強く出た方とか、今回３回目を受けないという選択をされている方もいるのかなと

思います。３月末まではほとんどの枠が埋まりました。４月の１週目、２週目のところ

が今募集しているような状況にあります。 

  まだ、当面続きますけれども、４月中旬以降は上士幌クリニックさんの外来のほうで

実施するという形になっていく予定です。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） そうしますと、取りあえず３回目までの接種の予算ということ

で確認させてもらってよろしいですか。その後については国の動向を見なければいけな

いので４回目なのかまたまた５回目受けるか、それ確認させてもらいました。 

  子どもたちの接種もちょっと心配なところありますが、今進んでいますので、その辺

も含めて、大変ですがよろしくお願いいたします。何かお願いしてしまってすみません。 
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  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 103ページの地域医療振興対策事業についての部分について

お伺いしたいと思います。 

  町民の不安の１つというのはやはり健康を守るという部分と健康を回復するという２

つ、それ基本的な部分の１つになると思うのですけれども、いわゆる医師の確保、町内

の医師の確保に診療所、いわゆるクリニックがあるのですけれども、一次医療圏として

この２つのクリニックが非常に頑張ってもらっているなと思います。 

  町は、財政的な支援については十分に対応しているのかなという認識はしますけれど

も、これから、今後考えた場合は、やはり、最低でもこのような確保が必要になってく

るのかなという。それが町民的には結構、高齢の問題とか人材の確保とかそういう部分

も含めて、ちょっと不安がっている部分あったり、そういうニーズに達している部分も

ちょっと感じるものですから、これについて定期的に、そういうクリニックの方々等を

含めて、定期的に情報交換しながら、町としては先手を打つというわけではないのです

けれども、何らかの形で現状維持を、維持以上を含めて対応してほしいなという認識は、

きっと町民も町もしたいと思っているところだと思うのですけれども、そういう意見の

交換とかそういう状況の把握、これについて定期的に対応しているか、この辺ちょっと

確認させてください。 

  もし、状況的にいい状況だったらまた確認、報告いただきたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 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、町内医療の医師の高齢化が進んでいるという

のは町としても危機感は持っているところでございます。 

  この辺の対応としましては、今後医療機関と綿密に連携を取りながら町内の医療体制

について協議していきたいと思いますし、これまでも、年に１回ですけれども、医師の

方々と医療機関等々が集まっての会議体を持っておりますので、そういった中で今後も、

この町内で町民の方々が安心して受けられるような医療体制の維持というのは、町とし

ても重点的に対応していきたいと考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 両方とも民間という部分ですから、また、いつどういうふう

になるかというのも非常に難しいところもあるかと思いますので、常に情報を調整しな
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がら、また対応していかないと、突然の話にならないようなるべくしてほしいなという

ふうに認識していますので、その点よろしくお願いできればと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ３番、伊東久子委員。 

○３番（伊東久子委員） 110ページの葬斎場費についてお伺いします。 

  14番の工事請負費で400万ほどかかっていますが、これはどこの場所でしょうか。 

  昨年10月か11月頃に公共工事で視察したと思うのですけれども、そこではなくてまた

別なところなのでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 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。 

  来年度、令和４年度工事実施する箇所につきましては、今年度工事いたしましたとこ

ろが、舗装の前のところの砂利を入れて、一部、その状況を確認した後に舗装工事等を

進めるということでご説明させていただいておりました。 

  ４年度はその舗装工事と、あと、それに伴って縁石等も埋設していないのでその縁石

工事、併せて南側のほうの砂利の歩道、歩くところがそろばん状というか、歩くのに支

障があるものですから、そちらのほうも砂利を敷きまして転圧作業、それと、あと水処

理の部分で暗渠管の埋設工事のほうもやる予定でおります。併せて車止めの設置、５か

所あるのですがそちらのほうも設置する予定の工事内容となっております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ３番、伊東久子委員。 

○３番（伊東久子委員） 工事のあれは分かりました。 

  お墓の西側というのは東４線、多分４線かなと思うのですけれども、あそこすごい町

民から要望があって、早く舗装にしてほしいという要望があるのですけれども、ここ一、

二年でそういう計画は持たないのかどうか、担当課としてどう考えているのかお聞きい

たします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 墓地の西側ですね、あそこについては、基本的にというか、道路と

しては、町道としてはちょっと認定されていない道路ではあるのですが、そういったお

話し聞いております。かなり水たまりができるような凸凹になっていますので、春先こ

ちらのほうで砂利、または再生合材と言って固めるようなものをして、ある程度不陸を

調整するようなことは考えておりますので。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 
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  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 先ほど来の伊東委員からの質問と同じ墓所の道路整備等含め

ての部分なのですけれども。 

  これは、ちょっと、あるその傾き、道路の傾きと、墓所、墓を持っている方とのちょ

っと調整については終わって、その横に排水するという、排水処理といいますか、それ

をするという話で、昨年そういう確認したような気もするのですけれども、まず、その

墓を持っている方の了承を得て、墓横についての水処理、これについて了解しながら工

事するということについて承知されているか、その確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 町民課、青木課長。 

○青木弘彦町民課長 昨年10月の産経の現地視察の際に、道路の陥没とお墓の傾きの因果

関係についてはないという説明をさせていただきました。その時点では、もう一点説明

したこととして、─その時点では使用者に説明していなかったので、使用者のご意

向を確認した上で、その暗渠工事に合わせてそちらの傾きのほうの工事を実施したい旨

の説明まではさせていただいたと思います。 

  それで、その後、使用者の方とお話しいたしまして、使用者からは、原因は分かった

と、今の傾きはしようがない、墓石の傾きを直す工事までは行政にしてもらうつもりは

ないということで、暗渠工事でその水が抜けるようになればそれでいいという話で意向

を伺っておりますので、それに伴っての今回の工事内容というふうになっております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 117ページの健康診査経費、乳がん含めてずっとあるのですが、

これは特定健診外の検査になると思うのですけれども、昨年のコロナ、今年も、その前

も、中で健診率はどうなのかということで、特定健診は何か、これ項目が違うので、結

構60％超えたという情報もあるのですが、これは今回の一般会計における検査について

はどのような状況なのか質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 今年度の受診率におきましては、横ばいかやや低下している

かなというふうに見ております。 

  個別の病院で受ける健診など、若い方の世代のコロナが、やはり感染状況が蔓延した

ということもありまして、少し病院に行くのを、もしかしたら敬遠したかなというのも
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ありますし、集団検診、先日、冬期間のを終えましたが、何人かは、この感染状況なの

で差し控えたいというようなことで連絡が入っていますので、そのような影響が若干あ

るかなというふうに見ております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） １点、まず118ページの清掃業務の管理経費です。 

  集じん業務について、きっと集じん業務自体はうちの町もしっかり業者に対応しなが

ら丁寧にやっているなというふうに認識しますが、やはり高齢化なり、それから雪道と

か、そういうことによって非常に経路について、若干、もう少し身近なところで対応し

てほしいなというそういう要望きっと町のほうにもあると聞いております。そういう部

分について、業者の都合とか道路の都合とかいろいろあるかと思いますけれども、やは

りそういう要望については適切に対応するのがいいのかなという認識します。業者を優

先するのではなくて、やはり住民、そういう要望の部分も重視したごみの収集路線とい

うのをあれば、やはり町民の不自由さとか、特に高齢化している部分についてはこれか

らよく気をつけなければならないと。 

  それで、資料としてごみの収集路線見せてもらったのですけれども、折り返したりし

ている場所も一部あるのですよね。ですから、少し細かくできるのかなと。ある程度、

例えば要望している人についてもよく相談して対応しているのかなと思いますけれども、

まだちょっと十分ではないなというところもちょっと聞いているものですから、ここら

辺、要望と路線の確定についてもう少し町民要望を取り入れて、それを主体とした路線

にすることによって高齢者に優しいという部分も出てくるかというふうに思いますので、

ここら辺についての考え方。これから路線決めるかどうかは別にしましても、きっとそ

こら辺を考慮して対応路線決定というのはあってもいいのかなと思っていますので、こ

の点、確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 町民課、青木課長。 

○青木弘彦町民課長 一般質問のほうでも、例示として移動の少ないごみ出しということ

でいただいていたと思います。 

  私のほうから、まずごみ収集ルートの現状としまして、収集ルートについては道路幅

や交差点など収集時の安全確保を考慮して、できるだけ効率的なルートとなるよう、そ

こは委託業者と打合せをして決定しているところであります。 
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  今、ごみ収集については、共同住宅とかを除いては各戸収集方式を実施しております

けれども、そういった道路の事情等によっては住宅の前が収集ルートではない区域もご

ざいます。ただこの場合も、業者優先ではなくて、こういった場合は独り暮らしの高齢

者ですとかそういった方が、ごみ出しが著しく遠いというような場合などには、そうい

った要望があった場合にはその配慮が必要というふうに考えておりまして、必要に応じ

た収集ルートの検討については随時行っております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 随時というのは現状という意味ですけれども、これからとい

う部分についてどうなのでしょうか。要望に応じて対応するという部分については。 

○委員長（馬場敏美委員長） 町民課、青木課長。 

○青木弘彦町民課長 もちろん要望あった場合は現地確認いたしまして、ルートとして通

れるかどうかということがまずありますけれども、車幅とかその部分で。その道路が通

れるかどうかはありますが、十分そこについては、そこへ行かないというわけではなく

て必ず検討はいたします。現在もしておりますし今後もしていくということになります。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） ルートによって、車幅が少なくて全体的な収集に影響すると

いう部分は別にしましても、車が通れるような道路であったら、やはりそういう道路も

あるということも、逆に言えば、町道等についてあるということですから、やはりその

辺については十分配慮したほうが、僕は、配慮すべきが、やはりこのごみ収集の、特に

高齢者に対応する部分だと思いますので、そのことを含めて、業者優先とか車両優先で

なくて、やはりそういうところに住んでいる町民優先という認識の中で、ぜひ対応する

べきだというふうに認識しておりますので、ここら辺についてぜひよろしくお願いでき

ればと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 117ページの資源リサイクル分別収集事業について質問いたし

ます。ここも入ると思うのですが。 

  前に斉藤委員も質問したことかなと思っているのですが、今、家庭用プラごみについ

ては容器包装に関する資源ごみを回収しているのですが、国の法律が、何か今年の４月

から変わるといいますか新しい法律ができて、プラスチック資源循環法が成立したとい
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うふうに報道が入るのですが、その中で容器包装ではないプラスチックごみですね、そ

れも回収できるようなことを書いてあるのですが、ちょっと面倒くさいような、制度的

にどうか分かりませんが、そのことを含めて、今年、町の一般廃棄物の処理計画の策定

を行うと思うのですけれども、その中にそういうことも検討されていくのかどうかと。

要するに、容器包装でないもの、プラスチックも入ると、回収できれば燃えないごみの

量がどれぐらい減るか、減ることになると思うのですが。 

  あと、どうしても、これは間違えて出したときに、全然、プラスチックなのに何で容

器包装ではないのかなと置いていかれることもあるのです。その辺がすっきりするとご

みが多分減るのではないかと。その辺についてどんなふうにこれから検討していくのか

質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 町民課、青木課長。 

○青木弘彦町民課長 プラスチック資源循環法に係る廃プラの一括回収のお話かと思いま

す。 

  製品プラのその一括回収を行う場合は、収集業者の体制、これは収集回数ですとか人

員だとかそういったものや、あと、施設側のその受入れ態勢、これは建物のキャパシテ

ィーだとか機械などあると思いますが、それについて、本町の場合、士幌町と、あとは

運搬の委託業者などと十分な検討が必要でありまして、現時点で、いつからその廃プラ

の回収始められるかということは、今現時点では言えない状況となっております。 

  委員おっしゃるとおり、今後、令和４年度の予算の中で基本計画、ごみ処理基本計画

もやりますので、その中でも検討されていく事項だとは思いますが、いずれにしまして

も、この件については国の動向が、そこについては注視しながら、十勝圏複合事務組合

や士幌町とも連携して方向性を模索していきたいというふうに考えております。 

  必要に応じて議会にも報告させていただくような形になると思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 111ページの健康増進センター管理運営に係る浴場の利用の

仕方という部分について、ちょっと、町民の中にも、非常に、70歳以上10回の100円利

用というのを非常に効果があって対応できるなという部分ありますけれども、回数につ

いて、やはり２日に１回ぐらい入りたいなとかもあって、そういう部分も含めていくと、

もうちょっと回数行きたいな。いわゆるここの施設は健康増進センターと、やはり１つ

の健康の中心だという部分ありますし、前、道の駅の利用については２万6,000人と言
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いましたけれども、頂いた町勢の現況見ますと５万4,379名という、これは実数だと思

うのですね。 

  ですから、かなり利用がある程度ある施設かなというふうに認識していますけれども、

もうちょっとＰＲしたり、それから、その回数を調整、少し緩和してもう少し頑張って

もらったり、これはふるさと納税の部分も使っているという部分もありますけれども、

やはり町民の健康のために使ってるひとつのいい方法だなというふうに認識しています。 

  そんなことを含めて、今すぐとはならんと思いますけれども、回数券制度にしたり、

70歳以上の回数をある程度緩和したりして、少しでも利用したりすることが、あそこに

おいての70歳以上の元気づくりとか、それからコミュニティーづくりとか、そんな１つ

の場所になる一つだというふうに認識していますので、そこら辺について、今すぐ、ち

ょっと当初予算であって難しいところあるのですけれども、なるべく早い段階でそうい

う考え方を含めて検討すべきだというふうに僕は認識しますけれども、予算的な部分を

含めて、そこら辺の考え方について確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 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。 

  ご質問にあった老人入浴券、100円の件ですね。平成30年に８回であったものが10回

に、２回増えたということで、あと、一般の料金も380円を300円に附則規定で３年間の

時限的な条例改正で行ってきて、また３年度から向こう３年間は同じように300円と100

円、10回という形で今やっています。 

  その老人券の、70歳以上の方に配る券なのですけれども、年々発行数が下がってきて

いまして、元年度、２年度と比較すると、２年度は330件ぐらい利用者がいました。た

だ、実際に券を発行して利用者の数はどうかというと、30年以降、徐々に高齢者の方の

利用が下がってきているのですね。というと、恐らく月に10回、満度に入っていない方

がたくさんいらっしゃるのではないかなというふうにも感じています。これ、きっとコ

ロナの影響もあるのかと思うのですけれども。 

  一応、券売機のところには、町民の方であれば70歳以上の方、こういった券が発行で

きますよというふうなアナウンスはしているところなのですけれども、ちょっと高齢者

の利用者数が減ってきている。ここにはいろいろな、コロナの要因もあれば、あと、住

宅の整備もできてきてお風呂がついている住宅とか、ちょっと、あと自宅でお風呂に入

れる方とかいうのが増えてきたというところもあるのかなというふうには推測するので

すけれども、特に火曜日、金曜日は循環バス利用した常連さんがいますので、そういっ

た方々にもちょっと今後お声を聞きながら、月に10回というのはどういうふうに利用さ
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れているのか聞き取りもしながら、今後のこういった制度の在り方について考えていき

たいなとは思っていますけれども、今現状ではこの月10回、100円ですか、これでいく

と、金額にすると年間で３万円以上の助成金といいますか助成額になりますので、ここ

のところが行政サービスとして行えるところかなというふうな認識はしています。 

  というのは、年間で経常経費の赤字額でいきますと、２年度は1,600万ぐらいでした

けれども、通常でいくと大体2,000万近く毎年赤字が出ているものですから、そういっ

たちょっと予算の関係もあると、ここの辺、この300円、100円というところが、管内的

には安いというような状況ありますし、今のところこういった状況で運営を進めている

という形になります。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 管内でも行政がこういう浴場を運営しているとかそういう部

分について、非常に目玉の一つだなというふうに思いますし、ここには結構交流人口の

方もたまたま訪れたりしていますので、そういう意味ではすごく、１つは、下手な場所

よりも交流の場所になってきたり、あんたどこから来たのとかといろいろな話が弾む場

所ということは認識していますので、ちょっとＰＲも足りないのかなという部分もあり

ますので、それは、やはりＰＲは、せっかくの町の施設ですから、ＰＲ兼ねて、一定程

度、どういうふうに対応できるか。 

  それと、今、ちょっと改めて僕は認識していなかったのですけれども、この浴場だけ

の収支というのはどういうふうになっているかなという部分、またどこかでそういう資

料ありましたら、ちょっと我々については提供してほしいなと思っています。 

  結構、浴場を利用している方は、どちらかと言ったらマニアと言ったらマニアっぽい

ところもあるかもしれませんけれども、特にサウナの魅力とか、あそこでの会話の交流

とか、そういうことも、この時期ちょっと難しいところもありますけれども、あります

ので、そういう認識の中でちょっと検討してくれることもありがたいなと。これは一つ

町の目玉としてもちょっと大事なことだというふうに認識していますから、よろしくお

願いできればと思いますし、そういう検討も必要ではないかと思いますので、考え方あ

りましたらまた改めてお話を聞きたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 委員おっしゃるとおり利用者の方々、最近、本別、足寄のほ

うからも浴場の利用に来られている方もいますし、昨日たまたまお話しした方の中では

音更町からドライブがてら来たとかという方も増えてきていて、町外の方といつも利用
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している町民の方との交流というか、サウナを利用されている方、黙浴を薦めています

けれども会話されたりとかされているようですので、そういった交流は、おっしゃると

おり図られると思います。 

  あとは、ちょっと、大型トラックも駐車の問題ありますけれども、そういった形でド

ライバーの方が本町に立ち寄っていただいてお風呂に入っていただく、あるいは食事も

していただくというようなことがあるのかなというふうに感じていますので、今後も、

300円で入れるというところが売りですので、そこもＰＲしていきたいなというふうに

考えています。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、新井課長。 

○新井英次郎保健福祉課長 あと収支の資料なのですけれども、こちらのほうは後ほど提

出させていただきたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ７番、中村哲郎委員。 

○７番（中村哲郎委員） 113ページの17番備品購入費、これ新しく入ってきているので

すが、これは、この機械は何の機械かちょっといいですか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 この機械は、母子保健法で義務化されている３歳児健康診査

に使います視力検査の機械になっております。 

  これまでは、３歳児健診の視力検査は保護者へのアンケートと、保護者が家に、こち

らから送った指標を使って自宅で精査するというような形で実施してきましたが、３歳

児ですので、家のやり方にも誤差がでますし、できないというお子さんたちが３割近く

いるということで、この問題は日本眼科医会が、これでは弱視を見逃してしまうという

ことで、令和３年度マニュアルを作成しましてこの機械を推進しています。 

  次年度から厚労省もこの機械を使った場合の補助金も初めて取り上げてきたというよ

うな形になっておりまして、機械を、写真を撮るようにお子さんの目を当てて撮ると光

の屈折の加減だとかが分かりまして、今までより簡略化して異常が早期に発見できると

いうような機械になっております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑はありませんか。 

  質疑ありませんので次に移ります。 
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  暫時休憩いたします。 

（午後 ３時０９分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） それでは再開いたします。 

（午後 ３時１０分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 次に、歳出、労働費、119ページから120ページまでを質疑

を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 119ページの無料職業紹介事業という部分で旅費と、それか

ら消耗品、役務費、委託料とありますけれども、基本的にこの部分については生涯活躍

まちづくり会社に対応していると思うのですけれども、この委託の部分についてはほと

んど給与等に当てはまるのかどうか。そのほか何か、この委託の中に含まれているもの

があるのか、そこをちょっと確認だけさせてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 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ついてお答えします。 

  この委託料につきましては、人件費の部分と管理費の部分の２本、それを含んだ金額

で委託料を積算し契約を交わしているところです。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 管理費とはどういう管理費になるのですか。場所の所場代と

いう認識でよかったでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 町民課、大塚主査。 

○大塚利晃町民課主査 管理費の部分につきましては、求人者、求職者の開拓に関する業

務に関する管理費と職業紹介責任者等の社員の研さんに関する費用ということで、そち

らのほうを管理費として積算しているところです。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  質疑がありませんので労働費については終わります。 
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  ここで暫時休憩とします。 

  10分間の休憩といたします。再開は３時25分といたします。 

（午後 ３時１５分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

（午後 ３時２５分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 歳出、農林水産業費は120ページから139ページまで質疑を

行います。 

  質疑ありますか。 

  ９番、斉藤明宏委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 135ページなのですが、上士幌町鳥獣被害防止対策協議会とい

うことで、昨年の予算が１万円で今年28万円ということでかなり増えているのですけれ

ども、どのような事業を行うのかお聞きします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 農林課、中村主査。 

○中村哲士農林課主査 上士幌町鳥獣被害防止対策協議会、令和４年度28万円ということ

で予算計上させていただいております。 

  増額になった理由ですけれども、こちらの協議会のほうで、いわゆる電気柵を次年度

購入するということで検討しておりまして、農協さんのほうと２分の１と、町と２分の

１ということなのですけれども、その電気柵の経費ということで増額となっております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ９番、斉藤明宏委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 設置場所、どの辺を予定していらっしゃるのでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 農林課、中村主査。 

○中村哲士農林課主査 設置場所についてですが、まだ特定の場所を決めているわけでは

ございません。今後、農家さんのほうと聞き取り、要望等を行いまして場所のほうを考

えていきたいと思っております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ９番、斉藤明宏委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 続いて、137ページに工事請負費の中で森林整備工事というの

があるのですが、この工事内容についてお聞きしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 農林課、中村主査。 

○中村哲士農林課主査 こちらの工事請負費についてですが、136ページのほうの一番下
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段のほうに、上士幌町持続可能な山づくり事業ということで、こちら新規の事業という

ことで次年度予算を計上させていただいております。 

  こちらの事業は、森林所有者が今高齢化ということで、なかなか山林の引継ぎに困っ

ているという点と、あと、町有林に関しましても、造林未済地一部ございますので、そ

ちらのほうを基金を活用して工事を行うということで、既存の町有林整備の事業とまた

別の財源ということですので、新しい事業で新しく工事請負費ということでこの金額を

計上しております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありますか。 

  １番、渡部信一委員。 

○１番（渡部信一委員） 124ページの農業費のところで、環境保全型農業直接支払交付

金事業とあるのですけれども、これは具体的にどのような事業になっているかと、もう

一点、125ページの農地土壌炭素吸収源対策事業、279万ほどの予算が組まれているわけ

ですけれども、これ２件合わせてどのような事業になって展開していくのか質問いたし

ます。 

○委員長（馬場敏美委員長） 農林課、松下主査。 

○松下慎治農林課主査 環境保全型農業について、こちらの事業は慣行よりも化学肥料、

農薬の使用量を２分の１に削減する取組と併せて、カバークロップ、あるいは堆肥の施

用、あるいはリビングマルチ、こういったもの作付を行った場合に、それぞれ定額の助

成を行う事業内容となっております。 

  農地土壌炭素吸収源対策事業、こちらは後作緑肥、休閑緑肥ともに対象となりますが、

緑肥の作付と合わせてメタン発酵消化液を、おおむね反当たり５トン以上施用した場合

に緑肥の種子代を４分の１助成する内容となっております。 

○委員長（馬場敏美委員長） １番、渡部信一委員。 

○１番（渡部信一委員） 環境保全型農業直接支払交付金というのは、今の説明でどうい

うものかは分かったのですけれども、このＳＤＧｓですか、そういう形の中で農水省の

ほうも50年度まで、こういったものの一環かと思うのですけれども、全国で有機農業で

すか、それを100万ヘクタール、そして農地の25％までがそういう形にするというふう

な、そういうものが農水省のほうから出ていまして、昨今のそういった具体的な政策の

中で、十勝管内ともそういった形に向けて、振興局ですか、そういったものが事務局み

たいになって講習会だとか、取り組んでいる。あるいはそれを拡大していく、消費流通

だとか、いろいろなものを含めて力を入れていっているというふうに思うわけですけれ
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ども、そういったものとの兼ね合いの中での本町の取組なのかどうか。 

  そして、そういった動きに対して、ＳＤＧｓという方向性の中で、これは総合計画の

中でも、もう少しやはり、ただ規模拡大、あるいは企業型ではなく、もう少し裾野の広

いそういったものも、長期、総合計画の中で展開していく必要があるのではないかとい

うふうなそういう質問したわけですけれども、そういった方向性の中でのこの第一歩と

いうか、取組なのかどうか。 

  あわせて、それらのそういった動きに対しても裾野の広い農業、あるいは酪農という

か、そういったものの展開のためにやはり、ぜひともそういったところとも連携を保ち

ながら、農業振興というかそういう視点に立った生産構造、あるいは流通だとか、ある

いは農業の在り方というか、そういったものも展望していく必要があるかと思うのです

けれども、そこら辺の兼ね合いについて。 

○委員長（馬場敏美委員長） 農林課、松下主査。 

○松下慎治農林課主査 適切に営農することによって、土砂崩壊の防止、洪水の防止だと

か水質の浄化、生物多様性の保全、また、季節に応じて美しい農村の景観をつくり出す

機能など、農業が持つ多面的機能を発揮していくことが大切であると考えております。 

  今、委員がおっしゃられたとおりＳＤＧｓ、あるいは国が定めたみどりの食料システ

ム戦略、こういったところでも、今、農業も脱炭素、あるいはそういう環境保全、そっ

ちのほうにこれから進んでいくという方向性が示されております。 

  この事業は、地球温暖化対策に焦点を当てることによって、緑肥の作付による炭素固

定、あるいは、消化液の利用による地域資源の循環、土づくりによる地力増進など環境

に配慮した農業を進めていきましょうということを農業者様と共有していく、これから

の第一歩の事業であるということでございます。 

  第６期総合計画においても、１つ、バイオ炭の施用を検討しますということで書かさ

せていただきました。農水省は、農業分野における温暖化対策の切り札としてバイオ炭

の施用を位置づけているということですから、町としてもそのあたりしっかり情報収集

しながら、将来そういったことが実施できるかどうか前向きに検討を進めてまいりたい

と考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今の質問とちょっと近いのですけれども、国もこれからオー

ガニックの食料生産という部分が結構叫ばれ始めてきていると。 
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  我が町はどちらかというと大型農業というか、主要４産品、それから酪農、畜産の牛

乳、肉とかですけれども、やはり、今後は持続的な部分ではこのオーガニック対策も今

からどうするかという、そういう組織も必要になってくる時期かなと。ですから、なる

べく、せっかくのこの大地の中でそういう場所づくりとか、それこそ、試験的な部分も

含めて対応させるとか、そういう部分については支援するとかという時代に入ってくる

のかなと思っています。 

  そういう意味では、国がかなり、チャンスという部分で言えば、予算的な部分もこれ

から考えてくるだろうと思っていますので、そういう農業を育成するという部分も、も

うそろそろ始まってもいいのかなと思っていますけれども、今回の予算とかそういう部

分について、まだ国の具体が出てきていませんからそういう対応遅れると思うのですけ

れども、じきに具体が出てくると思いますので、そこら辺考えている部分について、も

し課長のほうで考え方あればぜひお願いしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 農林課、林課長。 

○林 峰之農林課長 オーガニックの部分、こちらも国のみどりの食料システム戦略の中

に位置づけられておりまして、もちろん面積も増やしていくということで掲げられてお

ります。 

  そのような中、国の資料をいろいろ調べてみたのですが、では、オーガニックの定義

どこまでという部分がまだ明確になっていないという部分もございまして、農林課とし

ましても総合計画にも記載はさせていただいているのですが、オーガニックのうち、今、

町でできることといえば消化液だとか地域にある資源をうまく使っていくという部分が

非常に大事になってくるのかなというところで、この辺、記載させていただきながら、

その第１段として、先手を打ってこの緑肥と消化液という部分で土づくりだとか土壌の

炭素固定だとか。国だとか、これからＳＤＧｓとして目指していかないと駄目な部分、

そこをまず先手を打ってやってみるということで予算計上させていただいたというとこ

ろで、正直言うと、これらの取組どんどん進めていくと、企業としても将来のＥＳＧ投

資というのですかね、環境に配慮したような投資のほうにもつながってくるのかなと。

呼び水になっていけばいいなという思いも込めて、総合計画も予算も計上してございま

すので、これからもしっかり、今後は組織体の在り方ももしかしたら出てくるかもしれ

ませんが、その辺も農協だとか関係機関、農業者、しっかり意見聞きながら進めていき

たいなと思ってございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） あと、先の耕畜連携につながってくると思うのですけれども、



－100－ 

やはり、先に農業改良センターが我が町で緑肥と消化液の試験やってみたりという部分

ですごく成績がいいという部分がありますので、もう少し普及させるためには、もう少

し具体の部分をやはり検証していくということも大事だと思いますから、そこら辺との

協力について、より農協と連携しながらやっていくことによって施肥量の調整とか、こ

れからかなり肥料とかでそういう部分が高騰してくる可能性も過分にありますから、事

前にやはり地場の副産物含め、副産物と言ったら怒られますけれども、生産物を対応し

ていくということも地域農業を守る、基盤を守る大きな知恵だと思いますので、そこに

ついても、いろいろな意味で、町として目を向けながら力を貸していくべきだと思いま

すけれども、この辺について確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 農林課、林課長。 

○林 峰之農林課長 普及センターのほうの試験成績もよかったという部分もございます

が、こちらも、農林課農産担当中心になりながら、逆に言うと普及センターも巻き込ん

だような形で調査を実施したと。これがなぜできたかというと、日頃から情報を共有し

ながら、農家さんの意見も聞きながら、では消化液どういうふうに使っていけばいいか。

それから、消化液使ったことがないけれども本当に効果あるのかという部分も実はお話

がありました。幸いうちの町につきましては、農業再生協議会という協議会の中で関係

機関、非常に情報を共有しながら風通しのよい組織ということで、課題の解決に向けた

取組をしているという中で、いろいろな関係者を巻き込んだ中で今回試験ができたとい

うことで、農家さんのご協力ももちろんあってという部分ではございますが、この結果

も２月の、たしか８日にはなるのですけれども、農家さんのほうに結果のほうも、うち

の農産担当のほうから周知させていただいているというところで、どちらかというと、

町としてというよりは全体、町全体としてこのような取組進めていきたいなと考えてい

るところでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） あわせて、やはり消化液の対応の中では課題になっていると

いう農家の方からの話では、１つは土壌の硬化。やはり重量物が走りますので、かなり

土壌が硬化してしまうと。ですから、やはりそれとコンビネーションしたやはり支援を

していかないと、やはり将来、硬くなった土壌ってなかなか優良な土壌になり得ないと

いう部分ありますから、そういう部分は出てくると思いますので、重ねてやはりそうい

う対策も含めて支援していかないとなかなか消化液入れてほしいのだけれども、土壌の

問題に影響するとかそんなこともあるので、そこら辺も含めてマッチングさせていきた

い、いくべきだという認識していますけれども、これについても並行した事業として対
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応することも必要ではないかなという認識していますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 農林課、林課長。 

○林 峰之農林課長 今ございました土壌の硬化という部分で言うと、もちろん大きなス

ラリータンカーが畑の中に入るという部分では硬くなる可能性もあるというところでも

ございますが、文献によりますと、消化液である程度土壌の団粒性がよくなるという結

果も出ているということもございます。 

  そのような中、昨年からやっている試験でも土壌硬度計ですか、だとか使いながら、

本当に硬くなるかどうかも含めて継続的に調査かけながら、もし本当に硬くなるようで

あれば、何らかの必要な対策も講じる根拠となるのかなと思いますので、この辺は継続

的に調査かけながら、農業関係者と連携して進めていきたいなと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありますか。 

  １番、渡部信一委員。 

○１番（渡部信一委員） 129ページですね。これは先般報告もされているわけですけれ

ども、具体的に予算とこの事業の交付金とかそういったことに出されているのですけれ

ども、空飛ぶ受精卵移植実証事業なのですけれども、これは具体的に、今どこが事業主

体というか主体としてやっていくのか。町の農林課がこういったことに対して主に調整

してやっていこうとしているのか。 

  そして、具体的にこれ、実証実験と言っても、１回ぐらい運んで、それでこの実証実

験が終わったなどというような、そういう話にはならないと思うのですが、ある程度こ

ういったものについて継続的に実験も重ねていかなければならないと思うのですけれど

も、具体的に何回どのような形でやっていくのか。もう少し、金額も含めて、どういう

算定の仕方になっているのか教えていただきたいのですけれども。 

○委員長（馬場敏美委員長） 農林課、岡田主査。 

○岡田 直農林課主査 空飛ぶ受精卵移植実証事業についてでございます。 

  こちらの事業、従来やっておりましたいわゆる受精卵移植事業、ＥＴ事業と呼ばれて

いたものですけれども、この形態を利用して令和４年度の１年間で実施する予定の事業

となっております。 

  町の取組としましては、この補助事業という形で上士幌町農業協同組合が補助事業の

実施主体となりますが、こちらの受精卵移植をするための借り腹牛ですね、この牛を確

保するために補助事業の形態を使って農家さんに協力していただくというところになっ

てございます。 
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  現在、農協さん、全農さん等とお話をしながら事業内容を詰めている最中でございま

