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午前９時３０分 開議 

 

開議挨拶 

 

○議長（濱田洋一議員） はい、皆さんおはようございます。定例会２日目であります。昨日に

続いて一般質問です。残り今日２名予定をしております。その後、議案審議等が予定をされて

おります。最後までよろしくお願いを申し上げます。ごあいさつとします。 

 

開議宣告 

 

○議長（濱田洋一議員） 本日の会議を開きます。ただ今の出席議員は１４人であります。本日

の議事日程は印刷物で配布のとおりであります。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議

規則第１２６条の規定によって、６番沢尻健議員と８番大坪正明議員を指名します。 

 

日程第２ 一般質問 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第２、一般質問を行います。昨日に続いて通告の順番に発言を許

します。 

それでははじめに、１３番杉山勝雄議員。 

（「はい」の声） 

１３番杉山議員。 

（１３番 杉山 勝雄議員 登壇） 

○１３番（杉山勝雄議員） おはようございます。４日ぐらい前から夏風邪にやられまして、お

聞き苦しいかと思いますが、ご容赦願いたいと思います。 

１３番杉山勝雄、回数制限方式で質問させていただきます。まず１つ目に、ＪＲ問題での進

展と現状について。ＪＲ問題は、報道でも数多く見られるようになり、世論調査なども行われ

ておりますが、その動向を見ていると一般の人に正しい情報が伝わっているとは思えないので、

今の時点での進展について伺いたいと思います。 

民営化されてから３０年、我々はＪＲ北海道をこれが鉄道の姿だと、民営化された鉄道をこ



 

－ 7 － 

れが北海道の鉄道なんだと、疑問を持つこともなく、慣らされてきました。赤字の大きさ、人

口減少が進む中での運営の厳しさ、等々から半ば諦めというか、仕方がないかというような空

気を生みかねない中で、報道されているようなＪＲの不誠実な主張が、何の検証もなしに繰り

返されております。 

あらためて事の本質を伝えて知ってもらうことで、住民がこの問題をどう考えたら良いのか、

が見えてくるのではないでしょうか。 

その点でいくつか、認識している点をあげて、町長の考えを伺いたいと思います。 

まず、ＪＲは採算問題を強調しておりますが、ＪＲ北海道は最初から採算が取れないことを

わかっていてスタートした会社です。運用益の減少も、バブルの崩壊や低金利政策など、それ

は、国政に関わる問題です。国が責任を持たなければならない性質の問題です。そのことにＪ

Ｒは何ら触れず、また、広大な北海道における最重要公共交通機関である自覚と責任も示さず、

乗客の少ない地域の切り捨てや、負担の押し付けを前面に出しています。 

それ以外にも、本質を隠す不誠実な態度があります。共産党はこの問題での「提言」を発表

しておりますが、その中にＪＲは「人口減少」が経営状況の悪化であるかのように言われてい

るが、数字を調査すると、営業損失は発足当時よりむしろ減少させているのです。 

また、鉄道に変わる交通体系として、バス路線への転換を示しており、「鉄道とバスのコスト

構造比較」まで行なって、鉄道が割高であるかのように主張しています。 

しかし、ここでもごまかしが見られます。日本総合研究所主席研究員は、数字を上げて道内

の高速道路や道内の道路に投入されている公費は、ＪＲ北海道の経常赤字の１００倍以上にな

るだろう、と述べています。 

これまでに進められてきたモータリゼーション推進、自動車優先・道路偏重の交通施策が地

域公共交通の衰退など、さまざまな弊害をもたらしました。車を利用できない人にとっては、

鉄道はなくてはならない公共交通機関です。したがって、ＪＲという事業者任せではなく、国

や道と地方公共団体などがＪＲの責任と共同によって何としても維持すべきであります。この

点について町長の認識を伺います。質問の相手、町長であります。 

２つ目に、「ふまねっと運動」への支援について。団塊の世代が７５歳以上になる２０２５年

には、認知症を患う人が５人に１人、２０１２年との比較で１．５倍になるという推定のもと

に、厚生労働省は「認知症施策推進総合戦略」いわゆる「新オレンジプラン」を打ち出してい

ます。環境整備が求められているところですが、今年度から要支援者への介護予防・日常生活

支援の総合事業が始まり、多様なサービスの一つとして「ふまねっと運動」が取り組まれてい

ます。 

「ふまねっと運動」には、歩行機能や認知機能を改善する効果があることは、厚労省モデル

事業でも確認されているところですが、その効果以外でも、気軽に参加できることや、楽しさ
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を実感できる、参加者同士が友達になるなどの他に、高齢者自身も比較的簡単に参加者から開

催側になれることができるのが特徴であります。そのためのマニュアルやプログラムも出来上

がっているということで、高齢者が健康づくりの担い手となれる、自らが地域の担い手になれ

る運動として、各地でも広がりを示しています。 

美瑛の場合は、「ふまねっと運動」に取り組むサポーターが、まだ数名のようですが、この運

動を持続的に、そして効果が期待できる運動にするためには、体制づくりとそこに対する支援

が必要なのではないでしょうか。資格といっても比較的容易に取れるのが「ふまねっと運動」

のサポーターです。このサポーターを養成することで、いつでもどこでも気軽に開催できる、

そして社会参加の担い手を増やしていくことにもなるのではないでしょうか。それには、やは

り組織とそれ相応の費用への支援が必要です。社協をはじめ団体や個人を組織して、活動を支

える仕組みづくりが必要です。サポーター養成講習会を美瑛町で開催するとか、組織に対して

補助金を支給するとか、ぜひ積極的にこの運動を支援していただきたいと思うのですが、町長

の考えを伺います。以上です。よろしくお願いします。 

○議長（濱田洋一議員） １３番議員の質問の答弁を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、浜田町長。 

（町長 浜田 哲君 登壇） 

○町長（浜田 哲君） おはようございます。昨日に引き続きの一般質問、今日は２名の議員さ

んに質問をいただきますが、よろしくお願いを申し上げます。１３番杉山副議長さん、議員さ

んからの一般質問でありますが、お風邪を召しているということでありますので、私もじっく

りとお話をできればというふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

答弁を申し上げます。ＪＲ問題での進展と現状についてでありますが、昨年１１月にＪＲ北

海道より「単独では維持することが困難な路線」の発表があり、先月には、平成２８年度決算

が公表され、連結決算で初の経常赤字に転落するなど、ＪＲ北海道の経営状況は一段と厳しさ

を増しております。北海道内においては、北海道市長会と北海道町村会が一体となって北海道

全体での路線維持存続に取り組むことが確認され、上川、宗谷、オホーツク圏域の３期成会合

同による要望活動の実施など、鉄道事業の見直しに対してさまざまな活動を進めているところ

であります。 

ＪＲ北海道の問題につきましては、経営環境が悪化する中、早期に地元に対する説明や経営

改善、利用促進についての事前協議が行われないまま、突然の維持困難な路線の発表が行われ

たことは、公共交通を担う事業者として無責任極まりないことだと言わざるを得ません。また、

この問題の根幹は、やみくもな路線拡大や非効率な運営により巨額の赤字を抱えたまま行った

国鉄の分割民営化にあり、経営安定基金を創設し、その運用益による赤字補てんを見込んだ経
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営と民営化全体のスキーム自体に問題があり、国の政治的責任があるものと認識をしておりま

す。 

分割民営化後のＪＲ北海道を取り巻く経営環境については、人口減少や道路網整備の急速な

進展、利用者の減少により悪化の一途をたどりましたが、その状況に対して抜本的な経営改善

を果たすことができなかったばかりか、事故やインシデントの連続、検査データの改ざんまで

が発生し、分割民営化以来長期間にわたって蓄積されたさまざまな問題により、ＪＲ北海道と

いう企業制度が限界に達したものと考えております。 

本町をはじめ道民の生活、経済活動を支えるため北海道内の交通網の維持は、当然ながら必

須であり、鉄道のみならず、バスや航空路線などの輸送機関、国道や高速道路などの交通基盤

の特性や利用状況を勘案し、国や地域、事業者の協議のもと、効果的でかつ効率的な組み合わ

せにより、総合交通体系が形成されるべきものであります。たとえ協議の結果が路線廃止とい

った結論に至ったとしても、代替交通機関として何が効果的なのか、またその運行事業を誰が

担うのかといった議論を十分に行った上での結論とすべきであり、現在行われているような路

線廃止ありきでのバス転換等の議論は、鉄路が持つ役割や可能性の検討をしないまま、安易に

鉄路の廃止や代替手段を定めようとしている状況であります。 

鉄道網が道内の交通網において担う役割を十分認識し、他の交通機関と連携し総合交通体系

を形成する必要があることから、「新しいＪＲ北海道」の創業に向けて、より一層圏域の連携を

密にし、国に対するＪＲ体系の抜本的改革と、北海道全体の交通網の形成に関する北海道のリ

ーダーシップ発揮について働きかけを行うとともに、公共交通の確保について国や北海道、Ｊ

Ｒ、地方自治体が責任を持って公共交通機関を確保できる議論を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

続きまして質問事項２、「ふまねっと運動」への支援についてであります。「ふまねっと運動」

は、平成１６年北海道教育大学の教育課程で地域住民を対象に行った健康教室から始まり、そ

の後の研究開発で生まれた運動で、５０センチ四方のマス目でできた大きな網を床に敷き、学

習しながら歩行のバランスを改善する運動学習プログラムであります。ひっかかる、絡み付く

といった網の性質を利用し、歩行や認知機能の改善が図られるだけではなくて、集団で交差し

て歩くことで、楽しく交流が図られるなどの効果があります。 

また、この運動を行う際には、その理論と使用方法を学んだサポーターやインストラクター

が指導者となり、安全な環境に配慮した継続的な取り組みを行う必要があります。町内でも「ふ

まねっと運動」のサークルで活動されている方の中にサポーター資格者がおられ、また、社会

福祉協議会の職員３名がサポーターの資格を持ち、介護予防・日常生活支援総合事業、新総合

事業の地域サロン活動の際に、ふまねっとサークルと社会福祉協議会が共同で「ふまねっと運

動」を実施し、好評を得ているとの報告を受けております。さらに、新総合事業の短時間型の
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デイサービスで、今後の取り組みも検討されているというふうに伺っております。 

町としましては、「ふまねっと運動」など町民の主体的な介護予防事業の取り組みの推進、普

及に向けて、介護予防や生活支援体制づくりをはじめ、地域福祉全般の推進的な組織である「美

瑛町地域福祉総合連携会議」において、今後も検討してまいりたいと考えているところであり

ます。よろしくお願いいたします。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、１３番杉山議員。 

○１３番（杉山勝雄議員） 再質問をさせていただきます。ＪＲ問題での町村会の取り組みなど

はわかりました。状況について伺うことができました。引き続き町村会や市長会などと共同で

取り組みを強めていただきたいと思っております。一つだけこの間感じているのは、いわゆる

マスコミ対策といいますか、住民や道民に対してきちんと情報が伝わる、そういった努力が市

長会や町村会などでできないものかなあということを感じています。最近でもですね、今月に

入って１１日と１３日ですか、「持続可能な公共交通について考えるシンポジウム」と銘打た

れたそういうものが、札幌と旭川で開催されたというふうに報道されました。これは多分、確

か道の運輸局が主催し、国土交通省や鉄道事業者、そして学識経験者、自治体からの参加とい

うことも報じられておりますが、記事を読む限り、およそ自治体の思いだとか主張が反映され

たものになってないな、国が誘導しているんじゃないかな、あるいはＪＲが誘導しているんじ

ゃないかなと疑いたくなるような、そういう記事かなというふうに見ておりました。そして、

それに続く２１日にも記事が掲載されましたけれども、このときのシンポジウムで取り上げら

れた福島県の只見線の例が強調されている記事なんですね。つまり上下分離方式によって、６

年間不通になっていた線路を復旧することになったと。そういうことで、自治体の負担なんか

がこうバーッと表に出されているわけですね。ご丁寧にも国土交通省のコメントまで載せて、

まず地域で考えれと、そして、ＪＲと自治体との協議の結果で国は検討するんだと、そういう

ような記事になっております。このように、報道等で一方的に世論の形成とかそういうふうな

ことがつくられますと、ますます住民側の肩身が狭くなっていくんじゃないかなっていう気持

ちでおります。そういう点からもぜひ、町村会、市長会からも、負けずにですね、マスコミを

意識したプレーがどうできるのかっていったことも検討してはいかがかなというふうに思っ

ております。その点について伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、浜田町長。 

○町長（浜田 哲君） 杉山議員さん、再質問でがちっと言っていただけるかと期待したんです

けども、風邪の影響はあるかなと思います。ＪＲ問題、私本当にこう、今、国、ＪＲの無責任

な極みだというふうに先ほども述べさせていただきましたけど、極みをいき過ぎているのでは
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ないかというふうに思っています。このＪＲ問題、町村会で私も副会長ということで深く関わ