すが、最低でも春・夏・秋・冬それぞれの季節に１回ずつはドローンでの空輸をして、

農家さんでの庭先でのＥＴの実施をしたいと考えてございます。 

  並行して、従来のナイタイ高原牧場で実施するＥＴ事業との比較実証をすることによ

って、ドローン空輸の影響だとかというのを確認していこうという事業です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  農林課、岡田主査。 

○岡田 直農林課主査 すみません。もう一点。 

  事業費なのですけれども、予算としましては337万5,000円を計上させていただいてご

ざいます。補助事業として町が支出するのが、こちら337万5,000円の予定です。 

  事業費総体としては、この牛を確保するという事業の部分で540で、町と農協が同額

財源負担で一部全農が財源負担するようなイメージとなってございます。 

  １頭当たり、協力していただく農家さん、酪農家さんですね、借り腹牛を出していた

だく農家さんに対して、その受精卵移植の費用とその後の追跡調査の費用という部分で

２万円を支出する予定となってございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） １番、渡部信一委員。 

○１番（渡部信一委員） 説明あったわけですけれども、ちょっと頭が悪いのか、もう少

し具体的なイメージが、農業者でありながらもちょっとイメージが湧いてこないわけで

すけれども。つまりは、この受精卵をドローンで農家の庭先まで移植するのに運んでい

くということかなと思うのですけれども、そういった中で、どこから運ぶのか。例えば、

優良なそういったものが、例えば、これ町内ではなくほかのところから取り寄せて、そ

れを移植するのか。単なる、ナイタイのあそこのＥＴセンターと農家の庭先なら、そん

なに、ドローンのこの基地に持ってきて、それを今度操縦して運んでいるうちに、例え

ばそれだけの目的であるならば、このぐらいな上士幌のエリアの中では十分運んで持っ

ていってやったとしても、そんなにロスがないのではないかと思うわけですけれども。

そこら辺含めてもう少し、どういうことになるのか。 

  例えば、先般は上音更のところの小学校跡地を１つの拠点にして、食料品を何百メー

トルか先の民家に実証実験したというか、ああいう形かと思うのですけれども、そうい

ったことを含めてもう少し、もう一度分かりやすくちょっと説明願えたらと思うわけで

すけれども。 

○委員長（馬場敏美委員長） 農林課、岡田主査。 

○岡田 直農林課主査 申し訳ございません。ちょっと言葉足らずで。 
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  受精卵に関しては全農ＥＴ研究所から各農家さんの庭先ですね、協力していただける

農家さんの庭先だとか、あとは、想定しているのはナイタイ高原牧場内の放牧地の受精

場、こちらのほうにＩＣＴ推進室で実施するヒト・モノＭａａＳ推進事業、こちらを活

用した中で飛ばしていく予定になってございます。 

  従来実施していましたＥＴ事業なのですが、こちらも全農さんと農協さんと町と３者

でやってきた事業で、この形を利用しながらといいますか、実際にドローンで受精卵を

飛ばしたときの影響を確認していこうと。 

  現状、その法規制の関係等で有人監視の中じゃないとある程度の距離飛ばせないだと

かという部分あるのですけれども、今後の法改正等々を見据えて、先にこういった試験

を実施していくことによって、最終的に、現在ナイタイ高原牧場で実施しているような、

牛を集めてそちらで集中的なＥＴ事業を実施するようなパターンと、また、この農家さ

んの庭先で実施できるような方法だとかそういう部分を広げていけたらいいなと。 

  今回利用したいなと思っているのが新鮮卵なのですけれども、一般的に受精卵という

のは凍結した状態で流通しているものなのですが、こちら凍結させると、一般的には受

胎率が低下しやすい。受胎しやすい新鮮な凍結させていない受精卵をドローン等で運べ

ることによって活用の範囲が広がるというところで、そういったところも含めた部分で

実証実験としてやっていく形となってございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 関連でちょっと確認しておきたいので、今初めて聞いた話で

すけれども、聞き間違いでなかったら、春・夏・秋・冬、季節ごとに１回ぐらいという

話でさっきそんな話でしたかね。 

○委員長（馬場敏美委員長） 農林課、岡田主査。 

○岡田 直農林課主査 はい。最低でも１回以上は飛ばしたいというところです。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） そういう協力してくれたり、全農の生卵を使うということは、

それすごく効果的だというふうに認識しますけれども、１回ぐらいではなくてもう少し

あるような認識で産経ではちょっと認識していたのですけれども、最低で１回というこ

とは最低があるなという部分ですけれども、それで普及とか確認とかってならないのか

なという気しますけれども、そこまでしてやはり空飛ぶ受精卵という事業が、本町でや

っているぞということにしたいのかどうか。それじゃないのだと思うのですよね、本来

の姿は。まずドローンがそれだけ飛べるかとかそこから始まって、そこに生卵を対応し
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たり、それから受入れの農家の対応とか、やはりもうちょっときちんと説明しないと、

何かのときの補償とか、せっかく同期化していたり排卵の対応をしている牛がいるとき

に飛べなかったりとか、やはりいろいろな実験ってたくさんやらないと、その効果と課

題と出てこないと思うのですけれども、ちょっと１回ぐらいだったら、ただやったとい

うだけの話になってしまうのかなと認識したのですけれども、最悪の場合はそんなこと

になってしまって、できればという話ししているからやらないかもしれないという話も

なるのかなと思いますけれども、そんなあやふやな事業だったのですかね。 

○委員長（馬場敏美委員長） 農林課、岡田主査。 

○岡田 直農林課主査 まず、受精卵移植事業、現在、参加していただく農家さんを農協

さんのほうで当たっている最中なのですけれども、こちら、できるだけ多くの農家さん

に利用していただきたいと考えておりまして、春・夏・秋・冬、１回というのは、いろ

いろな季節の条件でドローン飛ばしているときの条件として、夏しかやらないとかそう

いうことではなくてという意味で申し上げた部分で、合計で４回しか飛ばしませんよと

かそういう意味合いではございません。 

  また、ドローン飛ばした際に受精卵、もしダメージを受けて使い物にならなくなった

ようなケースもしかしたら出るかもしれませんが、そちらのほうも、ＩＣＴ推進室のほ

うと、保険対応等を含めて現在協議してございます。もちろん代替の卵をすぐ用意でき

るような状態で実施しなければ、せっかく同期化させている牛が受胎できずに次の発情

まで逃してしまうということになりますので、そういうところは当然フォローしながら

やっていく所存でございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ４番、野村恵子委員。 

○４番（野村恵子委員） 関連なのですけれども、ドローンを大規模から飛ばしますよね。

全農から飛ばします。協力していただける農家さんというのは、例えば、大規模から飛

ばしたら距離的にあるのですけれども萩ケ岡方面でやるのか北門まで飛ばすのか、その

距離もちょっとお伺いしたいのと、それから、飛ばした後、受けの農家さん、授精師を

持っている方だったらすぐできると思うのですけれども、獣医がそこで待機をしていて

とか時間的なこととかというのは頭の中想定して組まれているのかお聞きします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 農林課、岡田主査。 

○岡田 直農林課主査 こちらも私の説明不足で大変申し訳ありません。 

  基本的には全農、今現在ナイタイ高原牧場で実施しているＥＴ事業と条件自体は、ド

ローンで受精卵を飛ばすかどうかだけを比較対象にしないと比較実証にならないと考え
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てございます。そちらも全農さんの受精卵移植のスタッフさんが現地で待機している状

態で実施するというのが基本的な考え方になっています。申し訳ございません。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） もう一回確認しますけれども、基本的には今までの受精卵の

移植の推進の一部を空飛ぶ受精卵事業という形で対応したいと、そんな認識でいいので

すよね。 

○委員長（馬場敏美委員長） 農林課、林課長。 

○林 峰之農林課長 すみません。 

  少し頭の中が混乱してしまったかもしれないのですが、まず基本的な考えですね、こ

ちら農協さんだとか関係者とお話ししている中では、もちろん農業者がメリットを受け

るという部分が非常に大事になってくるという部分で、これも受精卵移植についてはも

ちろん、できた卵と、それから移殖する獣医師なり授精師、ここの技術的なものももち

ろんあるのですが、一般的に凍結卵を使うと受胎率50％程度という話を伺っております。 

  そのような中この生卵を使うと、今全農さんがやっている部分で言うと、もう70％を

超える受胎率という部分で、受胎率の向上、これが農家さんに対して一番大きなメリッ

トになるのかなというところで、では、生卵をどのように農家さんに提供しようかとい

う部分でこのドローンを使った形で生卵を飛ばして運ぶと。その中で、しっかりと、獣

医さんなり授精師が移植することで農家が早期に受胎して経営がよくなっていくという

ところが一番の考え方となってございます。 

  そのような中、具体的な飛ばし方だとかこれから関係者で詰めていかないと駄目な部

分ではあるのですが、もちろん距離にしましては、往復で大体20キロぐらい間違いなく

飛ばせるという話も伺っておりますので、じゃあ、往復じゃなくて片道であれば20キロ

先まで行くとなれば町内一円カバーできるという部分で、それは片道切符で行くのか、

もしくは経由で行くのか、それとも往復で行くのか、この辺はこれからしっかり詰めて

計画をつくっていくというような取組でございますので、今農業関係者の中では打合せ

はさせていただいているのですけれども、今度は運輸の関係含めて、企画財政課も含め

た全体の中でもう少ししっかりとスキーム組んでいくというようなところでご理解いた

だければなと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 
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  質疑がありませんので次に移ります。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 ３時５７分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 再開いたします。 

（午後 ３時５７分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 申し訳ないです。 

  引き続いて農林水産業費、継続いたします。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 135ページの町有林の整備事業についてお伺いしたいと思い

ます。 

  これからのやはり町有林の在り方というのは今までとちょっと違って、やはり１つは

カーボンの対策、ゼロカーボンに向けた１つの炭素の吸収とその保有という部分等を含

めてゼロカーボンになり得るなという認識で管理していくという違う目線も出てくるな

と思っています。 

  そんな形で、先般、資料として町有林の図面を頂いたのですが、この中で対応してい

くとしても、非常に、我が町、結構町有林が多いなと。これをうまく活用してまちづく

りも必要でないかなと思いますので、この町有林の１つを、モデルを循環型にして、や

はりきちんと対応できないかなという考え方というのはきっとあるのではないかと思う

のですけれども、そのためには循環型の町有林の中で安全に、できれば少しずつ増やし

ていくという手もありますし、そういう植林地を増やしていくとか、自然林も結構あり

ますから、そういう部分でしっかり対応していくという循環型の林地、町有林を持つと

いう考え方というのも必要になってきて、そこにやはりもう一つ生産性というのがあっ

てもいいのかなと。そういう感覚で町有林を管理できないかなと思うのですけれども、

そういう感覚がこの中に入っているのかどうかちょっと確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 農林課、中村主査。 

○中村哲士農林課主査 ただいまの質問ですが、委員おっしゃるとおり、現在、国のほう

でも脱炭素ということで大きく打ち出しておりまして、また、循環型という点につきま

しては、以前から、切って、植えてという基本的なところをしっかりやっていこうとい

うのは、それは林業では当然というところで町有林のほうも事業を行ってきているとこ

ろでございます。 
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  生産性についてなのですけれども、一番大きなところ、年度で、１年間の町有林の事

業規模で、あと補助金と、あと立木の売払いと、入ってくるところで差っ引きで見ると、

年間に見るとどうしても赤字ということで続いております。 

  大きな要因としましては、皆伐の面積がなかなか増やせないというところがとても大

きくて、これが増えていけばもちろん黒字のほうに転じるというふうには考えてはいる

のですけれども、もちろん担い手のほうですね、作業員の担い手ですとか、あとは、近

年は苗木が、なかなか生産が追いつかないですとか、気象の関係で、育てているのだけ

れども、掘り起こしてみると全然取れないだとか、そういったところで、切っても植え

られないところが増えているというところで、どうしても切る面積のほうを植える面積

に合わせなくてはいけないので皆伐面積がなかなか伸ばせないというところで経営のほ

うも、なかなか黒字のほうに向かうというのは今ちょっと課題というところでございま

す。 

  ただ、年度で見ると赤字という試算にはなるのですけれども、例えば１ヘクタールの

林地を植えて草刈りをして保育をして間伐をして、最終的に主伐をしてという形で、１

ヘクタールだけで見ると大体100万円ぐらいは収益が出るような計算になっています。

ただ、先ほど申し上げましたとおり、年間の事業量の中ではほかのいろいろな林地を一

遍に施業するので、どうしても赤字というふうになっては見えるのですけれども、基本

的には、今１ヘクタールごとにやっている施業というのは、確実に黒字が出るような施

業のスキームでやっていますので、あとは、先ほども申し上げましたとおり、どれだけ

皆伐面積を増やすために、担い手ですとか苗木の問題を解決できるかというところにか

かっておりますので、環境税の基金もありますので、これまで以上にそういった課題解

決できるように対策考えていきたいなというふうに考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） そこまで考えてくれているというと、１つは苗木の課題もあ

ると。こういう部分については、さっき地域おこし協力隊の話もあったのですけれども、

そういう活用で、今まで使っていない苗畑を活用するとか、僕こんなこと言ってもいい

かとかは別にしても、例えばという形でそういう考え方もあって、その中で循環させて

いくという１つのまちづくりの緑があるぞと。これだけの町有林もともとかなり持って

いますから、町有林が、面積で2,930ですか、そのぐらい持っていますので、やはりそ

れだけまちづくりの１つの核になるのではないかという気しますし、それをまた活用し

ながら、町有林を活用しながら、また密源の問題も当然ありますし、そういう独自の、

やはりこれから森林活用によってゼロカーボンの１つの大きな核づくりになるのだとい
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うふうに、ちょっと認識してもいいのかなと思っていますので。将来、ここで言う、予

算で言うようなことではないのですけれども、せっかく予算の部分の一つの進める部分

あったら、現行予算の中でできることあったらそういう対策も必要になってくるかと思

いますので、もし考え方ありましたらお答え願えればと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 農林課、林課長。 

○林 峰之農林課長 町有林、今、約3,000ヘクタール程度管理しているという部分でご

ざいますが、これは非常に大切な財産だと農林課としても考えているところでございま

す。 

  もちろん、総合計画にも記載させてはいただいているのですが、この、切って、使っ

て、植えるという循環、これ非常に大事だなという部分ではございますが、今、中村も

言ったとおり、苗木の問題だとか植えるほうの担い手の問題だとか、切るほうは機械化

進んでどんどんできるようにはなってきていますが、なかなか植えるほうが今難しくな

っているという部分もございますので、これの解決のために何ができるか含めて、しっ

かりと林業関係者とも協議しながら進めていかないと駄目だなというところと、あと、

今、林地残材として放置されているようなものもございますので、これも、例えば集め

てきて木質バイオマスというような形で、チップがいいのかペレットがいいのか、それ

こそまきがいいのか、これはまだ分かりませんが、これもエネルギー利用することでＣ

Ｏ２削減、それから、先ほど言ったエネルギーの循環という部分で言いますと、林業も

循環型の体系取れるなというところがございますので、各種課題の解決に向けて、総合

計画にも記載のとおりしっかりとやっていきたいなというところでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） もう一点お願いします。 

  今、ナイタイ高原牧場については指定管理者で一生懸命本当にやってもらって、町財

政にもそんな負担をかけないでやっていただいているなと思います。 

  ただ、将来、やはり一定程度の草地更新をしながら、やはり指定管理者の円滑な運営

に資するべきだと。それをしないと、なかなかやはり草地の収量の増とか、収量が減少

している可能性あるという部分あるのですけれども、近年、その草地更新の予算という

のは上がっていないのかなと思いますけれども、何かの事業とか含めて対応しているの

かどうか。それから、もし計画があるとしたらちょっと必要だと思いますので、ちょっ

と考え方について、それから、計画があれば確認したいと思います。 
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○委員長（馬場敏美委員長） 農林課、岡田主査。 

○岡田 直農林課主査 ナイタイ高原牧場の指定管理においては、草地更新についても指

定管理者のほうで計画し実施する形となってございます。 

  令和３年度の実績で言うと約40町、39町８反９畝ですね、実施してございます。 

  次年度以降も指定管理者の計画に沿って実施していきます。 

  町のほうは、その更新地、更新面積等協議受けて確認しながら進めているところです。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  農林水産費について質疑はありませんので、これで終わります。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 ４時０８分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

（午後 ４時１０分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 次に、歳出、商工費は139ページから153ページまでを質疑

行います。 

  質疑ありますか。 

  ９番、斉藤明宏委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 143ページの糠平温泉文化ホールについてお尋ねをしたいと思

います。 

  ここに委託料ということで文化ホールのもろもろの委託費が計上されております。合

計すると364万8,000円になります。これに光熱費と、それから燃料費を足すと、約、年

間の維持費800万ぐらいかかっているのかなというふうに想像するところです。どれぐ

らいの利用率があるのかまずお聞きしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 暫時休憩いたします。 

（午後 ４時１０分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） それでは再開いたします。 

（午後 ４時１１分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光課、石井主査。 



－110－ 

○石井竜也商工観光課主査 大変申し訳ありません。今、手元に年間利用人数等資料ござ

いませんので、後ほど提出させていただけますでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 後ほど回答ということでお願いします。 

  次に質疑ある方。 

  ９番、斉藤明宏委員。 

○９番（斉藤明宏委員） もう一点お伺いします。 

  ページ151ページです。 

  ひがし大雪自然館学芸推進員活動経費ということで、どのような活動をされているか

お聞きしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光課、吉永主幹。 

○吉永雅一商工観光課主幹 ひがし大雪自然館の活動経費ということですけれども、ひが

し大雪自然館、ご存じのとおり平成25年５月に開館して以降、東大雪地域の魅力、これ

の情報発信、これを重点に事業を行ってきています。 

  具体的には体験業務、体験事業、こちらの、一般の町民含めて、十勝管内、それから

北海道内、こちらの方に対して体験事業を提供しまして、具体的に体験事業といいます

と野外観察ですとか、これは野生動植物、こちらの─昆虫も含めてですけれども、

こちらの体験事業を提供しております。 

  それから、自然館内にお越しになったお客様に対して、糠平地域も含めた観光の情報

発信と解説業務、これはご存じのとおりタウシュベツ川橋梁ですとか糠平湖でのアクテ

ィビティーですとか、こういったことの情報発信をさせていただいております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ９番、斉藤明宏委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 私の認識では、この方々が、それぞれひがし大雪の動植物の研

究などもされていて、その研究報告とかも発信されているかと思うのですがそのことに

ついてはいかがでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光課、吉永主幹。 

○吉永雅一商工観光課主幹 ご指摘のとおりですけれども、さきにご説明差し上げました

けれども、体験事業ですとか、それから情報発信ですとか、こういったものの根底にあ

るものが学芸員の研究業務でございます。東大雪地域の動植物を研究、これは動植物だ

けでなく、地形ですとか歴史ですとか、こういったものを研究した上でこれを情報発信

していくと。これが、そもそもの東大雪地域、ひいては上士幌町の魅力だというところ

の研究をしまして、それを情報発信していくという根底になるものでございます。 
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  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ９番、斉藤明宏委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 非常にそういった研究、調査研究をされるということは町にと

っても貴重な資料に今後なると思いますので、ぜひ継続していただきたいということを

要望して終わります。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありませんか。 

  ６番、小椋茂明委員。 

○６番（小椋茂明委員） 141ページになります。 

  昨年と比較して農林商工連携促進事業の後に商店街振興推進員というのが計上されて

いまして、今年はその項目が消えているということになっているのですけれども、現状

における推進員が退任されるに当たって、このポストの後任のポストを受ける考えがな

いのかということをお聞きしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光、名波課長。 

○名波 透商工観光課長 商店街振興推進員については本来３年ということで予定をして

おりましたけれども、今回退職ということになってございます。 

  それで、予定としては３月いっぱいということなのですけれども、今のお話しで４月

以降の予定ということになると思います。その辺に関しては商工会とも打合せをさせて

いただいておりまして、商工会も、今、人事だとか事業内容、かなり立て込んでいると

いう状況もございまして、商工会としても、いわゆる、うちで行くと商店街の振興計画

を推進するための人員ということで、支援ということで送り込んではいたのですけれど

も、そういった商工会の内部の事務局の体制として、なかなか、その立て込んでいる状

況で行くと、受入れ態勢なかなか整わないのではないかということもございまして、そ

の辺が、整備が整うというか受入れ態勢をちゃんとできればまたそういうことも考えて

いきたいという話なので、この時点で、今の時点でどういうふうにという話、どの時点

でという話はできませんけれども、一定の区切りのところで、また商工会の事務局と協

議をして、どういった形で支援していくかということになろうかというふうに思います。

取りあえず、その４月以降は今のところ、その人員に対しては見込んでいないというと

ころでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ６番、小椋茂明委員。 

○６番（小椋茂明委員） 分かりました。 

  続いての質問になります。 

  149ページですね、熱気球振興推進員ということで出ていますけれども、この辺のポ
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ストに対する役割と任務というあたりを確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 熱気球振興推進員につきましては、まず、本年度８月１日よ

り採用して既に活動をしていただいております。 

  このポストにつきましては、第50回記念大会に向けての準備といったところと、今後

の熱気球文化ですね、本町の熱気球文化をどのようにして残していくのか。また、そう

いった部分を事業化していっていただきたいといったところで、今後の任期後の業務と

いうか、ご本人の事業化に向けても含めてということで現在活動をしていただいている

ところでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ７番、中村哲郎委員。 

○７番（中村哲郎委員） 先ほど糠平のところで質問あったのですけれども、この中に、

やはり前年。 

○委員長（馬場敏美委員長） 何ページになりますか。 

○７番（中村哲郎委員） すみません。 

  144ページ辺りですかね。 

  この中で、前年度は糠平文化ホール定期報告調査業務というのが多分あったと思うの

ですけれども、56万円ほどあったのですが、これ調査業務なので、調査もちろんしてい

ると思うのですが、この報告って、消えたということはもうこれ終わったということだ

と思うので、この報告書というのはどこで見れば、閲覧すればいいのかなというのと、

あともう一つ、同じようなところで、149ページのところで、ここにはもうないのです

けれども、道の駅等経済波及効果推進事業推計調査業務でしたっけ、こういう99万円、

これが前年にのっているのですが、これもやはりこの調査業務ですので、今回はなくな

っているということで調査報告が出ているかと思うのですが、どこで閲覧すればいいの

かというをちょっと教えてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 まず、糠平温泉文化ホールの建築物検査でございますが、こ

ちらにつきましては法定検査でございまして２年に１度の検査となってございます。で

ございますので、昨年度、本年度ですね、行っておりますので次年度についてはないと

いったところで、法定上該当する建築物について検査が必要といったところで検査項目

にのっとって検査をしてございます。 



－113－ 

  また、次は経済波及効果調査ということで、こちら令和２年度も予算計上をしており

まして、こちらについてコロナの影響でなかなか実態と合ったような数字が取れないと

いったところで実施を見送ったといった経過もございます。 

  また、令和３年度、本年度につきましても、先日の補正予算のほうで減額をさせてい

ただいておりますが、こちらのほうも、やはり今年度につきましても、なかなかやはり

通常の人の動きといったものが見られないといったところで、なかなか、信憑性という

かそういったような調査が得られないであろうといったところで見送っているところで

ございます。 

  現状につきましても、現在、ステルスオミクロン株ですか、というのがまた発生して

きているといった中で、今後の見通しというのも非常に不透明な状況でございます。こ

ういったところで、まずは一旦、令和４年度につきましては予算計上を行わず、これに

つきましては、ＤＭＯの事業の中、ＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔの補助金にありま

すが、いろいろなＫＰＩ等調査行う中で、どこまで、これまで予算計上してきた波及効

果調査というところまで行けるかどうかというのはまだ分かりませんが、そういった地

域への波及ですとかどういった効果があったのかだとか、そういったところをＫＡＭＩ

ＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔの中で、関係事業者様、関係団体、そういった意見も交えなが

ら調査分析のほうを行っていきたいというところで、今回は補助金のほうで予算計上を

しているところでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ７番、中村哲郎委員。 

○７番（中村哲郎委員） この道の駅のほうのこの推計って、これあれですよね、前から

ある産業関連の分析ですかね。やはりこれ、５年のデータを基に分析するので、やはり

こういうコロナのような異常時期が何か所かあると、もうそれはデータとして使えない、

分析もできないというような状況になるというのが、前も私質問させていただいたので

すけれども、やはりそのとおりになっているわけで、これだと、なかなか町の様子を皆

さんにお伝えするということができないと思うのですよね。私が言ったのが正しいとは

言いませんけれども、やはりある程度リアルタイムで把握できるような指標を考えたほ

うがいいのではないかなというふうに私は思うのですけれども、そこら辺の考え方、ち

ょっとお願いします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 委員おっしゃる側面、間違いなくあるとは思います。 

  ただ、波及効果調査、こちらのほうを検討していたというところでは、やはり人の感

覚というのも大事だとは思うのですけれども、しっかりと拾った、実際に動いたお金等



－114－ 

の数字、そういったものから調査を行いたいといったようなところでの事業立てでござ

いました。 

  ただ、今後につきましてはＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔ、ＤＭＯの協議会設立さ

れました。その中で、多種多様な事業者様ですとか、その中には観光事業者という立場

ではない形でも参画していただく構成員の方もいます。そういった方たちの意見ですと

か、その中で実際の経済的な道の駅やナイタイテラスができたことでの動きというもの

を聞き取る中で調査をしていくといったことを今後は検討もしていきたいと考えている

ところでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） まず、141ページの消費者保護対策です。 

  消費者協会が閉鎖してから何年かたつのですけれども、この間、この窓口として商工

観光が窓口になるのかなという認識していますけれども、この間にトラブルとかどのぐ

らいの処理をしたか、実績があれば、消費者協会に替わった分の代替として、そこら辺

について確認したいと思いますがいかがでしょうか、町民課なの、これ。 

○委員長（馬場敏美委員長） 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。 

  令和２年度につきましては３件の相談件数ありました。今年度は、今現時点で２件の

相談がありまして、そちらのほうは町民課のほうで職員が担当いたしまして解決済みに

なっております。 

  実際に担当のほうも分からない部分がありまして、こちらのほうにつきましては北海

道の消費者協会の専門員のほうにアドバイス等を聞きまして、相手の方に対して直接や

り取りをして解決に向かったところです。 

  本来であれば令和３年度に、職員の知識を深めるために研修に行く予定ではあったの

ですけれども、ことごとく研修のほうが中止ということになりまして職員の知識を深め

ることができなかったのですが、令和４年度、来年度につきましては、職員の知識を向

上させることで、研修に行って、あくまでも町の職員が町内のそういう相談がありまし

たら対応をしていくことで進めていきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 令和３年度で２件という部分で、窓口はやはりしっかり動い
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ているなという認識はしますけれども、何らかの形で、やはりもう少し、行政に対して

行きづらいなという雰囲気もあるかなという認識もちょっとするのですけれども、何ら

かの形で、いろいろな状況を引き受けますよと、さあどうぞと部分があると、もうちょ

っとあるのかなと。この時代いろいろな消費トラブルというものがきちんと解決してい

かないと、個人にしまい込んでもまずい部分ありますので、少しでも門戸を広げるよう

なＰＲとか事例とか、そういう部分がやはり必要ではないか、これはあまり金かかるこ

とではないと思いますから、そういうことを、分からなくて何らかの団体との会合とか

そういうところに出向いてまで対応しながら行くと、もう少し相談が柔らかくできる場

づくりになるかと思いますので、その点、考え方あれば確認、予算はなくてもできるこ

とだと思いますのでちょっと確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 町民課、大塚主査。 

○大塚利晃町民課主査 ただいま江波戸委員からいただいたご意見等を、令和４年度につ

きましては反映させていただきたいと思いますし、いろいろな会議とか研修の場ありま

したら担当のほうがそちらに参加のほうをして、管内状況とかその辺も含めて職員の資

質向上のほうに進めてまいりたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） 146ページから147ページということで、観光管理経費の中の負

担金の北十勝４町広域観光振興連絡協議会に関連して質問させていただきますけれども、

音更町にも今年道の駅がオープンするという状況になっています。それから、148ペー

ジではサイクルツーリズム推進事業ということで、サイクリングのトカプチ400という

か400と申し上げたらいいのか分かりませんけれども、そんなようなことで連携して、

今までも連携してきていますけれども、新たな連携を深めていくという部分の事業も出

てきているなというふうに思っているわけですけれども、そういう、こうした道の駅だ

とかサイクリングの部分等を含めて、どのような、新年度から連携をしていこうという

ふうなことで協議をされているのか、そういう部分がありましたら説明いただきたいと

思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 まず、北十勝４町広域観光振興連絡協議会、こちらにつきま

しては、まず本年度、令和３年度の事業といたしまして、４町でデジタルスタンプラリ

ーというものを行ってきてございます。なかなか、コロナ禍ということでの影響で、人
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の流れというものを強く出せたというようなものではなかったのですが、４町を巡って

いただいた方というのもいらっしゃいますのでそういった事業を行ってきています。 

  また、新年度、先ほど委員おっしゃられたように音更町の道の駅が新たに営業開始さ

れるということで、各４町の道の駅、こちらを全ての施設紹介しながら、４つの町の道

の駅を巡ってくださいと言って宣伝になるようなウェブページですね、こちらの制作を

本年度してきております。こちらを音更町の新しい道の駅のオープンに合わせて、各町

の道の駅のＰＲをしていこうというところで令和３年度の事業は進めてきているところ

です。 

  令和４年度につきましては、正直、まだ協議会の事業ということではっきりと、ここ

の事業にというところまで詰まっているものではないのですが、今年度手がけましたそ

の各４町での道の駅の連携といった部分ですとか、もちろん、おっしゃられたサイクル

ツーリズム、トカプチ400、こちらのほうを活用した４町の連携といったものをどのよ

うにやっていこうかといったところで議論をしている最中というところでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） ただいまのことについてはそういうことで理解をさせていただ

きました。 

  次のページの149ページの上士幌ゴルフ場利用促進助成に関連して質問させていただ

きますが、新聞報道等で、西武ホールディングスが所有するホテルやスキー場、ゴルフ

場等を売却をするというようなことの新聞報道があって、上士幌ゴルフ場もそれに入っ

ていますけれども、新聞報道等においては、運営はそのまま西武のグループ会社という

か、中で引き継ぐよというふうなことのマスコミ報道がされています。 

  こうした場で町側から正規の説明というのは、西武のほうからどういうお話があった

かということ等のご説明はいただいていないというふうに理解をするものですから、副

町長のほうから、ちょっと経過についてご説明いただければなというふうに思いますが。 

○委員長（馬場敏美委員長） 杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 ただいまの上士幌ゴルフ場を今運営している西武ホールディングスさ

ん、株式会社プリンスホテルになりますけれども、そちらの新聞報道の記載の内容につ

いては、今、委員のほうからるるございました。その際に、統括している支配人からそ

の状況についてお話を伺っております。 

  新聞報道にありましたとおり資産を、今まで持っていた資産を放して運営に特化する

というのが西武さんの経営方針になるというようなお話でございます。それを前提とし
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て、今回発表された各種ホテル、リゾートですね、施設について売却がされたというこ

とでございます。 

  その売却の交渉に当たっては、その運営はそのまま西武グループのほうでさせていた

だくというような形で交渉してきたというふうに伺っております。 

  今回それが成立して、上士幌ゴルフ場については同様に、新しくプリンスホテルグル

ープからまた新たな会社が立ち上がって運営を行うと。所有は変わりますけれども運営

を行うということで、この春からの営業についての今準備も始めているというような形

で進んでいるということをご報告させていただきます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 148ページの北海道バルーンフェスティバル開催事業という

部分で確認ちょっとさせていただきたいと思いますが。 

  間もなく50周年を迎えるという部分の前振りが今年になるのかなと思います。今から

いろいろな協力体制がないと、規模は別にしましても、まず必要だなというふうに思い

ますし、もうそろそろ規模もこの年の早い段階で決めていないとならいと。当然ＰＲの

部分も含めてという部分がちょっと認識されておりますが、今までは第30回大会がある

程度ちょっと大きくやったという認識もちょっとしているのですが、一定程度、この部

分についてどのぐらいのスケジュールで、令和４年について、令和５年の50周年に向け

て対応するか。おおむねのスケジュールと協力体制について、本当にしっかりしておか

ないといい大会できないと思いますし、全国に向けて対応するのか、それとも小規模に

やるのか、そこら辺の頭の中で今考えられる部分についてちょっと確認させていただけ

ればと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 50回の北海道バルーンフェスティバルについてですが、現状、

これから準備委員会、検討委員会のほうを進めていくといったようなところでございま

す。 

  スケジュール感といたしましては、委員おっしゃるように、事前告知等必要といった

ところで、もちろん８月の実際行われます今年の49回大会、こちらの大会の前後、７月

ぐらいからにはある程度の日程ですとかアナウンスできる部分、告知をしてまいりたい

と思っております。 

  規模感につきましては、ちょっとコロナの状況等もにらみながらというところにはな
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るとは思うのですが、やはり50回大会といったところ節目でございますので、それなり

の規模というものを想定しながら準備は進めたいと考えております。 

  そういったところで、49回の大会につきましては、この現状でございますので、本当

はプレということで少し大きめなものもというようなことも考えたのですが、なかなか

そこまでの、人を多く集めるといったような企画が今の段階から難しいものですから、

まずは50回に向けての検討をしつつ、49回、どういったことが、コロナの対策も含めて

できるかというのを並行して進めていきたいというところで考えているところです。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 同じページのＤＭＯ推進事業について確認したいと思います。 

  ＤＭＯの推進という部分と、かなり分かりづらいのがｋａｒｃｈとの関係という部分

で、改めてＤＭＯ候補から改めてＤＭＯ、新しい形のＤＭＯを今申請中という部分あり

ますから、それも想定してきっと予算組んでいるのかなという認識しています。 

  その段階で、まず１つはｋａｒｃｈの在り方ですけれども、ｋａｒｃｈというのは第

三セクターなのか会社なのか、これまず確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 ｋａｒｃｈ、会社なのか第三セクターなのかと言われますと

どちらもというお答えになろうかと思います。株式会社という法人にはなっております

ので会社でございます。ただ、出資が50％以上、町のほうで、行政のほうでしていると

いったところで行くと第三セクターと、よくいうそこのくくりには入ってくるのかなと

いうところでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 組織ですから、やはりそれはどちらもですということはない

と思うのですよね。第三セクターの性格と会社の性格というのは全く違って、そこで同

居している法人というのはあるのでしょうかというちょっと疑問を今感じました。 

  ということは、第三セクターになると、町がある程度企業と連携しながらやはり対応

していくという部分で、例えばですけれども、首長が会社の社長になったりとかそうい

う部分がありますけれども、今回、ｋａｒｃｈ、株式会社になった場合１つの規制があ

りますからできないと。僕は、第三セクター、この間はちょっと違う番組か何かで、職

員が第三セクターという話もしていたものですからちょっと変だなと思って、そこら辺

をしっかり整理しておかないと、都合いいときだけ第三セクターになったり、あとは会
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社になったりとか、そういうことはちょっと。行政としての認識いかがかなと、今ちょ

っと感じましたので、そこだけ明確にしてくださいと。これから予算つける会社に、団

体に、どうするかという、それはちょっと筋違いの部分もあるような気しますのでもう

一回確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 暫時休憩いたします。 

（午後 ４時４１分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

（午後 ４時４１分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 先ほどもご説明をさせていただいたのですが、法人登録上株

式会社といったところで株式会社でございますが、自治体、行政のほうで50％以上の出

資もしているといったところから第三セクターでもあると。こちらのほうは、どちらの

部分も、どちらかというふうなお話ではないといったところでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） 杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 第三セクターという、いわゆる定義的な部分でございますけれども、

今、50％以上という話ありますけれども、基本的には行政が、地方自治体が出資した会

社というのは一般的にといいますか定義的には第三セクターというような位置づけにな

ろうかと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） ちょっと、それもう少しきちんとどこかで整理してほしいな

と。 

  先ほど、言っても第三セクターであって株式会社であるという。行政が支出していな

くて第三セクターというのは、行政が中心になりながら、ほかの会社とマッチングしな

がら事業を進めるという、そういう認識だと僕は思っているのですよ。会社をつくると

したら行政が対応しようとしようが、やはり、地方自治法でも違う扱いになっているの

ではないかなという認識しますから、若干、そこら辺は整理してくれたほうがいいのか

なと。 

  どっちでもいいと言ったら、町長、やはり、第三セクターだったら社長として対応す

る形にできますけれども、会社だとちょっと、契約の関係等で難しいところもあるとか

そういう部分ありますし、役員の在り方もちょっと変わってくるのかなと思いますから、
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そこら辺、再度確認して整理していただいたほうが僕はいいなと思いますけれども。僕

の認識と町の認識、ちょっと認識違うのかと思っていますけれども、僕もはっきりそこ

ら辺整理できませんので、そんな形で整理してもらっておいたほうが、これから財政投

資するとか予算の対応するとか、委託するとかという、その方程式がやはり明確にして

おかないとならないなというふうに認識しますから、第三セクターだったら何ぼでも町

の金使ってもいいのかとか、そういうこと、そういうふうにならない部分もありますし、

そこら辺だけきちんと形、今のあの団体の法人の形を明確にしてほしいなと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 今、委員からありましたとおり、過去、第三セクター、それこそ二十

数年前ですかね、第三セクターの破綻ですとか、赤字でそれを債務保証していたとか、

そういう部分がありまして、様々法改正が行われてきている状況ではございますけれど

も、今、先ほどお話しさせていただいたとおり、自治体がその出資をするという場合に

おいては、いわゆる第三セクターでもあるというようなご説明させていただきましたけ

れども、今、委員からありましたとおり、それが分かり得る、資料的な部分という形で

しょうか、そういったものを整理したものをお出しするということで行っていきたいと

いうふうに思いますけれども。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） この問題をきちんと、やはりお互い整理して、議会なり町民

もどう理解してｋａｒｃｈなりを対応をするかという部分になってくると思いますから、

ぜひ、その辺整理をする時間と、そういう方はうちを認識するという部分も大事だと思

いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） １つは、今そういう組織の在り方によって財政の問題、ＤＭ

Ｏの問題と会社の問題の新しくつくった財政の問題といいますか、これの考え方も変わ

ってきますので、それもあわせて、その段階で整理する必要があるかと思いますけれど

も。あわせて、この附属組織というのではなくて骨格組織になると思うのですけれども、

観光地域づくりネットワークについて880万の予算つけているのですけれども、先ほど

もちょっと一部質問あったと思いますけれども、これどういう活動を、今度ネットのほ

うでするのか。やはり、それだけの、これが経常的なやはり経費になってしまうのか、

それとも一時的な立ち上げるための予算なのか、ここちょっと大きな予算になりますの
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で確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 ＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔの動きについてでございま

すが、まず、株式会社ｋａｒｃｈと、ＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔの違いというこ

とで先に説明させていただきたいと思います。 

  株式会社ｋａｒｃｈにつきましては、このＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔの事務局

として、ＤＭＯの事業といいますかＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔ全体、観光地域づ

くりを地域全体でやっていくかじ取り役をまず担うといったところでございます。 

  ＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔの構成員には観光協会、商工会ですとか、あとは各

観光事業者様ですとか関連する方たちが構成員となっておりますが、株式会社ｋａｒｃ

ｈもこちらの構成員の１人と、一翼を担うといったところでございます。 

  ＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔの中では、今後は、追加で提出させていただいてお

ります資料２の４ページ目になりますが、こちら、例で、具体的な例で言いますと、ま

ずイベント等ですね、各団体ですとか各事業者様が観光振興を目的として行っている事

業、こういったものを集約化をしていけるように、このＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅ

ｔの中で、関係者全体の中でコンセンサスを取っていくと。これまでは、各団体ですと

か、似たようなといいますか、目的が同じというようなイベントがばらばらと、各、お

のおの実行していたといったところで、実は、現在そういったイベントを主催するに当

たり課題がいろいろ見えてきています。実際にイベントを運営する際の担い手といいま

すか、実際に運営する労力が不足してきているですとか、イベント内容というのがなか

なかマンネリ化してきているですとか、または、予算の確保も含めて課題が出てきてい

るといったところです。 

  そういった、各いろいろなところで行っている事業、目的が一緒であれば手を取り合

って一つの事業としてやっていってはどうかと。そういったことで準備、実行にかかる

労力の負担軽減ですとか、一緒にやることで予算の効率化が図れるといったようなこと

ですとか、いろいろな方が関わる中でいろいろなアイデアも出てきて事業効果の向上が

図られるですとか、そういったところを、まずＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔの中で

は議論していきながら事業化に向けて進めていきたいと。 

  また、こちら下段のほうにつきましては、１つ、このＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅ

ｔの大きな考え方となりますが、例えば、現在コロナ対策ということで、観光協会が事

業主体となって宿泊割引キャンペーン実施してきております。こちらにつきましてはど

うしても事業主体が観光協会ということで、一部の観光事業者、観光協会の会員さんを
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対象とした事業等となってきています。 

  こういったものを、例えばＧｏＴｏキャンペーンですか、そういったもので行きます

と、宿泊プラス地域振興券ですか、そういったものの商品券等と合わせてのキャンペー

ンです。そういったものが行われています。 

  ＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔの中では観光協会だけではなく商工会ですとかいろ

いろな事業者様たちと、じゃあ、どういった効果のあるキャンペーンですとか事業が打

てるのかと。そういったことも新たな事業に取り組む場合にも、少しでも多くの事業者、

関係者の方が対象となるような、また、事業効果が向上できるようなものをやっていこ

うと。これにつきましては、プロモーション等につきましても、一部の人間だけで考え

るわけではなくいろいろな方の意見も聞きながら、何が今この町の観光地域づくりにと

って必要なのかと。そういったところを議論して事業化していくといったようなことを

ＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔの中では進めていくと。 

  また、ＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔの中で現在のこの地域の課題ですとか、また、

先ほどもありました、道の駅ですとかナイタイテラスですとか、新たに行った事業がど

のような効果があったのだろうかといったような検証等もこのＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．

ｎｅｔの中で行っていきながら、じゃあ、次はどんな手が必要なのだと。 

そういったところを事業化、また事業化の提案ということで行政のほうにしていただ

くような形になり、その中で、行政としては、政策としてこちらに事業費として投入す

べきかどうかというような判断をした上で補助金の予算化はしていかなければいけない

かと。そういったことも含めまして、そういった際にはこういった場で、委員会等での

協議をさせていただきながら、実際に事業化するのかしないのかといったようなところ

での補助金としての今後の予算の組立てになっていこうかと考えております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） これから立ち上がっていく部分もありますから、やはり、

我々についても、町民も見つめながら、この在り方、本当にいいのかどうかとか、ただ

１つは、財政的な部分の株式会社ｋａｒｃｈと、それに付随する予算とやはり明確にし

ておかないと、町がｋａｒｃｈの運営のために予算出しているんだよという形でなくて、

やはり観光まちづくり法人としてしっかりしている、それから、各団体が連携できると。

やはり、その一つのひもづけになっていくのだというふうに、予算だというふうに認識

してますので、見つめていかなければならない部分もありますし、やはりその辺につい
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ては行政も、お金出している以上、しっかり点検してほしいなと認識していますので、

これについても再度確認しながら、これについては終わっていきたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 ｋａｒｃｈへの支援という部分とＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．

ｎｅｔの事業といったところで言えば、株式会社ｋａｒｃｈの設立に至る経過としまし

て、ナイタイ高原、ナイタイテラス、また、道の駅を運営する会社の立ち上げとともに、

その会社が観光地域商社として、今後、町の観光をリードしていくといった株式会社を

設立していくといったところを、委員会、議会等の場でもご協議いただきながら設立に

至ったところでございます。 

  これまでの平成29年度から、次年度、令和４年までの地方創生推進交付金を活用しま

して、これまでの間は、その政策として、町も観光地域づくり法人となる観光地域商社

を中心として観光振興を行っていこうと。そういった部分の施策としてのＤＭＯを設立

するですとか、ＤＭＯを運営するといった部分の委託、また、先ほど委員おっしゃられ

ました、ＤＭＯを動かしていくためには株式会社ｋａｒｃｈ本体の経営がしっかりして

いなければいけないといった部分もありますので、そういったスタートアップ含めまし

て、新たなビジネスにチャレンジしていく、新たなビジネスを創出する、そういった部

分のｋａｒｃｈの取組に対して、地方創生推進交付金を活用してこれまでは支援をして

きたと。今後につきましては、政策としてＤＭＯ観光地域商社が中心となって進めてい

くＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔの運営、こちらはやはり委託といったような形で、

業務として、町としても行っていかなければいけないという認識と、先ほどお伝えした

ＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔ、こちらのほうにつきましては、事業については政策

としてやるべきかどうかというのも判断しながら補助金として支出していくのか。また、

国の補助金等も活用して行っていくのかといったような予算化になっていこうかと思い

ます。 

  今後、これまでやってきたものも含めて、今後も事務局としてＤＭＯ、ドットネット

を運営していく業務につきましても、やはりしっかりと業務については点検ということ

で、実績報告書も毎年度頂いておりますし、現在、毎月業務の進捗等について報告をい

ただきながら、じゃあ、次はどんなことが必要なのかといったところも定期的な協議を

しながら進めているところでございますので、今後もそういったことを密に連携取りな

がら、委託業務としても管理をしていきたいと考えているところです。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ２番、山本和子委員。 
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○２番（山本和子委員） 委託事業の関係なのですが、組織的にはｋａｒｃｈとＫＡＭＩ

ＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔのことはおおよそ、いろいろ資料を眺めながら理解したつもり

なのですが、委託事業の関係でｋａｒｃｈへの委託事業とＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎ

ｅｔの委託事業が一応別々にあるのですが、中身的にどう違うのか全然分からないよう

な感じなのですが、ｋａｒｃｈは直接話しして決めた、委託で分かるのですけれども、

例えばで言えば、ＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔというのは組織がありますので、そ

こで確認をして、町の商工観光課とも確認をしてこの事業を決めたのか。来年度に向け

て、もう既に協議会は去年からできていますので、確認をしてこの事業をやると決まら

なければおかしいと思う。その辺の確認したいと思うのですけれども。 

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 こちらの事業計画といいますか、現状の事業の計画につきま

しては、ＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔ本体が設立されたのが昨年10月といったとこ

ろで、そこから各部会のほうが動いていく予定であったのですが、まず、３部会のうち

１部会が動き出しております。残り２部会につきましてはなかなか、まん延防止ですと

かそういったことで顔を合わせての会議が設定をできていなく、今、これから始めてい

くといったようなところでちょっと進捗が遅れているところではあるのですが、そうい

った中で、まず進めていけるものといったところで、事務局となるｋａｒｃｈと政策的

にもこれは必要であろうといったところで、我々担当のほうで話をした上で、１年目、

これを実施をしていきたいと。そういったところの、じゃあ、これをやる上でどういっ

た方法が一番いいのかですとか、どういった内容で行くのかというそういう詰めを、こ

れから開催されていく部会の中で、詳細ですね、本当の詳細についてはそこで詰めて進

めてまいりたいと考えているところでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 具体的には、コロナ禍ということでＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．

ｎｅｔの組織の部会についてもまだまだこれからの活動というふうに把握いたしますが、

どうしてもＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ、ｋａｒｃｈと、それがどういうふうに。実際は組

織違うのに、やることも違う、違うというか、やることって似ている。似ていますけれ

ども、組織違うのにその辺がどうもごちゃごちゃしているなと、私はそういうふうに感

じました。 

  それと、それを補うための、仕事するためのｋａｒｃｈのこの体制なのですが、まだ、

令和２年度のはもらっていますけれども３年度まだ分からないので、千葉与四郎社長さ

んですか、あと何人かは知っているのですが、あまりにも協力隊員が多すぎるのではな
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いか。多すぎるというのは、協力隊員でなっているのであれば、既に協力隊員が職員に

なった方もいますけれども、しっかりしないと、これだけの組織を動かすのに、自分の

ｋａｒｃｈだけではなくてＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔまで、商工会を含めて全部

の組織して動かしたら、かなり職員体制なりしっかりしなければいけないと私は思うの

ですが。 

  それから、道の駅独自の営業もしっかり、昨年は、２年ですか、ちょっと経営的に、

コロナということでちょっと減っていますけれども、その辺もやると体制的に大分力入

れなければいけないと。その辺について、３点ぐらいですかね、質問させてもらいまし

たけれどもよろしくお願いいたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光課、名波課長。 

○名波 透商工観光課長 今のお話にあったｋａｒｃｈ自体の運営と組織、ドットネット、

組織体の運営とというところでございますけれども、非常に、コロナ禍においてドット

ネットもこれから動き出したいと、動き出さなければならないというところで、なかな

か、こういう状況で動き出せないというところもありますけれども、そういったところ

もしっかりしていかなければ、先ほど言われましたような、やはり町の観光のリーダー

となるべくするところになかなか至らないのかなというところでございますので、活動

的にはこういったところに力を入れていかなければならないというふうに考えておりま

すが、先ほど人員体制も、協力隊、今、現状で４人おりまして、この間の、先日も説明

させていただきました、４月から１人決定をしておりますので、そういったところがち

ょっと補充されるのかなというふうに思ってございます。 

  ｋａｒｃｈ自体の運営もそういった中でやっていきたいというふうに考えております

し、このドットネットの運営自体も、その中で人員を各担当、会社の中でやりくりはか

なりあるのだと思うのですけれども、そうした中でやっていただいていく予定になって

ございます。 

  こういう状況で人材もなかなか集まらない、苦慮しているというのが実情でございま

すので、そういったところ、これからも人材の募集だとかそういったところにも、我々

も情報発信をしながら運営をやっていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 道の駅の関係については、なかなかまだまだ、ｋａｒｃｈにＤ

ＭＯに、なかなか分からないんですけれども、ドローンショー開催事業について149ペ
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ージについて質問いたします。 

  要綱を見させてもらったら令和４年度からとなっていますので、令和４年は、補助金

は、そんなに、数百万ですけれども、からということはこれからも、５年度以降も続け

る可能性があるのかと、それから、予算の範囲内でというふうに要綱ではあるのですが、

予算の範囲内というのは町が決める予算の範囲なのか、言われた予算、その辺がちょう

どうやむやで、かなりの額までなるとちょっと厳しいのではないのかな、厳しくなるこ

ともあるのではないかと、その辺について確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 まず、令和５年度以降といったところになりますと、まずは

そこの令和５年度以降も継続して、このドローンショーが町の観光に資する、観光に大

きな効果があるのかどうかといったところを、検証といいますか、どうなのかといった

ところを判断したいといったところが令和４年度のこの補助の内容というところでござ

いますので、令和５年度以降についてあるかないかと可能性についてご質問されますと、

可能性としてはあるといったところでございます。ただ、それが幾らになるのかといっ

たところになるのは、今後、令和４年度開催された際の、どこまで効果があったのかと、

そういったような検証の中から出していくものなのかなと考えております。 

  また、予算の範囲内というところでありますと、この場で予算のほうご説明をさせて

いただいて予算額のほうが決定してまいりますが、その年度で成立している予算の範囲

内といったところがこの上限といった考え方になってまいります。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） ちょっと、予算の資料にありました385万ですね、令和４年度

については。その中で、実行委員会に入る話もあったのですが、令和４年度については

ということですので、令和４年度については実行委員会に入るという予定でいるのです

が、その以降について、補助金の額も、実行委員会に入るかについても、ここで要綱に

書いてあるわけでありませんので、十分検討するということで確認したいと思うのです

けれども。実行委員会に入るということは責任持つ、これは委員会の説明のときにもし

たのですが、責任を持つということは結構な決断が必要だと思うのですが、令和４年度

についてはそうだけれども、５年度以降については補助金別としても、実行委員会に入

ることについてもそれも検討事項になるのか質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 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、令和５年度以降のイベントの開催自体も

そうですし、そちらの、開催されるとしたら、その主体のほうに、実行委員会のほうに
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どのように関わっていくのか。また、金額につきましても、これについては、まず令和

４年度実施をして検討をしていくと。また、検討して、こういった場、委員会等でもご

協議をさせていただきながら進めさせていただくといったところでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ございますか。 

  質疑ありませんので、ここで暫時休憩といたします。 

（午後 ５時０６分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） それでは、休憩前に引き続きまして再開いたします。 

（午後 ５時０９分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 先ほど質疑にありました道の駅ｋａｒｃｈにつきまして、

第三セクターなのか株式会社なのかということにつきましては、根拠も含めて３月７日

の月曜日まで提出いただくことになりました。その時点で、また質疑がありましたら質

疑を行いたいと思います。 

  これで暫時休憩します。 

（午後 ５時０９分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 再開いたします。 

（午後 ５時１０分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） それで、先ほど、消防費終了まで本日行うということだっ

たのですけれども、活発な質疑で大分時間を押していますので、本日はこの商工費まで

ということで終了させていただいてよろしいでしょうか。 

  いかがでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） そしたら、そのように取り計らいます。 

  それでは、今回の委員会はこれで終了いたします。 

  次回の委員会は３月７日、月曜日午前９時でありますのでご承知おき願います。 

  本日はこれにて終了いたします。 

（午後 ５時１１分） 
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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２回予算審査特別委員会を開催いたします。 

  初めに、馬場敏美委員長からご挨拶を申し上げます。 

○委員長（馬場敏美委員長） 改めまして、おはようございます。 

  ただいまより第２回予算審査特別委員会を開催いたします。 

  審議に当たりましては、委員の皆様のご協力によりスムーズな審議を進めたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  初めに、本日の本委員会傍聴の取扱いについてご協議いたします。 

  お諮りいたします。 

  本日の委員会の傍聴は、委員会の審査に支障がありませんので、これを許可すること

といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、委員会条例第17条の規定により、本日の委員会の傍聴を許可することといた

します。 

  次に、３月４日、本委員会の商工費におきまして、２件のご質問がありました。その

件について担当課より説明いたします。 

  斉藤委員より質問のありました糠平温泉文化ホール利用状況について説明願います。 

  商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 それでは、本日お手元にお配りさせていただいております糠

平温泉文化ホール利用状況、平成28年から令和３年２月末までという資料をご覧くださ

い。 

  こちらに記載のとおり、令和元年度３月から、新型コロナウイルスの影響を受けまし

てスキー大会の中止等があり、利用状況、現在少し落ち込んでいますが、今年度につき

ましては２月末までの時点で5,130名、44件の利用と。今後、３月末にスキー大会のほ

うが予定をされておりまして、恐らく1,500名から2,000名程度の利用があろうかという

ことで、今年度につきましては7,000名程度の利用になろうかと予想しております。 

  また、こちらの資料の数字につきましては、あくまでも使用申請等がありまして、利

用許可を出している数字となっております。温泉公園、足湯のある公園ですね、こちら

を利用される方がトイレの利用のために来館される数ですとか、そういったものはカウ

ントされておりませんので、この数字よりももう少し利用、来館の数はあるかなといっ

たところでございます。 
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○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ９番、斉藤明宏委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 利用人数等についてはこの資料で確認ができました。ありがと

うございます。ただ、年間の利用回数ということで考えると、前回も言いましたように、

管理費から見て、費用対効果という面ではまだまだ利用頻度が低いのかなというふうに

私は思います。ですので、やはり自然館とタイアップした事業などをぜひ計画されて、

あるいは地元のイベントなんかも、もっと積極的にこの施設を活用されるように利用さ

れてはどうかなと思いますが、お考えあればお願いしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 まず、現在の利用状況についてですが、かなり1,000名以上

ですとか、数百名といったような数字につきましては、管内の高等学校の宿泊学習、宿

泊研修等での利用、また先ほどお伝えしたようなスキー大会での利用となっております。

しかしながら、こちら、文化ホール使用に関する内規ということで、ぬかびら源泉郷の

宿泊を伴う宿泊研修、教育旅行ですとかこういったスキー大会、こちらにつきましては

利用料の減免という措置を取らせていただいております。こちらにつきましては地域経

済への波及効果等ということで行ってきておりますので、こちらで5,000名、6,000名と

いったような利用があり、そういった宿泊が伴っているというところで、実際の利用料

としての歳入ではないんですが、費用対効果という面ではかなり地域への経済効果はあ

ろうかというところでございます。 

  ただ、実際の使用料としての歳入といたしましては、現状、決算等でも出ますが、60

万円を切るぐらいということで、こちらについては、こちらを事務所利用しております

ぬかびら東大雪自然ガイドセンターの施設使用料と占有料というところで歳入としてあ

るところでございます。 

  今後、やはり利用料金を徴収しながらというような利用のされ方というのは検討する

ことは必要だと考えておりますので、委員おっしゃられたようなイベントでの利用です

とか、さらなる利活用について検討していければと考えているところです。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。次に移ります。 

  同じく３月４日、本委員会の商工費において、江波戸委員より質問のありましたｋａ

ｒｃｈの件について担当課より説明をいただきます。 

  商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 それでは、先日ご質問をいただきました第三セクターと株式

会社といったところの整理ということで、今回第三セクターの形態ということで資料の
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ほうを提出させていただきました。 

  こちらの資料、上からご覧ください。 

  まず、第三セクターについてでございます。第三セクターとは、地方公共団体が出資

を行っている一般社団法人及び一般財団法人並びに会社法法人を呼ぶと。こちらにつき

ましては、平成30年２月20日に総務省より発出されております文書のほうで第三セクタ

ーについて説明がされているところでございます。 

  なお、第一セクターとは国及び地方公共団体、第二セクターにつきましては民間事業

者と。こちらの第一セクター、第二セクター両方での出資によるもの、こちらを第三セ

クターと呼ぶといったところで定義づけされているところです。株式会社ｋａｒｃｈに

つきましては、上士幌町と民間企業の出資により設立された法人でございます。 

  では、第三セクターの説明にあります会社法法人とはどのような法人を言うかといっ

たところで、会社法によると、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、こちらを指

すとされております。また、そちらに記載されております一般社団法人、一般財団法人

については、特徴等を記載させていただいております。 

  それでは、裏面、２ページ目をご覧ください。 

  先日もご説明しましたが、株式会社ｋａｒｃｈは上士幌町が２分の１以上の出資をし

ているところでございます。 

  普通地方公共団体の２分の１以上の出資法人についてご説明をさせていただきます。 

  （１）番、財政状況の公表等というところで、地方自治法第243条の３、また地方自

治法施行令第152条、こちらのほうで普通地方公共団体が２分の１以上出資している株

式会社等については、経営状況を説明する書類を作成し、議会へ提出することとすると

規定されております。こちらによりまして例年報告をさせていただいているところでご

ざいます。 

  （２）番の役員についてでございます。こちらにつきましては、地方自治法第142条、

また地方自治法施行令第122条により、役員の就任について、普通地方公共団体が２分

の１以上出資している株式会社等については認められているとする規定により、現在、

杉原副町長が取締役の任に当たっているところでございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

○委員長（馬場敏美委員長） 説明が終わりました。 

  これについて質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、概要含めて、状況については、僕も基本的な部分は認識
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したつもりでこの間確認させてもらったつもりです。セクターの部分についてですけれ

ども、これはいろいろな第三セクターの仕組みがあると思いますけれども、ｋａｒｃｈ

は基本的に株式会社という認識がこの間のやり取りの中では十分でなかったという形で、

改めて株式会社という認識でいいのか、再度確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 商工観光課、石井主査。 

○石井竜也商工観光課主査 株式会社ｋａｒｃｈにつきましては、会社法等による法人登

録につきましても株式会社として登録をしているところでございます。委員おっしゃる

とおり、株式会社ｋａｒｃｈは株式会社でございます。間違いありません。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） そういうことで、先ほど裏面にあった、こういう50％以上の

投資をしている本町においては、議会で町としてきちっと事業報告等を含めてやるとい

うことで地方自治法で明らかになっていますから、これについても一般質問等で僕のほ

うでも確認しましたんで、もう株式会社で自主自立に向けた会社として頑張ってほしい

なという部分も含めて、町としての対応をよろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 質疑がありませんので、これで終了といたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前 ９時１１分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 ９時１２分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 予算書、歳出、土木費、153ページから165ページまで質疑

を行います。 

  質疑ありますか。 

  建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 すみません、先日、３月４日の委員会の中の総務費の中で、伊東委

員さんのほうからお話がありましたアスベストの関係で若干補足をさせていただきたい

と思います。 

  ご質問の中で、煙突のアスベストということで、そちらにつきましては答弁しました
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とおり、西団地におきましてはアスベストは使用されておりません。ただ、そのほかの

部材で一部アスベストを含む材料がありましたので、ちょっと補足をさせていただきた

いと思います。 

  具体的には、軒の天井部分の部材、それから内壁の一部でございます。これは通常、

生活で利用している状態では特に飛散するものではありませんが、解体だとかで崩した

りするとき、こういったときに飛散するおそれがあります。解体におきましては、一応

その撤去の基準に基づいた方法によりまして、できる限り砕かず、水をかけて湿潤状態

にした状態で撤去します。それで、専用の袋に入れて専用の施設で処分を行っていると

いう形で実施しておりますので、その点を補足させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） それでは、土木費の質疑を受けます。 

  質疑ありますか。 

  ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） 158ページ、公園整備事業についてお伺いというか確認をまず

させていただきたいと思うんですが、資料も提出されているんですが、今までマスター

プランがあって、平成15年でしたかね、できていて、今回基本構想ということで委託費

が計上されているんですが、基本構想ということで、どういうことを具体的に詰めてい

くというか、検討してまとめていくのか、その辺ちょっとまず伺いたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 そうしましたら、まず作成に至る背景というようなところからちょ

っとお話ししたいと思うんですが、資料で提出しておりますけれども、平成15年度に公

園のマスタープラン、これが策定されております。このマスタープランにおきましては、

基本的な理念と、それから整備とか管理における町民と行政の協働など、そういった部

分が示されているところです。整備につきましては、具体的な方向性はこれには示され

ていないところであります。マスタープラン策定以降、公園につきましては、このプラ

ンに基づいた整備としてアダプトプログラムであったり、団体のボランティアであった

り、そういったことの協力をいただきながら管理だとか整備をこれまで行ってきている

というところでございます。 

  プラン策定してから相当期間が経過しているというところもあります。この間、その

他の公共施設だとかそういったものの再編、それから整備、これが行われておりまして、

町の形、それからいわゆる骨格といいますか、そういったものが大分変化してきている

という中で、大体そういった部分に関しては、今求められているまちづくりの形という
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のがある程度できつつあるというか、そういった中にあると思います。そんな中で、町

民の皆様からも数多く公園に対する整備の要望であったり、再編だとかいろいろな部分

の意見を多くいただくようになってきているところであります。 

  これはある意味、公共施設も含めて、町民生活だとかその辺が一定程度成熟してきて

いるというふうに感じられるところでありまして、今公園を整備していくという機運も

大分高まってきているのかなというふうに感じるところであります。こういったところ

がマスタープランよりも一歩進んだような、踏み込んだような整備に関する構想、こう

いったものの策定が必要になっているかなというところがこれに至った経緯というとこ

ろでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、巴主査。 

○巴 康考建設課主査 あと、具体的な進め方ですが、今、課長のほうからお話あったよ

うに、公園マスタープランを基に当然していくんですけれども、総合計画のほうで策定

のときに、まちづくりアンケートやまちづくり委員会からの提言の中で公園に対する声、

例えば少子化対策でいけば５番目に公園整備ということがあったり、あとはアンケート

の中でも既存の公園の整備であったり新しい公園という要望があったということがあり

ますので、それを基に、まだちょっと確定ではないんですけれども、その声をどのよう

に、既存の公園でいけば、今個々で計画を立てているので、それのつながりでコンセプ

ト的にどうするかとか、新しい公園を造るのであれば、当然どのような場所にどのよう

なコンセプトで必要かということをセントラルベルト構想のような図面に１枚に落とし

込んでいきたいなと考えております。 

  当然進める中で、今考えているのはワークショップみたいな形で行ったり、あとは各

種団体に出向いてお話を聞いたり、そういったことで詰めていきながら進めていきたい

なと考えております。ただ、今回つくるのが、どのようなエリアにどのようなコンセプ

トの公園が必要かということを落とし込みたいなと考えておりますので、具体的な整備

内容につきましては、おのおのの基本計画だったり設計の中で検討していきたいなと考

えております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） まあその後ですね、基本計画だとかいろいろな具体的な部分が

やっていくことの流れは分かるんですけれども、今ありましたけれども、総合計画でア

ンケートでいろいろな声がありましたと。そういうこともきちっと整理をしながらとい

うことで、まあワークショップもやるというお話でしたんで、町民の声を聞くんだなと
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いうことは理解しましたけれども、やはり幅広く、お子さんを育てている年代の方だと

か、高齢者だとか、パークゴルフやっている競技の、そういういろいろなことで活用さ

れている部分なり、広く使われている意味合いがあると思いますんで、その辺の声を十

分に把握をされて進めていただきたいなということを申し上げたいと思います。 

  それから、総合計画のほうの年次別計画というのも固まったものではないというふう

に押さえていますけれども、そうは言いつつも、年次計画のところで公園整備という部

分に関しては、令和５年度で中央公園の整備というようなことで1,000万、そのほかで

500万という数字だったかというふうに思うんですけれども、この辺のこの後のスケジ

ュールというのはどんなふうに具体的には考えていくのか、再度伺いたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 スケジュール感ですけれども、まず来年度、全体的などういったも