って、町村会の運営の中でいろいろと意見を申し上げていますけども、ＪＲ問題の原点は民営

化ということにありますが、民営化であの時点で路線を民営化になったから減らすことはない

よというような発言があったりですね、民営化するのは国でやったら不効率な部分を民営化す

れば効率的になるからやるんだ、みたいな部分を持って民営化に進んだというふうに、私もそ

ういうふうに思っていました。１９８７年に中曽根内閣の下で行われたということであります

けども、あの時点ではいろんな他の問題があってですね、国鉄の資産の問題、また、やっぱり

労働組合と国の政策という部分で、労働組合を何とか弱体化させたいというような部分もあっ

たと、大体そういうことが今公式な文書にも載せられているところであります。実はですね、

この１９８７年以降驚きなんですけども、１９９９年にですね、赤字路線の廃止、それまでは

国が許可をしなければ廃止できなかったんですね。ところがですね、１９９９年にＪＲが廃止

しますと言えばできるような法改正をしているんですね。実はですね、やはり民営化の部分と

いうような部分で、中にはどういうものが埋まっていたのかっていう、民営化するときは口で

はきれいなことを言ってるけども、その中にはいろんな思惑があって、実はこの赤字路線の廃

止という部分は民営化の中にも織り込んでいたと。そして１０数年経ってですね、その民営化

の部分の赤字路線の廃止という大きなテーマを法改正してですね、そして、喉元熱いのが過ぎ

たときにこういう改正をやっているということでありますから、ＪＲ問題の部分についてはで

すね、非常に無責任であると、もうこれは言わざるを得ないというふうに思っています。 

それで、いろいろ町村会とも論議してるものですから、調べているんですけども、外国の例

なんかを見ますとですね、日本でもあったんですけども、ＪＲが分社化されてですね、四国で

すとか北海道が非常に厳しいとか言われていますけども、その分東京ですとか関西ですとか、

そういった部分のＪＲは儲けに儲けていると。非常な利益を出していると、こんなことははじ

めからわかっていたんですね。そして議員言われるように、６８２０億円ですか、その部分の

基金を積んで北海道はこれでやれというようなことを言ったところでなんですけども、実はも

うやっぱりそういう利益を出すものは出せというようなものも織り込まれていたと。外国なん

かではですね、民営化でも１社で民営化している例が多いというふうになっています。つまり、

分社化しないで１社でやりなさいと。そうすると、儲けたところのものは不採算のところでち

ゃんと活用しなさいという民営化というのをやっている。そういうふうにやっていますし、一

方では上下分離ということで国が路線を、線路を維持しますと、線路は責任持ちましょうと。

そのかわり運行は民間がやってくださいよという、上下分離の基本的な戦略を持ってやってい

る、そういうところもあります。ですから、日本のＪＲの民営化というのは、非常にこの住民

なりの基本的な移動の手段ですとか交通体系を無視した、異様な民営化と言っていいんではな

いかというふうに、今になって勉強してますと、そんなことが我々も感じているところであり
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ます。 

それで今現在、町村会でいろいろとやっているんでありますけども、ＪＲはですね、赤字だ

赤字だと言っています。しかしですね、６８２２億円の基金は手をつけておりません。これは

どういうことかといいますとですね、親から遺産をたくさんもらいました。遺産をたくさんも

らいました。しかしその人間は、給与はあまり稼げない。おれは給与稼げないんで、おれの生

活を支援してくれと言っているのが今のＪＲですよ。６８００億円の貯金を持っているんです

よ、貯金を。そうして、それは使いたくないと言うんですよ。使いたくないって、そんなわが

まま言えるのかという話なんですけども、使いたくないっていうね。じゃあその基金を使った

ら何年もつっていったら、３０年から４０年はもちますということですよ。こんな論議をまと

もに受けてですね、ＪＲが大変だ大変だ、３年後には赤字になる、資金がなくなるということ

に、みんなそれぞれ、先ほどのマスコミの話もありますけども、真に受けてですね、大変だ大

変だって騒いでいるんですね。こんなことがよく、マスコミ操作も含めてですね、怒らんもの

だと、改めて私この部分については強くですね、国のやり方、またマスコミのあり方、特にマ

スコミも、大企業に寄っているマスコミはそういった部分の論調が強いようでありますけども、

その部分について本当に問題視をしています。 

じゃあ今後の方向をどうすればということであります。先日、北海道の副知事との話し合い

もさせていただきました。なかなか道のほうはですね、こうした方がいいとかああした方がい

いとか、抽象的な部分の話をしているところでありますけども、私の方から、しっかりした提

案を出すべきだと。北海道はこうやりたいんだという提案を出さなければ、いつまでもＪＲの

言っていることをああだこうだと言っていても、何も解決策はつかないと。そして、国土交通

大臣もですね、考えられない話でありますけども、まず地域で考えれ、地域で話し合いをせい

って言うんですね。この赤字になってどうしようもないって言っている、騒ぎ立てる、貯金は

使いたくないって言っているＪＲと住民が話して、解決策なんか出るわけはないんですね。そ

れにですね、大臣がですね、住民がまず話すのが基本だと。じゃあ国は何なんだと。国民の基

本的な人権を守るような公共の政策、公共交通政策を、国は国民に全く関係ないよって言って

いるのと同じですよ。こんなばかなことはあり得ないというふうに思っています。ただ、やは

りこれは国策です。国交省が進めている国策として動いている。そして今、北海道ＪＲは、社

長はＪＲの生え抜きでありますけども、会長とそれから専務、東日本のＪＲから送られてきて

います。そして国交省がこの部分について采配を振るっています。ですから、島田社長は自分

の本当の思いとか、ＪＲの経営権は今ないに等しいと。言ってみれば、使われている人形に傀

儡のような形で動いていると。そういうふうな認識をして、町村会の中でもそういう話をして

いるところであります。 

じゃあどういう解決案があるのかということで、これから強く提示していこうと思っている
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んですけども、今、基金６８２０億円、莫大な貯金を持っています。これを使えば、３０年４

０年もつわけでありますから、例えばこの基金を使って１０年は、ＪＲは今の体制で頑張りま

しょうと。しかしこの１０年間の間に、しっかりと地域の交通体系、住民の交通を支える、バ

ス転換するのであれば誰が責任を持ってバス転換、バスの責任を持つんだと。そういう論議を

して、地域のＪＲから次の交通体制をどうするんだということを、１０年間でやりましょうと。

それをすべきなんですよ。今１年２年３年後にＪＲは赤字になるからどうしたこうしたなんて

いうことを、本気になってやっている、それこそが本当に問題なんだということで、副知事の

方にもお話をさせていただき、今道の方にもそういった方向で、町村会としての考え方を提示

させていただいているところであります。今後、しかし、どうなるかという部分は見えないと

ころでありますけども、報道の関係、マスコミの関係もですね、なかなかメディアが、マスメ

ディアが、国と地方のことを秤にかけると国の方に重きをおすという、そういう部分も多くあ

るかと思いますけども、我々も今議員からご指摘あったような、マスメディア、またメディア

対策、そして情報対策、こういった部分について町村会、市長会、そして道にも働きかけて、

住民の方々に理解していただける、そういった案の提示等を進めていければなというふうに、

今お聞きして思っているところであります。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） １３番杉山議員。 

○１３番（杉山勝雄議員） 十分にわかりました。質問を次に移ります。「ふまねっと運動」へ

の支援についてでありますが、答弁でも、町が主体となって運営する美瑛町地域福祉総合連携

会議において検討していただくということでありますから、あまり余計なこと言う必要もない

かなと思いますけれども、美瑛町が発表している高齢者福祉計画書、平成２７年から２９年の

３カ年計画を見ましても、介護認定原因疾患の認知症による疾患の数は、他の病気よりも多い

というふうに推定されております。認知症の推定は、６５歳以上の人口に対して２０．６パー

セントの７０８人、まさに５人に１人が認知症の可能性といいますか、そういうものがあるん

だよという推定をされております。非常に大きな数字になるのかなというふうに思っておりま

すけれども、ですからなおさら予防に効果のある運動をどれだけ、できるだけ多くの人が、そ

して参加できる機会をできるだけ多くつくるということが、必要なのかなというふうに思って

おります。もちろん、認知症の予防には、「ふまねっと」だけでなくてたくさんの対応がある

んだと思いますけれども、比較的経費がかからず、また、誰もが参加しやすく、そして参加を

広げやすい。その上、高齢者自身が社会参加できる運動として、この運動は効果があると期待

できるのではないかなと思っております。現在も参加者は徐々に徐々に広がってきているとい

うふうに聞いておりますが、やはり、大がかりな体制組織を作って、その活動を支える支援が

必要なのではないでしょうか。福祉や医療関係はもちろんそこに関わっていく、そしてそれだ
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けでなくて、高齢者の団体、ボランティアの団体、町内会というように広げて、いわば美瑛町

公認のような、そういった運動にならないだろうかとも考えています。こうしたことが地域福

祉総合連携会議に届くように、あえて再質問をさせていただきます。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、浜田町長。 

○町長（浜田 哲君） 「ふまねっと運動」の再質問をいただきました。議員からご質問の中で、

非常に効果的な活動として輪が広がっており、また、サポーターの方が中心に頑張っておられ

るということをお伺いしていますし、質問をいただいた中で私も状況等を調査をさせていただ

きました。今住民の方々が健康で暮らす、また認知症等の対応をしながら暮らすということ、

なかなか核家族化で難しい時代になってきているというふうに思っていますので、こういった

「ふまねっと運動」等を地域の中で効果を確認しながら広げていくということは、私も重要な

ことであるというふうに思っています。うちの塚田副町長が美瑛町地域福祉総合連携会議のト

ップとして入ってくれていますので、私の方から副町長にこの運動等について、十分把握して、

今後住民の方々に対するサービスとして有効な広がりを見せるということに協力し、また、広

がることが進んできたら整備体制等の支援等をしていくことを考えてくれという話をさせて

いただいていますので、力づくで何かこう運動、お金とか力づくで広げると、最初は上手くい

っても尻すぼみになりますので、じわじわとしっかりと取り組んでいく、それに対して支援を

していくというふうな方向性を検討していきたいと。副町長ばかりでなくて、町行政における

保健福祉課をはじめ、関係各位、連携して、議員の今ご指摘の部分を確認しながら対応してい

きたいというふうに思っています。以上であります。 

○議長（濱田洋一議員） はい、１３番議員の質問を終わります。 

次に、１０番穂積力議員。 

（「はい」の声） 

１０番穂積議員。 

（１０番 穂積 力議員 登壇） 

○１０番（穂積 力議員） おはようございます。それではいよいよ、一般質問、裏表紙に入り

ました。 

はい、質問します。番号１０番、質問回数は回数制です。質問の相手は町長です。今回は１

つだけに絞りました。四季の交流館について。質問の要旨、「丘のまちびえい」のすばらしさを

世に知らしめ、国内外に発信していたいただいた、写真家の前田真三氏の私設ギャラリーであ

る「拓真館」は、今年で開館３０周年を迎え、去る６月３日には記念祝賀会が催されました。 

開設した当時、それまで車通りの少なかった周辺道路に、大型の観光バスや一般車両が押し

寄せ、路上駐車も増えました。そのため、トラクターなどの作業車がバスと行き交うことがで
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きずに、農作業に支障が出たわけです。 

そこで町は、およそ２億円かけて、「四季の交流館」と周辺の駐車場を整備し、平成８年１２

月から供用を開始しました。 

駐車場が整備された後は、大きな問題もなく年月が過ぎたわけですが、近年では、「青い池」

に代表される観光名所が各地に増えてきたこともあり、「拓真館」を訪れる観光客もかなり減り

ました。「四季の交流館」に設けられた売店のお客さまも減り、今では、「四季の交流館」は閉

館状態になっています。そこで、次の３点について町長にお伺いします。 

１つ目、今後の「四季の交流館」の利用計画について。 

２つ目は、町が今後考えようとしている「農泊推進対策」に関連した中で、「四季の交流館」

の活用に取り組む考えは。 

３つ目は、「四季の交流館」の裏山にはすばらしい景観があり、環境整備が急務ではないかと

考えられます。町長にお伺いします。 

○議長（濱田洋一議員） １０番議員の質問の答弁を求めます。 

（「はい」の声） 

浜田町長。 

（町長 浜田 哲君 登壇） 

○町長（浜田 哲君） １０番穂積議員よりの最後の、今回の議会の最後の一般質問、答弁を申

し上げます。 

「四季の交流館」について質問をいただきました。議員ご指摘のとおり、「四季の交流館」が開

館した平成８年頃について、拓真館を含む千代田公園周辺には年間３０万人を超える観光客が

訪れ、大型バス等の路上駐車による交通渋滞が地域の農作業の妨げになっていた状況もあり、

「四季の交流館」とそれに併設された公共駐車場が整備されたことは、地域農業の作業環境改

善と農業振興に大きな役割を果たしていたと考えております。 

特に、平成９年から開始された農産物直売については、多くの農業者グループに出店をいた

だき、最盛期には、農産物だけで年間１０００万円近い売上額を得ており、本町の農産物の質

の高さを町内外の多くの方々に実感していただける良い機会になったと考えております。 

１点目の質問についてですが、現在「四季の交流館」の幅広い活用方法について広く一般の

方から情報を集めるため、町のホームページで公募をしているところであり、応募された企画

の中から、より農業・観光振興が期待されると思われるものを選定し、実現してまいりたいと

考えているところであります。 

２点目の質問についてでありますが、「農泊推進対策」は、インバウンドを含めた旅行者を町

内に呼び込み、さらなる農業・観光振興を図る上で重要な取り組みであると考えており、丘の

まちびえい活性化協会が中心となって取り組みを進めているところでありますが、今後、「四季
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の交流館」についても、公募結果を踏まえながら、その可能性について検討してまいりたいと