のが考えられるかというところをまとめた上で、次に考えられるのが、スケジュール的

にはどうしても庁舎の耐震改修等が出てきますので、その際には一定程度中央公園、役

場前の公園ですね、こちらについてはある程度というか、考えていかなきゃいけないと

いうふうには考えておりますので、相対的な順番を今回の構想で求めるものではないに

しても、ここはどうしても先に考えていかなければならない部分であるかなというふう

なことは思っております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 関連で、僕も公園の関係をちょっと質問しようと思ったんで、

ここで一緒に対応したいと思いますけれども、今、中央公園の話も出てきました。役場

庁舎の周辺の部分がまだまだきちっと整理されていない、車庫の問題、それから認定こ

ども園の対応の部分とか位置とか、議会においても庁舎建設の委員会を設置しながら、

やはり周辺の部分をきちんと対応していかなきゃならないという部分がありますから、

そういうことを含めて、ある意味公園づくりというのは何かといったら、町民が集うと

ころとか、そういうコンセプトが一番大事な部分ですから、ここはどうするこうすると

いう簡単なことではないと認識しております。 

  そんな意味で、先ほど早坂委員からもありましたように、総合計画の中にアンケート

等を含めてかなりニーズが高い、それから委員会の中でもこういう声もかなり出ている

なと認識していますし、ひょっとしたら公園の考え方についても、物すごく莫大な財政

が必要な公園もありますし、それから今ある未利用っぽい公園をどうするかとか、いろ

いろ範囲がすごく広いという部分がありますから、基本にこの計画をきちっと整理した

中で、公園については十分町民の声を聞きながら対応していくというのがやっぱり順序



－138－ 

じゃないかなと認識していますから、その点再度確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 今回、この構想を立てたいというところの中には、やはり１か所に

集中してここということをする前段として、やはり委員おっしゃったとおり、今既存の

公園、児童公園だとかそういった部分の利用状況だとか、そういったものも全部把握し

た上で、場合によっては再編であったりということも考えていかなければならないと思

うんですよね。その中で、町全体の骨格の中で、ここのエリアにはこういう意味合いづ

け、ここについてはこういう意味合いづけという形で、そういったことも全て網羅した

ような策定をした上で、その後に個々の計画に入っていくというような段取りを踏んで

いきたいというところで、今回のこの策定というものを予算に計上させていただいたと

いうところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 例えば、きっといろいろな町民のニーズというのは、かなり

行政の考えているものと違うニーズもあるかなという部分もちょっと認識しているんで

すよ。例えば、近辺では足寄町の公園とか含めて、それからあそこまで行ったらかなり

財政的なイメージが必要だというふうに認識したり、ちょっとした団地の中の附帯した

とかでありますから、やっぱりきちっとした財政も裏づけしながら、この公園というの

は、以降の管理、今回の公園管理でもかなり管理費がかかっています。そういうことも

含めて、それからどういう利用が一番いいのかとか、十分に町民の声等含めて、きっと

若いお母さん方は足寄のイメージとか、そういうふうな要望を持っていますという部分

ですごいギャップがある可能性がありますから、十分な調査の基本的な部分を対応しな

がら検討していただきたいという部分にも、ちょっと要望的な部分がありますけれども、

そういう部分でちょっと確認させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 たくさん声が、やはり近隣の町村の大きな公園であったり、そうい

ったものと比較されたりとかという部分がございます。ただ、我が町で造れるものとし

ては、やはり財政的な部分、それから場所的なもの、いろいろあります。同じようなも

のが必ずしも必要かというところもあると思います。ですから、ある意味広域的な部分

で、足寄町も含め、その他そういった皆さんが求められるような公園も含めて、じゃそ

ういったところのつながりというかそういうことも、そこら辺の利用と、町として上士

幌町らしい、上士幌町でできる公園というものも考えながら、いろいろな意見を聞いて
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進めていきたいというふうに感じておるところでございますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） 先ほど課長から答弁いただいた部分で、ちょっとどういうふう

に理解したらいいのかなと理解し切れなかった部分があるので確認なんですけれども、

役場庁舎の改修って、耐震改修なんかもあって、中央公園の整備というのがまずはやら

なきゃらならないんじゃないかというような意味合いで、優先されるというか、そうい

う意味合いで発言されたのかなというふうに私は理解したんですけれども、そういうこ

となのかどうかということと。もう１点伺いますけれども、伺うって、これは要望とし

て申し上げるんですけれども、今回基本構想をまとめるということで、来年のこのぐら

いの時期かどこかで委員会にこういうことでまとめましたということの報告は報告でい

いんですけれども、どこか途中で、ある程度区切りのできた段階で１回、こういうふう

に進んでいますとか、我々の意見も述べられるような場面をつくっていただきたいなと

いうふうに思うんで、このことは要望として、まあ要望というか、そうしてほしいとい

うことなんですけれども、個人的な発言ですけれども、そんなことでちょっと質問させ

ていただきます。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 まず、中央公園が先かどうかというところなんですけれども、どう

しても今時点で考えられることとすると、まず公園全体の構想をつくって、その次に考

えられることとすると、やはり別な部分の関連として出てくるのは、中央公園はどうし

ても前段に考えていかなきゃいけないところであるというふうには認識しているところ

でございます。 

  それから、構想の策定の段階においては、内部的にもこれが最終的に出来上がってか

ら議会、委員会のほうにお知らせするという形ではちょっとまずいだろうということで、

途中途中で何回かお話をできる機会、これはつくっていきたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いします。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 前段、早坂委員、江波戸委員の質問については一般質問を予定

していますので、改めて質問したいと思うんですが、私はずっと公園づくりについては

物すごくこだわってきていました。ですから、マスタープランのときも、私、関わって

いました。17年ぐらい前になります。マスタープランをつくったときには、一緒に何回

も議論をして、１年かけてマスタープランを一緒につくったんですよ。その後について
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は、あれは企画だったのが建設課に行って、公園整備どうするんだと言ったらなかなか

もう、整理だけだっていうので、公園をずっと見回して、あの公園はどうなんだ、全部

チェックして直してもらったり、遊具を移動してもらったり、あとふれあい公園は、せ

っかくのふれあい公園が何も遊具がないと。それで、農村公園なんだけれども、遊具を

入れようというんで、整備が終わってから公園を何ぼか入れてもらいました。そういう

ふうにこだわってきていますので、これは改めて一般質問させてもらいますので、ここ

での答弁は今の答弁で確認させてもらいました。 

  それで、現時点の公園についてなんですが、今この原材料費204万あります。これは

どういうふうに使われるのかと、今はコロナ時期でそんなに公園で遊ぶ方は少ないんで

すが、どんなふうに今ある公園の管理、それほど傷んだ遊具は今のところないように思

うんですが、かつてはもう椅子がぐちゃぐちゃだったり、使わない遊具が置いてあるか

ら撤去してほしいと言って、西遊園地もあそこ撤去してもらいました。そういう全体の

公園の管理については、どんな状況で把握しているのか質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 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、まず公園の原材料費でござい

ますが、大きなものにつきましては、各公園の芝生を維持するための肥料代が大きなも

のでございまして、その他、補修用の木材ですとかそういった材料費ということであり

ます。 

  各公園の遊具などにつきましては、今年度は専門の業者にそれぞれ点検をしてもらい

まして、金属部分の腐食ですとか傷んだ部分を拾い出してもらいまして、来年度補修を

かけるという予定で考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 新しい公園ももちろん大事な議論なんですが、公園については

やっぱり子供たち、親御さんからもいろいろな要望があった危険性の問題がありました

よね。これは危ないからというので縛って、事故があって撤去する、縛ったり。そうい

うことも含めて、ある公園についてはきちんと整備していかなきゃいけないと思うんで

すよ。それと、本当に使われていない公園があれば、遊具はどこか移動するとか、もっ

たいないと言ったら変ですが、例えばいろいろ私も要望聞くんですが、あそこはちょっ

と危険だから、遊具撤去したのにまた入れてくれみたいなことが一部あったけれども、

そこの公園は危ないし、遊具を１区の公園に移したんですよね、ブランコとかね。そう

いうことも含めて、総合的な遊具のチェックと、大事なものはまた再利用すると。全て

が全て立派なじゃなくても、その辺も含めて、今ある遊具と、危険性も含めてきちんと



－141－ 

管理してほしいと。 

  それから、先ほど言いました、いろいろな公園があるときに、いろいろ言われたから

すぐ整備するじゃなくて、総合的にここは必要だからこういうふうに整備したというこ

とを建設課なりで持っていかないと、言われたらすぐ遊具つける、あそこ言われたらこ

うするじゃなくて、総合的に判断をして、今ある公園をきちんとまず管理すると。その

ことについて要望というか質問したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、渡辺主査。 

○渡辺正史建設課主査 遊具につきましては、今あるものにつきましては、例えば簡単に

増やしたりするのではなく、今後の状況を見まして考えていきたいと思いますし、あく

までも今あるものを、危険なものにつきましては撤去しているものもございますが、補

修をかけたりなどしていっております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに土木費。 

  ６番、小椋茂明委員。 

○６番（小椋茂明委員） 昨年と比較してちょっと減っているところの中身を確認したい

んですけれども、153ページの土木管理費の委託費と、もう１点、156ページの車両運行

管理経費の中の役務費、手数料、この２点がちょっと大きく減っているんですけれども、

この辺の中身について説明をお願いいたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、巴主査。 

○巴 康考建設課主査 技術支援業務の委託費のところですかね、それとも地籍の委託費

のところですか。 

○委員長（馬場敏美委員長） ６番、小椋茂明委員。 

○６番（小椋茂明委員） 153ページ、土木管理経費のところと、156ページの車両運行の

ところの手数料のところの内容です。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、巴主査。 

○巴 康考建設課主査 技術支援業務につきましては、一定程度、役場のほうでできない

部分で、例えば測量であったり、技術的にかなり難しい部分でアドバイスいただいたり、

そのような内容で委託のほうを発注させていただいているんですけれども、大分件数と

かも減ってきているものですから、今回は半分ぐらいに落ちているんですけれども、件

数的にいくとこれぐらいの金額で済むのではないかということで減額させていただいて

おります。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、渡辺主査。 



－142－ 

○渡辺正史建設課主査 車両運行管理経費のほうの手数料の減額部分につきましては、大

きなものといたしましては車両の車検費用など、この分の違いだと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ４番、野村恵子委員。 

○４番（野村恵子委員） 164ページ、定住促進賃貸住宅建設助成金なんですけれども、

前年度2,500万、今年度5,900万、これが増えた内容をお聞きいたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、新堀主査。 

○新堀達也建設課主査 ただいまの質問にお答えいたします。 

  賃貸住宅の建設助成事業なんですけれども、来年度5,900万円を計上させていただい

ております。令和３年度に比べてかなり大きくなっているところなんですけれども、こ

の予算の計上の仕方なんですが、これまで例えば建設の実績があった事業主さんですと

か建設業者さん、こういった方々から昨年のうちに建設課窓口のほうに、来年度これだ

けの建設を行いたいんだという相談を何件か受け付けていたところでございまして、そ

ういった件数を基に、何棟、何戸建つのかというものを計算して、それで算出した金額

になっております。 

  この間、入居状況調査を毎年実施しているんですけれども、かなり高い、９割の入居

率を弾き出しているということで、なかなか住まいを求めている方が賃貸住宅に入居し

づらい状況というのも一部発生しているんじゃないかなということで、そういった入居

率の高さも各事業者さんもお考えがあってのことだと思います。そういった意味でも、

この金額になっているというところでございます。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ４番、野村恵子委員。 

○４番（野村恵子委員） では、今後また事業者からそういう希望があれば、これぐらい

の金額はまた来年度も再来年度もとか、希望があればそのとおりつけていくという考え

でよろしいんでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、新堀主査。 

○新堀達也建設課主査 入居状況調査は、これは毎年10月頃に実施しているんですけれど

も、その中での入居率ですとか、そういったものも参考にしつつ、かつ令和４年度まで

この要綱は続く予定となっておりますので、それ以降どうしていくかというのも、受付

方法ですとかいろいろ含めた中で、令和４年度、検討してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ４番、野村恵子委員。 
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○４番（野村恵子委員） あとは、これは私的な要望というか、例えば今まで、何年か前

から帯広のほうからの事業者も申込みがオーケーになったんですけれども、今後例えば

町内業者だけに戻すというふうにすると、こんなに予算をつけなくても、それは無理な

んでしょうかね。帯広の業者を使わなくするという考えがあるかどうかという。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 こちらにつきましては、今主査のほうからもお話あったとおり、で

きないかどうかという部分は、取りあえず令和４年までの制度になっておりますので、

そういった中で検討はしていかなければいけないかなと思っていますので、今ここでで

きないかと言われると、ちょっと何とも言えないところなんですが、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 同じ件で質問しようと思って、野村恵子さんが大分質問してく

れたので、そこは省きたいと思うんですが、令和４年度さらに予算が増えていると。こ

れは要望があってのことだと思うんですが、先ほども、令和４年度で、これ３年、３年

でいきますので、１回期限が切れるんですよ。そのときにきちんと検討すべきだと思う

んですが、前に、何年ですか、影響調査、経済効果のテスト、調査を行いました。その

中では、これは町だけじゃなくて、全道的なレベルの中で、結構何十億か何かの経済効

果があるというふうに、これはその年把握いたしました。町内業者から町外まで拡大し

ましたので、町内だけに限った経済効果はちょっとこれは分からないという答弁があっ

たと思うんですが、その中の最後のところで、まとめの中で、借家の需要は今後頭打ち

になると考えられるというのがあったので、その当時私が一般質問したときには、もう

ちょっと見直しをして、ちょっと縮小はしていますけれども、予算的に縮小はしている

んですが、見直したらどうかということも質問したんですが、このときから、このまと

めた段階から今状況が変わっているのかどうか。変わっているとすれば、確かに申請が

上がって、どんどん住宅が建ちますので、さらに建ちそうな感じ、このまとめについて

の課題と今の状況が変わって、このまとめはまとめとして、頭打ちではないというふう

に捉えていいのかどうかまず質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、新堀主査。 

○新堀達也建設課主査 賃貸住宅の経済波及効果、これを調査したのが平成何年だったか、

そのときの状況を調査したときに、これ以降の需要が頭打ちになっていくんではないか

ということで考えられたところだったんですけれども、その後、状況が変わってきて、

各農家さんですとか法人さんの規模の拡大ですとか、そういったこともありまして、従
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業員住宅、来年度もこの件数のうちのかなりの数を従業員住宅が占めているところなん

ですけれども、そういったところはどうしてもやはり住宅が必要というところで、建設

を来年度行っていくというところでありますので、今後頭打ちになるかどうかというの

は、また入居状況調査を見ながら、入居率、様々含めて考えていく必要があるのではな

いかというふうには考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 入居率は、この間の建設委員会のほうでも約90％ぐらいと。例

年80から90ぐらいは入居率があるということでずっと受けていますので、それはそれと

して要望があり、特に農家の方々の居住のアパートとか、多分増えているんだろうと思

うんですが、そのことも含めて長期的に見た場合に、今建っているアパートがどんどん

あるときに、今時点は90なんですが、そのアパートは、コロナ禍でもあるんですけれど

も、調査の中でも、やっぱりある程度過ぎた場合については補修なり必要になってくる

ということも含めて何かいろいろ調査したみたいなんですが、もっと長期的な判断で、

令和４年度にきちんと把握をして、どういうふうにするかを検討したらいいんじゃない

かと。 

  確かにうちの町は人口が減らず、増加になりつつあったりすることがあるんですが、

そういう中で、若い方々中心に、農家の方、それからいろいろな企業への採用があった

中では入居者が多いんだと思うんですが、それがずっと続くものかということも考えな

がら制度を検討していかないと、30年のときに１回これを調査して、頭打ちになるんじ

ゃないかと言ったけれども、結果的には国の方針もありながら、町の人口も増える中で、

アパートがどんどん増える要望があって増やしてきたと。今度、それから見れば、その

ときから４年たちますので、１回見直しすると。そこをきちんと将来的なことも含めて

検討すべきだと思って、その辺について質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 次期見直しの段階におきましては、そういった部分、30年に行った

経済波及調査の結果、それから、そこからまた４年たっている中の動き方、そういった

ものも参考にしながら、あと農業法人であったり、そういった部分の動向だとか、そう

いった部分も含めて長期的な視点に立って検討してまいりたいというふうに思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 同じく164ページの定住促進の関係なんですけれども、最近、

どのようなニーズで業者が対応しているかという部分について一定程度ちょっとお聞き
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したいなという部分があるんですけれども。家族、子育てという部分も含めて、小さい

住宅はある程度あるといえばあるんですけれども、子育てをするような時代に入ってき

たところについては、なかなかその住宅がないという部分が聞こえるんですけれども、

ここら辺について、今回含めて、今後例えばワンサイズ大きいやつとか、それによって

価格が上がってしまうという部分はあると思うんですけれども、そういうニーズという

のは町としてどういうふうに聞いていますか。そこら辺まず１点確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 入居状況調査で前に資料を提出しているところなんですけれども、

そちらの中で入居率も相当、それぞれのいろいろなタイプの住宅がございますけれども、

戸建てからワンルームから２ＤＫ、３ＤＫとかいろいろあって、その中でそれぞれやは

りすごく入居率が高いと。どこまでが子育て用かという部分もあるんですけれども、一

応こっち側の考えとして一定程度、２ＬＤＫだとか、そういった部分からある程度子育

てには対応できるのかなというところなんですけれども、どうしても今建ってきている

ものとしてはワンルームだとか１ＬＤＫというのがすごく多い状態で、２ＬＤＫなんか

はちょっと少ないような感じですよね。その中でも、それぞれ入居率が高くて、広めの

住宅の入居者の状況を見ても、例えば１人で住んでいらっしゃるとか、中にはいらっし

ゃいます。やはりどうしても小さい部屋でもいいよという方もいれば、１人でもある程

度の大きさが必要だよという、いろいろなニーズがあると思うんですよね。 

  子育て用の住宅を建ててほしいとかという形では、特にはニーズとしては聞いていな

いところなんですけれども、そういった部分、だんだん新しいものが出てきたときに、

広めのところに１人住んでいらっしゃる方が移るだとかということがもしかしたら出て

くるかもしれませんので、そういったところで見極めていきたいというふうに考えてい

ます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今後の中で、きっと業者は２つの形態があると思うんですよ

ね、建てる業者なりオーナーという部分は。１つの形態は、もう既に契約して、どっち

かといったら従業員住宅的な建設の方法と、それからフリーに、建てるから誰か入って

くれという。きっと、どっちがいいかって、１Ｌとか１ＬＤＫとか、そういう部分が結

構今まで多かったなと僕は認識しているんですよ。だけど、町としては今後、親子は騒

音の問題とかそういう部分がありますし、平家建てを推奨していくとか、そういう部分

でちょっと支援の仕方も変わっていかないと、なかなか今言ったように２ＬＤＫとか、

そういう部分についてはコストの問題と家賃との問題ってやっぱり非常に難しくて、つ
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くりづらいなという部分はあると思いますので、そういうこともこれから必要になる時

代じゃないかと思っています。 

  それと、先ほど野村委員のほうから言った部分については、きっと一つの要因として

は、町内にお金が回らない部分もあるだろうと、町外の業者が建てた場合。そこをちょ

っと懸念する時期もそろそろ来ているのかなと思いますから、かなり町内で稼いだとい

ったらあれですけれども、得たお金が町外に行ってしまうんじゃないかとか、これもち

ょっと何かの工夫もそろそろ必要じゃないかというふうに認識しますので、先の展望も

あると思うんですけれども、そこら辺のおおむねの考え方もそろそろ考えておかないと、

今までずっと同じような形態で支援してきた部分とは、支援の仕方ももう少し細かくし

たほうがいいのか、そこら辺含めてあるかと思いますので、そこら辺ちょっと確認させ

てください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 制度の内容、見直しにつきましては、このようなご意見もあったと

いうことで、そういう視点に立って検討の中に検討課題として入れてまいりたいという

ふうに思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 159ページの町道等維持管理事業です。この部分については、

7,200万という部分がありますけれども、農村道路も含めて、市街地の部分もあります

けれども、かなり劣化してきているかなという部分があると思うんですよね。前の長寿

命化の調査の中でも、水道なり道路についてはかなり将来、長寿命化しようとしたら維

持修繕関係含めてかなりの財政を負担していかないと維持できないという部分がありま

すけれども、担当課として、ここら辺についてもう少しきちっとした計画も必要になっ

てくる時期に入ってくると思うんですけれども、全体計画ですね、そういう部分につい

て考えているかどうか、ここら辺をまず確認させてください。あわせて、財政を含めて

考えているか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、髙田主査。 

○髙田清蔵建設課主査 舗装の劣化具合について長寿命化計画というのを立てておりまし

て、一応年度ごとにどのぐらいの事業量になるかというのは計画の中であるんですけれ

ども、ただ、予算的になかなか思うとおりに難しいということがありまして、現在は限

られた財源の中で、急を要するようなところから順番に直していくというような形、そ

れから本格的に補修ができなくても、一部応急処置というか、簡易的な舗装のやり直し
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という形で一部1,500万とかという予算を見ていまして、それで何とか応急処置しなが

ら対応していくという形に今なっております。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 若干補足させてください。今言った計画もありまして、その中でま

たその予算に見合った優先順位をつけていくわけなんですけれども、今年度、特にまた

補修等計上しているんですけれども、その中でも、今までは全て単費扱いだったものも、

いろいろな事業、どうやったら有利な補助事業だとかそういったものを活用できるかと

いう調査も行いまして、その中でのっていけるというものもあったものですから、そう

いったものも今後できるだけ予算を圧縮するような意味合いで利用していくということ

も内部的には調査検討しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 考え方については、当然現状対応を最優先として対応してい

ると思うんですけれども、それを少しずつ遅らせることによって、長寿命化という課題

を抱えた場合、逆に経費がかかっちゃうんじゃないかとかそういうことがありますし、

近年、やはり建設当時の道路構造の耐久度といいますか、それもかなり重量の車両と機

械との関係で変わってくる可能性が過分にあるなということになっているというふうに

認識しています。 

  ですから、今からきちっと何らかの形をつくっておく、計画という形がいいのか指針

がいいのかは別にしましても、そうしておかないと、後年時に僕はかなりこの道路維持

管理、それから更新含めて、莫大な予算になるなという部分で、さきの長寿命化の検討

の資料を見ても、末恐ろしい数字が出てきているなと認識していますので、今からきち

っとしておく必要があるかというふうに認識していますので、先のことということじゃ

なくて、今からやっておかんと先が厳しくなるということになりますので、これの考え

方だけきちっと整理してほしいなと思いますので、これの考え方、確認したいと思いま

す。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、巴主査。 

○巴 康考建設課主査 今委員おっしゃられたとおり、特に農村部につきましては、かな

り大きい車両とかが通っておりまして、特に51号につきましてはかなり傷んでいる状況

にあります。こちらにつきましては、総合計画で後年時で一応考えていきたいというこ

とでお出ししておりますが、51号の部分の、どうしても道路をグレードアップするため

に、交通量であったり、そういうところが出てくるものですから、そういうことも精査

しながら整備のほうをやっていきたいなと考えております。 
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  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 公営住宅の、163ページのふれあい団地の屋上防水改修工事

です。ふれあい団地もある程度経年劣化等だと思うんですけれども、防水をしていかん

ならんということでありますけれども、これは基本的に建設年次の状況を含めて、関連

してずっと何年かで対応するかというふうに認識してよろしかったでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、木田主査。 

○木田克則建設課主査 ふれあい団地の屋上の防水改修につきましては、ふれあい団地は

全部で９棟ございますけれども、建設年度の古い順から年次的に実施していく計画にな

っております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 結果的に全棟防水対策するということで認識してよろしいで

すか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、木田主査。 

○木田克則建設課主査 おっしゃるとおり、９棟全て実施する予定でございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 質疑ありませんので、次に、歳出、消防費は165ページか

ら170ページまで質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ４番、野村恵子委員。 

○４番（野村恵子委員） 170ページ、民間木造住宅耐震化促進事業ということなんです

けれども、これ３万円の助成金が出ていますが、近年申し込まれた方というのはいらっ

しゃるんでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、新堀主査。 

○新堀達也建設課主査 こちらの木造住宅の耐震診断の助成事業なんですけれども、申し

込まれた実績は今のところありません。 

○委員長（馬場敏美委員長） ４番、野村恵子委員。 

○４番（野村恵子委員） これは消防費でのっているんですけれども、ホームページで問

い合わせると建設課に行くんですよね。なぜこれ消防費に木造住宅耐震化の予算がつい

ているのかお聞きいたします。 
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○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、新堀主査。 

○新堀達也建設課主査 こちら災害が起こったときに建物の安全性を守るという意味で、

災害対策ということで計上しております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ４番、野村恵子委員。 

○４番（野村恵子委員） これ、予算はじゃ建設課にのせるべきじゃないんじゃないです

か。違うのかな。 

○委員長（馬場敏美委員長） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時００分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 建設課、渡部課長。 

○渡部 洋建設課長 予算につきましては、建設課の分は全て土木費という考え方ではな

くて、やはりそれぞれの目的に応じて計上してございます。これ以外にも、ほかの部分

に建設課部分がのっているのもございますし、あくまでもこの耐震診断というのは、今

お話ししましたとおり防災に関わる部分ということで消防費にのせているということで

ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） 169ページの災害対策経費ということで、防災の用品というか、

物資の備蓄状況ということで質問させていただきます。 

  さきに備蓄状況ということで資料を総務課のほうから出していただいているんですけ

れども、消防庁舎が新しくできたということで、たしか西保育所とかそういうところに

保管しているというふうなことを過去に聞いたような気がするんで、旧消防のほうに集

約したという格好だと思うんですが、これでいくと、今、旧消防署と糠平文化ホール、

発電機の機械があるんでスポーツセンターということになっていますけれども、道の駅

には備蓄はないんですか。まずそれを伺います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 道の駅につきましては、役場のほうでの備蓄は置いていないという

ことですね。北海道開発局のほうで設置している備蓄はあるんですけれども、町として

は、あそこは避難所にも設定していませんし、備蓄はしていないという状況です。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 
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  ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） 国のほうで備蓄品をということなんですが、その管理というの

は開発が直接されているのか、あそこの施設を運営されているｋａｒｃｈがそこの総体

的な管理ということで管理をしているということになるんですか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 道の駅につきましては、町と開発建設部、国のほうで協定を結んで、

それの管理を道の駅のｋａｒｃｈのほうでしているという状況にあります。 

○委員長（馬場敏美委員長） ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） まあそういうことなんですけれども、言いたいことは、備蓄品

の定期的な確認だとか管理だということをどうされているのかなということを聞きたい

んですが。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 町の分は当然町のほうで確認をし、必要なものは少しずつ購入をし

ているという状況にあります。それから、今言った道の駅については、本来は先ほど言

いましたｋａｒｃｈのほうで管理をしていただいているんですけれども、本町全体の防

災という意味では、うちもそこを把握していなければいけないかもしれませんので、早

急に確認をしていきたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） 例えば、食料品なら賞味期限というか消費期限というか、そう

いうのを確認されていると思うんですけれども、それで何かの機会に、期間が近づいて

きたら、何かのイベントか何かで活用し、例えば防災訓練で活用して新しいものを補充

していくというようなことだと思うんですけれどもね。毛布だとか寝袋だとかというも

のは、数があればいいということじゃなくて、どういう場所で管理されているのかはよ

く分かりませんけれども、例えばしけってそのままただ置いてあるというだけのことに

なって、いざ使おうと思ったら良好な状態に保存されていないというようなことになっ

ていないのかどうなのか、その辺はどういう管理をしているのかということをお聞きし

ます。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 まず、賞味期限、消費期限があるものについては、基本的にはご飯

類とか一部のものになってきます。それらについては、委員ご指摘のとおり、防災の訓

練ですとかそういうようないろいろなイベントというか行事等で、賞味期限が切れる前

に使っていくという考えで、その部分は必ず補充をしていくというふうにしております。 
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  それから、それ以外の、いざというときに使えなくなっていないかどうか、大丈夫か

という、そういうことだと思うんですけれども、それらについても、今回、旧消防庁舎

のほうに一括で集めてきましたし、維持管理の点検は今まで以上に随時行うことが可能

になりましたので、していきますし、いざというときに使える状況をきちんと確保して

いきたいと考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） 非常用の発電機なんかは、多分業者さんか何かで定期的に１年

に１回だとかって点検をされているのかというふうに思うんですけれども、こういう非

常用発電機というような機械なり、自動車もそうですけれども、新しいものがそのまま

置いてあれば大丈夫だということではなくて、利用しなければ円滑なそういう状態に、

自動車で言えば、新車でも１万キロくらい乗ったほうが逆に車の性能が上がっていくと

いうようなことになると思うんですけれども、非常用発電機なんかも、そういう点検を

したときだけ使って、エンジンがかかるということじゃなくて、やっぱりこういう寒い

時期なんかに何かが起きたときに、いざ使おうと思ったらエンジンがかからないという

ようなこともあると思うんで、何らかのイベント等なり何かあるときに活用して、その

状態を良好にできるだけ保つようにしておくというようなことも大切じゃないかという

ふうに思うんで、そういうことも非常時に備えてやっていただきたいと思いますし、先

ほどあった毛布だとか寝袋だとかという話もしましたけれども、そういう部分も乾燥時

期だとかそういう時期にきちっと確認をして、広げてみるだとかそういうこともしてほ

しいと思います。 

  それから、先ほど道の駅の部分の管理で、開発とｋａｒｃｈさんが協定か何かで管理

をしているというようなことですけれども、なかなかｋａｒｃｈさん、本業のほうが忙

しくて、そういうことの管理まできちんと手が回るのかというようなこともちょっと思

うものですから、やはり町のほうも関わってきちんと対応していくべきじゃないのかな

というふうに私は思うんですけれども、まあその辺どうでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 備品の管理なんですけれども、委員おっしゃるとおり、やはりいざ

というときに使えなければ意味がないものですので、その部分についてはきちんと管理

はしていきたいと思いますし、例えば全部ではないんですけれども、今回コロナ禍とい

うことで、パーティションですとか、そういうものについても利用できる場所には一部

貸出しをしたりとか、使い勝手の確認ですとかそういうようなこともしていますので、

もう少し随時できるような形にしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いし
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ます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） 最後なんですけれども、ここにいただいた資料にいろいろな備

蓄品の数量等が書いてありますけれども、数量の単位もいろいろあるから、１個と書い

てあっても1,000あるものがあるのかもしれませんから、ちょっとよく分からないんで

すけれども、その分はそれであれなんですけれども、ただ、これだけでいろいろな災害

が起きたときに、新聞、テレビなんかでも、こういう新しいものもできていますとか、

ここではこう使っていますとかっていろいろなことがあるんで、数限りなくということ

にはなりませんけれども、備蓄品目ということで、もう少しこれで十分なのかどうなの

かということを再検証していただいて、その辺の対応も順次していってほしいなという、

これは要望ということで申し上げて質問を終わりたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ６番、小椋茂明委員。 

○６番（小椋茂明委員） 一斉情報配信システムの現在の登録状況と、来年度、登録向上

に向けた取組についてお伺いします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、澁谷主査。 

○澁谷 真総務課主査 現在の登録状況についてお知らせいたします。 

  現在、スマホ、タブレットで1,098件登録になっております。戸別受信機については、

現在102台配布しております。合計、現在1,200件の運用をしているところでございます。 

  こちらとしての目標としては、20歳以上65歳未満の人口約2,500人と、65歳以上の世

帯で700の3,200件を目標に行っているところでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 この一斉配信システムですね、普及に向けてなんですけれども、以

前から委員おっしゃるとおり、まずは皆さんに使っていただいて、その効果を実感して

いただくのが一番と思っています。そこの周知をどんどんしていかなければいけないと。

その中では、各団体へ足を運んだりですとか、今コロナはあるんですけれども、これか

らの移動シーズンですね、こういうふうなところで人が集まるところで周知活動をしっ

かりしながら拡大していきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 169ページ、今の課題ですけれども、昨年、一斉情報配信シ
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ステムの構築業務の中でかなりきちっと整備されてきたなと思いますけれども、まだ十

分に伝わっていないと今総務課長のほうからもあったように、きっとこの情報は津々

浦々、全町民が何らかの形で情報を得るようなことにしておかないと意味がないなとい

う認識するんですよ。ですから、今言ったように、これからいろいろなものを対応する

という部分で、特に高齢者については、これについてまだ知らなかったとか、そういう

のがあったのという部分で、先般その相談、そういう情報があったものですから、総務

課にちょっとお話ししたらすぐ対応してもらったりしていますんで、やっぱりきちっと

全町民が何らかの形でこの情報システムを確保しながら、災害、それからほかの情報含

めて対応できるようにという部分で、あとどのぐらいの方がこれにまだそういう情報を

得られない方がいるか、世帯があるか、もし調査しているとしたら、もう１回確認させ

てください。スマホと受信機の数は今教えていだいたんで承知したところですけれども、

確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 詳細な調査はしていないんですけれども、先ほど言いましたように、

全体で40弱の普及率というような状況になってきているかなと思いますので、これを上

げていかなければいけないと。特に高齢者につきましては、なかなか伝えるすべがない

状況があるかなと。ですので、去年感じたのはやっぱり口コミというか、誰かが持って

いると、ああ、こんないいものがあるんだねということで相談ですとか、今委員さん言

われたように、どこでやっているのというお話があるのかなと思っています。そういう

ところが結構大事なのかなというふうに考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） １つは、昨年度ですか、防災担当の人材を配置したりしてい

ますから、そういう人を中心に活用しながら、今あったように普及率という部分も含め

て、情報を得られないと何かあったときはいろいろな意味で大変なことになる可能性も

ありますから、もっと普及率を目指すという部分も当然のことだと思いますし、去年

2,000万かけてシステムを構築した中で、それをどうやって生かすかということも、町

民総ぐるみのネットワークも活用しながら、落ちこぼれのないように努力していかんな

らんし、それをやっぱり町内会の一つの課題にしたりしてもらったり、そういう連携も

含めて対応していただければと思いますから、そういうことで普及率を上げて、目標も

きちっと対応していってということもあると思います。 

  それと、もう１点は、このシステムの使用料、去年も550万ですか。今年もまた550万

となっている。これはもう経常的な予算と認識してよろしかったでしょうか。２点ほど
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よろしくお願いします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 総務課、船戸課長。 

○船戸竜一総務課長 まず、１点目の、委員おっしゃるとおり、高額な金額をかけて、経

費をかけてシステム構築してきております。これがみんなのものになり、そして安心・

安全につながるというようなことにしていかなければいけないものだと考えております

ので、こちらについて今以上に努力していかなければいけないと考えています。 

  それから、こちらのシステム使用料なんですけれども、基本的にはこれは毎年かかる

金額になりますので、ご承知おきいただきたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 質疑ありませんので、ここで休憩といたします。 

  開会は10時30分といたします。 

（午前１０時１６分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時２８分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 次に、教育費に入りますが、教育費は１項教育総務費から

３項中学校費までと、４項社会教育費以降をページを区切って質疑を行います。 

  教育費は、170ページから192ページまで、教育総務費から中学校費まで質疑を行いま

す。 

  質疑ありますか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 173ページのスクールカウンセラーの謝礼について質問いたし

ますが、これは毎年質問しているんですが、令和３年度の状況と、今後どのようにスク

ールカウンセラー、多分定期的に行っているかと思うんですけれども、その辺の活用に

ついて質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 スクールカウンセラーの謝礼につきましては、こちらのほう、

実際には本年度は道教委の事業のほうを実施しておりまして、その事業が受けられない

場合、または緊急の場合、いじめ等重大事案があって必要な場合、支出するような状況

でございます。今年度については、道教委の事業の活用が図れていることから、今年度
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の支出についてはございません。 

  以上であります。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 令和３年度は道教委の事業を活用したと。報償費として12万

8,000円ありますので、実際に報償費払うんだと思うんで、令和４年度について、その

辺がちょっと分からないんですが、実際に道教委のを使えばお金かからないけれども、

実際に町のほうで、来るのは個人的に来るんだと思うんですが、その方については、例

えばいろいろな問題があれば呼ぶとか、定期的に多分呼んでいるのか分かりませんが、

そういうことがあれば予算がついていると思うんですが、その辺の関係、ちょっと今、

呼ぶ予定がないというふうに捉えたものですから、そうじゃなくて、実際に呼んでいる、

呼ぶんだと思う、その辺について確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 先ほどもご説明したんですけれども、道教委の事業をまず中

心に考えてございまして、道教委のほうで派遣の要望のほうが整いまして、そっちのほ

うの事業を実施できた場合、そっちの事業を優先的に活用するんですけれども、例えば

学校からその事業では不十分だとか、あとすぐ緊急的に対応が必要だという場合につい

て、この報償費を活用して事業を実施したいと考えております。 

  以上であります。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） この件については、わかりました。報償費を予想はしておきま

すけれども、実際にこの報償費を使うことがまだ別ということで、把握いたしました。 

  次の項目でよろしいでしょうか。174ページだったかな、コロナの関係なんですが…

… 

○委員長（馬場敏美委員長） 何ページでしたか。 

○２番（山本和子委員） 174ページには載っていないですね、補正予算で新型コロナの

キットを購入いたしまして、実際には活用するのは令和４年度だと思うんですが、その

活用をもう１回確認したいのと、それと多分東京だったと思うんですが、公立の教職員

については月１回か定期的に抗原検査を行うということを何か予算化するような情報も

ありますが、その辺について、子供たちの検査というのはなかなか難しいと思うんです

けれども、教職員だったらある程度、学級担任とかについては定期的に、まあ保育所も

そうなんですが、できる、することは可能だと思うんで、その辺について予定すべきと

思うんで、その辺について質問いたします。 
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○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 抗原検査キットについては、今回の当初予算ではないんです

けれども、補正予算で計上させていただいております。原則、実際は教職員に活用する

ような形になりますが、健康上、もう発熱等があった場合、基本的には医療機関を受診

していただくのが第一原則でございます。それで、医療機関が対応できないといった場

合で、学校長の判断等により検査を実施するような活用になります。今の段階ではそう

いったような考えでございます。 

  以上であります。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） この194万については教職員対象にということなので、どうい

うときかというのはなかなか想定されづらいんですが、逆に想定されないからこそ定期

的な検査なのかなと思うんですけれども、今回もいろいろ小学校も保育所含めてあった

場合に、どれぐらいで回数って難しいんですが、やっぱり定期的に、またさらに強いウ

イルスが出そうな気配もいたしますが、今回当初予算ではなかなか出ていないですけれ

ども、今後の課題としてはそれは多分どんどん各地域に、まあ東京都がやるというのは

新聞切り抜いて、切り抜いた記事ちょっと見つからなかったものですから、多分それが

これから広まっていくのかなと。そうすると、先生方は取りあえず安心ですね。子供は

ちょっと何とも言えないので、その辺をこれからぜひ検討すべきと思いますが、その辺

について質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進、木下課長。 

○木下由季子教育推進課長 先般の補正予算の中でも上げさせていただいたコロナの予算

につきましては、文科省のほうからいわゆる学習を止めないということで、それぞれの

小中学校長の裁量の下、学校の中で活動を進める上において必要なものの予算という形

で回ってきました。その部分で、学校と相談をさせていただいた結果、当然、換気をよ

くするだとか、消毒液等にしてもまだまだこれからコロナが続くということも想定して

準備をしなければならないということでしたが、その中で、学校の学習を止めないとい

うところの中には、検査キットというところも必要ではないかということでちょっとご

相談をさせていただいて、学校にまず配置をするということではなく、教育委員会のほ

うで措置をさせていただいて、必要に応じて配布をして対応するというふうなことで考

えています。 

  前回、文科のほうからキットとして、上士幌町で30セットでしたか、支給をされたん

ですけれども、教職員全員分ということでもありませんし、学年という形でも使えない
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ような状態ではありましたし、先般の質問でもございましたが期限があって、もう１月

末時点で使えないという状態になっておりましたので、そこも含めて、教育委員会とし

ても何かあったときの対応の方法として検査キットは有効ではないかというふうに捉え

させていただいて、購入の方向で進めさせていただいた経過があります。 

  今後、もし先生方の検査も含めて定期的にということになれば、やっぱり予算的にも、

町の予算でという対応もなかなか難しいのかなというふうに考えますので、北海道教育

委員会等にも要請を上げさせていただきながら、検討が必要であれば対応させていただ

きたいなというふうに思っています。 

○委員長（馬場敏美委員長） ７番、中村哲郎委員。 

○７番（中村哲郎委員） 174ページ、プログラミング教育推進事業なんですが、これ昨

年は、学習教材のロボットの借上げ、リース代が入っていて、かなりの額になっていた

んですけれども、今年はそれが消えて37万8,000円ということなんですが、個人的には

こういうプログラミング、ネーミングはともかくとして、子供たちには結構重要な教育

だと思うんですけれども、この額ってちょっと少なくないですか。というのは、どうい

うことを狙っている事業なのかというのをまず教えてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 プログラミング事業に関してでございます。 

  プログラミング事業については、Ｐｅｐｐｅｒというロボットを活用して、令和元年

度から３か年で契約しておりました。本年度で契約は完了する予定でございます。 

  Ｐｅｐｐｅｒについては、新たに始まったプログラミング教育の導入に関して、授業

を始め、社会教育事業などに活用させていただいて、パソコンの操作ですとか、プログ

ラミングに慣れていない児童生徒の興味関心を引きつけ、活用していくことには十分成

果を上げたと思っております。 

  今後につきましてですけれども、予算が少ないのではないかというご意見でございま

すが、学校は今ＧＩＧＡスクールでタブレットが１人１台入ってございますし、学校で

活用しやすいプログラミング教材、例えば無償のものでもＳｃｒａｔｃｈとかいう教材

とかもございますので、そういった活用しやすい教材を活用して授業の対応をしていく

とともに、学校でのプログラミング教育を推進するためにこの予算を計上しているんで

すけれども、十勝ＥｄＴｅｃｈ、帯広コア専門学校とも連携を取りながら、引き続き学

生の派遣により協力して事業を進めていきたいと考えております。 

  以上であります。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかにありますか。 
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  ３番、伊東久子委員。 

○３番（伊東久子委員） 175ページの歴史資料調査研究専門指導員設置事業というのは

どのような事業なのか教えてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 歴史資料調査研究専門指導員設置事業でございますけれども、

本年度から新たな事業として会計年度任用職員を雇用する予定でございます。業務とい

たしましては、教育行政の調査研究、児童生徒、学校、地域社会等の実態調査研究、ま

た町の歴史資料の収集整理、研究資料の編集、また教育機関と連携などを業務としてご

ざいます。その資料につきましては、学校教育で活用を図っていくために、上士幌町教

育研究所と連携を図り、進めていくことで考えてございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ３番、伊東久子委員。 

○３番（伊東久子委員） それでは、学校で指導するとかそういうことではなくて、教育

委員会の中で研究をするということの設置事業なんでしょうか。毎年、地域の宝探しの

会というのがありましたけれども、今回はそれが出ておりません。15万6,000円にね。

それも兼ねて研究をするということなのかどうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 設置の件に関しては、教育委員会事務所で雇用する構成でご

ざいます。宝探しの会については社会教育事業の関係なので、そちらのほうになるので、

ちょっと答弁は控えさせていただきます。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

○３番（伊東久子委員） ちょっとよく分かんない。よろしいですかと言われてもよろし

くないんですけれども…… 

○委員長（馬場敏美委員長） 社会教育…… 

○３番（伊東久子委員） 今日は須田課長が来ていないんですよね。前回、補正で地域宝

探しの会が活動されていないらしくて補正減になっていたんですけれども、今回はこれ

が出ていないから、その後どうなったのか聞きたかったんですけれども、この後、じゃ

いらっしゃるということですか。分かりました。じゃこの次。 

○委員長（馬場敏美委員長） ただいまの社会教育費、この後のほうでという話ですので、

よろしくお願いします。 

  ９番、斉藤明宏委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 郷土資料について、今のお話ですと、調査研究もするというこ

とだったんですが、今、多分郷土資料、旧中部の事務所に保管されているものと、萩ケ
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岡小学校にあるものとあると思うんですよね。それらも整備をされて、今後の活用に向

けて十分その辺の調査というか整備も行うということで理解してよろしいんでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、木下課長。 

○木下由季子教育推進課長 今回、歴史資料調査研究専門指導員という形で、教育推進課

のほうで予算を立てさせていただきました。経過といたしましては、学習指導要領で小

学校の３、４年生の資料作成という形で進める取組が必要となっており、ここでやはり

上士幌町の歴史も含めて、きちんとした資料収集と、今後の活用も含めて進めていかな

ければならない時期に来ているのではないかということと、先ほど委員のほうからもお

話がありました郷土資料の取扱いも含めて、今の段階では資料収集と整理という形で進

めさせていただき、今後の展開としてはそこのところも進めていかなければならないの

ではないかなというふうに考えておりますので、所管は推進課事務局というふうになっ

ておりますが、生涯学習課とも連携をさせていただいて、取組が必要かなというふうに

思っています。 

  基本は、今回の令和４年度の予算の中では、いわゆる児童生徒、学校、地域社会との

実態だとか、上士幌町にある歴史資料の価値だとか、そういうところをやっぱりきちん

と整理をしていただいて、そこを事業の中に取り入れたり、子供たちの中で意識づけを

していくとかというところの一歩で、教育委員会事務局のほうと連携をして取組をいた

だくような形で、専門員として置きたいという形での提案となっております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） 関連になりますけれども、これはあくまでも教育委員会として

の調査、資料収集ということで、町が開町100年に向けていろいろな資料収集をすると

いう意味合いのこととは別だということで理解していいのかという、別だということで

押さえていいのかということと、あと、この会計任用職員というのは常勤の職員という

ことになるのかということを確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、木下課長。 

○木下由季子教育推進課長 身分といたしましては、会計年度任用職員のいわゆる１号任

用職員です。フルタイムではなくという形で対応させていただきたいというふうに考え

ております。 

  一番最初のお話のところなんですが、今時点で総合計画の中でも郷土資料の収集保存

も含めて、生涯学習課の中の資料でも触れられておりましたので、やはりそこのところ

は取り組んでいかなければならないのではないかという考え方は基本の中にはあると思

います。この後どう進めていくかというところは、すみません、ちょっと推進課長レベ
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ルでお答えできるところではないのかもしれないので、控えさせていただきたいかなと

思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 今の歴史資料の関係になりますけれども、今予定している

のが週４日、大体９時くらいから15時くらいまでの中で考えています。教育研究所と連

携しながら、これは後に一般質問の江波戸委員の質問にも関連してくる部分にはなって

くると思うんですけれども、当然そういった作業を進めていけば、町史の編さんの部分

との関わりは出てきます。これは必ず出てきます。昭和45年の町史、それから４年の補

追版、それから10年たって80周年のとき、周年行事はやっていませんけれども、その辺

のデータ自体が企画財政課のほうにあって、私もそれをいただいています。そういった

中身にも触れていかなければ、例えば社会科だとか生活科、総合的な学習の中でも反映

していけないと思っていますので、作業の中には当然そういった町史の部分にも触れな

がら進めていくということで今考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今、教育長からあったように、一般質問の中で今年から100

年事業の一つとして町史の編さんに向けたスタートを切りたいと、人材も配置したいと

いう部分で、これはこの人材かなと初め思ったんですけれども、中身的に見たらかなり

教育関係の仕事を重視しながら、今教育長が言った関連の中でとありますけれども、今、

しばらくこの町史の編さん等を含めて、それからかなり時代の移り変わり、それからあ

る程度この期間の中で、いろいろな町の具体の部分を知った方がだんだんいなくなって

くるという部分はありますから、ここは今急速にやっとかんならない事業だって僕は認

識したんですけれども、何か今、教育関係の教育推進課の部分でいくと、本当にそれが

どのぐらい実直に進んでいくのかなという、ちょっと今聞いて心配しています。 

  ですから、もう少し、どちらかといったら当面の資料というのは町史に向けていると

いう認識でちょっと後で質問しようと思った部分ですけれども、ちょっと違うなという

イメージがありますから、そこら辺もう少し100年事業の町史編さんに向けた対応にも

う少し重視していくべきではないかという認識をしていますので、そこの確認をさせて

ください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 今回、教育行政執行方針の中でも、郷土資料等、地域に残

された貴重な歴史資料の保護、保存を町民の協力で進めるというふうに書かせていただ

いた背景の中には、やはりこれも一般質問と関係してくるんですけれども、高齢者が、
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まあ高齢者だけではないんですけれども、これまで町を築いてきてくれた方々、こうい

った方々の声はどうしても必要になってくるだろうと。ですから、こういった協力をし

てくれる方、またそのボランティアとして関わってくれる方、現在、教育研究所の中に

は協力員として民間の方に今５名ほど入っていただいていますけれども、それらに加え

て、こういった歴史について、またその当時の文化、経済も含めてなんですけれども、

いろんなテーマを設けながら、こういった方々に集まってもらえるような、こういった

サロンを設けて、そして開町100年に向けた資料の土台集めと、そういったものは進め

ていくということで今準備を進めております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 町史というのは、教育的な資料とかなり僕はニュアンス違う

と思っているんですよね。やっぱり町史から学ぶ、町史を我々が読み返して歴史の在り

方はどうだったって、基本的には町民の目線と学校教育、特に義務教育のような部分で

は大きな隔たりがあると思いますから。ただ、基本的な部分についてはすごく連携をし

ていかないとならない部分だと思うんですけれども、どうももうちょっとこれを調整し

ながら、当面本当に生きた人から当時の言葉を聞く、話を聞く、その記録を残すという

部分はやっぱり重視していかないと、本当に血の通った町史にならないのかなと認識し

ていますから、そこら辺、ちょっとこのままで行くと、付随的な業務の中に歴史を考え

るみたいな感じで聞こえちゃうものですから、そこら辺、町史を作るという部分との、

今資料を集めて人の生の声を聞いておくという部分とちょっとかけ離れているかという

認識をしていますけれども。 

  さっき、執行方針の中で言っている部分については、そういうことでやるんだなと思

ったんですけれども、今改めて確認するとちょっと違うなと認識しますけれども、もう

一回確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 昨年の方針の中で、町史の編さんに向けて職員を１人配置

すると。町史の編さん自体は企画財政課、80周年のときもそうでしたけれども、企画財

政課を主導にしながら、恐らく教育委員会もいろんな資料を出しながら進めていったん

じゃないかなと思っています。とはいえ、今委員お話のとおり、その町史の中を考えて

いったときに、教育の部分で触れられる部分というのは結構限定的なものがあると。こ

こ一、二年については、どちらかと言えば、その後、補追版から今現在までの調査を少

し進めていきたいなと考えています。それはどこにたどっていくかとなると、こういっ

た資料を後世に残していくということになったときに、子供たちにこの町の歴史がどう



－162－ 

だったのか、確かに100年前から遡っていくことも大事かと思うんですけれども、ここ

20年、25年、30年の上士幌町の歩みは大きく変化していますので、自分たちの暮らす町

がどんな町になっていっているのかと、こういったあたりは必要な要素かなと思ってお

ります。ですから、かけ離れているかもしれませんが、ここ一、二年としては、まず身

近な情報収集から進めて、そしてそこに関わってきた人、上士幌町も高齢化が進んでき

ておりますので、80代、90代の方、まだお元気でお話を聞ける方もいるんじゃないかな

と自分の中では思っています。そういった方々も交えながら、その部分について研究調

査できればいいなというところで今考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） よろしいですか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 174ページのまなびの広場開設事業の確認と、いろいろ質問し

たいと思うんですが、令和４年度に向けては資料をもらっていまして、この間委員会の

中ではいろいろ質問させてもらいました。この目標自体は、令和３年度からの続きの課

題なので、高校生もそこの中に含まれて、いいなと思うんですが、予算の説明書の中の、

最終的にはこのまなびの広場の目的をもう一回確認したいと思うんですが、まずそれか

ら行きたいと思います。どういうことを目的にこのまなびの広場をするんだかというこ

とを確認したいと思うんです。この概要の中で見ると、ちょっと違うんじゃないかなと

思って、それとちょっと違うと思うことも含め、まず確認したいと思っています。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、木下課長。 

○木下由季子教育推進課長 先般の委員会の中でも、令和３年度の取り組みについてご報

告をさせていただきました。この間、いわゆる公営塾の流れからまなびの広場までのつ

ながりの中で、様々な課題とかがありながら、委託先等もいろいろ検討させていただき

ながらの状況になっているのは委員の皆様もご存知のところかなというふうに思うんで

すけれども、今年度改めてまなびの広場の取組をどうしていくかというふうに考えたと

きに、やはり基本は総合計画、総合戦略の中にも定める高校への地元中学生の進学率の

向上というところを基本線に置きながら、どんな取組ができるのかなというところを検

討していきたいという形で、内容についても、今年度委託をさせていただいた事業者と

同じ事業者で次年度も考えていきたいというふうに考えています。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 昔の平成27、8年ですか、あの頃から公営塾からまなびの広場

に移ったときの原点というのは、高校進学に向けた学力向上ではなく、自学自習のサポ

ートだったり、いろいろな学びのいろいろなカリキュラム、そういうふうに変わったん
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ですよ。そして、その後について、令和元年、２年もその形で来て、委託先は、わっか

だったり、そこに来るいきたすだったり、今回は寺子屋さんなんですが、そういう形で

この資料のとおりで自学自習の場と学習サポート、それから探求的な学びを進めるワー

クショップの開催というのが令和元年から変わった中身だと思うんですが。ですから、

そこの中に中学生も入り、縦の関係があり、大学生のサポートもありながら、自学自習

もするけれども、いろんなワークショップがあって、いや算数、数学面白いよ、ドロー

ンは面白いよというふうな、探究心をつくれるようなカリキュラムになっていると思う

んですが。 

  ですから、あくまで上高、上中、上小で言えば、上中生が上高に行く進学率を高める

目的ではないと思うんですけれども。結果的にそうなることももちろん大事なんですが、

１回令和元年から変えていますので、その辺をきちんと確認をしながら、多分寺小屋さ

んのほうでは多分そのことを把握しながら、高校生も含めて、来ている子供たちに、高

校生だってその次の進学って、大学にどうのこうのじゃないので、高校生含めてやっぱ

り面白い、いろいろな探求できるようなワークショップがあると。そこの中で、休み中

の課題をこなすために自習をすると。そのときに大学生がサポートしてくれたり、まあ

高校生が中学生のサポートをするかは分かりません。その場だというふうに確認をして

いかないと、前のまま、上中の生徒が上高に行くという目的から変わったはずなんで、

その辺が、ちょっとこの予算資料の中に同じことを書いているので、ちょっと違うんで

はないかなということで確認させてもらいました。 

  以上です。答弁お願いいたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、木下課長。 

○木下由季子教育推進課長 当初、公営塾という形で設定をさせていただいた平成28年ぐ

らいからの取組の流れで、今はまなびの広場という形で対応させていただいております。 

  内容的には、いわゆる塾の状態で、いわゆる個別の学力を上げるだとかいう取組もさ

せていただいてきた経過がございますが、考え方の基本のところとしては、いわゆる地

元からの進学率向上というところについては、ポイントとしては当初から目的の中には

触れられていたのではないのかなというふうに、以前からいただいている資料等も含め、

教育推進課ではそのような押さえで取組を進めてきました。 

  ただ、塾の継続も含めた金額的な問題ですとか、受けていただける事業所さんとの課

題だとか、様々なことがあり、内容等も含めて検討させていただきながら、令和２年度

については事業を実施することができないということで委託先のほうからお話がありま

したので、改めて事業者の方を選定していく中で、以前の事業者さんと関わりのあった



－164－ 

ところで、いわゆる大学生、社会人が子供たちと関わりを持っていただける取組という

ことで、上士幌町としてのコンセプトのお話をしながらどんな対応ができるのかなとい

うことを検討し、夏と冬の広場と、併せて今回は上士幌高校のほうと連携をさせていた

だいて、プレゼンテーションの講座という形でこまを持っていただいて、その中で子供

たち自身が自ら考えたことを発表できるような場を授業の中で取組をさせていただいた

という形になっています。 

  基本的な考え方のところは、いわゆる地元からの進学率の向上というところのポイン

トは変わっていないのかなというふうに私は押さえております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 結果的にそうなればいいなというのはすごく分かるんですが、

私自身は、令和３年、４年の企画、特に令和４年の企画に向けては異論はないんです。

いろいろなそこに来た子供たちが、逆にもっといろいろなわくわくするような企画をや

ってほしいなと私自身は思っていますね。勉強だけじゃなくて、上高に行くことだけの、

理想はそうなんですけれども、それはそれとして、来ている子供たちがどこの場に行っ

ても、探究するとか、いろいろな学びですね、学びをできる場として、むしろ遊びたい

子も、遊びに関心がある子も来られるような場として学びというのは幅広いので、そう

いうふうに広がればいいなと思っているんですが、前に比べたら、今度令和元年、２年、

３年、４年とややそっちのほうに近づきつつあるなと私は思って、前回の委員会の中で

はちょっとレベルアップしましたねということとしたんですが、進学だけを目的にする

んじゃなくて、いろいろな場を得て、ドローンだとすごく、つくってみたり、あと算数

の先生の、数学の先生の話も面白いなと思いながら、面白いんだよということを広げる

場としてこのまなびの広場、再確認してもらいたいなと私は思っています。 

  だから、ここの目的がこれでいいのかなとずっと、やっていることは全然反対じゃな

いんですけれども、目的はもともとは上中生が上高に行くための公営塾ですね、足寄み

たいに、足寄は足寄で物すごく議論して、足寄の高校生が落ちこぼれなく大学に行った

りとかいろいろなことをするため、あれは全然上高、上中、上小とは全然スタンスが違

いますので、あくまで進学を目指すんじゃなくて、いろいろな学びの場、遊びを含めて、

そういうふうに取り組んで、私はそっちのほうを重要視したいと思っています。再度確

認してもらえたらと思って質問させてもらいました。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、木下課長。 

○木下由季子教育推進課長 委員のお話のところも、すごく私自身もよく分かります。ま

なびの広場の中に今回、委員会の中でもご報告をさせていただいて、参加者の意見とい
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うところで、大学生や社会人の方からいろいろなお話を聞いて、見方とか考え方とかが

すごく広がって、いろいろな多様性みたいなところがあることが分かって面白かったと

か、あと逆に、私たちが意図しているところでいくと、やっぱり上士幌高等学校と中学

生の交流というところもメインで置いていたところもありましたので、高校生がすごく

親切にしてくれてうれしかったとか、高校生の生徒会の人たちが一生懸命頑張っている

姿を見て、上士幌高校に対するイメージが変わったとか、そういうようなご意見とかも

いただいています。 

  そして、参加していただいている、今回だと上士幌中学校から別の高校に進学された

りしたメンバーも、中学校のときにまなびの広場に参加をしていただいたメンバーなん

ですけれども、参加してもいいでしょうかということで、夏、冬の時期に参加をしてく

れたりという形で、そこでまた頑張っている姿とかも見られてということもありました

ので、そういう今委員おっしゃったような、本当にわくわくする取組になって、そこに

少しでも多くの中学生、高校生とかが関わってくれて、そこの中で感じたところが、い

わゆる高校に行ったり社会に出ていったりした中ですごく身について、こんなことがあ

ったな、こんなふうに頑張れたなというところが再現されるような場所になったらいい

のかなというふうに思っているところはあります。 

  が、やっぱりコンセプトとして捉えなければならないところというのは、教育推進課

の予算の中でいくと、高校振興会の振興策等でお金を出させていただいている部分もあ

りますけれども、そういうところも含めて、様々な方向から取り組めるものの一つとし

てまなびの広場の事業も取り組んでいけたらなというふうに考えています。 

○委員長（馬場敏美委員長） ６番、小椋茂明委員。 

○６番（小椋茂明委員） 174ページになります。上士幌高等学校振興会の助成事業が昨

年比較で300万ほど増えているんですけれども、この内容について説明お願いします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 事業につきましては、令和３年度と同様の事業で継続するこ

とで考えています。増額要因といたしましては、入学者の見込みは昨年同数の50名で見

込んでおりますけれども、昨年度の入学者が55名だったということもあり、昨年度より

予算計上上、生徒数が増加してございます。これにより通学費ですとか修学旅行費の経

費の増加を見込んでおります。 

  また、新規事業について、高等学校において、令和４年度、新１年生からＧＩＧＡス

クール構想によるタブレット端末を購入しなきゃいけないということで、高等学校につ

いては義務でなくて保護者負担で購入することから、上士幌、士幌の新１年生に対して
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端末購入補助を行うことで予算計上しております。 

  以上であります。 

○委員長（馬場敏美委員長） ６番、小椋茂明委員。 

○６番（小椋茂明委員） 分かりました。 

  続いて、178ページなんですけれども、保育システム使用料という計上がありまして、

この件については保護者との情報配信を進めるためのシステムと説明があるんですけれ

ども、この辺の中身について説明していただきたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 幼児教育課、有賀課長。 

○有賀孝行幼児教育課長 保育システムの導入につきましては、認定こども園の魅力化を

高める取組の一つの経費でございます。これにつきましては、現場の保育教諭から導入

の要望がありまして進めるものでございます。 

  提供する支援内容につきましては、登降園管理ですとか保護者への連絡、それから各

種帳票の作成ということで、併せて写真や動画の配信もできるシステムとなっていまし

て、栄養士は日頃カロリー計算等を行う仕事があるわけですけれども、栄養管理もでき

ますよという内容になっております。 

  保護者については、例えば今、連絡帳のやり取りをしているところなんですけれども、

これもシステム上でもある程度できるようになるというメリットがあるのと、例えば毎

朝、今日休みますと連絡を電話ですることがあるんですけれども、これはかなりの件数

が毎日あるわけですけれども、こういったものもシステムを活用してスマートフォンか

ら連絡ができるようになると。また、先生からの連絡もスマートフォンに向けて行うこ

とができるというふうな機能を有するシステムでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ６番、小椋茂明委員。 

○６番（小椋茂明委員） 分かりました。 

  続いてなんですけれども、186ページですね、教育支援員設置事業とあるんですけれ

ども、これは昨年度までは特別支援教育支援員という形で表現したんですけれども、こ

れは違いがどういうふうになってきているのかというのを説明お願いします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 昨年度来、特別教育支援員設置事業ということで、特別支援

事業、特別支援学級の児童生徒を対象に支援を行うということで支援員が設置してござ

いました。しかし、今学校現場で、特別支援学級対象の子供さんたちだけでなくて、例

えば困り感を持つ子供さんですとか、あと学習に困難を抱えるお子さんですとか、そう

いった部分で全体の児童を見られるようにということで要綱を改正させていただいて、
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教育支援員設置事業ということで改めさせていただいています。内容につきましては、

特別支援員の名称を変更したような内容でございますので、全ての児童生徒対象に見て

いけるように事業を変更してございます。 

  以上であります。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 質問しようと思ったんですが、要綱変更ということは、それは

分かりました。 

  認定こども園の関係なんですが、175ページ、これは毎年確認の意味で質問させても

らっているんで、劇団公演謝礼、多分２回程度ということで、例年と同じ予算を組んで

いるんですが、どんな形で、本当にコロナ時期でもこういうことは大事な事業なので、

ぜひやってほしいと思っているんですが、その内容について質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 幼児教育課、有賀課長。 

○有賀孝行幼児教育課長 認定こども園における体験活動を充実させるための経費でござ

います。 

  芸術鑑賞会といたしまして33万円計上しておりますけれども、今年度、令和３年度に

つきましては同額程度計上しておりまして、実際実施したのは１回でございます。これ

も１回につきましても年齢ごとに分けまして、対策を取るために未満児と以上児に分け

まして、２回公演を劇団風の子というところの方にいらしていただいて実施しておりま

す。 

  なかなか今、時期的に大人数の団員を抱える劇団を呼ぶということにつきましては現

実的ではないと思うんですけれども、大体この33万円の範囲内であれば、２回から３回

程度、令和４年度につきましても開催できるのではないかと考えているところでござい

ます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 作品とか劇団名は多分これからになるんだろうと思うんですが、

今劇団の方も本当に大変で、前も話したことも、大きな劇団ですらもう、お金を出資し

てもらいながら持続するという形を続けていますので、風の子でしたら札幌にあります

ので、個人的なことを言うのも変ですが、すごくいい劇団ですので、２回公演で33万と

いうのはちょっと安いなと思うんですけれども、あと例えば作品によっては、未満児さ

んから５、６年まで、ちょっとそれは厳しいかもしれませんが、劇団によっては逆に、

私、以前劇団風の子を呼んだときには、小学校の１年から６年まで一緒でいいと言われ
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て、そういう劇団もありますので、そうすると密になっちゃうので困るんですが、必ず

しも未満児、ちょっとその先によりますが、必ずしも分けなくてもいい場合もあります

ので、ぜひこの予算の範囲内でいい作品を、値段関係なく、ぜひ２回実現できたらなと

思って質問させてもらいました。ぜひ取り組んでいただきたいと思って質問させてもら

いました。答弁があれば。 

○委員長（馬場敏美委員長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 こども園における芸術鑑賞の機会、私も非常に大事にして