考えております。 

３点目のご質問についてでありますが、「四季の交流館」の裏山につきましては、拓真館に立

ち寄っていただいた観光客の方々等が登って、美しい景観の展望を楽しんでいただいているこ

とから、これまで草刈りをはじめ、植樹や階段の修繕など、環境整備を実施してまいりました。

今年度についても、企業の地域貢献活動による駐車場の区画線整備、展望デッキや階段周辺の

草刈りなどを実施しておりますので、引き続き観光客の方々に楽しんでいただけるよう、管理

をしてまいります。以上であります。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、１０番穂積議員。 

○１０番（穂積 力議員） はい。それでは、全般に、１回目の答弁で大枠満足しているところ

なんです。満足しているならもう言うなよとお思いでしょうけど、なお一層思いを深めるため

に、再質問をさせていただきたいと思います。もちろん、先ほどのＪＲの答弁のようなね、す

っきりした気持ちの良い答弁を期待しているわけではございませんけど、美瑛の町長にしてお

くのにはもったいないなと、安倍さんと交代して中央に行かんとだめだなと思ったのは私だけ

ではないんでないかなと、そういうふうに感じたところでございます。どうぞ、私の質問に対

しても良い答弁を望むところでございます。 

思い起こせば、「拓真館」が３０年を迎えたということで、町長も私も含め、議員２期目のと

き、もちろん私たちが議員になったときにはすでに、「拓真館」は昭和何年だ、昭和６２年に設

立したわけですから、もうすでに「拓真館」はできていたわけです。そういった中でね、それ

から１０年近くかかって徐々に徐々に観光客が増えてきたというのが現状です。実際に冒頭述

べたように、本当に大変な思いをしたんですね。地元の農作業に差し支えるような。その後、

もちろん浜田町長ならそんなことしなくてもすぐやってくれたのかもしれませんけど、当時水

上町長だったんでね。地域みんなで町長に交渉して、何とかしないと、バスが「拓真館」に行

けないようにデモンストレーションするぞということで、急きょ平成８年に、急きょ補正を組

んでね、やってくれたと、重い腰を上げたということで、この間のように感じているわけです。 

そういった中で、駐車場はもとより、「四季の交流館」というおまけ付きのすばらしい施設を

作ったわけです。急ぎます。話を急ぎますね。３０年の思い出を語る気はありませんので。言

い方変えれば、当時「四季の交流会」には、テナントを募集してそこで営業したんですけど、

３カ所、４カ所ぐらいしかできないんですよね。そういった中で、私のいた行政区では、行政

区一つになって組合を作ってね、そしてそこで農産物を販売した。そういう歴史をもって、そ

れまで観光客を本当に邪魔にしていた地域の、行政区の農家の人たちも含めて、みんなでお金

を出資して、５万円ずつ、１軒ね、５万円ずつ出し合って組合を作って、そして、そこで販売
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した。そして、都合の良い人が出荷、注文を受けたやつを販売するよということで、すごく地

域をあげて「拓真館」を、観光客を育てるというか喜ぶというか、観光客今まで邪魔だったん

ですけど、地域の人が寄ると今日は天気が良いから観光客が来るなと、店の芋が売れるな、そ

ういう喜びが出てきたということでね。当時大成功したなっていうことで経過したというのが

そもそもの始まりです。 

そういった中で、今はそういったことを基にして、美瑛全体が、そういう状況になったと。

３０年、あれから２０年と言ってもね、かなり変われば変わるものだなと考えております。そ

ういった中で、あの場所を何とかしてほしいという考えの中で、今現在何か寂しさを感じるっ

ていうのが、私だけではないと思いますね。昨日も行ったんですけど、昨日は美瑛の会社をも

つ宮本バスさんですか、車１台「拓真館」に、私の前に横付けしたんですけど、バスが行けば

いっぱい人が降りてね、一気にあそこが賑やかになったんですけど。１番残念に思ったのは、

もう少し環境整備をしないと、いろいろ美瑛も広いからね、いっぺんに環境整備しれったって

大変ですけど、やはり開業していなくても、整備はするべきかな。今しようとしているんだか

ら余計なこと言うなって言われそうですけど、そういうことを強く感じたんです。それで「三

愛の丘」はどうかっていうと、「三愛の丘」はきれいでね。床屋したばっかりの頭みたいな感じ

で、きれい気持ち良いんで、ぜひそういったことも踏まえてね、みんなでやればいいんですけ

ど、草刈りっていうのが怪我するからね、誰でもできない、大勢で行ってやれるっていうわけ

にいかないので、何とか引き続き力を注いでほしいということを感じるわけです。 

そういった中で、あそこで何とかお客さんを呼んで、ものを売ってっていうことにはならん

と思う。今の空気を読んだ中ではね。それで私も冒頭述べたんですけど、いろんな状況の中で、

ものを売るんじゃなく、あそこに宿泊できる、要するに農家民宿みたいな感じでもいいし、ま

たはね、あそこを基準としてアパート形式みたいな、１人管理人をおいてね、今の若い者も集

団で生活するのを好んできているようなので、寝る場所が別でも、炊事場は一緒とか、そうい

う格安の泊まり場所、それが近くの酪農、もしくは農家の手助けになる基準にね、なるんじゃ

ないか。例えば、昨日の一般質問でもありましたけど、なかなか、美瑛に住むにしても、住む

家がないって言ったって、ないわけでないんだよね。あっても高くて、やっぱりそこを利用で

きないんですよ。最低賃金で働いて月休まないで２０日間働いたとしても１２万弱ぐらいの状

況の中で、家賃４万円も取られちまったら大変なんでね。だから、何とか、この美瑛で体験し

たいと思う若者、そういった若者が１シーズンでも過ごせる場所というか、そういうところに

あの施設を利用してほしいなということを、強くつけ加えておきたいなというふうに感じてお

ります。実際に牧場に勤めるにしても、美瑛は美馬牛の方面には住むところがないから、上富

良野から通っている人もいるんですよね。「びえい牧場」は別ですけど、基本が上富良野町です

から、上富良野から通う人が多いのは確かなんですけど、「美瑛ファーム」にしてもね、上富良
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野から、住む場所を上富良野に置いている人も少なからずいるわけなんです。要するに、「拓真

館」の前から通うんだったら上富良野から通うより近いしね。いろんな状況の中で利用ができ

るんでないかなと、そういうふうに思うわけです。私は、そういったことも強く受け入れて、

そして、今そういった国あげて、そういうふうにも力入れてます。マンション全部を民泊にす

るとかなんていうのも報道されていますけど、そんな大きなことでなくていいですから、本当

に美瑛で仕事したい、でも住む家がないよ、住む家がないよって言ったらちょっと誤解を招く

んですけど、安く泊まれるところがないよ。要するに、最低賃金で働いても何とか生活して体

験をできるような施設が、私は急務だと、そういうふうに考えてます。あまり大きなことを考

えても実現しないので、せめて、せめて今、空いている空き家利用、要するに「四季の交流館」

を本当に活きた使い方をしてほしいもんだなと、そういうふうに強く、強く望んでいるところ

です。話後先になりますけれど、「四季の交流館」の裏山の上にあがったらすばらしい眺望で、

私地元ですけど感激してね、ずっと立ちすくんでいましたけれど、どうぞああいうすばらしい

ところを活かしてですね、進めてほしい。今どうのこうのじゃないけれど、今後の計画の中に

織り込んでいただきたい。いまいち答弁をお願いします。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） 浜田町長。 

○町長（浜田 哲君） はい。穂積議員さんは地元ということもあり、また、議員活動の中で深

くかかわった案件だということで、大変切実な、そしてまた強い思いのこもった再質問をいた

だいたというふうに判断をしています。 

最初にまず、前田真三先生がお開きになった「拓真館」でありますけども、このたび３０年

という歴史を刻まれました。お祝いの席等にも出させていただきました。議員の皆さん方にも

出席をいただきましたけども、心から改めてお祝いを申し上げるとともに、「拓真館」が、前田

先生が「拓真館」を建てながら、貢献をいただいた、美瑛町のまちの発展に貢献をいただいた

ことを、改めて心から感謝を申し上げたいというふうに思っています。前田先生は特別功労者

ということでありますから、そういった部分では、美瑛町のまちの歴史に刻まれて、今後も生

きていくというふうに思っているところであります。 

「拓真館」の往時の状況を思い起こしますと、今とは全くかなり違う姿で、多くのお客さん、

入りきらないようなお客さんがいたりですね、議員がご指摘のとおり、道路がもう通れないと

いうようなことがあったと。議員同期で、議員をさせていただいて、そのときの情報等も私も

今も覚えているところであり、この「四季の交流館」の建設にあたっては、そういう状況の中

で建てられたというふうに判断をしています。ただ初めて今、情報を聞いたんですけども、デ

モをするというようなこと、デモンストレーションをするといったことを初めて、今初めて聞

きました。そんなのやりとりがあったということで、そういったことは初めて伺いましたが、
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地域の方々がこれまで「四季の交流館」の運営に大変なご尽力を賜ってきたことも、改めて地

元の人にお礼を申し上げたいというふうに思っていますし、「拓真館」を守り育ててきたその地

域の方々の功績についても感謝を申し上げたいというふうに思っています。 

そんな中で美瑛町のまちづくり、いろいろと進んできたところでありますけども、当時も農

業と観光というような部分のいろんな課題があったということを、改めて認識をしているとこ

ろであります。そんな中で、この「四季の交流館」の活用について、町長、適切な対応せよと

いうことであります。議員ご指摘のですね、農泊推進、また今国の方でも簡易宿泊の法改正等、

非常に地域、ツーリズムの部分について積極的な対策を打ってきていますので、非常に前を見

据えたご提案をいただいているというふうに認識をしてます。私もこの「四季の交流館」の運

用にあたっては、地域の方々にご理解をいただきながら、この施設が有効に、特に農業の担い

手の関係の方々ですとか、そういった部分の役に立つような施設になればというような部分を

持っている面もあります。この交流館の今の、先ほども答弁で申し上げましたけども、今の方

向性としては、まずは、町長がいきなり何かということよりも、いろんな方々のご意見、また

いろんな方々の活用に対するノウハウ、そういったものを求めてみようということで、方向を

定めています。私どもが思っているよりもっといろんなこう幅の広い活用計画が出てくること

を期待して、そういう方向性を探っているところであります。今後具体的な案が出てきて、こ

れはというようなことがあれば、またご説明をさせていただければと思っていますし、しかし

あまりこれはなということ、例えば地域の方々との接点がどうとれるかというようなことが問

題があったりですね、当然「拓真館」という重要な施設がある地域、すぐそばですから、「拓真

館」の行なっている取り組み、つくっている環境を壊すようなものであってもいけませんし、

そういった部分を十分に鑑みながらの対応をさせていただかなければならないということであ

りますので、提案をいただいた内容でなかなか上手くいかないということも可能性があります。

町長としては、そういったときのことも考えながら、今この「四季の交流館」についての再生

の部分について取り組んでいるんだということをぜひご理解をいただき、今、穂積議員からご

指摘をいただいた案についてもですね、非常に重要な案だというふうに認識をしているという

ことで、ご理解いただきたいと思っています。今、農業関係ばかりでなくて、地域が非常に人

口減少とかいろんな課題を抱える中で、町の運営自体が厳しいという、そういう中で、地域の

運営というのはさらに厳しいわけでありますから、そこに我々もしっかりと支援をしていく、

対策を打っていくという中に、こういった施設も検討していくということはやぶさかでないと

いうふうに理解しています。以上であります。 

○議長（濱田洋一議員） はい、１０番議員の質問を終わります。以上で通告のありました質問

は終了しました。これをもって一般質問を終わります。 
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日程第３ 議案第１号 美瑛町職員の旅費に関する条例の一部改正について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第３、議案第１号、美瑛町職員の旅費に関する条例の一部改正に

ついての件を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、鈴木総務課長。 

（総務課長 鈴木 貴久君 登壇） 

○総務課長（鈴木貴久君） おはようございます。議案第１号の提案理由につきましてご説明を

申し上げます。議案集につきましては１頁になります。また、条例の改正の要旨及び新旧対照

表は別冊資料の１頁と２頁になりますので、お開きの上ご参照願います。今回の条例改正は、

条例第２条で赴任について定義をしておりますが、支給対象となる範囲を明確に定めていない

ため、新たに採用された職員のうち、規則で定めるものに対して現状に合わせた形で支給する

こととして明文化を図り、本条例の一部を改正し、あわせて文言の整理を行うものでございま

す。なお、規則の改正は、資料の１頁下段に記載している内容の追加を予定しております。施

行期日は公布の日からとなります。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

別冊の資料に基づく説明は省略します。以上で、議案第１号の提案理由の説明を終わります。

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。改正条例全文について、質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、日程第３、議案第１号の件を採決します。議案第１号、美瑛町職員の旅費に関す

る条例の一部改正についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。（挙

手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１号の件は原案のとおり可決されました。 
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日程第４ 議案第２号 美瑛町税条例の一部改正について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第４、議案第２号、美瑛町税条例の一部改正についての件を議題

とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

三井税務課長。 

（税務課長 三井 浩君 登壇） 

○税務課長（三井 浩君） おはようございます。議案第２号の提案理由につきまして、説明を

申し上げます。議案集は２頁から１２頁、改正の要旨、新旧対照表は資料の３頁から３１頁ま

でになります。今回の改正は、地方税法及び航空燃料譲与税の一部を改正する法律、地方税法

施行令、施行規則の一部を改正する省令がそれぞれ平成２９年３月３１日に公布されたことに

伴い、本条例の一部を改正するものです。最初に議案を朗読させていただき、その後改正内容

について説明いたします。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、改正内容を資料により説明させていただきます。資料の３頁をお開きください。２の

改正概要の中で、主なものにつきまして説明をしてまいります。なお、文末の括弧内は、それ

ぞれ該当する条番号及び改正附則等の条番号になっております。また、新旧対照表は、その次

の７頁から３１頁になりますのでご参照願います。 

まず、町民税では、個人町民税の所得割の課税方式の見直しによる改正で、課税標準である

特定配当等所得または特定株式等譲渡所得について、所得税の確定申告書が提出された後に個

人住民税の申告書が提出された場合には、後者の申告書に記載された事項を基に課税できるこ

とや、申告書に必要事項を記載している場合には、配当割額または株式等譲渡所得割額を個人

住民税の所得割額から控除する規定を改正するものです。法人町民税の申告納付及び不足税額

の納付の手続きの改正では、納付に伴う延滞金の計算の基礎となる期間に係る規定を整備する

ものです。次に、４頁の控除対象配偶者の定義規定の改正では、現行の「控除対象配偶者」に

該当するものは、「同一生計配偶者」と名称を変更するものです。 

固定資産税では、待機児童解消のための受け皿整備に係る固定資産税の課税標準の特例措置

の創設及びわがまち特例の導入で、家庭的等保育事業の用に供する家屋及び償却資産に対する

課税標準の特例について、規定を整備するものです。６頁をお開きください。耐震改修等が行

われた認定長期優良住宅に対する固定資産税の特例措置の改正で、耐震改修等または省エネ改

修が行われ、長期優良住宅の認定を受けて申告した場合には、工事が完了した翌年度に限り、

税額を減額する特例措置の規定を整備するものです。 
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次に、軽自動車税では、軽自動車税の納期の変更で、納税者の税負担の平準化を図るため、

納期を６月１日から６月３０日までとするものです。また、グリーン化特例の適用期限を、２

年延長するための規定を整備するものです。その他といたしまして、地方税法の改正等に伴う

所要の関連規定の整備を行うものです。以上で、議案第２号の提案理由についての説明を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。改正条例全文について、質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第４、議案第２号の件を採決します。議案第２号、美瑛町税条例の一部改正に

ついての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第５ 議案第３号 美瑛町都市計画税条例の一部改正について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第５、議案第３号、美瑛町都市計画税条例の一部改正についての

件を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

三井税務課長。 

（税務課長 三井 浩君 登壇） 

○税務課長（三井 浩君） 議案第３号の提案理由につきまして、ご説明を申し上げます。議案

集は１３頁から１４頁、改正の要旨、新旧対照表は資料の３２頁から３７頁になります。今回

の条例改正は、地方税法の一部を改正する法律が平成２９年３月３１日に公布されたことに伴

い、条例の一部を改正するものです。改正の概要につきましては、地方税法の一部改正による

税条例の一部改正に合わせまして、附則条項のずれの修正等、条文の整備を行うものです。そ

れでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

改正の要旨、概要は、冒頭説明したとおりでありますので、説明を省略させていただきます。
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資料をご参照願います。以上で、議案第３号の提案理由について説明を終わります。よろしく

お願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。改正条例全文についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、日程第５、議案第３号の件を採決します。議案第３号、美瑛町都市計画税条例の

一部改正についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第３号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第６ 議案第４号 過疎地域等における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部 

 改正について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第６、議案第４号、過疎地域等における固定資産税の課税の特例

に関する条例の一部改正についての件を議題とします。本件について提案理由の説明を求めま

す。 

（「はい」の声） 

三井税務課長。 

（税務課長 三井 浩君 登壇） 

○税務課長（三井 浩君） 議案第４号の提案理由につきまして、説明を申し上げます。議案集

は１５頁、改正の要旨、新旧対照表は資料の３８頁及び３９頁です。今回の改正は、過疎地域

自立促進特別措置法の一部を改正する法律が平成２９年３月３１日に公布されたことに伴い、

本条例の一部を改正するものです。改正の概要は、固定資産税の課税免除または不均一課税に

伴う措置の対象となる事業のうち、情報通信技術利用事業が除外され、新たに農林水産物等販

売業が追加され、期限を平成３１年３月３１日までに延長するものです。それでは、議案を朗

読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

改正の要旨、概要は、冒頭説明したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。
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資料をご参照願います。以上、議案第４号の提案理由について説明を終わります。よろしくお

願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。改正条例全文についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第６、議案第４号の件を採決します。議案第４号、過疎地域等における固定資

産税の課税の特例に関する条例の一部改正についての件を、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、議案第４号の件は原案のとおり可決されました。

１０時５５分まで休憩します。 

休憩宣告（午前１０時４１分） 

再開宣告（午前１０時５５分） 

 

日程第７ 議案第５号 美瑛町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等に係る利用者 

負担に関する条例の一部改正について 

 

○議長（濱田洋一議員） 休憩前に続いて会議を再開します。日程第７、議案第５号、美瑛町特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等に係る利用者負担に関する条例の一部改正につい

ての件を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、小杉保健福祉課長。 

（保健福祉課長 小杉 昌敏君 登壇） 

○保健福祉課長（小杉昌敏君） おはようございます。議案第５号の提案理由につきましてご説

明を申し上げます。議案集につきましては、１６頁から１７頁になります。条例改正要旨及び

新旧対照表は、別冊資料の４０頁から４４頁になります。今回の条例改正につきましては、子

ども・子育て支援法施行令が一部改正され、低所得世帯及びひとり親世帯等の利用者負担額の

軽減が拡充されたことなどに伴い、本町の保育所、幼稚園等においても、子ども・子育て支援
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法施行令の一部改正が施行される平成２９年４月１日にさかのぼり、利用者負担軽減措置を適

用するための条例改正及び、本町独自の子育て支援施策として町内の保育所、幼稚園等を利用

する全ての子どもにおいて、当該年度分の課税状況が反映される平成２９年９月分から利用者

負担を半額に軽減するため、本条例の一部を改正するものであります。最初に議案を朗読させ

ていただき、その後改正内容につきましてご説明を申し上げます。それでは、議案を朗読いた

します。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、別冊資料によりご説明させていただきますので、別冊資料の４０頁をお開き願い

ます。１の改正要旨につきましては前段でご説明申し上げましたので、説明を省略させていた

だきます。 

２の改正の概要につきましてご説明を申し上げます。本条例の改正点は、大きく２点でござ

います。まず１点目は、子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴う改正であります。①の

多子世帯に係る特例措置の拡充につきましては、市町村民税非課税世帯に属する第２子の利用

者負担額を無料とする改正でございます。②のひとり親世帯等に係る特例措置の拡充につきま

しては、市町村民税所得割が一定額以下のひとり親世帯等の利用者負担額の軽減特例措置の拡

充を行うものであります。③につきましては、利用者負担の計算に用いる市町村民税の所得割

額に加算する額として、ふるさと納税に係る控除額を追加するものでございます。 

２点目につきましては、美瑛町の独自施策による利用者負担の軽減であります。平成２９年

４月に北海道が独自事業として保育所等を利用する第２子以降の３歳未満児の保育料を無償化

する、多子世帯の保育料軽減支援事業が実施され、北海道の保育料軽減支援事業を実施する市

町村に対する補助制度が創設されたところでございます。美瑛町におきましては、北海道の多

子世帯の保育料軽減支援事業につきまして、導入に向けた検討を行ってきたところでございま

すが、北海道の独自事業につきましては軽減される対象児童の年齢が３歳未満で、また、多子

世帯における第２子以降を限定されることから、子どもの年齢や子どもの数などによって軽減

の対象とならない場合が生じ、不公平感が生じること、また、道の独自事業の今後の継続性に

ついては未定であること、さらに、０歳児から２歳児までを対象とした保育料軽減策であるこ

とから、当該年齢児童において、今後の保育需要が増加することが予想され、受け入れ態勢な

どに影響が出ることが考えられることから、道の軽減支援事業の実施を見送り、本町が子育て

支援策として翌年度からの実施に向け検討しておりました町独自の保育料の軽減事業としまし

て、本町の保育所、幼稚園等を利用する全ての児童の保育料を半額とする軽減事業を、今年９

月から前倒しで実施することで、就学前の子育て世代の経済的負担を軽減し、本町の子育て支

援のさらなる充実を図るものでございます。 

３の施行期日につきましては、子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴う条例改正につ
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きましては、子ども・子育て支援法施行令の一部改正が施行される平成２９年４月１日から適

用し、美瑛町の独自施策による利用者負担額の軽減は、当該年度分の課税状況が反映される平

成２９年９月１日から施行するものです。なお、別冊資料４１頁から４４頁までの新旧対照表

の説明は省略させていただきます。以上で、議案第５号の提案理由の説明を終わります。よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。改正条例全文についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第７、議案第５号の件を採決します。議案第５号、美瑛町特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業等に係る利用者負担に関する条例の一部改正についての件を、原案の

とおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、議案第５号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第８ 議案第６号 美瑛町へき地保育所条例の一部改正について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第８、議案第６号、美瑛町へき地保育所条例の一部改正について

の件を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、小杉保健福祉課長。 

（保健福祉課長 小杉 昌敏君 登壇） 

○保健福祉課長（小杉昌敏君） 議案第６号の提案理由につきまして、ご説明を申し上げます。

議案集につきましては１８頁から１９頁になります。条例改正要旨及び新旧対照表は、別冊資

料の４５頁から４７頁になります。今回の条例改正につきましては、子ども・子育て支援法施

行令が一部改正され、低所得世帯及びひとり親世帯等の利用者負担額の軽減が拡充されたこと

などに伴い、本町のへき地保育所においても、子ども・子育て支援法施行令の一部改正が施行

される平成２９年４月１日にさかのぼり、利用者負担軽減措置を適用するための条例改正及び、

本町の独自の子育て支援施策としての町内のへき地保育所を利用する子どもにおいて、当該年
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度分の課税状況が反映される平成２９年９月分から利用者負担を半額に軽減するため、本条例

の一部を改正するものであります。最初に議案を朗読させていただき、その後改正内容につき

ましてご説明をいたします。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、別冊資料によりましてご説明をさせていただきますので、資料の４５頁をお開き

願います。１の改正要旨につきましては、前段で説明いたしましたので、説明を省略させてい

ただきます。 

２の改正の概要につきましてご説明申し上げます。本条例の改正点は大きく２点で、１点目

は子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴う改正、２点目は美瑛町の独自施策による利用

者負担額の軽減であります。改正概要の説明につきましては、議案第５号の美瑛町特定教育保

育施設及び特定地域型保育事業等に係る利用者負担に関する条例の一部改正で説明した内容と

同様のため、省略をさせていただきます。 

３の施行期日につきましては、子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴う条例につきま

しては、子ども・子育て支援法施行令の一部改正が施行される平成２９年４月１日から適用し、

美瑛町の独自施策による利用者負担額の軽減は、当該年度分の課税状況が反映される平成２９

年９月１日から施行するものです。なお、別冊資料４６頁から４７頁の新旧対照表の説明は省

略させていただきます。以上で、議案第６号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。改正条例全文についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第８、議案第６号の件を採決します。議案第６号、美瑛町へき地保育所条例の

一部改正についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、議案第６号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第９ 議案第７号 美瑛町定住促進住宅条例の一部改正について 
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○議長（濱田洋一議員） 日程第９、議案第７号、美瑛町定住促進住宅条例の一部改正について

の件を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

三田村住民生活課長。 

（住民生活課長 三田村 尚樹君 登壇） 

○住民生活課長（三田村尚樹君） 議案第７号、美瑛町定住促進住宅条例の一部改正の提案理由

につきまして、ご説明を申し上げます。議案集につきましては、２０頁から２１頁になります。

別冊資料につきましては、４８頁に改正要旨と改正概要、４９頁に新旧対照表を掲載しており

ます。最初に、別冊資料にて改正要旨、改正概要を説明させていただきます。 

改正要旨につきましては、美瑛町へ移住を求める者に対し、本町が持つ自然環境や農村景観

などの恵まれた地域資源の中、町内に定住先が決まるまでの仮の住まいを提供すべく、平成２

５年に本条例を制定しました。当初は、２戸の旧消防住宅を改装し、昨年の９月には市街地に

一戸建ての住宅と、郊外に３戸の旧教員住宅を定住促進住宅として整備を進め、５月現在、全

ての定住促進住宅が移住希望者で埋まっている状態です。使用しなくなった旧教員住宅を教育

委員会から引き継ぐことにより、今後も町の財産を有効活用するとともに、町の活性化に向け

た取り組みの一つとして、移住定住対策事業を積極的に進められるよう、４戸の住宅を追加す

るため、本条例の一部を改正するものです。改正概要につきましては、住宅戸数４戸分の追加

により、第２条名称及び位置を別表第１に、第８条家賃の額を別表第２に規定するものです。

それでは、議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で、議案第７号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。改正条例全文についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、日程第９、議案第７号の件を採決します。議案第７号、美瑛町定住促進住宅条例

の一部改正についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第７号の件は原案のとおり可決されました。 
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日程第１０ 議案第８号 美瑛町立学校設置条例の一部改正について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第１０、議案第８号、美瑛町立学校設置条例の一部改正について

の件を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

吉川教育委員会管理課長。 

（教育委員会管理課長 吉川 智巳君 登壇） 

○管理課長（吉川智巳君） 議案第８号の提案理由につきまして、ご説明申し上げます。議案集

につきましては、２２頁になります。改正要旨、新旧対照表は資料の５０、５１頁になります

ので、ご参照願います。今回の条例改正につきましては、平成２８年３月末日をもって休校し

ておりました美瑛町立美進小学校が、新規就農者技術習得管理施設として活用することになっ

たことから、学校を廃止するため、学校設置条例の一部改正をお願いするものであります。そ

れでは議案を朗読します。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で、議案第８号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。改正条例全文についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１０、議案第８号の件を採決します。議案第８号、美瑛町立学校設置条例の

一部改正についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第８号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１１ 議案第１１号 美瑛町特別功労者の推薦について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第１１、議案第１１号、美瑛町特別功労者の推薦についての件を

議題とします。提出者の説明を求めます。 
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（「はい」の声） 

浜田町長。 

（町長 浜田 哲君 登壇） 

○町長（浜田 哲君） 議案第１１号の提案理由について説明を申し上げます。議案集４３頁で

ございます。まず朗読をさせていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

皆さんもご存じのとおり、議長としてご活躍をいただき、我々も大変お世話になったところ

であります。齊藤正氏におかれましては、美瑛町議会議員５期２０年、この間産業建設常任委

員会委員長１期４年間、産業経済常任委員会委員長１期４年間、議長２期８年間歴任され、町

政の発展と地方自治の振興に向け、ご活躍をされました。心からお礼を申し上げているところ

であります。また、昨年旭日双光章を受章されました。以上であります。よろしくお願いを申

し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次は討論でありますけれども、省略をしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１１、議案第１１号の件を採決します。議案第１１号、美瑛町特別功労者の

推薦についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１１号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１２ 議案第１２号 美瑛町特別功労者の推薦について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第１２、議案第１２号、美瑛町特別功労者の推薦についての件を