おります。ですから、こども園の３回に限らず、今年度、結果的にはコロナが北海道は

非常に蔓延したということで、小学校の芸術鑑賞会は中止をせざるを得なかったんです。

しかしながら、ここ数年間は、小学校の校長の考え、それから先生方の考え、幼と小で

きちっとつながれる部分は芸術の部分でもつながっていこうということで、小学校の芸

術鑑賞会にこども園の子供たちを招待してということがあります。その際の演目の決定

については、もちろん基準は１年生から６年生になるわけなんですけれども、こども園

の年長児にもきっとこのことは理解してもらえるだろうなというようなところに着目を

して先生方に選定していただいていると。これについては、令和４年、どういう形にな

るかは分かりませんけれども、確かに劇団の方々もこの状況の中で動けていない状況で

す。いろいろな形を模索していかないといけないなと考えています。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 171ページの発達支援対策事業についてお伺いしたいと思い

ます。 

  発達支援についても、非常に今多様な取扱い、対応してという部分で、今、本町の発

達支援センターの職員はかなり努力しているなと思います。この中で、きっといろいろ

な課題を抱えながら対応していると思いますけれども、その中で委託料という形で発達

支援専門相談・指導という部分で対応させてもらっています。きっとかなり広範囲な、

やっぱり多様性の問題もありますし、いろいろな情報も必要だという部分はあると思い

ますけれども、まずどのような専門員の相談、それから指導については回数とか、対象

になっている方々、子供たちなり含めてどんなような形か、概要をちょっとお話しいた

だければありがたいと思います。 

  それと、あわせて障害者のこういう形の、持っている子供たち含めて、専門のネット

ワークと、それから本町のセンターがどういうふうにつながっているか、そういう本町

の発達支援センターがそういうほかの情報を持っているネットワークとしてどういうふ
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うにつながっているか、そこもちょっと確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、藤田主幹。 

○藤田晴美教育推進課主幹 ご質問にお答えさせていただきます。 

  まず最初の発達支援の委託事業というところですが、どのような専門家というところ

では、心理判定員、そしてもう一つは作業療法士、体を見てもらう専門家、そしてもう

一つは北斗病院の作業療法士と言語聴覚士という、これらの専門家に委託事業として来

ていただいています。 

  回数としては、心理に関しては年10回、作業療法士については年10回でしたが、札幌

からの委託のものですから、今年度はコロナの関係で年４回となっております。北斗病

院につきましては、言語聴覚士、作業療法士合わせて年４回というところでは、これは

４回実施という形になっております。 

  もう一つ、センターとのネットワークというところでは、発達支援センターとしまし

ては、保健福祉課との母子保健の中の健診のところから連携を取り、そしてこども園、

小学校、中学校、そして上高も含めて連携を取らせていただいています。必要に応じて

十勝管内にある病院、あるいは児童相談所との連携を行っています。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） きっとこの支援センターの役割の一つとして、将来にわたっ

たこの子供たちなり対象になっている人たちについてどう導いていくかと。なるべく小

さいうちから対応していくという部分はありますけれども、そこら辺についてのもしそ

の導き方の課題か何か、例えば人的な問題、人とか、そういう部分とか、それから紹介

の仕方とか、そういう部分について課題があれば、課題だけ確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、藤田主幹。 

○藤田晴美教育推進課主幹 課題についてというところでは、将来子供たちがどのように

成人になって社会自立をしていくかというところを、どの子供に対しても課題として対

応させていただいております。ただ、具体的にこれが課題ですというよりは、その都度

その課題を関係者、保護者と相談しながらというところで対応させていただいています。

今後の発達支援センターとしての課題というところも、４月から子育て世代包括支援セ

ンターも開設いたしますので、地域の中で発達支援センター、包括支援センター、ある

いは福祉課、あるいは学校とこども園とどう連携を取っていくかというところのシステ

ムを今後つくっていきたいと思っております。 

  以上です。 
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○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑はありますか。 

  ７番、中村哲郎委員。 

○７番（中村哲郎委員） 176ページの認定こども園給食費なんですけれども、これが去

年よりも200万ぐらい増えているんですけれども、内容の中を見ると賄いの材料費です

か、これが200万増えているんですけれども、ここら辺の増え方というのは、今の物価

高とかそういうことなんでしょうか。それともほかに何か要因があるんでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 幼児教育課、有賀課長。 

○有賀孝行幼児教育課長 認定こども園の賄材料費の増額についてでございます。 

  現在提供している数をまずお知らせしたいんですけれども、園児等で170食程度、そ

れから職員、パート40食、合計で210食程度、日々作っているわけでございます。昨年

度から給食指導ですとか食育指導を充実するために、まず職員にアンケートを実施して

おりまして、実際子供たちに与える必要な摂取量ですね、これが十分なのかどうなのか

再検討していただきました。例えばおかずの数をもう一つ増やすとか、そういった経費

がどうしてもかかってくることになるんですけれども、先生方からの声が多かったこと、

増やそうという意見が多かったこと、ただ残食に注意はしなきゃならないものですから、

例えば子供たちが好んで食べるものについては多めに出すとか工夫しながら、栄養士が

中心になって進めることになります。 

  じゃ、予算がどのぐらい必要なのかということにもなるんですけれども、それと合わ

せまして、職員も今までは主食の提供がなぜかなかったんですね。子供たちと一緒のも

のを食べていなかった。子供たちは完全給食で、主食も含めて調理室で作成したものを

提供しているんですけれども、先生方については主食は自分で持ってきていたんですね。

それを見直そうということで、それは食育指導、給食指導の一環で、先生方も子供たち

と同じものを食べて、同じ味を味わってということで、例えば炊き込みご飯であれば、

いろいろな具材が入っていておいしいねという、子供たちと話しながら給食が取れるよ

うにということで、これも進めましょうということになりまして、予算的には増やす必

要があったということで。 

  ただ、増額した額につきましては、これは今年度の予算はたまたま前年度よりも200

万減額した経過もありまして、令和２年度並みにちょっと戻していただいたという額で

ございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今のちょっと認定こども園の給食の関係なんですけれども、
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農林課の中でもこれから農業の中にはオーガニックの栽培とか、そういう部分がこれか

ら投げかけられてきているなと。これもかなりパーセントが高くなってきますから、ほ

かの地域でも、例えば帯広でも、市長がしゃべっている中では、オーガニックは10％ぐ

らい今入れているよという部分があると、そういう話も聞いています。その中で、特に

今、若いお母さん方が保育所に関係してきますから、特に食材の扱いについてはそうい

う傾向があるんだと思いますけれども、オーガニックをもし使っていたら、食材として

どのぐらいの率になっているか。もし使っていないなら使っていないでいいんですけれ

ども、そこら辺の配慮という部分について、これから先進的な部分でいくと、そういう

必要性もあるのかなと思いますけれども、まず給食が今出ましたんで、そこの確認をさ

せてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 幼児教育課、有賀課長。 

○有賀孝行幼児教育課長 オーガニック食品の使用量につきましては、ちょっと把握して

いないところでありますけれども、給食の時間に限らず、各クラスの行事の中で、例え

ばこども園にある農園で作った食材を提供することもあるんですけれども、そういった

農園づくりの取組の中で、子供たちにも体験させるという方法もあると思いますし、賄

い材料としてそういった流通があるのであれば、そういった製品を使用していくことも

栄養士と一緒に考えていきたいなと考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 今ありましたように、やっぱりある程度目標を持って、こう

いう形で対応するという部分で、なかなか食材の選定、価格の問題もありますし、量の

問題とか入手の方法とかいろいろあると思いますので、今そういう形で動いているとい

うことを僕は認識してもらいながら、お母さん方の要望の中でもそういうことを聞き取

るとか、そういうことも必要ではないかと思いますんで、今後農業と地域の生産物をど

ういうふうに使うか等を含めて検討していただければというふうに認識していますんで、

もう一回ここで確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 幼児教育課、有賀課長。 

○有賀孝行幼児教育課長 そういった保護者の町の方々のご意見等も参考にしながら、園

内で定期的に開催しております給食会議の中で、先生たちと一緒にお話しさせていただ

きたいなと考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 174ページの上士幌高校の振興会の助成事業について確認し
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たいと思います。ここの高校対策については、振興会の予算の助成しかないんですけれ

ども、現実問題、広く高校の在り方というのはこれから考えていかんならんじゃないか

なという、僕は何回かこういう、ちょっと気にしている部分はありますし、一つは学校

選択、中学校卒業者の学校選択の自由といいますか、自分の将来を見つめて進路の在り

方とか考えますし、もう一方、やっぱりきちっとこれから統計的に対応していかんなら

ん部分については、生徒の減少という２つの大きな流れがあるんじゃないかと思ってい

ます。それを受けて、今、振興会だけの予算でこの高校の存続、在り方といいますか、

それがいいのかなという部分で、もうそういう時期になってきていると思いますし、近

年、データ的にも本町においては40人を行ったり来たりという部分でありますし、統計

的に今、大体令和12年ぐらいまでの数字は捕まっているんですよね。ですから、地元の

子供たちもかなり30台になってきたりとかありますけれども、もっと心配なのは音更、

帯広、それから士幌という部分も、そこなべて近時代に、年代に減少していくという部

分はありますから、それを踏まえていくと、もっと１つ、もう一つステップアップした

調査なり、または本当に町民の声を聞くとか、いろいろな対応というものが出てくるか

なと。その経費と、ほとんど入っていませんので、それとまた先進地という部分も、そ

ういう可能性もあったり、ほかに学ぶ、そういうことも対応していかないとじり貧にな

るなという認識はしていくと思っていますし、教育長も当然学校の、高等学校の再編の

問題含めても、やっぱり数年の中に３学級、４学級の減少を見込むという部分等を含め

て、あること認識していると思いますんで、もう一つステップアップするために、今か

ら考えておかんならんという認識していますけれども、これについて考え方を確認した

いと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 上士幌高校振興会が今、中心になりながら、振興会の下に

は教育委員会の中でもメンバーを組んでいたりもしています。平成22年からの資料があ

るんですけれども、平成22年から本日まで、平成22年は30名だったもの、今はその後そ

れを下回ることなく、二間口という部分では維持はしています。ただ、今、委員からも

あったように、特に帯広市と音更町の児童生徒数の減少がこれから現象として起きてき

ます。そうなっていったときには、北海道教育委員会のほうでは３から４学級は見直し

ていかないといけないだろう、すなわち減らしていくということになろうかなと思って

います。帯広市内の高等学校が倍率を割ると、地方の学校はそちらのほうに流れる可能

性が極めて、受験の可能性が高いと思っています。道教委の推測値においても、上士幌

高等学校、今年度はたしか数字の上ではそろそろもう２間口を割るという数字でした。 
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  とはいえ、今年度、今59名の出願があります。この中でどうやって今後もこの80とい

う数字を目指していくか。計画の中では２間口という表現をしておりますけれども、今

後５年、６年の中では、間違いなく１間口になっていったときに、どう学校をつくって

いくかということも議論していかないといけないなと思っています。恐らく上士幌高校

だけではなくて地域にある２間口校、今２間口校は４つありますけれども、ここについ

てもどう再編していくのか、どう魅力のある学習プログラムをつくっていくのかという

のがテーマになってきます。国が示した探究、それから学際というコースがありますけ

れども、実はそのコースに乗る、乗らないは別にして、上士幌高等学校の場合は、上士

幌学を筆頭にしたＺコースというような。いろいろな選択肢を持ちながら地域社会と関

わり合えるような学習も今進めております。こういったものに加えて、先ほど木下課長

も話していましたけれども、まなびの広場、こういったところから地元の中学生とコラ

ボしたような取組で上士幌高校の魅力というか、こういったものを発揮できるような体

制をつくっていかないといけないのかなと思っています。 

  10年後は、もう２間口を維持するぞという話は僕の中ではなっていません。１間口を

どうきちっと維持しながら、上士幌高校の場合は帯広、音更、士幌、上士幌というふう

にある程度限定されていますので、こういった方面の子供たちから受け入れられる、そ

してここに来てこんな学習ができるんだと、そしてここに来ると地域の人方がみんなで

自分たちを応援してくれているんだと、応援を受けた子供たちはここの町で輝いて出て

いくんだと、こんな学校づくりになるように、高等学校とも今後も連携していかないと

いけないのかなというふうには考えております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 考え方としては一定程度そういう考え方はあるかと思います

けれども、かなり喫緊の課題になってくる可能性も過分にあるなと思いますし、一間口

になったときの学校運営というのもかなり範囲が、運営がすごく狭まってしまうという

部分はありますから、今からどうやって対応していくか、それからどこかで専門的な学

科の編成とか、そういうことも考える時期とか、町立までは考えなくてもいい、考える

かどうかは別にしても、いろいろな選択肢、今から推測しながら対応するということも

今必要な時期に入ってきたなと認識していますので、その点についてちょっと考え方を

再度、ここの点について考え方を示していただければと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 考え方としては、今委員おっしゃったような考え方は、私
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の中でも当然想定の中では思っています。毎年それぞれの高等学校に入った子供、例え

ば上士幌高校であれば、上士幌高校に入学した子供たちがどこの学校から、どこの中学

校から入学しているかというようなデータは入ることになっています。ほかの高校も同

じです。そういった人の流れをどう読み取るのか、または管内にとどまらない子供たち

も最近増えています。特に石狩管内への流出が増えています。こういった子供たちのそ

の裏側にあるものは何なのかといったような分析も実はしています。多くは部活動だと

か、こういった部分で磨きをかけていきたいという子供たちなんですけれども、もう一

つは、先ほどもあったように、上士幌中学校の子供たちが、じゃ100％上士幌高校に行

かなければいけないのかということでは全く僕は思っていません。それぞれの考え方が

ありますので。 

  ただ、僕が一つ言いたいというか、学校にお願いしているのは、ただ単に点数がこう

だからこの学校だよという進路の指導ではなくて、そこの学校に行ったらこういう教育

活動があって、こんな生徒会の活動があって、こんな地域活動があって、そしてそこの

学校に行くことによって自分はどんな力をつけたいのかというところまでの進路指導は

お願いをしています。その上で、上士幌高校にはこんな可能性もあるよと。子供たちに

とってもここ最近の魅力という部分では、間違いなく人材と生徒のマッチングコラボだ

と僕は思っていますし、あと情報発信ですね、上士幌高校の情報発信の量というのは、

ほかの管内２間口校に比べて情報量が１年間で10本以上違うというデータも取っており

ます。こういった出すことによって受信した子供たちが、ここの学校に来て可能性を生

かしたいと思えるような学校づくりになっていけばいいなと思っています。 

  ですから、今後の話としては、来年、再来年、今年は59人の願書、去年も59人の願書、

その前もその前も同じくらいの願書の数がありましたけれども、これは１年１年違って

きますし、受験したからといって上士幌高校に必ず入学するというものでもありません

ので、こういった子供たちのニーズが今何なのかということを、入学式の当日、高校の

受付の中で保護者、それから入学する生徒からそういった情報を取りながら、支援策と

いうか方策の一つにしていきたいなと思っております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 大分飛ぶんですが、180ページの学校の小学校管理費の中のプ

ールですね、教育費の中の、水泳プールの管理運営経費の問題について質問したいと思

うんですが、今回、施設修繕料と機器修繕料が、まあ金額的にはわずかなんですが、含

まれていますが、どういう修繕なのかまず質問いたします。 
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○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 小学校プールの修繕費でございますけれども、これは毎年経

常的に計上している小破修繕というか、軽微な修繕ですね、例えばプールの一部塗装が

劣化したとか、あとは水回りが壊れたとか、そういった軽微な修繕料を計上してござい

ます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） この間、コロナでもあり、なかなか利用する人数が多分減って

いるのかなという気もしますが、プールは大事な、町民にとっても、小中学校、本当に

保育所の方も、子供たちも行けたらいいなと前質問したことがあるんですが、大事な事

業ですので、ぜひきちんと管理してほしいと思っているんですが、プール、多分大分た

ちますね。資料見てもなかなか見つからなくて。過去に、大分昔ですが、１億円程度、

まあ今はそんなの無理ですけれども、建て替えるようなこともちらっと出たことがある

んですよ。もう二、三十年前になると、まあ20年ぐらい前、そういうことも含めて、今

のプールを一度、それで温水器をつけたので大分使えるようになったんです。その後、

塗装もしたりとか、シャワーヘッドをつけたり、いろいろ修繕したり設備を更新してき

ているんですが、このプールについて、これからどんなふうな見通しを持っているのか

なということで質問したいんですが、まあ10年計画はのっていないんですけれども、そ

う簡単に一、二億円で造れるもんじゃないと思うんですが、その辺の修繕をしながらや

っていくのか、それならそれで別に全然もう構わないんですが、その見通しについてを

質問したいと思っています。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 小学校のプールについては、まあ確かに委員おっしゃるとお

り、建設からかなりたっているのは担当としても認識してございます。プールについて、

ボイラーはさすがに平成28年ぐらいに更新をしておりますけれども、施設自体の老朽化

はかなりあります。今のところ、現状の施設を維持しながら適切に管理していきたいと

は考えてございますけれども、今後そういった部分も計画的に考えつつ、プールは維持

していかなきゃいけないと考えておりますので、その辺適切な維持管理に努めたいと考

えています。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 一番大事なのがボイラーですね。あれは当初買って、１回、も

う年数過ぎて、どうのこうので私質問したことあるんで、それで多分更新したと思うん

ですが、それも多分まだ大丈夫だと思うんですけれども、いずれやっぱり更新しなきゃ
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いけないと。そのときに、あの当時500万、600万、ちょっと忘れましたが、もう多分

1,000万近くなるのかなと思うんですが、その辺も含めて、建て替えるという意味じゃ

ないんですけれども、きちんと管理を、まずボイラーと塗装、それをきちんと管理しな

がら、できれば保育所の子供たちもスクールバスでも行けないかなというふうなことも

質問したことがあるんですが、そんなふうに長期的な見通しと、それから修理も含めて

ぜひ検討してほしいと。ボイラーは多分その設備に合えばいいんですけれども、合わな

いと言われたら今度は建て替えなきゃいけない、その辺も含めてぜひ長期的な見通しで

検討してほしいなと思って質問させてもらいました。 

  以上です。答弁あれば。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 184ページの要・準要保護の児童援助事業について確認した

いと思います。 

  ここで扶助費含めて、総体事業の中については若干、昨年と比べて70万ぐらいですか、

ちょっと落ちているんだと思います。これは児童の関係とか、対象者の関係で積算で来

た部分かと思いますけれども、昨年度コロナ禍で、いろいろな家庭の事情で収入減とか

そういう部分についても対応するという部分で僕のほうは認識していますけれども、コ

ロナ禍で町内のこの対象になる方の子供たち含めて、その家庭の情報の取り方の中で、

そういうことで今回そういう対象になった方がいるかどうか、まず確認したいと思いま

す。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 コロナ禍の家庭状況の急変により今回、令和３年度、新規に

というのは、その辺のコロナ禍で急変して申請したという、受けたのはちょっとないん

ですけれども、令和２年度は数件ございました。その方については継続してまた申請を

上げたりとか行っていますので、その辺適切に対応しているところでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） イメージ的に、なかなか保護者のほうから声を出しづらいよ

うなイメージもちょっとある事業かなと認識しています。ですから、教育委員会もどん

なアンテナがいいかは別にしても、アンテナを張っていろいろな状況を調査するという

視点も大事になってくるかと思いますし、それをどういうふうにアンテナを張れるか、

これはちょっとまた行政の中で検討してもらわんとならん部分かと思いますけれども、

町民の情報も得るとか、そういう方法もあると思うんですけれども、そういう行動とい
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いますか、そういう状況を確認しながら、少しアンテナをどうするかという部分につい

ての考え方について再度確認して終わっていきたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、木下課長。 

○木下由季子教育推進課長 就学援助の世帯の部分につきましては、年度の頭に学校を通

じて保護者のほうに配布ができるような形で対応させていただいているほか、前年度申

請をされている世帯に対しては、改めてということではないんですけれども、こういう

制度がありますとお知らせをさせていただいて、所得等の判定等は出していただいた書

類によってという形になりますので、ぜひ申請をという形でのご案内ができるような体

制にはしております。あと、転入時につきましても、町民課窓口のほうから転入の情報

をいただきますので、お越しいただくか、こちらのほうからご案内するような形でこう

いう制度もありますということはお伝えはさせていただいております。 

  ただ、所得の調査等をこちらでするとかということはなかなか難しい面もありますし、

あと町村間での連携で情報共有とかもさせていただいているところもありますので、で

きるだけ制度が周知されるような方法で取組ができたらなというふうには考えておりま

す。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 制度に合わせて、ペーパー等で情報とかそれを取るというこ

とも当然今までやっていたことだと思いますから、もう一歩何らかの形で、そういう方

の情報を得ながら対応していくようなシステムといいますか、そういうネットワークと

いいますか、そういうこともこの時期また必要になってくると思いますし、これから先、

またどういう形でこれはこういう事情になって、そういう声が出せない方もいるんじゃ

ないかなという部分を改善していくためには、もう少しネットワークをどういうふうに

つくっていくかと、そういうことをちょっとやってほしいなと認識して今質問したつも

りですけれども。一般的なペーパーでお願いしてもなかなか声を出しづらいんじゃない

かなという部分、僕は認識したものですから、そういうネットワークづくり、情報のど

ういうふうに対応するか含めて、そういう形をどうやってつくっていただけるか、再度

もう一回確認しておきたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、木下課長。 

○木下由季子教育推進課長 教育委員会といたしましても、所得情報も含めた情報の確認

というところの把握は、やはり一応承諾をいただいて情報を確認するという形にさせて

いただいております、新年度の認定に当たっては。なので、年度の当初お預かりしたも

のが、その年の所得が確定する６月ぐらいに決定をしてという形でのお知らせになろう
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かと思いますので、委員おっしゃっている意味、なかなか自分から進んで申請するとか、

自分のところの世帯の所得がどうなっているんだろうということが把握できていない等

のことも含めて、様々な受けられる窓口がもうちょっと門戸が開かれていて、情報が伝

わってというふうなことなのかなというふうに思いますので、その方法についてもちょ

っと内部でもいろいろ検討させていただいて、できるだけ速やかな申請ができるような

形の体制がつくれたらなというふうに思いますので、参考にさせていただきたいと思い

ます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 就学援助、今、江波戸委員に質問していただきましたので、そ

れに加えて質問したいと思うんですが、就学援助の支給内容と金額について、毎年では

ないんですが、多分2021年から変わって、2022年度も金額がいつか変わったか、増えて

いるのもあるんですが、この予算の中では新たに2022年度の支給内容と金額についてき

ちんと網羅されているのかどうか確認したいと思うんですが、先日担当のほうからちょ

っと資料をもらったときに、オンライン通信費は入っているんですけれども、例えば校

外活動費とか体育実技とかがないんですが、それは含まれていないわけはないと思うん

で、その辺の確認をしたいと思うんですけれども、全部網羅されているかどうかについ

て確認したいと思いますが、今大丈夫でしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 就学援助制度については、国の支給基準というか費目があり

ますので、それに基づいて一応こちらのほうで予算対応できるように予算を計上してい

ます。体育実技費というとスケートですとかそういった部分の分だと思いますので、そ

の部分を計上はしてございます。 

  以上であります。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 分かりました。この間、ちょっと資料をもらったとき、2020年

ですから古いですね、この資料ね。新たに更新しているんであれば、新しいもので多分

きちんと、これをもらったのは2020年３月１日ころなので、2020年だったらもう２年前

なので、新たにそれも全部含めて、要綱を見直ししているんだと思うんですけれども、

それで確認させてもらいました。これについては、政策的なことは一般質問でしますの

で、これだけでとどめたいと思います。いいです。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ２番、山本和子委員。 
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○２番（山本和子委員） 183ページの教材のドリル関係なんですが、令和３年度の補正

予算の中で、ドリル教材として小学校、中学校導入し、今回のコロナ期でも多分活用し

ていると思うんで、その状況についてどんな感じなのか、まず質問したいのと、令和４

年度についても多分授業に使うかは分かりませんが、その辺の活用について質問いたし

ます。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、鳥本主査。 

○鳥本和志教育推進課主査 デジタルドリルにつきましては、タブレット上で問題を解く

ことができるドリルというふうなイメージで考えていただければと思います。授業の小

テストで利用したり、あと今回、小学校の臨時休校に際して、学習課題として、このド

リルのここまでやってくださいといったようなものを課題として活用したり、様々な場

面で利用してございます。 

  何がいいかというと、教師の側の画面で、児童がどこのところを解いているかとか、

そういったものが一目で分かるようになったりとか、あと自動で採点を行ったりしたり、

あと誤った課題に対して類似した問題を出したりして解いてもらうなど、機能性がとて

も高い状況でございます。しかし、ドリルだけではなくて、従来のアナログ的な部分も

活用とかも大事だと思いますので、そういった場面場面でかけ合わせながら活用してい

きたいと考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 実際コロナ時期にいろいろ事情があって、学校閉鎖もあります

し、学校に行けなかった子供についても、このデジタルドリルなのか分かりませんけれ

ども、活用しているという情報は聞いています。そういうどうしてもできないときには

そういうふうにドリルだったり、デジタルで電波飛ばしながらやることも必要だと思う

んですが、学校の授業の中でぜひいろいろな形で工夫をして、私、根本的に鉛筆で書く、

何かあの中にも書き込みはできるらしいんですけれども、基本的にやっぱりデジタルは

デジタルで、実際に鉛筆持つとか、辞典は辞典で開くとかそういうことが脳の活性化に

いいという持論も、理論もありますので、その辺学校の先生方の活用方法なんですが、

あまり押しつけするんじゃなくて、きちんといい方法をいい意味で活用するように、ぜ

ひ指導といいますか、活用してほしいなと思って質問させてもらいました。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） ここで暫時休憩いたします。 
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（午前１１時４７分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時４８分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 次に、教育費は192ページから212ページまで、社会教育費

から保健体育費まで質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） ちょっと確認させてもらいたい部分ですね、かみしほろ塾の

事業ってどこに入っているかちょっと確認したかったんですが。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 生涯学習フェスティバル実行委員会の実行委員会事業として

実施しますので、生涯学習費、198ページになります。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） これに係るかみしほろ塾という認識をまずしているのか、捉

えた事業をつくったまま継続するのか、それとこの中の予算額、これが全部なのか、ち

ょっと事業費確認だけさせてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 フェスティバルの実行委員会の経費としましては、もともと

生涯学習フェスティバルというものの単独の経費であったり、農商工生涯学習まつりの

中の経費も含まれております。その中で、本部実行委員会の実施事業としまして506万

円の部分がかみしほろ塾の総合講座の部分の経費として見ている部分でございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） ちょっとそのかみしほろ塾というネーミングが消えてしまう

というのは、フェスティバルに入っちゃうということですから、実行委員会に入ってい

る、ちょっと寂しいなという気ですけれども、これ前は、いっときは、企画が持ってい

たときはもう少し広げて、それからｈａｒｅｔａ、生涯活躍の関係の対応した部分につ

いてもきちっとした対応していたんですけれども、これについての500万ですから、あ

る程度町外の方も含めたような内容なのか、それとも前から要望している町民に近い講

座なのか、この辺だけちょっと、おおむねの確認だけさせてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、深瀬主査。 
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○深瀬一輝生涯学習課主査 講演並びにフォーラムという形で令和３年度も計画したとお

りでございまして、町内向けにも学習できる機会であったり、また町の取組事例をほか

の市町村と関わりを持ちながら発信していくというような形で考えております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 状況については、まあおおむねのおおむね、ちょっと確認を

今したところですけれども、やっぱり実施時期ですね。今年はできなかったと。全くで

きないわけではなかったかは別にしても、このコロナの禍というものはありますけれど

も、やっぱり早い段階で対応しながら、やはりある程度コロナが安定した中の状況を見

ながら対応できたのかなという認識もしたんですけれども、どうしてもこの正月明けの

寒くなってきたときを一つの開催の時期に選んでいるんですけれども、来年、令和４年

については、基本的にどのような時期を想定しているのか、これをちょっと確認したい

と思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 これから関係機関ともお話をさせていただきながら、講師選

定にも関わりがあることですので、２月というようなことではなく、前の、もっと雪の

降る前だとかというところも第一案として考えながら、秋頃をめどに考えたいと思って

おりますが、各関係の市町村であったり講師選定にもよるので、確定というわけではな

いですが、そのような方で考えております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ３番、伊東久子委員。 

○３番（伊東久子委員） 先ほど質問しましたけれども、地域の宝探しの会が先日、全部

減額されておりました。今回はこの中に入っていないんですけれども、これが中止にな

ったのか、そこら辺をちょっとお聞きいたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 宝探しの会とこの間お話しをさせていただいておりまして、

何度かお話をさせていただいているところでございます。令和２年度、令和３年度と計

上はしておいたんですが、自分たちの財源と、また補助をいただかないで運営したいと

いうことから減額をさせていただいたところでございます。 

  また、令和４年度に対しても、自分たちのできる活動をまず実施をし、また町から補

助金をいただきたいということになれば、その都度ほかの補助事業も活用しながら実行



－182－ 

していきたいというふうに会のほうからお話をいただいておりまして、双方でお話をし

た結果、令和４年度は計上しないという形を取らせていただいたところです。 

○委員長（馬場敏美委員長） ３番、伊東久子委員。 

○３番（伊東久子委員） 先ほども教育費の中の歴史資料調査研究専門指導員のところで

ちょっと質問したんですけれども、この宝探しの会は上士幌の歴史というか、高齢者に

対しての録音だとかも貴重な資料をたくさん持っていると思いますので、こちらのほう

に活用ができればすごくいいのかなという、そういう感じがしたので、これ活用できる

のかどうかお伺いします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 会の資料として貴重なものが、録音ものだけではなく写真で

あり、また調べた資料であったりというのが非常に貴重な財産として残されているとい

う形でございまして、先ほどの歴史の部分の活用できるかというところにつきましては

会のほうとご相談させていただいて、未来につないでいきたいなというふうに思ってお

ります。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑はありますか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 順番に行きます。194ページの芸術鑑賞費の関係なんですが、

まだどれぐらい進んでいるか分かりませんが、どの程度今考えているのか質問いたしま

す。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 お答えいたします。 

  委託費としましては、令和３年度と変わらずの金額を計上させていただいているとこ

ろでございますが、この金額の中で、今のところ２公演を考えております。子供から大

人まで楽しめるような劇であったり、歌謡公演であったりというのを今考えているとこ

ろでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ６番、小椋茂明委員。 

○６番（小椋茂明委員） 197ページになります。 

  この中で、かみしほろ学園推進事業のほうから、教育専門員の科目がなくなって、上

のコミュニティスクールの地域協働専門員というほうに新しく上がっているんですが、

これは移行したのかというのと、このコミュニティスクールの２つの推進員と専門員の
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違いというのはどういうふうになるんでしょう。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 まず、かみしほろ学園推進事業のほうの教育専門員と、協働専

門員のほうについては全く別でございまして、かみしほろ学園推進事業のほうの教育専

門員については、今年度まで１名配置しておりました。かみしほろ学園の総務部の仕事

ですとか、あとはかみしほろ学園の検定の仕事等の役割をしていただいたんですけれど

も、道筋がもうできたというところもあって、こちらのほうについては来年度は雇用し

ないという形になっています。 

  あとは、地域協働推進員と地域協働専門員ですけれども、地域協働推進員、専門員と

も、要するにコーディネーターと呼ばれる職務を主の内容にしております。地域協働推

進員については、小中学校中心にコーディネートをしていただいていますし、そのほか

に放課後の事業等の社会教育事業も分担しております。それから、地域協働専門員につ

いては、高校のコーディネーターという形で雇用しておりましたものが、今年度の10月

から地域おこし協力隊の３年の任期を満了しましたので、それ以降、この地域協働専門

員という形で教育委員会で改めて要綱をつくって、引き続き雇用している部分でござい

ます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午後 ０時００分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続きまして、教育費は192ページから212ペー

ジまで、社会教育費から保健体育費まで質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 197ページのコミュニティスクール事業の関係で、先ほど小椋

委員のほうからも協働推進員と専門員の違いは説明受けて分かったんですが、もともと

これコミュニティスクールに関する協力隊員として町が派遣した人が小学校と、それか

ら高校というふうに派遣している職員だと思う。この名前の名称が違う理由なんですけ

れども、お互いにコミュニティスクール関係の仕事をしていると思うんですが、協働推
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進員は今年で２年目ぐらいになると思うんですけれども、協働専門員の方は途中から、

協力隊員から臨時職員、まあ任用職員になったということですが、来年度以降もこの名

前自体はこんなふうに続いていくのかどうか質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 地域協働推進員と地域協働専門員ですけれども、今委員おっし

ゃったように、職務の内容といたしましては、それぞれコミュニティスクールコーディ

ネーターと呼ばれる業務が主な業務になっております。当然、職種といいますか、この

名前が違うということは別々の要綱を持っておりまして、どうしても給与体系等が違う

ものですから別々の要綱で運用しているということなんですけれども、同じ名前、職種

にするとちょっと紛らわしいということもありまして、最後のほう、推進員を専門員と

いう形に変えて区別して雇用しております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） そうしますと、この協働推進員の方は多分来年度以降も採用さ