議題とします。提出者の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

浜田町長。 

（町長 浜田 哲君 登壇） 

○町長（浜田 哲君） 引き続き、議案第１２号の提案理由を説明をさせていただきます。朗読

をいたします 
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（議案の朗読を省略する） 

大西氏におかれましても皆さんご存じの方で、大変美瑛町の発展に、農業の発展にご尽力を

いただいた方であります。主な功績でありますけども、美瑛町農業協同組合代表理事組合長１

２年９カ月、この間上川生産農業協同組合連合会代表理事会長、上川地区農業協同組合長会会

長、上川地区農協米対策委員会委員長を務められるなど、農業の発展に美瑛町ばかりでなくて、

上川全体の場において大変なご活躍をいただきました。心から敬意を申し上げるところであり

ます。また、平成２５年に北海道産業貢献賞、平成２７年に美瑛町公益表彰を受賞されており

ます。どうかよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次は討論でありますが、省略をしたいと思います。ご異議はありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１２、議案第１２号の件を採決します。議案第１２号、美瑛町特別功労者の

推薦についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手全員であります。したがって、議案第１２号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１３ 議案第９号 平成２９年度美瑛町一般会計補正予算について 

日程第１４ 議案第１０号 平成２９年度美瑛町老人保健施設事業特別会計補正予算について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第１３、議案第９号、平成２９年度美瑛町一般会計補正予算につ

いての件及び日程第１４、議案第１０号、平成２９年度美瑛町老人保健施設事業特別会計補正

予算についての件を一括議題とします。これから、各議案の提案理由の説明を求めます。まず

は、議案第９号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、鈴木総務課長。 

（総務課長 鈴木 貴久君 登壇） 

○総務課長（鈴木貴久君） 議案第９号の提案理由につきましてご説明を申し上げます。議案集

は２３頁から３６頁になります。今回の補正予算は、総務費では、特別功労者の認証、地域お

こし協力隊募集経費、農泊推進対策事業、まちづくり寄附金件数増に伴う所要額の追加、民生
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費では、地域介護・福祉空間整備事業費の追加、衛生費では、ゴミステーション設置補助、浄

化センターし尿処理脱水機の修繕費の追加、農林水産業費では、強い農業づくり交付金、旧畜

産センター敷地内の記念碑等の移設費、白金牧場の旧監視舎の解体と新設工事費用の追加、商

工費では、商工会が実施するプレミアム付き商品券発行事業、空き店舗対策事業への補助と、

丘のまち活性化協会が実施する移住・定住助成事業の補助の追加、土木費では、町道白金美瑛

線の工事設計委託料、町営住宅の改修費、定住促進住宅の購入費及び農業労働力確保のための

町営住宅建設事業費の追加、教育費では、国の制度改正に伴う短時間労働者の共済費の追加と、

丘のまちびえいまちづくり基金の積み立てなどでございます。最初に議案条文を朗読し、その

後、補正内容の説明をさせていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出から説明いたします。２９頁をお開き願い

ます。歳出、第２款総務費、第１項総務管理費、第２目一般管理費、補正額１４７万円の追加。

一般管理事業、食糧費は、開拓記念式の中で行う特別功労者認証に伴う祝賀会経費、通信運搬

費はまちづくり寄附件数増に伴う贈答品の発送費用などの追加でございます。第７目地域振興

費、補正額１１３０万円の追加。地域おこし協力隊管理事業は、空き店舗を活用し起業を目指

す地域おこし協力隊の募集経費で８０万円の追加、農泊推進対策事業は、丘のまちびえい活性

化協会が実施する農泊推進事業実施のための補助金１０５０万円の追加です。第１２目諸費、

補正額１０８７万５０００円の追加。１特別功労者表彰事業は、特別功労者２名の認証に係る

経費１２０万円の追加、まちづくり寄附管理事業は、まちづくり寄附金増に伴う贈答品及び公

金代納システム利用料合わせて９６７万５０００円の追加です。第３款民生費、第１項社会福

祉費、第２目高齢者福祉費、補正額３８万８０００円の追加。地域介護・福祉空間整備事業、

町内の小規模多機能事業所３事業所に自動火災報知設備設置費用を追加するものであります。

全額国庫補助金で対象となってございます。第２項児童福祉費、第２目保育所費、補正額５０

００円の追加。保育センター管理運営事業、保育中の軽度な事故に伴う診療分共済給付金の追

加でございます。次の頁になります。第４款衛生費、第２項清掃費、第１目清掃総務費、補正

額２０万５０００円の追加。ゴミステーション設置整備補助事業、ゴミステーションの設置要

望数増に伴う設置補助金の追加です。第３目し尿処理費、補正額１８４万７０００円の追加。

浄化センター管理運営事業、し尿処理脱水機のスクリュー羽の磨耗に伴う取り替え費用の追加

でございます。第６款農林水産業費、第１項農業費、第２目農業振興費、補正額２２０７万８

０００円の追加。１強い農業づくり交付金事業は、事業費割り当て内示額増加に伴う補助金２

１９８万７０００円の追加、新規就農者技術習得管理施設整備事業は、施設研修補助農地取得

に伴う土地改良区賦課金の追加、９万１０００円の追加でございます。第３目畜産業費、補正

額６９６万７０００円の追加。１畜産振興管理事業は、旧畜産センター共進会場内の記念碑の
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移設などに係る費用１５４万５０００円の追加、白金牧場管理運営事業は、白金牧場旧監視舎

の解体及び新設工事費用で５４２万２０００円の追加です。次の頁になります。第７款商工費、

第１項商工費、第２目商工業振興費、補正額３４５０万円の追加。１美瑛町消費活性化事業は、

商工会が実施するプレミアム付き商品券発行のための補助金２４５０万円の追加、美瑛町商店

街活性化事業は、同様に商工会が実施する空き店舗対策事業に係る補助金１０００万円の追加

です。第７目移住対策費、補正額２０７０万円の追加。１セカンドホームツーリズム事業、ビ

ルケの森体験住宅の室内換気設備などの修繕費用で７０万円の追加、２美瑛町定住住宅取得助

成事業は、丘のまちびえい活性化協会が実施する移住・定住助成事業に対する補助金２０００

万円の追加です。第８款土木費、第２項道路橋梁費、第１目道路維持修繕費、補正額３４０万

円の追加。道路維持修繕事業、町道白金線法面補修工事の設計委託料の追加でございます。第

５項住宅費、第１目住宅管理費、補正額２４４１万１０００円の追加。１町営住宅管理事業、

定住促進住宅４戸分の改修費用で８００万円の追加です。２定住促進住宅購入事業は、定住促

進住宅として活用するため、新たに一般住宅２戸を購入する費用及び手数料で１６４１万１０

００円の追加です。第２目住宅建設費、補正額２６２０万円の追加。町営住宅建設事業、農業

労働力の確保と地域の活性化を図るため、俵真布地区に町営住宅を建設する費用の追加でござ

います。次の頁になります。第１０款教育費、第１項教育総務費、第２目事務局費、補正額１

４７９万７０００円の追加。教育委員会事務局管理事業、国の法律改正により社会保険適用範

囲が拡大となり、学校の給食従事員などの短時間労働者が適用対象者となったため、事業者が

負担する年金及び保険料の追加でございます。第１２款諸支出金、第１項普通財産取得費、第

８目丘のまちびえいまちづくり基金費、補正額１２０５万７０００円の追加。丘のまちびえい

まちづくり基金の運用管理事業、ふるさと納税寄附金８１０件分を基金に積み立てる追加でご

ざいます。 

次に歳入について説明いたします。２７頁にお戻り願います。歳入、第９款地方交付税、第

１項地方交付税、補正額８０万円の追加。特別交付税、空き店舗活用のため、地域おこし協力

隊の事業募集に係る経費でございます。第１２款使用料及び手数料、第１項使用料、第５目商

工使用料、補正額５６万円の追加。セカンドホームびえい使用料、ビルケの森体験住宅使用料

の追加です。第１３款国庫支出金、第２項国庫補助金、第１目総務費補助金、補正額２４１４

万５０００円の追加。地方創生推進交付金、商店街活性化事業、定住住宅取得助成事業などで

地方創生交付金２分の１を充当するものでございます。第２目民生費補助金、補正額３８万８

０００円の追加。地域介護・福祉空間整備推進交付金、小規模多機能３事業所の火災報知機の

設置に係る国庫補助金でございます。第１４款道支出金、第２項道補助金、第４目農林水産業

費補助金、補正額２１９８万７０００円の追加。強い農業づくり交付金、経営体育成支援事業

割り当て内示に伴う交付金の追加でございます。第１６款寄附金、第１目寄附金、補正額１２



 

－ 34 － 

０５万７０００円の追加。まちづくり寄附金８１０件分の追加でございます。第１７款繰入金、

第１目繰入金、補正額４８３０万円の追加。公共施設等整備基金繰入金は、俵真布地区の町営

住宅建設事業で２６２０万、丘のまちびえいまちづくり基金繰入金は、地方創生推進交付金対

象事業に係る事業費を基金から繰り入れする２２１０万円を追加するものでございます。第１

８款繰越金、第１目繰越金、補正額４９２５万８０００円の追加。前年度繰越金でございます。

平成２８年度の繰越金の額は１億６２７８万１０００円で、今回補正による繰越金計上額は記

載されている累計７１５９万９０００円となり、平成２８年度の繰越金の保留額は９１１８万

２０００円となっております。第１９款諸収入、第５項雑入、補正額１０５０万５０００円の

追加。１日本スポーツ振興センター補償金は共済給付金５０００円と、２の農山漁村振興交付

金は農泊推進対策事業交付金１０５０万円の追加でございます。第２０款町債、第１項町債、

第５目商工債、補正額２３２０万円の追加。過疎対策ソフト分商工業振興事業債、消費活性化

事業プレミアム付き商品券発行のため、過疎債の追加でございます。 

続きまして第２表の説明をいたします。２６頁へお戻り願います。第２表地方債補正、起債

の総額にプレミアム付き商品券の商工業振興対策事業分２３２０万円を追加し、総額を１３億

２５６０万円とするものでございます。起債の目的、変更前限度額、変更後限度額のみ申し上

げます。起債の目的、過疎対策事業、商工業振興事業。変更前限度額９億９７９０万円、変更

後限度額１０億２１１０万円。合計、変更前限度額１３億２４０万円、変更後限度額１３億２

５６０万円。なお、起債の方法、利率、償還方法については変更前と同じです。２４頁と２５

頁の第１表歳入歳出予算補正については、説明は省略させていただきます。以上で、議案第９

号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） 次に、議案第１０号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

小杉保健福祉課長。 

（保健福祉課長 小杉 昌敏君 登壇） 

○保健福祉課長（小杉昌敏君） 議案第１０号の提案理由につきましてご説明を申し上げます。

議案集は３７頁から４２頁になります。美瑛町老人保健施設「ほの香」は、平成１８年度から

指定管理者制度を導入し、また、平成２３年度からは施設の介護サービス提供に係る介護保険

事業収入や利用料などを指定管理者の収入とする利用料金制度を導入しているところであり

ます。今回の補正予算は、美瑛町老人保健施設「ほの香」の指定管理に関し、指定管理者であ

る社会福祉法人美瑛慈光会と美瑛町が締結している指定管理者基本協定書において、前年度決

算に事業利益が発生した場合の町への納付規定に基づき、事業利益の一定額を町が収受するこ

とによる歳入の補正と、これを財源として基金に積み立てを行う歳出の補正であります。それ

では、議案条文を朗読させていただきます。 



 

－ 35 － 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出からご説明を申し上げます。議案集の４１

頁をお開き願います。歳出、第３款基金積立金、第１項基金積立金、第１目老人保健施設事業

基金積立金、補正額６７３万３０００円の追加補正でございます。この積立金は、老人保健施

設「ほの香」の施設及び設備の大規模な改修などに備えるため、指定管理者からの利益納付金

を財源として基金に積み立てるものであります。 

次に、歳入についてご説明申し上げます。３９頁にお戻りください。歳入、第４款諸収入、

第２項雑入、第１目雑入、補正額６７３万３０００円の追加補正でございます。内容は、施設

運営事業利益納付金で、指定管理者基本協定書において、美瑛町老人保健施設「ほの香」の決

算における事業利益の３０パーセントを町に納付する規定となっていることから、平成２８年

度の運営において約２２４４万６０００円の事業利益が生じたことから、事業利益の３０パー

セントの６７３万３０００円を利益納付金として指定管理者から収受するものであります。な

お、３８頁の第１表歳入歳出予算補正につきましては、説明を省略させていただきます。以上

で、議案第１０号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これで、２案件について提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。２案件に関連する事項についての総括質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで２案件に関連する総括質疑を終わります。 

次に、議案第９号について総括質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第９号についての総括質疑を終わります。 

午後１時まで休憩します。 

休憩宣告（午前１１時３８分） 

再開宣告（午後 １時００分） 

○議長（濱田洋一議員） 休憩前に続いて会議を再開します。 

次、議案第９号についての質疑を行います。議案集２９頁から３２頁まで。 

はじめに、平成２９年度美瑛町一般会計補正予算の歳入歳出補正予算事項別明細書、歳出第

２款総務費から第６款農林水産業費までについての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

はい、９番和議員。 

○９番（和浩幸議員） ９番和でございます。私は、第２款、第１項、第７目地域振興費中、
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説明欄（２）の農泊推進対策事業についてお尋ねをいたします。農林水産省が力を入れている

事業と理解しておりますけれども、この農水省のホームページ等でこの事業の概要を見てもで

すね、かなりぼやっとした事業だなという印象が強いです。全部は読まないですけど、新たな

ライフスタイル、グリーンツーリズム、定住・半定住等、今まで出てきた言葉をいろいろ網羅

して非常に幅広い概念の事業ではないかなと思っております。この事業、１番期待しているの

は、現状それほど観光客が来られないような、農村地帯がこれを利用して交流促進を図ろうと

されるのかなと思いますけれども、我が美瑛町もうすでに１６０万、１７０万という観光客が

来られている、そういう町でありまして、その中でこの若干ぼやっとしたこの事業をどこに焦

点を当てて、何を目的に狙いを持って進めようとしておられるのか、まず考え方をお尋ねしま

す。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） 今野経済振興課長、経済文化振興課長。失礼しました。 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） 農泊推進対策事業ということで、平成２９年度から農水省

の方で観光庁と連携しながら新たに事業展開が図られている事業になります。農泊ということ

で、農水省の中の定義なんですけども、「日本ならではの伝統的な生活体験や農山漁村地域の

人々との交流を楽しむ滞在」ということになっています。この農泊をですね、美瑛町の中でビ

ジネスとして実施するために、今回ですね、美瑛町の中でどのようなことができるのかという

ことを狙いとしています。ですから今回はあくまでもこれは調査ということの中で、美瑛町で

果たしてこの事業を活用しながらですね、どんなことができるのかということを目的として、

今回事業を立ち上げながら、補正の中で、今回補正を提案していくものとなっております。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） ９番和議員。 

○９番（和浩幸議員） はい、具体的には、今年度を踏まえて次年度以降というふうに理解を

いたしました。２点ほど具体的にですけれども、中には専門、非常に幅広いので、専門家ある

いは専任のスタッフが企画や運営に携わっていく、そういうことを農水省も推奨しているとい

う指摘もありまして、こういうような人材の確保をどのように考えられているのかということ

と、もう１点、多分中心となるであろう農泊の、宿泊の部分でございますけれども、もちろん、

いわゆる農家民宿、ますます普及して取り組まれる農家が増えるのも望ましいことですし、廃

校舎、先進事例では廃校舎の利用、また、先ほど穂積議員から指摘もありましたように、「四

季の交流館」などの既存の施設、一定の役割を終了した既存の施設を利用していくとか、そう

いう面については非常に期待もできる部分がございます。ただ一方で、そうではない、新しい

宿泊施設を行政もしくは活性化協会が作ってそこに呼び込もうとしますと、ある面では民業圧

迫になっていってしまうような、既存の宿泊施設との兼ね合いもあると思いますけれども、そ
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この宿泊部分についての考え方の方針についてお尋ねします。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） 今野経済文化振興課長。 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） ２点の質問ということで、まず人材の確保ということです

が、人材活用事業、この中の人材活用事業というのを設けておりまして、地域をトータルコー

ディネートできるような人材の確保ということで、広くですね、インターネット等を活用しな

がらですね、公募していって人材を確保、これからしていく予定となっております。 

それと、ハードの方なんですが、ありきという考えの中で事業を進めるのではなく、美瑛町

の中で、その辺も調整をとりながら、民業圧迫にならないような形を考えながらですね、どの

ような形の施設整備がいいのかということを、この事業の中で調査していきますので、その結

果等々をですね、議会の方にもですね、報告をしながらですね、進めていきたいというふうに

考えております。 

○議長（濱田洋一議員） はい、他にはありませんか。質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。次へ進みます。 

次、議案集３３頁から３６頁まで、第７款商工費から第１２款諸支出金までについて、質疑

を許します。 

質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

はい、９番和議員。 

○９番（和浩幸議員） 続きまして私は、第８款、第５項、第２目、住宅建設費、説明欄、町

営住宅建設事業についてお尋ねをいたします。一般質問と違いまして、質疑３回しかできませ

んので、少々、ちょっと煩雑といいますか、やりにくいかもしれないですけれども、よろしく

お願いいたします。その意味で、まず６点についてお尋ねをさせていただきます。 

この事業でございますけれども、建設する町営住宅の場所はどこを設定されているのかお尋

ねいたします。 

２番目としまして、その住宅の構造、間取り、床面積など、詳細についてお尋ねいたします。 

３番目としまして、ここの町営住宅を建てる用地の所有者はどなたになるのでしょうか、お

尋ねいたします。 

４番目、このできる町営住宅に入居する方の人数、国籍、外国籍であればどのようなビザで

入国をされるのかについて、お尋ねをいたします。 

５番目、ここの入居者が、事前の説明によりますと農業振興ということでございますので、

入居者がどこで働く、研修なのかわかりませんけれども、働くのか、そこの法人、農家につい
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てお尋ねをいたします。 

最後６番目ですけれども、財源としまして、これ基金を取り崩すというふうに見れますけれ

ども、その理由についてお尋ねをいたします。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、三田村住民生活課長。 

○住民生活課長（三田村尚樹君） はい。６点の質問ということで、お答えをさせていただきま

す。 

１つ目の建設場所につきましては、今予定しているのは、農事組合法人萌育実生産組合の近

くという想定で考えております。 

間取り、構造、床面積につきましては、大体床面積は１００平米、３０坪程度というふうに

考えておりまして、構造は木造２階建てということで考えております。間取りにつきましては、

ちょっと今まだ設計、予算、補正予算の中でも設計委託を組んでおりまして、その中で細かく

決めていきたいというふうに思っているところです。 

あと３番目、建設用地の所有者ということですが、基本的には町の建物ということもありま

すので、町敷地、町の敷地に建てるというのが前提なんですが、町の敷地じゃないという場合

は寄附ということでお願いするような形で今進めております。ですので、寄附を前提としてい

るというところです。 

あと、入居する住民の人数、国籍、ビザですか、それに関しましては、聞いている範囲です

けれど、最大８人程度というふうに聞いております。あと、国籍につきましては、ベトナム社

会主義共和国。あと、ビザに関しましては、外国人技能実習生ビザというビザで来るというこ

とで聞いております。 

あと、５番目ですか、入居者が働くところということですが、要望書等、行政区、あと農業

法人、２社から三者連名で要望書も来ておりまして、今予定しているところといたしましては、

萌育実生産組合で働くということで聞いております。 

あと、最後の財源に基金を利用する、財源、財源ですか、それにつきましては、美瑛町公共

施設等整備基金を使わせていただくという考えでおります。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、９番和議員。 

○９番（和浩幸議員） はい。今のご答弁を聞きますと、用地のところはちょっとお答えいた

だけなかったですけど、寄附となると、もしかしましたらこの萌育実生産組合、また立地も萌

育実生産組合の近くということでありましたら、生産組合の用地を想定されているのかなと推

測いたします。その上で、もし違っていたら、後ほどご指摘いただければと思いますけれども、

そうしますと、一口でまとめてしまいますと、特定の法人で働く外国の方を住まわす町営住宅
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であると。それを、基金を取り崩して建設していこうという計画のように聞こえます。特定の

企業ですとか、法人で働く人、その人たちが住む宿舎っていうのは一般的には社宅でありまし

て、通常であれば社宅であればそこの企業が整備するのが通例でございます。今回、そこに税

金を投入されるということでございますけれども、特定法人の、ある意味で資産ともとれる施

設について、税金を投入されることについての見解をお伺いします。 

それと、すでにですね、多くの農家、法人の方も、自らの雇用者については、自らが整備を

して、身を切るような思い、努力をして取り組んでございます。また、だからこそ、そこが難

しいからこそ、雇用を諦めている、そういうような農業者、法人の方もいらっしゃいます。現

状、そういうような実態を鑑みたときに、行政としての公平性、平等性について逸脱するので

はないかという疑いも持たれるわけでございますけれども、やはり町営住宅として整備するの

であれば、公募が原則ではないかなと思いますが、お考えをお伺いします。 

もう１点、今回入居されるのが外国人技能実習生ということでございます。実習生が入居す

る町営住宅を、これまで町民の税金で積み上げてきました基金から取り崩して建てるというこ

とについて、違和感がございます。もちろん、外国人の労働者、実習生、研修生が美瑛町で働

くことについて疑義があるわけではございません。これについては、わざわざ遠くの国から美

瑛町まで来て働いていただけるというのは、本当に感謝の思い、ひと言でございます。ただし、

そこの入居として町営住宅ということが果たしてどうなのかなという思いもございまして、ご

見解をお伺いします。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、三田村住民生活課長。 

○住民生活課長（三田村尚樹君） ２点のご質問ということで、まず１点目ですが、今回町営住

宅として建てるにあたりまして、平成２２年に二股地区の方で、このような同じような形で、

例えば新規就農者などの担い手確保が憂慮されている中で、農業生産法人の雇用定着化と集落

機能の維持につながるといたしまして、地域の農業に従事する人を対象とした住宅需要に応え

るためにもですね、モデル的に町営住宅を建設した経緯があります。今回の町営住宅に関しま

しても、地域の定住促進や労働者確保、担い手対策などの地域産業の労働者確保が最重要課題

であるということから、地域、地区からの要望もありまして、そのことも含めまして検討し、

労働者の住宅を確保することによって、美瑛町の基幹産業である農林業の振興や地域地区の活

性化につながるというふうに考えまして、町営住宅を建設していきたいというふうに考えてお

ります。そういうことで、町に対しても、産業に対しても、寄与できるだろうということで町

営住宅として建設していきたいというふうに考えております。 

２つ目のところですが、基金を、外国人の方にということを遺憾に思われるということで、

おっしゃってたかなと思うんですが、今ちょっと外国人ということでお話をされているんです
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けれど、入る方が今前段で外国人なものですから、そういうふうに聞こえるかもしれませんけ

ど、基本的にこの建物、外国人を前提として、そういう間取りとかですね、そういう形で作る

っていう想定はしていません。一般町民も住めると、どういう方でも住めるというような間取

りでいきたいというふうに考えておりますので、外国人を特定とした住まい、住宅を想定して

おりませんので、そういう形で考えております。 

町営住宅は公募が普通だろうというお話でありました。条例の中でもですね、町営住宅管理

条例ですか、その中でも、あと施行規則の中でもですね、町営住宅の中には、国からの補助に

よって建てる公営住宅と、町の単独事業で行う町営一般住宅というような形で分けてありまし

て、今回建てるのがですね、町営一般住宅という設定になります。国の補助は入りませんので、

町営一般住宅という想定で建てさせていただきます。町営一般住宅の中で、条例にもあるんで

すが、公募の例外というところがありまして、町営住宅条例の第５条ですか、公募の例外とい

うところがありまして、町営一般住宅に入居を希望し、地域振興などに資するものとして、規

則で定める場合は公募はしなくていいですよというところがありまして、その辺に関しまして

規則の方ではですね、公募の例外第２条ですが、入居目的が地域産業の振興に資するものであ

って、町営一般住宅の存ずる地区内に就業する者または就業予定のある者は、公募はしなくて

も入居させて良いですよというところがありまして、条例等にも抵触はしないかなというふう

に考えております。また、公募の例外ですから、就職するから入れてくれっていうことでは単

純にはちょっといかないというふうに考えております。地区からの要望だとかですね、あと農

林課とか、農業振興機構だとか、その農業に従事するとか、その辺の連携を確認しながらです

ね、公募の例外はできるかなというふうに考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、９番和議員。 

○９番（和浩幸議員） まさにお尋ねしたいところを先にお答えいただいたところもございま

すけれども、お話に出ました二股の件は、少なくとも私は議会議員になる前でございますけど

も、もちろん事情は知っております。ただ、そこが前例にならないのは、今回外国人技能実習

生を対象としているというところが、二股と大きく違う点でございます。今課長がおっしゃい

ました、条例の公募の例外、第５条９号、そして、施行規則第２条１号でございますけれども、

公募の例外、施行規則第２条１号、町営一般住宅に存ずる地区内に就業する者、就業予定の者

ということでございます。そこでですね、先ほど来から出てます、ここに入居予定の方は、技

能実習生でございます。技能実習生は研修生扱いですので、労働者には含まれません。これ大

変重要なところでございまして、外国人研修生を労働者として使ってさまざまな問題になって

いるというのは全国至るところであるわけでございますけれども、果たして、技能実習生、研

修生が、就業というところに当てはまるのかどうか。就業ではなくてあくまで研修ですよって



 

－ 41 － 

いうのであれば、これは条例に反する疑いが非常に強いのではないかと、ここは指摘せざるを

得ません。解釈によってということなのかもしれませんけれども、極めて疑いが強いグレーゾ

ーンの扱いになってしまうのではないかなと。グレーゾーンのまま出発してしまうのではない

かなという危惧があります。今一度、その条例の解釈の仕方、そして、もう１点ですけれども、

先ほど来というか最初から出ているとおり、農業の振興のため、地域振興のためであるという

ことでございます。それであればですね、町営住宅という設定の仕方ではなくて、農業予算、

農業振興費、担い手対策等々、そういうような別の予算立ての仕方があり得るのではないかな

と。一度精査した方がよろしいのではないかなと思いますけれども、お考えを伺います。 

○議長（濱田洋一議員） はい、暫時休憩します。 

休憩宣告（午後 １時２２分） 

再開宣告（午後 １時２４分） 

○議長（濱田洋一議員） 休憩前に続いて会議を再開します。 

（「はい」の声） 

三田村住民生活課長。 

○住民生活課長（三田村尚樹君） この条例等に抵触するのでないかというお話でありますが、

地区の方からも要望はあったということもありまして、ここから農業振興、あと労働者確保、

あと就労の部分の解釈にもよるかもしれませんが、研修をしながらですね、対価も得られると

いうところもありまして、就労という考え方にもなるかなと。同じことを繰り返しますが、地

域振興地区の活性化ということも含めまして、町営住宅として予算を計上させていただきまし

た。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） 浜田町長。 

○町長（浜田 哲君） 私の方から補足をさせていただきます。議員からいろいろご指摘があり

ましたけども、私の方といたしましては、農業振興ということも大きなテーマでありますけど

も、やっぱり格差が地域と町の方にあり過ぎるという状況をしっかりと見据えていきたいとい

うふうに思っています。町の近くで農業をされる方は、二股地区で建設をしたときもですね、

町営住宅に入って、そして農作業にあたっても、その誤差というのは、時間的な誤差っていう

のは、ある程度対応できるところがあります。そういった部分では、二股の農業法人の方々、

その当時は法人の方々といろいろ話をして、やはり地域の近くに畑を見たり、トマトのハウス

ですとか、そういったものをすぐに何かあったときに対応できるような、そういう住宅環境が

地域の中であればということで、それで実験的にやってみましょうということでありました。

非常に地域の方々も喜んでいただいて、地域で農家の方々が就労する上で、使っていただいて

いるという状況であります。私も町の行政区会議ですとか、それから「町長と語る会」ですと
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かそういうところでも、地域の方々に、やはり地域において労働者を確保しなきゃならん時代