れれば同じ名前で、仕事も同じと。それから、協働専門員という方は、来年以降、これ

も同じことの繰り返しになるんですが、例えば小学校費で聞こうかなと思って質問して、

ちょっと協力隊員の関係で一括して、教育長でもいいんですけれども、質問しようと思

って避けたんですが、例えば中学校のほうに派遣されている魅力化推進員ですね。この

方も多分もう２年か３年目ぐらいになるのかなと。その方については、協力隊員が終わ

ったら、必要だったら町の要綱職員としてまた採用されるのかなと。その辺はどうなの

かなと。そうすると、また違った名前になっていれば、その辺が次々と、協力隊員が町

の任用職員になるのはいいんですけれども、その都度その都度つくっていって、協力隊

員の役割を町の職員がきちんと確認しながら、その都度この人はここの、そこのじゃな

くて、その辺きちんと把握をして、任用職員として雇うなら雇うと、そんなふうにすべ

きだと思うんですが、その辺についてどうなのかなということで質問させてもらいます。 

○委員長（馬場敏美委員長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 現在、上士幌中学校に派遣しているのが学校魅力化推進員、

令和４年度が最終年度になります。本人とも何度となく面談をしています。今後、この

３年目に自分はこういった目的でこの町に来ているので、こんなこともやってみたいと。

または、こんなところが今の中学校の子供たちを見て感じるところがあるというような

ことで、コミュニティスクールコーディネーターとはまた全く異なる仕事をしておりま

す。ですから、まず本人がこの先どのようにしてこの町と関わっていきたいのか、ここ

が一番重要になっていく部分にはなろうかなと思っています。一方で、こういった課題
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をこの３年間で打ち切るという判断をするかどうかというのは、もう少し状況を見なが

ら進めていかないといけないかなと思っています。 

  地域協働推進員と地域協働専門員、もともとコミュニティスクールということで須田

課長のほうから今話がありましたけれども、コミュニティスクールの運用については、

複数年経過して、一定程度落ち着いてきている状況にあります。これらに加えて、今地

域協働という部分では、放課後子ども教室だとか、もう一つは社会教育課における事業

だとか、こういったものを地域の方々とコラボしながら進めていける事業を今年度展開

し、次年度も展開するということで考えております。ですから、今後、教育委員会に配

属になっている地域おこし協力隊が、これが終わって町にそのまま残って業務を推進す

るとなった場合については、その業務の中身によっては、言葉としては変化する可能性

も当然あるというふうに考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 今、教育委員会の地域おこし協力隊員というのは、前に比べた

らそれほど多くはないと思うんですけれども、かつていろいろ社会教育担当、社会体育

関係だとかあちこちにあって、途中で退職したり、保育所はまた別ですけれども、あり

ますけれども、どんなふうにして仕事を継続するのに、見つける、そこに採用したんだ

ろうかと。切れたときにその仕事がちゃんと続くんだろうかと、ただ、今はきちんと仕

事自体は続いていますので、コミュニティスクールもきちんと続いているんですが、そ

んなことも含めて、教育委員会の中で仕事がきちんと継続し、必要な人を採用し、必要

な仕事を継続すると、そういう観点で私、協力隊員を採用すべきだと思っているんです

が、安易にこういう仕事を欲しいじゃなくて、そういう意味で今回質問をさせてもらい

ました。 

  協力隊につきましては、高校の方も途中でどうなのかなと思ったら、いわゆる臨時職

員ですか、任用職員で、途中から変わったというのでほっとしてはいるんですけれども、

その辺確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 会計年度任用職員につきましては、まずその中でも地域おこし

協力隊につきましては、当然採用のときに、既存の職員ではなかなかできない部分です

とか、新たな業務、事業というところでその仕事をしていただくために、３年の任期、

最大任期として採用するということでございます。今、教育長の答弁にもありましたけ

れども、当然その採用当時の業務につきましては、３年で例えば道筋がある程度立つも

のですとか、継続してもっと発展させなければいけないものですとかというようなこと
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で、その時点で判断がいろいろあるということでございますけれども、今回の生涯学習

課の特に今年度途中で任期満了になった１人については、高校のＣＳコーディネーター

ですけれども、引き続きその業務は継続が必要だということで、本人ともいろいろ話を

しながら継続して採用に至ったということで、その場合、地域おこしというのは任期が

ありますので、新たに要綱をつくって会計年度任用職員として新たに採用したというこ

とでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） なかなか私の質問とどうもはっきり伝わり切れなかったかなと

思うんで、要するに町の中できちんと必要な人として協力隊員を募集すべきだというの

と、その後についてはきちんと継続するものはきちんと継続すべきだということで質問

させてもらいました。これは今、教育委員会の推進課も生涯学習のほうもそれほどいな

いんですが、今度、例えば来年度以降は幼児教育課のほうでかなり協力隊員を採用して

いますので、そのことも含めて、次また機会があれば質問させてもらいます。 

  次の質問やってよろしいでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） はい。 

○２番（山本和子委員） 197ページのかみしほろ学園構想に関してですが、令和３年度

の検証、もう３月になりますので、検証しているのかと。それから、令和４年度に向け

ての課題についてあれば質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 かみしほろ学園推進事業についてですけれども、今、令和３年

度は３部４グループの体制で、令和２年度から引き続き、同じ組織の内容で行ってきて

おります。今、委員おっしゃったように、その３部４グループの中で検証評価をまさに

総会に向けてやっているところでございまして、今年度の評価検証をしながら、来年度

の業務につなげていくという作業を今しているところでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） まあそれは確認いたしましたので、いろいろ検証した結果どう

だったのか聞きたかったんですが、検証中だということで、また機会があれば質問させ

てもらいたいと思っているんですけれども、新たに令和３年度において予算が決まった

第１期上士幌町教育推進計画ですね、今回予算はないんですが、今、令和３年度に予算

化をして、案をつくって、今計画中で、もう３月ぐらいに計画が出来上がるのかなと思

うんですが、その辺の進捗状況について質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、木下課長。 
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○木下由季子教育推進課長 教育推進計画につきましては、前々回の委員会でしたかにお

諮りをさせていただいて、今、教育委員会の３月の頭の教育委員会の中でご審議をいた

だき、最終的に成果品というような形の流れになっています。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） そうすると、３月中に、今年度中にはもちろん出来上がるんで

すが、それについて関連する質問なんですけれども、計画の中では、評価の仕方を、あ

のときにだだーっといろいろ意見を言わせてもらったんですが、評価はどうするのかと

いったときに、学力テストの結果をもって、例えば令和２年度どうだったかと、もう令

和３年度になりますけれども、その評価については学力テストの結果をもって評価を判

断していくのかと。今回、令和３年度についての学力テストの結果がもう出ていますね。

新聞報道も、今回、令和３年度ですね、広報にも載っていますけれども、その辺の評価

の観点がどうなっていくのか質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 暫時休憩いたします。 

（午後 １時１３分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

（午後 １時１４分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 山本委員のほう、今この予算と今の質問との関連というと

ころでちょっと具体的に説明いただけますか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 実際に令和３年度に推進計画が、長期教育推進計画が完成しま

す。しますというか、それ実際に実行するのは令和４年度から実行すると。そのときの

評価はどんなふうになっていくのかって、その項目ありますよね。例えば令和２年はど

うか、最終目標の令和８年にはこれぐらいの目標、その評価はどんなふうに評価されて

いくのかということで質問させてもらったんですけれども。 

○委員長（馬場敏美委員長） それが令和４年度の予算と…… 

○２番（山本和子委員） そうそう、予算上は出てこないんですけれども、評価だから。

予算に出てこないって、実際に実行するのは令和４年度なので予算上は出てこないんで

すけれども、その辺は難しいですか。 

○委員長（馬場敏美委員長） この予算審議の中ではちょっと。 

○２番（山本和子委員） じゃ質問変えます。変えるわけじゃないんですが、先ほど言い
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ましたように、推進計画はどうなっているかということを確認させてもらったので、３

月中に出来上がるということで確認させてもらっていいです。それで次は６月に何か機

会があれば質問させてもらいますけれども、そんなことでいいのかな。 

○委員長（馬場敏美委員長） そうしたら、その確認でよろしいですね。 

  ほかに質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 197ページのコミュニティスクール事業について確認したい

と思いますが、質問したいと思います。 

  先ほど、協力隊から専門職という形だというふうにちょっと認識しながらですね、コ

ーディネーター２名、改めて採用して１年、２年ぐらいたって、１年か半年ぐらいたつ

んですかね、僕はこういう形で協力隊から専門職に移行する段階で、どういうふうな任

務をきちっと与えるかと。これからそういう形でいくと、やっぱり意欲があって、やり

がいがあるという部分が一般的なこういう対応の中で出てくるのかなと思いますけれど

も、今、例えば地域コミュニティーのコーディネーターは一生懸命頑張っているんだと

思うんですけれども、どうも地域とのかかわりが足りないのかなと。それの部分につい

て、この業務に入っているのかどうか、それがまず１点、ちょっと確認したいと思いま

すけれども。 

  もう一つは、推進員さんについては、１人は、協働推進員さんは上士幌小学校、それ

から地域協働専門員は事務所、教育委員会にもあるという形で聞いているんですけれど

も、そこでのコミュニティーの取り方、教育委員会の行政としてのこのような形でコー

ディネーターを置くことのよってのコミュニティーの取り方、うまく連携を取れている

かどうか、そこら辺の状況について確認しないと、することによって効率的な地域への

対応、本当のコミュニティスクールの形が出てくるのかなと思っていますけれども、こ

の２点ほど、ちょっと確認させてください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 地域協働推進員並びに地域協働専門員、コミュニティスクール

コーディネーターの仕事を主に行っていて、学校・地域、地域・学校を結びつける役割

ということでございます。コミュニティスクールの推進という意味でも、当然コミュニ

ティスクールというのは地域総がかりで子供たちの育ちを育む仕組みづくりということ

ですので、それがイコールコミュニティスクールということになるんでしょうけれども、

業務を行っていく上で、当然地域の方々と接しながら、協働しながら、学校に地域の

方々の力を貸していただくという形でこれまでも業務を行ってきておりますし、今後も
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行っていくんですけれども、さらに当然地域との結びつきをこれからも広げていくとい

うことは必要だというふうに考えておりますので、今後とも、当然地域とのそういう結

びつきというのは今も業務の中では入ってはいるんですけれども、さらに進めていきた

いというふうに考えております。 

  あと、コミュニティーということですけれども、今の内容と重複するかと思うんです

けれども、今の言ったような業務を進めていく中で、当然地域総がかりで学校、子供た

ちを育むというところと逆の意味で、学校を核とした地域づくりということも言えるわ

けでして、そういった側面からも地域と学校の協働という今の業務を進めていくことで、

さらに学校を核としたコミュニティー、地域づくりというのは進んでいくだろうなとい

うふうに考えておりますので、進めていきたいというふうに考えています。 

○委員長（馬場敏美委員長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 基本的な部分は、それはそのとおりだと思います。ただ、上

士幌、先発したという部分ですけれども、なかなか足踏みしているようなイメージがあ

って、地域に浸透する方法というのは、やっぱり教育委員会がある程度こういう形で対

応していこうという部分が、住民等含めて、地域にある程度見せていかないとならない

なと。住民から意見を聞くような機会とか、それは学校運営協議会だけでなくて、日常

的にどういうふうにコマーシャリングしていくかと、教育委員会として。そういうこと

もしていかないと、なかなか推進員さんの姿は、紙的には見えますけれども、行動とか、

それから住民が賛同しながら協力していこうという何かそこら辺がちょっとあまりうま

く進んでいないような気がしています。 

  それと、もう一つは、高校に町がコーディネーターを派遣するというのは、全道でも

あまりない例かなと思います。高校に私、学校運営協議会に委員として入っていますか

ら、かなり高校としては効果が高いなという評価はしますけれども、その高校から地域

に広がっていくかといったら、それもちょっとなかなか見えない部分があるなと。一生

懸命やっている、上士幌学とかいろいろな対応はやっていますけれども、地域との部分

がちょっと欠けているなと思うんですけれども、究極の姿はきっとそこにないと、なか

なか効果というのは見えてこないのかなと思いますので、その点について確認だけさせ

てください。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 コミュニティスクールにつきましては、今委員おっしゃったよ

うに学校運営協議会が地域の方々が入って、そこで学校の経営方針等を承認したり、あ

とはそこでの熟議をもって学校の困り事ですとか、地域がそのために何をやっていける
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かだとか、そのようなところまでやはり熟議を進める組織だというふうに考えています。

それの流れをコミュニティスクールコーディネーターは要するにコーディネーターとし

て地域と学校を結びつけていく役割にあるんだろうなというふうに思いますけれども、

学校運営協議会のその辺の熟議ですね、学校運営協議会ですので、学校の組織でもあり

ますので、もっとその辺の熟議を深めていくということと、あとは今高校の話がありま

したけれども、高校も今コーディネーターが一例として挙げていただきました上士幌学

等を通じて地域と結びついていっているということでございますけれども、さらにやは

り地域との結びつき、要するに上士幌高校を地域総ぐるみでサポートするという動きと

いうのが必要だというふうに考えております。 

  これは、コーディネーターがその地域とを結びつけるというだけではなかなか進まな

いというふうに考えておりますので、例えば高校の、今も活動しておりますけれども、

高校の生徒がいろいろな場面で町内の企業等とコラボレーションしながらですとか、も

っと地域に出ていって、上士幌高校の生徒が地域との結びつきを深めていくという部分

で、さらにその辺の地域との連携という部分は深まっていくんではないかというふうに

考えておりますので、その辺のサポートも含めまして、コミュニティスクールコーディ

ネーターですね、今のコーディネーターを中心に進めていきたいなというふうに考えお

ります。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  １番、渡部信一委員。 

○１番（渡部信一委員） 194ページです。12番の委託料のイオルの森管理業務の件なん

ですけれども、この委託料として管理業務を委託していると思うんですけれども、委託

先はどこに委託されているのか。あわせて、この管理業務の委託内容ですね、そこら辺

はどのようになっているか。さらにはこのイオルの森の町としての活用方策というか、

活用法というのはさっぱり、まあこれは道の補助か何かでできたとは思うんだけれども、

それを活用しているような形跡というのはさっぱり、私も近くにいるものですから、う

かがい知れないんだけれども、どういうふうにこれを今後活用していくのかも含めて、

そこら辺の内容をちょっとお知らせ願いたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、深瀬主査。 

○深瀬一輝生涯学習課主査 ３点あったかと思います。 

  委託先につきましては、令和３年度につきましては上士幌美装さんのほうに委託させ

ていただきました。内容につきましては、イオルの森の遊歩道の草刈りですね、環境整

備、月に１度ないし２回というところでございます。 
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  また、活用方法につきましては、イオル、アイヌ文化等々の貴重な場所でもあること

から、帯広市と連携しながら今年度はクチャづくりというもの、クチャをつくったのが

一度あります。通常、自然観察会、多様な生態系等ありますので、自然観察会などを行

っているところなんですが、このような事情で実施してきていないという形になります。 

  ただ、イオルの森というところではないんですが、そのようなアイヌ文化を継承する

というような観点で、独自で社会教育事業として文様の刺しゅう講座なり、関連した事

業は実施しているところです。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） １番、渡部信一委員。 

○１番（渡部信一委員） そういうふうに活用というか、まあ方向性というか、説明して

いることは分かるんですけれども、実際あれだけが完成されたと思うんですけれども、

草刈りあるいはあそこの管理といっても、自由に入って誰でも観察できる、してもいい

ものなのか。まあ管理人もご存じのようにいないわけなんですけれども、あわせてその

イオルの森の入り口まで行くのに、あそこは町道はないと思う。町道というか私有地だ

と思うんですけれども、そこら辺についてもきちんと、そこら辺の私有地であるならば、

私有地の地主というか、そういう許可とか、あるいは自由に出入りできるものなのか。

そんなぽつぽつと苦情も聞くものですから、今、人は住んでいないんですけれども、住

んでいた屋敷があるわけで、そのところからもいろいろ、そう訴えている本人はまあ必

死なんでしょうけれども、例えば何か物がなくなっていったとか、そんなことが聞かさ

れる上に、そこら辺きちんとまあ整理、あるいは管理も含めたそういったものがなされ

ているのかどうか、そこら辺の自由に入ってもいいのかも含めて、もう一度答弁お願い

します。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 あそこのイオルの森につきましては、北側の私有地の部分と、

それにつながる町有地と国有地で形成されているということで、イオルの森自体は私有

地は実は入っておりません。それで、アプローチ、要するにイオルの森に行く方法とい

たしましては、当然その私有地を通るルートと、あとはもう一つ、東側の町道からアプ

ローチする、要するに国有地、町有地を通って入るコースの２種類がありますので、当

然私有地を通る場合というのは、私どもが許可を取るというよりは個人でということに

なると思うんですけれども、全体としましてあそこを今渡部委員がおっしゃった一般開

放しているかどうかという部分では、現時点では一定の行事ですとか、先ほど言いまし

たクチャづくりですとか、観察会等での活用というのを今はしているということでござ
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います。遊歩道としては整備されておりますので、国有地、町有地を通って入ることは

できるんですけれども、その辺は現時点では、公には、どうぞ入ってくださいというよ

うなことはしておりませんし、当然管理人も実際おりません。ということでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） １番、渡部信一委員。 

○１番（渡部信一委員） 少なくても森が設置されて、そこには道路のない森側から、例

えば山の中を歩いてそこに、何メートルか歩いて行けることは可能なんですけれども、

公に私有地であるならば、そういった苦情というか、声があるんであれば、そこら辺は

きちんと、車等で例えばそのイオルの森の入り口まで行くとなると、そこら辺も含めて、

きちんとまた立入禁止なら。まあここは駄目だというんであれば、立入禁止なり、ある

いはそういったものの案内というのが必要かと思うんですけれどもね。行けないことは

ないと思うんです。ただ、でも、それは厳密に言えば私有地であって、そこを、それが

私有地といってもそんなに町道みたいに整備されているものでもないしね、そこら辺も

含めて、これを末永く森としてイオルの森として、町民のというか、まあ財産として展

示あるいはそういったもの、永遠に守っていくというんであれば、そこら辺の整理はぜ

ひとも何らかの形で必要かと思うんですけれども、いかがでしょうかね。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 イオルの森は、今まで答弁してきたとおり、限定的な活用とい

うことで進めてきておりますけれども、今後のイオルの森の活用、特に教育的な活用に

ついてはまた考えていかなければいけないというふうに思っております。それにあわせ

て、今言ったように、活用するならば周りに与える影響というのも当然考えていかなけ

ればいけませんので、それと併せて整理していきたいなというふうに考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ６番、小椋茂明委員。 

○６番（小椋茂明委員） 204ページになります図書館のところの使用料のところ、図書

館システム利用料というのがあるんですけれども、これは昨年度なかったことなんです

けれども、これはどのような内容になるんでしょうか。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、田中主幹。 

○田中義朗生涯学習課主幹 図書館システム利用料なんですけれども、今年度、図書館シ

ステムのほうを更新しておりまして、それに関わる使用料ということになっております。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 学校給食の関係なんですけれども、いいですか。 
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（「ページ」の声） 

○２番（山本和子委員） あ、ページね、212ページなんですけれども、教育委員会の最

後のページになるんですけれども、今年度の修理修繕については分かったんですが、政

策の予算の資料を見て分かるんですけれども、今後更新等が必要となる機器とかあれば

どんなふうに見ているのかと。それから、今年の春ですか、ちょっといろいろあったけ

れども、そういうことで、いろいろな点検についてどのように行っているのか質問いた

します。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、森本主幹。 

○森本宏典教育推進課主幹 機器関係の今後ということなんですけれども、ここ最近、言

わゆる年数がもう二十何年たっているんで、少しずつですが機械の更新ですとかはやっ

てきておりますけれども、何せ給食センターの中にはたくさんの機械、機器がありまし

て、まだまだ二十数年たって使い続けているものが数多くございます。特別な機械なも

のですから、財源もかなり必要になってくるということで、なかなか一遍には整備はで

きないということで、順次優先順位をつけながらやっているんですけれども、例えば食

器の洗浄機、令和４年度で食器洗浄機の電気制御盤とかを更新するんですけれども、ま

だ本体部分ですとかいろいろなくっついている装置ですとかというのは古いままですし、

あと消毒保管機もそうですね。あと、細かいもので言うとフライヤーですとかライスボ

イラーですとか、フードカッターですとか、いろいろ細かい機械もたくさんあります。

それぞれ高額なものですので、なかなか一度にはできないということでございますが、

更新しなければならないものがまだまだ数多くあるということでございます。 

  それから、点検についてですけれども、調理機器等につきましては、不具合が生じた

ときとかはすぐにメーカーさん、メンテナンスしている業者さんに連絡しまして、来て

もらっています。来てもらったときに、併せて機械もちょっと見てくださいだとか、ち

ょっとここ、まだ大丈夫か見てほしいんですけれどもというような感じで、来る機会を

捉えて、しょっちゅうはできないんですけれども、見てもらいながら、ここちょっと部

品交換したほうがいいねですとか、そういうアドバイスも受けながら、順次整備をして

いるというところでございます。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 予算の関係があって、それから結構、機器も多いということで、

ぜひ優先的に。長期計画の中でどうだったかちょっと、優先的に予算つけてほしいなと

思っているんですが、例えばフライヤーはたしか大分前に入れ替えたんですよね。とい
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うような気もする。例えば本当にフライヤーが壊れちゃったときには、ちょっともうご

飯作れないと。たしかあれはいろいろなふうに兼ねるので、いつの時点かで更新したと

思うんですが、あと食器洗浄機の本体も壊れたら食器が洗えないと。そういうところを

きちんと、まあ消毒保管庫は分かりませんが、そういうことをきちんと目配せしながら、

壊れたらちょっと給食がストップになるというような可能性があるものはやっぱり予算

つけながらいかないと。こういう時期なので、例えば給食ストップした場合に、弁当持

っていけばいいのかわかりませんが、大変なことになるので、それは予算をぜひつけて

もらいたく、給食に関する、教育に関する予算はぜひ前へ前へとぜひつけるように、担

当部局のというふうに要望してほしいなと思っていますが、その点について質問いたし

ます。 

○委員長（馬場敏美委員長） 教育推進課、木下課長。 

○木下由季子教育推進課長 状況としては、今、センター長のほうからお話をさせていた

だきましたが、今回、委員のほうからもお話があったとおり、冬の期間に不具合があり、

点検等は定期的に実施をしていたものでしたが、機械の中のところの部分で見えない状

況があり、給食の提供ができなという時点も発生をしてしまいましたので、給食センタ

ーも含め、教育委員会としても提供体制をしっかり整えていかなければならないのかな

ということを改めて確認をした事態ではありました。 

  予算の部分につきましては、うちの財政当局のほうにも状況は十分に理解をいただい

ているかなというふうに思いますので、今後も年度の要求、定期的なことも含め、やは

り一度に大きな金額というのはなかなか難しい部分があるかと思いますので、要求させ

ていただきながら、相談をさせていただき対応できたか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（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 203ページの図書館管理費、お願いいたします。 

  図書館の活動の部分については、かなり一生懸命頑張っているなというふうに思いま

すし、そういう状況含めて貸出しの部分は見えるんですけれども、レファレンスサービ

スの部分ですね、ここについてどのぐらいの利用があったり要望に対応しているのか。

現状の部分については、資料的に認識していなかったものですから、ここら辺について

ご説明をいただきたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 暫時休憩いたします。 

（午後 １時４２分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続いて会議を開きます。 

（午後 １時４２分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、田中主幹。 

○田中義朗生涯学習課主幹 図書館のレファレンスサービスにつきましては、ちょっと今

手持ちの資料がございませんので、後ほど提出したいと考えております。 

○委員長（馬場敏美委員長） 後ほど提出するということでよろしいでしょうか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 後でまたその資料をいただきたいと思いますけれども。 

  もう一つ、大事な活動の一つだというふうに僕認識しています。まして今、これから

いわゆる関係人口なり、それから二地域居住とか含めて、いろいろな方が来て何か調べ

物をしたいとか、そういう部分はきっと重要な部分ですし、そういうサービスをきちっ

と発信することによって図書館のよさというか、あそこに来てくれるチャンスが増える

とか、そういう部分だというふうに認識していますので、レファレンスサービスってあ

まり重視していなかったという部分がありますけれども、そのためには専門の司書の確

保という部分が必要だと思います。当面この生涯学習推進員というのはきっと司書の資

格を持っているんだというふうに認識していますけれども、ここにあるということは。

そのほか、正職員の方で将来を含めてきちっと確保してくるかどうか、ここら辺ちょっ

と確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 生涯学習課、須田課長。 

○須田 修生涯学習課長 今委員おっしゃったレファレンスサービスにつきましては、と

ても重要だというふうに思います。現状も町窓口でのレファレンスというのは積極的に

行っているということなんですけれども、今後そのようなことが引き続き必要だという

ことになると、レファレンスができる人材といいますか、専門的な人材というのは必要

なんだろうなというふうに思っています。今現在は、今おっしゃったように生涯学習推

進員１名は司書を持っているのと、あとは専門員が１人、今、計２人司書資格を持って

いる者がいます。図書館の中でどういう立場の者ということは別にして、専門的な知識

を持った図書館司書というのは必要だというふうに考えておりますので、今後もそうい

う人材の確保に向けては引き続き検討していきたいというふうに考えています。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 
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○委員長（馬場敏美委員長） 質疑ありませんので、次に移ります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午後 １時４６分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時４７分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 次に、歳出、公債費、諸支出金及び予備費は、212ページ

から213ページまで質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 質疑ありませんので、次に移ります。 

  次に、給与費明細書、債務負担行為調書及び地方債現在高調書は、215ページから228

ページを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 質疑ありませんので、これで終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 １時４８分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続いて会議を開きます。 

（午後 １時５０分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 次に、歳入の事項別明細書は、12ページから37ページまで

を一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） 12ページから13ページにかけてなんですけれども、町税のうち

の固定資産税関係について質問したいと思います。 

  固定資産税、町勢の現況を見ますと、この10年ぐらいの間で、３億4,000万ぐらいか

ら４億4,000万というようなことで、約１億ぐらい税額が増えているように見ました。

それで、現況の中でも表の記載があるんですが、土地の部分については横ばいという状
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況ですけれども、償却資産と、特に家屋の部分の税金が顕著に伸びてきたという状況に

あるというふうに見たんですけれども、固定資産税がこれだけ税額が増えたという部分

の要因としてどのようなことがあるのかということで、午前中も賃貸住宅の建設の話も

ありましたけれども、賃貸住宅だとかそういうことの税額が、税金が増えているという

ことなのか、あるいは農協関係でバイオマス等の施設等をしているというような関係で

のこともあると思うんですが、詳細な部分は結構ですけれども、その傾向というか、こ

ういうことで増えているというようなこともご説明いただければと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 町民課、青木課長。 

○青木弘彦町民課長 固定資産税の要因というか、現状でありますけれども、確かに委員

おっしゃるとおり、家屋につきましては近年、個人住宅や共同住宅の新築件数が増加し

ておりまして、これが一時的なものではなくて、継続して持続して推移しているという

ことになっております。これにつきましては、各種定住促進対策補助の効果が表れてい

るのかなというふうに感じております。また、農業者、特に大型農業法人においては、

牛舎など積極的な投資が見られておりますので、それに伴う償却資産も増加していると

いうふうに考えております。 

  固定資産税につきましては、町の財政を支える基幹税目でありますので、引き続き安

定的な確保に努めてまいります。 

○委員長（馬場敏美委員長） ５番、早坂清光委員。 

○５番（早坂清光委員） 概略理解をさせていただきました。 

  固定資産税の伸びが顕著だというのは、そういう町が様々な施策を打ってきたことが

最終的には税額の部分でも町税の伸びになっているんだなというふうに感じました。 

  それから、これは質問ではありませんけれども、個人町民税は大体３億台でずっと推

移してきていて、いろいろ所得の区分によって増減があるんで、ですけれども、３億台

ということで推移してきていて、給与所得者の人数を見ると、七、八年前は1,700人ぐ

らいでしたけれども、今2,000人ぐらい納税者がいらっしゃるということで、そういう

町内の農業やいろいろなところで働いている方が増えてきたんだなということと、給与

の部分の町民税では確実に税額が増えているなというふうに見せていただきました。 

  そんなことでちょっと感想になってしまいましたけれども、以上で質問終わります。 

○委員長（馬場敏美委員長） 次に、質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） 31ページの基金繰入金の部分でちょっとお尋ねしたいなとい

うふうに思っています。 
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  今回、９億5,000万の繰入れをして、各繰入れ基金は、基金等を含めて基金の分の繰

入れをしているんですけれども、当然収支のバランス、総合的にかなり苦慮しながら対

応したと思うんですけれども、この繰入金を含めて、おおむね令和４年度の経常収支比

率というのは読み取れるものかどうか、そこをちょっと、もし読み取れたらどのぐらい

になるか、当初予算ですね、ちょっとそこら辺がちょっとあれば教えていただきたいと

思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 暫時休憩いたします。 

（午後 １時５５分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

（午後 １時５５分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、玉木主査。 

○玉木聖悟企画財政課主査 経常収支比率のことだと思いますけれども、こちらの歳入の

繰入金だけでは令和４年度、決算見込みから経常収支比率を算定するのは難しくなって

おります。理由としては、その年の実際の一般財源の収入ですとか、あとは経常的な支

出、今これは予算案でございますので、実際に何％執行残が生じて、経常収支比率とし

て何％に着地するかというのは読めないんですけれども、足元の現状を見ますと、令和

２年度決算が、我が町では89.9％というふうになっております。その前の年度、令和元

年度が92.2％でちょっと90％を超えてしまったところではあるんですけれども、令和３

年度決算が何％になるかまではまだ分からないですけれども、恐らく９割はいかないぐ

らいで着地するかなとは財政担当としては考えているんですけれども、ただ現状を見ま

すと、ここ数年、公共施設の整備に伴いまして、地方債残高が増加してきておりますの

で、この支出のほうの公債費の高止まりは令和８年度まで続きますし、あとは会計年度

任用職員制度が始まったことによりまして人件費も高止まりしております。あとは、令

和５年度以降でしょうか、定年延長制度の議論もございますし、なかなか経常費が下が

るという見込みがございません。あとは、世界情勢を見ますと、原油高がかなりありま

すので、これがいつまで続くかによって、我が町の経常収支がどこまで高止まりするか

というのがちょっと読めないんですけれども、恐らく昨年の決算、89.9％付近にはなる

のかなと。ただ、これを少しでも抑えるように、計上費の削減とかに努めて、長期的に

財政運営が安定するように努めてまいります。 

  以上です。 
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○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 質疑ありませんので、次に移ります。 

  次に、歳入歳出予算事項別明細書の総括は、９ページから11ページまでの質疑を行い

ます。 

  質疑ありますか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） ページが、国の負担金の関係の質問をしたいと思って、さっき

開いていたのにちょっとどこか行っちゃったんですが、国の負担金の関係のデジタル構

想交付金の推進経費が6,000万ほどですか、それが組まれているんですが、それは現時

点で既に確定しているものなのかと。それから、まだ確定していないものがあるんです

が、ページ数がちょっと今。その確定したときにはこの金額はさらに増えると思うんで

すが、最終的にはどれぐらいの交付金を見込むことになるのか質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） ９ページから11ページにはないです。 

○２番（山本和子委員） どこだ、さっきページ開いていたんですが、違う質問したので。

何ページ…… 

（「22」の声） 

○２番（山本和子委員） じゃ、該当しないですか。分かりました。じゃ次にします。22

ページなんですが、じゃ次にします。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ただいまの山本委員の質問が22ページになるんですけれども、既に終わったところな

んですけれども、質疑受けてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） それじゃ、いいということで、山本委員の質問を受けます。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 22ページの総務費国庫補助金ですね、その関係の総務費の管理

補助金で、デジタル田園都市国家構想推進交付金が6,823万円、予算としては組まれて

いますが、これどういうものを既に見込んでというか、決まったものなのか、さらに今

申請中のもので、下りればさらにこの交付金が増えるものかどうか確認したいと思いま

す。 

○委員長（馬場敏美委員長） 企画財政課、梶室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 デジタル田園都市国家構想推進交付金については、
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二タイプ分かれておりまして、テレワークタイプというものとデジタルタイプというも

のでございます。テレワークタイプにつきましては、シェアオフィスの整備事業と企業

誘致に係るソフト事業というところで申請を行っておりまして、デジタルタイプに関し

ましては、ヒト・モノＭａａＳ推進事業で申請を行っているものでございます。３月中

に内示の予定となっておりまして、４月１日以降で交付決定がなされるものでございま

す。 

  この申請を上げている２事業について、採択がなされるか否かというところで、４月

に交付決定があるかないかというところでございます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） その関係で、決定はしていないけれども、予算としては入れて