が来たと。そしてまた、地域の方々がいろんなこう経営の、作物の種類というんですか、ハウ

スをやったりですね、大型の畑をやったりと、そういうそのいろんなこう幅の広い農業になっ

ていかなきゃならん時代が来たということで、そういった部分について、町の政策として前向

きにやっていきましょうということでお話をさせていただいています。そんなことで、いろい

ろとこう今情報交換をさせていただいていますが、今回、俵真布地区から、行政区も含めて、

また生産組合も含めて、今後の地域づくり、農業の振興に何とか頑張っていきたいということ

で、私どももその部分では、今議員ご指摘のように、国内の労働者が入ってこればそれはそれ

で１番、我々としても１番良いということはわかりますけども、ただ、今はそういう時代でな

くて、労働者を確保するのにみんな四苦八苦しているときであります。そういう面から、今回

の研修という部分についても、今後の就労の体制に、維持に資する一つの取り組みだというこ

とで幅広く捉えさせていただいて、今回提案をさせていただいているところであります。そう

いった地域の部分の状況ですとか、そういったものを踏まえて、ぜひご理解をいただきたいと

いうふうに思っています。家賃もいただきますし、そういう意味では、土地の提供もいただい

て、寄附をいただいて、町有地として運営をしていくということでありますので、地域といろ

いろとこう話し合った上での対応、またある程度こう幅を持った施策としていかなければ、理

想はいろいろ言えるんですけども、その理想だけでじゃあ本当にやれるのかっていうところも

ぜひご理解いただきながら、今後の対応等ご理解いただいて、そして、ご支援をいただければ

なというふうに思っているところであります。 

○議長（濱田洋一議員） はい、他に質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

はい、７番野村議員。 

○７番（野村祐司議員） いわゆるその産業の振興、あるいは農業の振興でいえば、人を雇うの

に居住をどうするかっていうのは非常に大きな問題でありまして、今、課長あるいは町長から

非常に前進的な答えをいただいたと、私は歓迎すべきだと思っております。それで若干確認を

させてもらいますが、いわゆるこの前の協議会の中で、議案説明の中で、このことについては

地域からの要請に従って、行政区からの要請に従ってということでありましたが、今お答えで

は、法人２つというようなことがありました。この地域からの要請については、要請書がいつ

あがったのか、これをお伺いいたします。 

○議長（濱田洋一議員） はい、いいですか。ちょっと休憩します。暫時休憩します。 

休憩宣告（午後 １時３０分） 

再開宣告（午後 １時３０分） 

○議長（濱田洋一議員） 再開します。 
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（「はい」の声） 

はい、三田村住民生活課長。 

○住民生活課長（三田村尚樹君） 要望書につきまして、いつ来たかということですが、最終的

に、その日ですね、日付的には平成２９年５月３１日というところで、要望が来ております。

以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、７番野村議員。 

○７番（野村祐司議員） 要望書があって、それぞれまた行動が起きるわけでありますが、要望

書が５月３１日、６月の補正ということは、非常に私は違和感を覚えるところでありますが、

これらについては、この緊急性、即効性というのは、ある意味で言えば非常に良いことかもし

れませんが、私どもとしてはやはり、その水面下でいろいろ物事が動いていたっていう部分に

ついては、非常に大きな違和感を覚えるところでありますが、これについての所見をお願いい

たします。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） 浜田町長。 

○町長（浜田 哲君） 行政区、町内会との協議等については、これもまたどういう形でやろう

かということで相談をしながらやってきた経過がありますが、やはり我々が提案をする以上は、

地域の総意であるということを行政区の方にも理解をいただき、その部分について提案をして

いただきたいと、私の方からお話をさせていただいて、そして、地域、行政区の総体としての

意向であるということを確認して、議会に提案をさせていただくものであります。日付が、例

えば行政区がですね、３月に出して、そしてそこで私どもがその政策についてですね、検討し

て、その部分についてやっぱり無理ですよというようなことにはなかなかなりませんので、や

はりある程度の我々も準備はできて、そして行政区に確認して、議会に提案するという順序で

すから、この辺は町長として行政区の方を確認したということでご理解をいただきたいと思い

ます。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、７番野村議員。 

○７番（野村祐司議員） ３回しか質問できませんので、このあと要望書の扱いについてという

ことで締めたいと思いますが、今いろいろ答弁をいただきましたが、私は非常に前進的な答弁

だと思っております。この同様のところがあれば、例えば今で言えば畜産農家の方ですとか、

美沢の方ですとか、あるいは美園の奥の法人の方、非常にこの居住には困っておりまして、あ

るいは北瑛の中でも困っていると。一つ大きな良い例をつくっていただきましたので、このこ

とにつきましては、行政区あるいは地域からの要望、受益者の要望があれば、十分に検討して
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くれるというようなことで確認してよろしいですよね。所見を伺います。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、浜田町長。 

○町長（浜田 哲君） 私どももこの施策については重要な案件だというふうに取り組んできて

いますし、二股でも、やっぱり今回もですね、法人の方々の、今回俵真布の学校教員住宅も改

修しますから、２棟そういった雇用対策の住宅を確保しようということで提案をさせていただ

いているんですけども、やっぱり地域で地域性があって、個々の農家の方々が経営、農業をや

っておられると、なかなか労働力不足というような部分があってもですね、地域の中で総体で

まとまるということは、なかなかまとまりづらい部分があるんだと思うんです。私どもは別に

どこかの地域に区切って言っているわけではありませんので、旭地区にも言っていますし、そ

れから美沢地区にも言っていますし、土地の提供が条件ですよという話はさせていただいてい

ますけども、そういう取り組みをしていますので、今回はやはり法人の方々が、地域全体を担

っている人たちがいますので、やっぱり一本化しやすいんだというふうに思ってはみています。

今後そういった地域の中でですね、みんなで了解し合って、そして地域で、地域の中に人が入

ってきて、そして地域がこれからも持続していける、そういった部分を確認しながらですね、

私どもとしては、政策として進めていきたいというふうに考えているところであります。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） ３回目ですから、なしです。答弁が足りないということですか。です

から答弁が足りないというですね。そこの部分について足りないと、はい。答弁が漏れている

と。答弁、今の部分でどうでしょうか。扱い、要望書の扱い。暫時休憩します。 

休憩宣告（午後 １時３４分） 

再開宣告（午後 １時３７分） 

○議長（濱田洋一議員） それでは、休憩前に続いて会議を再開します。 

その他、他に。 

（「はい」の声） 

はい、１０番穂積議員。 

○１０番（穂積 力議員） 今、ただ今、ちょっと生殺しになっている、もう少し私から、３回

チャンスがあるので利用したいと。ちょっとね、噛み合っていないような気がします。この制

度そのものは、すばらしい制度だよということを前提にして、ただ問題はですね、先ほどから

二股の例を挙げているわけなんですけど、二股は当初ね、福島から避難してきた人も含めて、

ファームに、尽力として、労働者として頑張っていた若者が入社したという、そういったすば

らしい状況で進んでいたというのが事実です。そしてその後ね、今年に、今年のことなんです

けど、これは二股の場合ですよ、他から、美瑛町以外から、確か、あまり詳しく言ったら問題
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になるので詳しく言えませんけど、他の士別から嫁さんを連れてきてね、そして今年結婚しま

したということで、行政区の中でみんなに祝福されてすばらしいと、その住宅は町で建てたん

だということで、私も大歓迎して。そして今何を言いたいかっていったら、今案件にあがって

いる住宅はですね、外国人の研修生っていうことは、本当に町長が想像しているような話につ

ながっていくのかな。労働者を、日本人でないとだめっていうことではありませんけれど、果

たしてその外国人が嫁さんを迎えてそこに永住するようなことが、あればなおいいんですけど

ね。だけど、少なくても、そういうことを受け入れることが大事ですけど、もっと今の段階で、

急務な、労働者が住むところに困っている、先ほど一般質問でも私話しましたけど、上富良野

から通っているようなところもあるんだぞっていうこと言っているにもかかわらずね、これか

ら研修生を迎え入れるよっていうところより、もっと早急にやらなければならないことがある

んじゃないかっていう考えは、私自身強く感じているわけです。今回、先ほど野村議員が納得

したのは、こういう良い制度は大いに応募すれば叶えてくれるんだなってかなり喜んでいるよ

うですけど、本当にそうはならないと、私は思って今手を挙げて発言しているわけなんですけ

ど、どうぞ、限られた財源でもありますし、やはり、外国人はだめっていう言い方にはならな

いけれど、もう少し、少なくても、広く公募してね、偏りのないようなやり方をしないと、や

はり後々、二股のような歓迎される状況にはならないんではないかなということを危惧するわ

けなんですけど、町長どうですか、そこら辺。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） 浜田町長。 

○町長（浜田 哲君） 町営住宅という形で建築を進めたいという提案につきましてはですね、

先ほど野村議員さんからもありましたとおり、単発の農業予算でやってしまえば、美瑛町の政

策としての一般性がなくなると。やはり、これからの美瑛町の農業、これはもう穂積議員さん

も理解していただいていることでありますけども、農業を持続しながら地域、集落を守ってい

くということは、これから本当に至難の業になると、これはそう私も心配しています。その中

で、外国のように町の真ん中に人が集まって、そして土地は通って管理すればいいじゃないか

という、そういう都会側ですね、東京なんかでいきますと、そういう発想をする方がたくさん

おられます。でもやっぱり農業という産業を、地域の資源としてすばらしい農作物をつくる上

ではやはりその土地について、そして品質を管理し、そしてまた、その生産についての、いろ

んなこう毎日毎日の日々の努力をする、そのことからしかやはり成果は出ないのではないかと、

私もそう思っています。そういう意味からすると、集落を維持するということは本当に難しい

ことだけど、やっぱりしっかり手をつけていかなくてはならんということで、今回町営住宅と

いう形で、今後もこういった政策をとっていきたいということで出させていただいています。

ですから先ほども申し上げましたとおり、行政区の会議ですとか、「町長と語る会」でも私は
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このことは明確にお話をさせていただいて、皆さん方とともにそういった政策を打っていきま

すという話をさせていただいています。ですから、ぜひその部分についてはご理解をいただき

たいと。 

それから、海外の方という部分の課題があることは、私も承知しています。ただやはり、こ

れは和議員さんから法律上の部分とか、そういった部分はどうなんだということであります

けども、私どもとしては町の部分としては、就労という部分に関わる施設として地域で扱って

いただきたいと、それが研修を伴って就労という部分と研修と重なる部分であっても、我々と

してはそういうような形で、町営住宅を提供させていただきたいということで、法律的に就労

とか就労でないという、その産業に、農業の振興に資する、そういうものとして対応させてい

ただきたいということで、ある意味では解釈を広げさせていただいているということで、ご理

解いただきたいと思います。 

それから、他の地域でそういった要望等があればということを先ほども申し上げましたけど

も、私はこの部分については、１カ所の地域ですね、今回やってまた同じ時期にというような

ことにはなかなかなりません。それはやっぱり予算とそれから我々の政策上の流れが必要です

から、ある地域、ある地域、ある程度に要望をいただきながら取り組んでいくことになると思

いますけども、我々としてはこの政策については、集落関係の維持、農業の維持について非常

に重要だと、そして労働者が簡単には得られないという状況が、もう我々の本当に現実となっ

てあるということ、そのこともご理解をいただいて、ぜひこういったところから、美瑛町の農

業振興、そしてまた地域づくりを進めさせていただきたいと、お願いをさせていただいている

ところであります。ご理解いただきたいと思います。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、１０番穂積議員。 

○１０番（穂積 力議員） はい、一般質問の時かなり褒め称えたから加減してしゃべるけど。

そんな良い話をね、やはりみんなに、議員をはじめね、町民の多くの人に喜ばれるような、や

はり、進め方をやっぱりすべきだと思うんだよね。同じ金使うんならやはり良いところ、町長

の今の、今の進め方っていうのはすばらしい。野村議員も褒めていたけど、私もそう思うんだ

けど、言い方変えれば、やはり、思いつきで始めているようにしか見受けられない。なぜかっ

て言ったら、私自身でさえ納得していなかったんですから。そういうことはいいなとは思った

んですけどね。そういう多くの望みのあるところを、ごく一部分にだけっていう話にはならん

だろうと。大きく公募してね、そしてその中からどうしてもこれは急務だっていうことになっ

たんだっていうことにはなってないでしょ、現実的に。これ、たまたま、たまたま議長のお膝

元だから成り立ったのかなって、私は個人的にそういうふうに感じたわけですよね。制度その

ものはすばらしいけれど、そういったことを知っている者が先取りするっていうのはいかがな
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ものかなっていうのが、私の本音です。ただ、この制度をね、だめにするわけにはいかんし困

ったものだなと。だけど、普通であれば、普通であれば、そういう良い話があるんだったら、

ね、声の届かないようなところから救っていくようなやり方が正しいのではないかなと、私は

思います。この制度を引き続き力入れてやるっていうんですから、担当課長も聞いているので、

今後に期待したいと思って、私はこれ以上くい下がりませんけど、今一度、その部分的に、陳

情があがったとかって、陳情があがらなくたって、美瑛町の空気読んだら、町長は賢いから理

解できると思うんだよね。そういうことを私は強く感じて、ここの発言に立ったというわけで

す。今一度、町長、私が間違っているんなら聞かせていただきたい。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、浜田町長。 