いるというのと、新たな、私も見た中ではデジタル田園都市の推進交付金というのは、

ほかは見当たらない気もしたもんですから、これで一応二タイプですね、２つですね、

で、確認させてもらいました。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） じゃ、その部分については、質疑を終わります。 

  それでは、９ページから11ページの質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） ありませんので、次に移ります。 

  次に、一般会計予算書の１ページから８ページまでの質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 質疑ありませんので、質疑を終わります。 

  以上をもって令和４年度上士幌町一般会計予算に対する質疑を終結いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  ２時15分までの休憩といたします。 

（午後 ２時０３分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１３分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 次に、議案第15号 令和４年度上士幌町国民健康保険特別

会計予算は、229ページから262ページまでを一括して質疑を行います。 
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  質疑ありますか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 一括ということなんですが、ちょっと何件か分けて質問したい

と思うんですが、１点目なんですが、広域されてからの道、国の激変緩和がどうなって

いるのかと。30年から３年間ぐらい来て、その後もまた激変緩和措置されて、予想され

て、来ていると聞いているんで、その辺の関係をまず質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、佐々木主査。 

○佐々木 幹保健福祉課主査 広域化に伴う激変緩和についてですが、令和３年から令和

５年まで、３か年でおおむね600万円、こちらのほうが激変緩和措置としてされており

ます。これについては、歳入として入ってくるものではなくて、歳出の需用費の付近で

すね、そちらのほうで天引きされる形となっております。３か年で段階的にやっている

んですけれども、合計で600万円程度ということになっております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 激変緩和は直接予算上は出てこないということなんですので、

努力支援制度ありますね。これについては多分数百万来ていると思うんで、その辺はど

れぐらい来ているものかと。それと、いいことはいいんですが、いろいろな努力した関

係で、健診の受診率が高くなるとか、いろいろな意味で、そういう意味ではいいんで、

例えば保険料の収納がどうのこうのとかいろいろな点でチェックされて、プラス、マイ

ナスされると思うんですが、その点についてどれぐらいの交付金、調整、支援制度のお

金が見込まれるのか質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、佐々木主査。 

○佐々木 幹保健福祉課主査 まず、努力支援制度の関係ですけれども、一概に細かくち

ょっとピンポイントで幾らですということはお答えできないところなんです。特別調整

交付金というものの中に取り込まれて歳入として入ってくるもので、そのうちの内数に

なっているんで、ちょっと今数字は持ち合わせておりません。 

  先ほどの話で、特定健診の受診率、広報のほうでも出させていただいていますけれど

も、ついに60％に到達して、目標到達ということで、61.7％というふうになっています。

今年度についてはちょっと下回りそうなんですけれども、まず61.7％というのは数字以

上に、順位としましては北海道で５位というところで言われていますけれども、１位か

ら４位までというのは全部国保の直営の診療所がある町ばかりです。本町においては町

立病院がありませんので、担当の目から考えさせていただくと、ひょっとしたら北海道



－202－ 

で１番じゃないかなというふうに自負しているところでもあります。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 特定健診も聞こうと思ったんで、61.7ということで、管内的に

は随分頑張って上げたなという気もするんですが、先ほどお話がありましたように、町

独自で町立病院を持たないところでは１位に近いんじゃないかということで、今後まだ

努力されて、この受診率を上げてほしいなと思っています。 

  その点の関係と、それから先ほど特別調整交付金で予算見たら367万なので、多分そ

の中で200万か300万円程度は支援制度に入るのかなという気もいたします。その辺も確

認はできないと思うんですが、その辺と、では実際に、令和４年度の会計どうなるかと

いうことでちょっと基金の状況も調べてみたんですが、令和４年度、年度末、３年度末

は3,092万円なんですが、令和４年度は1,280万というふうに減る、基金は崩しちゃうと

減るんですが、財政的には増える要素がまだちょっとありそうな気もするんですが、全

体的に国保財政、令和４年度どうなっていくのか、まずその確認もしていきたいと思い

ます。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、佐々木主査。 

○佐々木 幹保健福祉課主査 特定健診の受診率は先ほどのお話でよろしいかと思うんで

すけれども、まず国保課会計総体の基金を含めての状況ですけれども、正直あまり芳し

くありません。その理由としましては、調定額といいますか、被保数の微減に伴うもの

と、あとは所得の減少に伴うもので、賦課額総体が下がってきている状況にあります。

委員おっしゃられるとおり、令和４年度につきましては基金のほうが900万円ほど多く

取り崩すような予算取りになっております。それはなぜそうなるかといいますと、まず

事業費の付近がちょっと上がりつつあるということと、あとは相対的に見て、もう現状

では一般財源、いわゆる国保税収のほうでもう事業費の付近を賄えない状態にあると。

というところから基金を取り崩していかなければならないと。それで、委員会のほう、

予算委員会ではありませんが、何度かお話しさせていただいたんですけれども、令和４

年度中、恐らく最後、令和５年の３月頃には税率の改正、こちらのほうをしなければ、

ちょっともたないのかなというような状況に来ております。今回基金を投入して、残っ

た額も計算していくと、令和５年度も同等額の基金を投入することになると、基金が枯

渇する可能性が出てきます。ですので、税率改正のほうをしまして、赤字団体にならな

いように対応していきたいと思っているところです。 

  以上です。 
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○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 状況は分かりました。令和４年度、当初早々の改正ではなく、

来年度に向けてあげなければいけないというような感じを持ちました。何とかお金を取

る、激変緩和でもいいし支援制度でもいいんですが、国のほうから調整交付金でもいい

んですが、何とか国からの補助金なり道の補助金なりがきちんと入るように、町村会も

含めてやっていると思うんですが、ぜひその辺も機会があればいただきたいと思います。 

  広域化になって、もともと大変な予算ではあるんですが、激変緩和を多分５年までは

ある程度そんなに多いわけじゃありませんし、その辺が多分厳しいのかなと。広域化に

なって、町独自でいろいろなことやって医療費削減しても、それがある程度支援制度で

は来るとしても、医療費全体は膨れていけば、減らさなきゃいけない、その辺がちょっ

と厳しいのかなと思って判断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（馬場敏美委員長） 保健福祉課、佐々木主査。 

○佐々木 幹保健福祉課主査 本町において、国保税の税率改正、限度額以外については、

平成23年度を最後にしております。それ以降改正されていない。10年以上改正されてい

ない状況にあります。これがちょっとずつ基金を使ったりですとかということでしのい

できたんですけれども、この令和４年度の予算を組み立てる段階でも、事業費納付金、

こちらが歳出の35％を占めております。この事業費納付金というのがいわゆる一般財源

で賄わなければならないのですが、それに対する税収のほうとしては26％にしか当たら

ないんです。残りの部分をどうするかというと、結局基金に頼ったりとか、あと繰越金

も見てはいますけれども、おおむね基金に頼らざるを得ない、つまり国保税の率をもう

見直さないといけないというふうな状況にあるというところです。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 質疑がありませんので、以上で令和４年度上士幌町国民健

康保険特別会計予算の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第16号令和４年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算は、263ページか

ら280ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 質疑がありませんので、以上で令和４年度上士幌町後期高

齢者医療特別会計予算の質疑を終結いたします。 
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  次に、令和４年度上士幌町介護保険特別会計予算は、281ページから312ページまでを

一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 予算上は出てこないんですが、補足給付の関係なんですが、低

所得者に対する国が安くしてきた料金については、去年ですか、８月から上がったと。

その件について、多少町内でも影響を受けて、利用料が増えた方もいるのか、その辺の

把握ができればと。それがだからって町がそれを補助するということにはならないと思

う、ならないというか、してほしいなと思う。その辺の関係で、分かっていれば分かる

範囲で報告お願いいたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、山本主査。 

○山本道雄保健福祉課主査 補足給付の件についてお答えいたします。 

  委員おっしゃられたとおり、去年の８月から制度改正で、これまで一律で、生活保護

の方だとかは抜く形にはなるんですけれども、基本的に預金が単身で1,000万円持って

いない方が要件であったり、夫婦だと2,000万だとかというのが、所得が細分化されて、

預金が500万の方であったり、550万の方であったりと細分化されていっているんですけ

れども、まず預金の上限について、対象外となってしまったという方もいらっしゃいま

す。人数にすると、預金だけで言うと一桁名、10名まではいかないのかなというところ

でございます。また、対象になったとしても、所得の細分化によって今までの受けてい

た補足給付が減額になってしまって、多い方ですと影響が月２万円ぐらい実際に上がっ

てしまうといったところになっております。今のところ、苦情があったりですとか、実

際に窓口に来られて、対象外になってしまったり負担が上がってしまった方については、

お話はするんですが、そういう国の制度だから仕方ないねというふうには今のところは

言っていただいているところなんですけれども、実際には負担は上がっている方は多少

なりともいらっしゃるというのが現状でございます。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 私もずっと気になりながら、全国的にはもう数十万という方が

影響を受けて、実際には負担が増えたというのは把握しているんですが、町内でも十数

人いたということで把握させてもらいました。これが直接町が補助するとかそういう制

度にはなかなかならないですね。というか、そういう形で、もしあれだったら保険料が

安くなる、何かの形で救える方法があればなと思って質問させてもらいました。答弁が
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あればお願いいたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、山本主査。 

○山本道雄保健福祉課主査 今のところ、町独自の補足給付が下がったものに対する直接

の補填というものは考えてはいないところなんですけれども、保険料も上がってしまっ

て、給付費も上がってしまって、なかなか会計上も基金を少しずつ崩しながら何とかや

っているというので精いっぱいな状況なんですけれども、保険料もなかなか下げますと

いうふうに今は言える状況にはないのが、何とか少しでも上げ幅を抑制していって、負

担にならないようにというのが精いっぱいなところなんですけれども、今各種介護予防

事業であったり認知症予防であったり、生活支援体制整備事業などと合わせて各種いろ

いろな取組をしているところなんですけれども、なるべく重度化を予防して、介護を必

要としない元気な高齢者を増やすということに力を入れていって、なるべく給付費を下

げて、保険料が下がれば一番いいんですけれども、なるべく上げないようにするという

のが今現状ではできることなのかなというふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかにありますか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 補足給付につきましては、なかなか町独自でできるもんじゃな

いんですけれども、それは分かりました。 

  コロナ時期で大変な時期なんですが、介護予防等の事業について、令和３年度、いろ

いろ工夫しながらやっていると思うんですが、令和４年度についても引き続きやれるか

といったらやらなきゃいけないと思うんですが、その辺についてどんな見通しを持って

いるのか質問いたします。例えば、まる元だとか。まる元も頑張っていますね、一生懸

命ね。あといろいろな町の独自の事業とか、あと社協の事業はまた別な事業になっちゃ

うんですが、いろいろふれあいサロンだとかも含めて、どんなふうに進められているの

かということを確認したいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 保健福祉課、塩澤主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉部主幹 今年度も、このコロナの中でも、介護予防事業だけは中止に

しないように、できるだけやりたいという形でやってきました。おっしゃったまる元に

ついても、まん延防止にしているときには人数を半分に分けてですとか、あと気温にも

よりますけれども、車庫の中で換気をしながらやったりとか、なるだけ介護予防事業の

活動を止めないようにするような方法でやっています。そのほかの介護予防事業につき

ましても、このまる元のやり方にならいながらやっていただいているところであって、
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自主グループについては自主的にちょっと中止をしているというところもありますけれ

ども、４年度についてもそういった感染対策と、あと密を避けるような方法での実施と

いうという形でやっていきたいと思います。 

  予算上は、このまる元のところで、委託料が若干昨年よりも増えているところがあり

ますけれども、これについては大変好評な事業でして、それまでの積算が１日の人数60

名で積算していたんですけれども、ここ二、三年、もう既に70名を超えるような平均の

利用人数があります。定員は満度の利用をして75名なので、４年度はちょっと委託先と

も話し合いながら、70名での積算とさせていただいて、ちょっと委託料が増額している

という状況です。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 質疑がありませんので、以上で令和４年度上士幌町介護保

険特別会計予算の質疑を終結いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午後 ２時３０分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時３１分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 次に、議案第18号令和４年度上士幌町水道事業特別会計予

算は、313ページから332ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 質疑がありませんので、以上で令和４年度上士幌町水道事

業特別会計予算の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第19号令和４年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算は、333ページか

ら358ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 質疑がありませんので、以上で令和４年度上士幌町公共下

水道事業特別会計予算の質疑を終結いたします。 
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  ここで暫時休憩といたします。 

（午後 ２時３２分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時３４分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 各会計の予算に対する質疑が終了いたしましたので、これ

より町理事者に対する総括質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 全体的な国の交付金とまちづくりの関係について質問したいと

思っています。かつては地方創生、地方創生といっていろいろな交付金、ここ10年ぐら

いですか、聞きながらまちづくりを進めてきました。その中で、上士幌としては人口増

にもつながり、国の交付金を生かしながらまちづくりできたという点では全国的にも割

と評価されているんですが、国のほうは今度はデジタル田園都市構想国家というのを、

何か私も初めて、何だろうと思いながら一生懸命勉強させてもらったんですが、もうデ

ジタル化を進めながら、コロナのこともあるんですけれども、いろいろなデジタル系、

ＩＣＴ関係を含めてお金を出すと、交付金を出すということが今進められておりますが、

果たしてそれが本当に町民の幸せになるんだろうかと、それからあまりにも担当課も大

変なんですが、あまりにも交付申請が早過ぎて、理解できないまま事業が進んでいくと。

今回の予算にも２点ほど予算が組まれていますが、その点について町長はどんなふうに

お考えかということで質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 地方創生については、これは法律化されていて、なくなったというふう

には理解しておりません。ただ、政権が変わってくると、その時々の政権の重要施策に

ついて出てきますから、そういった意味では今般の政権、目立っていたのが今お話あっ

たように田園都市構想ということだろうというふうに思いますが、これで、あれ、どう

したんだろうな、地方創生はどこへ行ったんだろうなというふうに、私も懸念していた

ところであります。そう簡単に地方創生が関係するという話ではないだろうと。都市と

地方の様々な格差の問題だとか、人口減少なんていうのはそう簡単な話ではないなと、

そう思って非常に憂慮していたところでありますけれども、よくよくそのうちの流れを

見ますと、その前段に、地方創生を進める上でデジタルというのを活用していくべきだ
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と、こういったことがいろいろなところのメッセージの中へ出てきたということであり

ますから、そういった意味では地方創生がなくなったと、そんなふうには考えておりま

せん。 

  もう一つは、デジタルについては、上士幌町として、これは長いことＩＣＴがいわゆ

る都市と地方の距離感だとか時間軸を縮めるということで非常に大切な施策だと、そん

な認識をしながら進めてきたというのがあります。それはもう遡ると20年くらいになる

というふうに思っております。そうですね、いわゆる情報媒体、紙ベースの広報が全て

であったわけでありますけれども、それだけでは伝え切れない、あるいは町外の皆さん

方に上士幌との関係を深めるためにも、そのＩＣＴというのは欠かせないツールになっ

ていくということでずっと進めてきたということであります。一貫して進めてきたとい

うことでありますから、そういった中で今回、昨年からデジタルの話が出てきましたけ

れども、何ら唐突ということではないと。一貫した施策の流れで、ある種、国のほうが

デジタルを狙ってきたというだけの話だと思っています。大きな事業としては、その前

の光回線の、農村部含めて全てに整備したなんていうのも、こういう一貫の中の取組で

あるということであります。そういったインフラの整備に合わせて、今ソフト環境や何

かも整備していって、かなり暮らしだとか、あるいは産業振興だとか、様々な分野にデ

ジタルが具体的に定着し始めてきているなと。かなりの勢いで住民のほうにも身近なも

のになってきているんでないだろうかなと、そう思っております。 

  以上です。 

○委員長（馬場敏美委員長） ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 地方創生交付金等に対する国のほうの事業そのものは、やめた

というわけではないと思うんですが、ただ、地方創生交付金というのは３年、３年区切

りで結構続いて、次の３年はどうなるかちょっとまだ分からないんですが、結構長い時

間、導入時期から実際の事業展開まで、交付金として３年、３年延長されながら来てい

るので、そこへ事業立ち上げだけじゃなくて、交付金が来ましたよね。でも、デジタル

をよく見ると、今回の関係もそうなんですが、最初出すけれども、次はないんじゃない

かとか、立ち上げに対する必要なハード、ソフト経費を支援するけれども、次はあるの

かと。だから、立ち上げだけであって、立ち上げた後に対する町の施策について、本当

に町民にメリットがあって、町民も納得して進んでいくのかというのがちょっと私的に

は見えてこないんですが、その辺は。地方創生がなくなったとかそういうふうに言って

いるわけでないんですが、その点について今後の見通しといいますか、すごく理解する

のにこちらも大変です、流れが速過ぎちゃって。その辺、町長は多分先へ見通して、先
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へ先へともう見通していると思う。その辺について質問いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 いつもこの新しい取組についての議論がされるわけです。住民が理解し

た上での事業なのかという話をされましたけれども、私としてまちづくりをする上では、

今現状困っていることに対してどう対応するかというそういう側面と、もう一つは、新

しい時代にどんなふうにして旗振りをしていくかというようなことですね。その旗振り

という政策の中には、同じ時間軸で一緒に全て理解してそのことを進めていくと、これ

はなかなか難しい。実態が見えないわけですから。それをやることによって、町民がな

るほどこういうことなのかと、それはこんなふうにして自分たちの様々な分野に生かさ

れてきているなんていうことは、形が見えてから実感するということはたくさんありま

す。特にこれは将来に向けた事業なんていうのはそういうものだというふうに思います。

それは政策をつくって実行する私どもとしても、責任を持ちながら、それが必ず町民の

暮らし、あるいは地域の活性化につながっていくと、そういうある程度確信を持ちなが

ら進めさせていただいております。 

  幸いなことに、少なくとも全て100％、150％成功しているとは言いませんけれども、

おおむね理解していただいているんではないだろうかなと。振り返ってみると、５年前

の状況から、今から５年前を振り返って、今の状況を見て、いろいろと問題があるのか

というふうに言われると、かなりの部分で理解していただいているというようなことだ

と思うんです。これは極めて大事な行政の役割だと、そんなふうに思っておりますから、

このことも、今のデジタルの問題についても、あと１年たつと、非常に理解していただ

けるだろうというふうに思います。このデジタルという言葉そのものがこういう議会の

場で議論されたのも去年くらいからですから。もう当たり前に議員がデジタルとか、Ｉ

ＣＴ、みんながお話しできるなんていうのは、それはもう常々新しい情報を入れながら、

自分のものとしてきていただいていると、そんなふうに思っていますから、非常に見通

しは、そんなに暗く、これで失敗して大変な状況になるというふうには私どもとしては

考えておりません。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明委員） あまり難しい質問ではなくて、今回、町は当然自分の借金、

それから入ってくる金と、それがどういうふうにバランスよく対応できるかというと、

先ほどちょっと質問にあったように、経常収支比率で約90ぐらいですから、10％ぐらい

はある程度町長の裁量権の中で具体な予算を、戦略的な予算を組めるのかなというふう
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に思っています。 

  そんな中で、今年の予算編成として、町長として残された金をどういうふうにうまく

配分できたか、特に苦労した部分、ここら辺はちょっと苦労して、もう少しやりたかっ

たなという部分があれば、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（馬場敏美委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 予算編成、それぞれの課からいろいろな次年度やりたいという要望はた

くさん出てきますよね。それは全部に応えることができないというのは、これはある意

味では理解してもらわなきゃ駄目だなという思いを持ちながら進めてきております。た

だ、総額として今八十数億円という当初予算、これはこの5,000人規模ではかなり多い

ということです。その中でも経常費として90％は切るだろうというふうに見込んでおり

ますけれども、そういう状況、よそから見れば硬直化でないだろうかというふうにも言

われておりますけれども、新しい事業に取り組んで、そして経常化の中に臨時費から繰

り入れて変更しているという、そういうようなこともあって、非常に経常費のそもそも

がかなり行政サービス、その辺に多く含まれているというふうに思っております。そう

いった意味では、町民の暮らし、いろいろな分野がありますけれども、これは比較論に

なりますけれども、かなり他町と比較しても潤沢に配分されていると、そんなふうに考

えております。 

  あとは、とにかく考えなければならないのは、将来に大きな赤字を抱えて次の世代に

任すと、こういう無責任なことはできないと。これは肝に銘じながら、基金の問題、そ

れから様々な歳入、それから将来的な償還の問題等も考えながらさせていただいて、い

いところをやれるんでないだろうかなと。もう一つは、できるだけやっぱり、今お話あ

りましたけれども、この予算総額が増えているのは、いろいろな意味で国の交付金なり

補助金を使って、今必要としているところに宛てがっている、一般財源を最小限に食い

止めているというようなことも、これは職員含めてみんなの努力の成果なのではないだ

ろうかなと、こんなふうに思っています。 

  いずれにしても、この予算編成を組む上で、楽して組むということはそうありません

ので、いろいろまだまだやりたいこと、前も出てましたけれども、道路の問題だとか、

いろいろありますけれども、優先順位だとか予算の範囲の中でご理解いただきながら、

着実に前に向けて進めていく、そういった予算編成になったんでないのかなと考えてい

ます。 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 
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○委員長（馬場敏美委員長） ここで、質疑がありませんので、本議案について、私、委

員として質疑をしたいので、暫時副委員長と交代いたします。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 ２時４６分） 

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

○副委員長（斉藤明宏副委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時４８分） 

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

○副委員長（斉藤明宏副委員長） それでは、暫時委員長の職務を行いますので、皆さん

の協力をよろしくお願いいたします。 

  10番、馬場敏美委員。 

○１０番（馬場敏美委員） 令和４年度の予算、大きいところでいけば町長の執行方針、

町政の執行方針の中にもありますようにデジタル化、あとそれからＳＤＧｓの取組、そ

して恐らく今後補正予算で出てくるんでしょう、2050年に向けたカーボンニュートラル、

その辺が大きな施策の柱になってきているかなと思います。それで、新年度から始まる

総合計画につきましてはＳＤＧｓのひもづけがされまして、その具体的な施策について

は総合戦略が具体的にこれから進めていく、そんな形の町の体裁になっているかな、そ

んなふうに思います。 

  そんな中で、経済の地域内循環ということについてちょっとお尋ねしたいと思います。

バイオマスプラント由来の電力が今かみしほろ電力の中で販売されています。以前は北

電から電気を買って、その支払いは地域外の北電に全て落ちていた、それがかみしほろ

電力が小売することによって、その一部が地域の中に落ちていく、そういういい循環が

生まれてきている、そんなふうに思います。 

  それと、もう一つは、地域外からどのようなお金が入ってきているかということでい

くと、行政で見ると補助金ですとか交付金もそれに含まれるでしょうし、上士幌町にと

っては、これからも含めて観光産業がどのように推進していくか、これは外部からのお

金を得るというところでは大きな役割を果たしていくのかなと、そんなふうに思ってい

ます。 

  その中で、ただ一つ見えない部分が、町に入ってきたお金がどのぐらい町で循環して

どのぐらい外に出ていっているのかというところがちょっと見えない部分になります。

少なくても、入ってきたお金が外に出る金額が少なくて、町の中でどれだけ循環するか、

１回循環するのか、２回循環するのか、３回循環するのか。そういう形の地域内経済の
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循環って必要だと思います。ただ、全てが地域内で完結するということではない、それ

は私もそのように思っております。そんな中で、地域の経済分析システムとしてＲＥＳ

ＡＳですとか産業連関表等々を用いた産業構造の分析をしていくことによって、このお

金の流れがどのようになっているのかということを分かっていくことは、次の町の施策、

重点的な施策、どこにお金をつけていったらいいのかどうなのか、優先順位も含めてそ

の辺で見えてくる部分もあるのかなと思っているんですけれども、今後その辺の経済の

分析含めて、どのように考えているかお聞きしたいと思います。 

○副委員長（斉藤明宏副委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 とても大切なことだと。地域内、いわゆる経済の循環ですね、お金がど

のように回っているかというのは非常に大切なことだと、そんなふうに思っております。 

  ただ、例えば道の駅の経済波及効果の調査、これも２年ほど計上して、結果的に、通

常でない今の状況の中では、なかなか確かなデータを得ることができないというふうな

ことで止まりましたですね。そういったようなことで、やっていかなければなりません

けれども、今の状況が極めて正常な状況でないということで、止まっているということ

ですから、これはいろいろな意味での地域内の経済効果というのは図っていく、これは

必要だろうなと、そんなふうに思いますね。 

  議会の中でも、いわゆる費用対効果という話が出ました。額面使っている予算が、そ

れがどんなふうにしてある意味では波及しているかというふうなことも物すごく大事な

ことだなと、いろいろな角度から分析をしていって、それで足らざるところは補ってい

く、そういった意味でも必要だという認識は持ち合わせておりますので、落ち着いてき

た段階ではそのようなことに取り組んでいきたいなと、そして見える形で課題を整理し

ながら対策を講じていくということは必要だと、そんなふうに思っております。 

○副委員長（斉藤明宏副委員長） 10番、馬場敏美委員。 

○１０番（馬場敏美委員） コロナ禍の中で仮にそういうシステムを用いて分析をしたと

しても、本来の町の姿って、見えるかどうかというのは、これは難しいんだと思うんで

すね。ただ、今この予算委員会でもちょっと話が出て、今町長も言いましたけれども、

例えば道の駅って限定した場合、このウィズコロナの中の経済波及効果というのを見る

ことも私は必要だったなって、そんなふうに思うんですね。ということは、ウィズコロ

ナでこうで、アフターコロナのときはこうでしたよと、その比較をもってどのような波

及効果、例えばこういう世界的なパンデミックのこういう状況が起きたときにはこうい

う状況で、それがアフターになった場合はこうですみたいな比較をする上でも、私はぜ

ひやってほしかったかなというふうに思います。 
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  それで、今後、４年度もどうなるか分かんないんですけれども、もしこういうコロナ

の状況が続くとしたら、その中でぜひ一度、道の駅と限定した中でやっていただきたい

なと、そんなふうに思います。それと、今言ったように、こういう分析手法を取ってや

るとしたら、やっぱり落ち着いた中でやっていかなければ本当の町の姿も見えてこない

と思いますんで、今町長、答弁ありましたように、ぜひそういう方向で取り組んでいた

だけばありがたいな、そんなふうに思います。 

○副委員長（斉藤明宏副委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今のコロナ禍でやるというこの意味合いってなかなか難しいと思うんで

すよね。というのは、違った形でいわゆる休業補償だとかお金が回っているところもあ

るわけですよね。だから、これは専門家であればそれらを含めて何かの出し方はあるの

かも分かりませんけれども、100年に１回と言われるこういった状況を一つの参考の事

例にするにしても、どの程度それが生かされるのかというのは、私、経済専門家であり

ませんので分かりませんけれども、必要に応じて今やっていないということは、やりよ

うがないので戻りませんけれども、そういったような視点で、いわゆるそういう関係者

とお会いするようなときには、そういうところでの調査の意味合いだとか、あるいはそ

こに期待されることはどんなことがあるのか、コロナがこれで終わればいいけれども、

まだ分かりませんから、そんなような問いかけなんかもしながら、やる必要があるか、

でもお金のまさにその費用対効果で、かけたはいいけれども、ほとんど意味をなさない

ということなのかというのは調べていく必要があるのかなと、そんなふうに思っており

ます。 

○副委員長（斉藤明宏副委員長） 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 ２時５６分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時５６分） 

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

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 理事者に対する総括質疑を終了いたしたいと思いますが、

これに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 
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○委員長（馬場敏美委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。 

  以上をもって、議案第14号から議案第19号までの令和４年度各会計歳入歳出予算に対

する質疑を終結いたします。 

  これより、各議案、会計ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第14号令和４年度上士幌町一般会計予算に対する討論を行います。 

  討論ございますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、本案に対する反対の討論を行います。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子委員） 令和４年度一般会計歳入歳出予算に対する反対討論を行います。 

  昨年に引き続き、コロナ感染症が私たちの暮らしやコミュニティーや商店街等の経済

を大きく変える不安な日々が続いています。国においてのコロナ感染症対策は後手後手

になり、また休業に関する補償もすぐには届かず、十分な対策が取られておりません。

また、国の対策は経済優先、そして臨時の交付金はデジタル関係が主に大きな予算が組

まれ、直接国民の生活や暮らしを守り切るものにはなっておりません。さらに、令和４

年度においてもデジタル社会が国民を幸せにするとし、一層デジタル化を急速に進めよ

うとしております。一人一人を大事にし、町民に寄り添ったまちづくりこそが大事です。

その姿勢に欠けていると判断し、反対いたします。国からの示された内容もあるかと思

いますが、町独自の判断も大変重要になると判断し、４点ほど指摘し、反対いたします。 

  １点目は、国の交付金との関係に関してです。国は昨年９月にデジタル庁を発足させ、

情報を一元化し、行政サービスの統一をしようとしています。具体的に打ち出し、交付

金や制度上で自治体の政策等を縛るものと判断しています。大きな交付金としては、デ

ジタル田園都市国家構想推進交付金があり、具体的な町の施策には、総括質疑でも確認

しましたように、デジタル実装タイプのヒト・モノＭａａＳ推進事業、地方創生テレワ

ークタイプの企業誘致・交流推進、シェアオフィス整備事業などがあります。 

  ２点目は、スマートタウンという問題についてです。いろいろなサービスがデジタル

化することが町民の幸せになるとしていますが、実際には取り残されたり、つながりが

希薄になっていくのではないかと心配しております。 

  ３点目は、デジタルＤＸ推進事業についてです。総務省が定めたデジタルＤＸ推進計

画に基づき、17ほどの行政事業の業務システムが統一化される予算が1,963万円組まれ

ています。統一化されると便利になるメリットもあるとお話がありましたが、国のシス
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テムに合わないと自治体独自の施策が阻止、制限される可能性も大変心配されるところ

です。 

  ４点目は、町民合意のまちづくりの問題です。上記の１、２、３ですね、大事な施策

等、動きが速過ぎたり分かりづらかったり等、町民が置き去りにされているんではない

かと私は感じています。町は交付金等、早く手を挙げないと間に合わないとのことも判

断あるかと思いますが、町民一人一人が大事にされ、声が生かされてこそ地方自治や地

域が主役と言えるのではないかと判断いたします。国においても、町においてもその観

点が十分ではなく、立場が見えてきません。 

  以上の理由で反対いたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

  ９番、斉藤明宏委員。 

○９番（斉藤明宏委員） 議案第14号令和４年度上士幌町一般会計予算に賛成の討論を行

います。 

  前段、継続する新型コロナウイルス感染症の対策に連日ご苦労されている町職員及び

関係機関の皆様に敬意を表します。また、このことで影響を受けている町内業者の皆様

に対して、国・北海道と連携して迅速に対策を実施していただくことと、住民生活の安

心・安全のために万全の対策を講じていただくことを要望します。 

  そのような状況の中で、３月４日、７日の２日間、予算審査特別委員会において、令

和４年度上士幌町一般会計予算について審議が行われました。 

  令和４年度は、まちづくりの基本目標となる第６期上士幌町総合計画が、「未来につ

なぐ 笑顔かがやく 元気まち上士幌」をメインスローガンとしてスタートする年度と

なります。６つの基本目標を柱とした持続可能なまちづくりの実現に向けた各種施策を

推進するとともに、新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、脱炭素社会の実現やデジ

タル化の推進など、新たな行政課題に積極的に取り組むことを方針とした予算編成とな

っています。 

  これらのことから、今後の上士幌町の持続可能な発展に結びついていく予算内容と評

価し、この予算に賛成するものであります。議員各位のご賛同をいただき、本予算案を

ご可決いただくことをお願いし、私の賛成討論といたします。 

○委員長（馬場敏美委員長） 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。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 
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  討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第14号に

対する討論を終結いたします。 

  これより議案第14号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行いますが、起立しない委員は反対とみなします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（馬場敏美委員長） 起立多数であります。 

  よって、議案第14号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第15号令和４年度上士幌町国民健康保険特別会計予算に対する討論を行い

ます。 

  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第15号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第15号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第16号令和４年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算に対する討論を行

います。 

  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第16号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第16号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第17号令和４年度上士幌町介護保険特別会計予算に対する討論を行います。 
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  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第17号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第17号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第18号令和４年度上士幌町水道事業特別会計予算に対する討論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第18号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第18号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第19号令和４年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算に対する討論を行

います。 

  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） 討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第19号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第19号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

  以上で、本特別委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。 

  本特別委員会の付託事件審査報告は、今議会定例会の３月18日の本会議において報告

するものであります。 

  お諮りいたします。 

  付託事件審査報告の委員長報告は、正副委員長にご一任いただくことにご異議ありま
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せんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（馬場敏美委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、付託事件審査報告の委員長報告は、正副委員長に一任することに決定いたし

ました。 

  以上で本特別委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。 

  委員の皆さんのご協力によりまして、無事に委員会を終了することができました。ご

協力に対しまして心よりお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

  以上で、本特別委員会を閉会いたします。 

（午後 ３時１０分） 
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