○町長（浜田 哲君） １つだけ間違いを指摘させていただきます。議長のお膝元という発言に

ついては、私は間違いだというふうにご理解をしていただきたいと、私もそういう考え方はあ

りませんということは１つだけ言っておきます。それから、この政策については、基本的に町

議会でも何度も私はお話をさせていただいています。答弁をさせていただいています。それか

ら、行政区会議でも言わせていただいています。具体的にですね、美沢の地区の方だとか、旭

の地区の方だとか、場所等についてもいろいろと協議をさせていただいた経過もあります。こ

れは俵真布地区以外の、先にそういう地域とも話をさせていただいています。そういう経過を

踏まえて、そして、現場として地域の合意なり、それから今後の方針ができた部分について、

我々は今取り組んで、そして実現しようとしています。ですから、穂積さんの今言われる、穂

積議員さんの言われる部分、他の地域ともやはり地域の中でまとまりを得て、そしてこういう

方向でやりたいんだということであれば、そこについて私どもは前向きに進めていくというこ

とでございますので、その点について、ぜひひとつですね、ご理解をいただき、何かこう、裏

で何かあったとかいうようなことであれば、そういうことで判断されて否決されるんであれば

それはそれでまた私も覚悟はします。ただ、政策をそういう形で打っているということ、そし

て、今ご指摘のような議長のお膝元だからということはないということで提案をさせていただ

いているということだけ、お話をさせていただきます。以上であります。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、１０番穂積議員。 

○１０番（穂積 力議員） もう１回チャンスがあるので、１つだけ。町長、「移動町長」やな

んかでそういうことを聞いたっていう、そういう話なんですけど、実際に「移動町長」は陳情

会でもないし、ね、美瑛町をどうしたらいいかっていう建設的な意見を出すような方向で進め

なさいというのが、「移動町長」の大義名分ですよね。総務課長どうですか。結局ね、「移動町

長」に来たときにあれしてくれ、これしてくれじゃなくて、美瑛町をどうするかっていう建設



 

－ 48 － 

的な意見を聞かせれよっていうのが大義名分で「移動町長」がなされていると、私はそうすべ

きだっていうことで、私も賛成している。今の話だったら、そういうところで話もしないで何

言ってるって、そうは言わなかったけど、別に町長に戦って勝とうなんて思っていないし、町

長の言うとおりだと思うけど、私にも言わせてくださいよ。やはり、みんなの空気を読んで、

やはり等しくね、その中でも順位は決めんならんけども、「移動町長」では言わんからったっ

てそんなもんではなく、やはり、始まりがあればまた次があるんだっていうことで、納得した

いと私は一生懸命自分に言い聞かせているので、今後ね、そういう誤解の生じるようなことが

ないように、これまた時代が時代でね、そういうのが中央でもあるし、美瑛ではそんな中央の

真似したって始まらんけど、そういうことがないような活きた、喜ばれる、予算の使い方、積

み立てを崩して使うような方向で希望します。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、浜田町長。 

○町長（浜田 哲君） この政策等については、本来でありましたら、要望を伺いながら地域と

の協議、そして議会の皆さん方等の対応等、説明の部分で、いろいろとこう意見交換すべき部

分多々というふうにあるとも、この辺も私も理解をしています。そんな部分では、今、議員各

位の皆さん方がいろいろと疑問点があるぞということを言われたことについては、理解をして

いるところであります。しかし、そういった部分もありますが、労働環境、地域環境の置かれ

た状況を鑑みながら、それぞれ地域で合意を得たという、そこのプロセスが大変非常に難しい

点もありますので、そういった部分ができ上がったという地域等を、しっかりと協議しながら、

受けながら、地域の具体的な要望に沿えるような形で対応していくのが、どうしてもこう、そ

ういう形にならざるを得ません。今回の部分についてもある程度、この時期ぐらいまでには建

設したいなというような、全体としての打ち合わせの内容もありましたので、唐突の部分があ

るぞと言われると、大変申し訳なく思っています。今議員さんのお話でも思っていますけども、

ただご理解いただきたいのは、行政区会議でももう何度もこの話は、もう何年もしています。

そういった部分では、行政区会議では地域の集落の代表の方が来ておられますし、そういう中

から現実に旭の旧学校、学校の前の土地を見に行ったりですね、それから美沢の地区の土地を

見に行ったりと、そういった部分は私自身もいろいろとやっていますので、そういう経過を踏

みながら、まとまった地域から対応したんだということの、ご理解をいただきたいというふう

に思うところであります。よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員） はい、他に質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

はい、１２番佐藤議員。 

○１２番（佐藤剛敏議員） 今一度ちょっと町長にお伺いしたいんですが、いろいろこの住宅に
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ついては、いろいろ議論されていると思いますが、それぞれ定住促進であれば３年間ですか、

最大住めるのは。町営住宅はずっと住めると。そういったメリットもデメリットもあると思う

んですよ。そこで施策として、平成２２年のときもですか、農業は基幹産業だから、それはも

う緊急の課題だし守っていかなければいけないと。地域の、集落事情も考えて、これはやらな

きゃいけない、これは施策だと思うんですが、いろんな制約が、補助事業も、定住なら付くと。

町営住宅なら一般財源というか、それを使わなきゃいけないという部分もあるかと思いますが、

運営管理を考えていくとですね、これは、何て言うんだろう、１つの案ですけれども、これ農

業に携わるのであれば、振興機構が担うだとか、これは町長の政策という絡みにもなってくる

と思うので、その点も考慮したらどうかなと思ったりはするんですが、先ほど和議員の答え

でも、単発で出ても困るのでということで、こういう科目に来たということなんですが、そこ

ら辺の、その方が、例えば他の振興機構に出せばそれほど制約っていうかですね、条例等に縛

られない部分もあるのかなと思います。確かに振興機構で財産を取得できるかどうかは、今度

振興機構の中の規則とかそういった部分になってくるかと思うのですが、その辺どうでしょう

か。 

○議長（濱田洋一議員） 暫時休憩します。 

休憩宣告（午後 １時５５分） 

再開宣告（午後 １時５５分） 

○議長（濱田洋一議員） 会議を再開します。 

（「はい」の声） 

浜田町長。 

○町長（浜田 哲君） 町営住宅としての建設で今回提案をさせていただく事情については先ほ

ど述べさせていただいたとおり、町の住宅政策の中で、不均衡、格差といいますか、そういっ

た部分を、集落におられる方は、美瑛町の町の中の町営住宅なり公営住宅はほとんど使えない

と。その中で集落を経営していかなきゃならん。しかし、一方で町の方ではですね、公営住宅

なり町営住宅というのが幅広く展開されていて、非常に住宅環境の格差があると、その運営に

ついて町営住宅という形で公平性を図るような形も考えながら、地域格差を平等にするような

ことを考えながら、町営住宅としての建設を図ってきたということであります。先ほど議員か

ら、振興機構の管理でどうだという形、管理の仕方はちょっと我々ももう一度考えさせていた

だいて、今後の適正な住宅運営という部分を整理させていただければというふうに思いますの

で、貴重なご意見をいただいたということでお伺いしたいと思います。 

○議長（濱田洋一議員） いいですか。はい、他にありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。次へ進みます。 
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次、議案集２７頁及び２８頁。歳入全款について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次へ進みます。 

次、議案集２３頁から２６頁まで。平成２９年度美瑛町一般会計補正予算の条文並びに第１

表歳入歳出予算補正及び第２表地方債補正について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第９号について質疑を終わります。 

次に、議案第１０号について質疑を行います。議案集３７頁から４２頁まで。平成２９年度

美瑛町老人保健施設事業特別会計補正予算の条文並びに第１表歳入歳出予算補正及び歳入歳出

補正予算事項別明細書歳入歳出全款について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第１０号について質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

はじめに議案第９号についての討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第９号についての討論を終わります。 

次、議案第１０号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第１０号についての討論を終わります。 

これから、日程第１３、議案第９号の件を採決します。議案第９号、平成２９年度美瑛町一

般会計補正予算についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、議案第９号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１４、議案第１０号の件を採決します。議案第１０号、平成２９年度美瑛町老

人保健施設事業特別会計補正予算についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、議案第１０号の件は原案のとおり可決されました。 

２時１５分まで休憩します。 

 



 

－ 51 － 

休憩宣告（午後 １時５９分） 

再開宣告（午後 ２時１５分） 

 

日程第１５ 議案第２８号 請負契約の締結について 

 

○議長（濱田洋一議員） 休憩前に続いて会議を再開します。 

日程第１５、議案第２８号、請負契約の締結についての件を議題とします。本件について提

案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

保田農林課長。 

（農林課長 保田 仁君 登壇） 

○農林課長（保田 仁君） 議案第２８号の請負契約の締結についての提案理由につきましてご

説明を申し上げます。議案集につきましては４７頁になります。新規就農者技術習得管理施設

は新規就農者への研修体系をより高度にするため、平成２８年３月をもって休校となった美進

小学校を活用し、農業研修生の宿泊施設及びハウス等の実習圃場を整備するため、新規就農者

技術習得管理施設整備工事として５月３１日に入札を執行し仮契約を交わしているところで

あり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議会の議決

をお願いするものであります。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

参考資料といたしまして、工事内容、工期、その他入札指名業者名を載せております。朗読

は省略をさせていただきます。以上で、議案第２８号の提案理由の説明を終わります。よろし

くお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

２番中村議員。 

○２番（中村倶和議員） はい、２番中村です。請負契約、競争入札は公平でなければならない、

透明性がなければならないということは誰しも否定する方はおられません。そこで私は、この

入札のですね、過程について伺います。質問します。この入札指名の基準は何か成文化された

基準はあるのでしょうか。例えば、工事金額の規模、それから工事の難易度、それから工期に

ついてですね。この事前の打診、忙しかったら当然できないわけですから、入札しても意味が

ないわけですね。それから、参加させる業者の数。こういった点は何か成文化されたものがあ

るのでしょうか。 

（「はい」の声） 
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○議長（濱田洋一議員） はい、保田農林課長。 

○農林課長（保田 仁君） はい。指名業者の数ですとか、金額、そういったものの成文化され

たものということでございますけれども、２年に１回ですね、指名業者資格申請書というもの

をですね、町に出していただきまして、その中で経営事項審査ですとか、そういったものも一

緒に出していただきまして、その中でランク付けを美瑛町の中でします。ランク付けによって、

請負金額の大小によってそのランクで業者をランク分けをしておりまして、ある一定金額以上

ですとＡランク、中間Ｂランク、Ｃランクというふうに分かれておりまして、それで金額が分

かれます。指名業者の数につきましては、財務規則の中で５社以上ということで決定をされて

おります。特別な事情がない限り５社以上ということで決められておりますので、５社という

ことで指名をさせていただいております。以上でございます。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、２番中村議員。 

○２番（中村倶和議員） はい、わかりました。それでですね、今回、議案第２８号は、この５

つの業者が指名されて参加されていますけども、この組み合わせというのはたびたび見られる

んですね。今回もその他に２件同じ、全く同じ組み合わせが見られます。結局同じ組み合わせ

というのはですね、公正で透明性のある入札に対して支障があるのではないでしょうか。やは

り、いくつかの組み合わせを変えていくべきだと思うんですけども、その理由は、同じ組み合

わせになってるっていう理由は、これはどういうことなんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、保田農林課長。 

○農林課長（保田 仁君） 指名委員会の中でですね、指名業者を決めていくことになりますけ

れども、指名の基準の中にですね、美瑛町において実績があるですとか、信頼性が確保されて

いるですとか、そういった部分の要件が入っておりますので、おのずと同じになることが多い

のかなと思いますけれども、故意に同じにしているわけではなくてですね、こういった結果に

なっておりますので、これは指名委員会の決定ということでご理解いただきたいと、そういう

ふうに思います。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） 中村議員、２番中村議員。 

○２番（中村倶和議員） はい、中村です。そうしますと、この組み合わせはたまたま偶然にな

ったというふうに今おっしゃいましたけども、そのように理解していいわけですね。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） 保田課長。 

○農林課長（保田 仁君） 偶然といいますかですね、指名委員会の決定ということでございま
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す。 

○議長（濱田洋一議員） はい、他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１５、議案第２８号の件を採決します。議案第２８号、請負契約の締結につ

いての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２８号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１６ 議案第２９号 請負契約の締結について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第１６、議案第２９号、請負契約の締結についての件を議題とし

ます。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

芝生建設水道課長。 

（建設水道課長 芝生 公之君 登壇） 

○建設水道課長（芝生公之君） 議案第２９号の請負契約の締結についての提案理由につきまし

てご説明申し上げます。議案集につきましては４８頁になります。平成１４年度より供用開始

している流雪溝は１５年が経過し、システムの老朽化が進行しており、すでに施設制御に係る

電気、電子部品の製造は終了となっており、維持管理が困難な状態になっているため、早期に

制御機器等の更新を進めたく、６月１２日に入札を執行し仮契約を交わしているところであり、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議会の議決をお願

いするものであります。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

参考資料としまして、工事内容、工期、その他入札指名業者名を載せております。朗読は省

略させていただきます。以上で、議案第２９号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
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（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１６、議案第２９号の件を採決します。議案第２９号、請負契約の締結につ

いての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２９号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１７ 議案第３０号 請負契約の締結について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第１７、議案第３０号、請負契約の締結についての件を議題とし

ます。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

吉川教育委員会管理課長。 

（教育委員会管理課長 吉川 智巳君 登壇） 

○管理課長（吉川智巳君） 議案第３０号の提案理由についてご説明申し上げます。議案は議案

集の４９頁になります。美瑛小学校は、平成２７年度から校舎屋体耐震補強工事及び屋体大規

模改修工事を実施し、平成２８年度繰越明許において校舎棟大規模改修工事１期目に着手して

おり、平成２９年度予算で引き続き残りの校舎棟各教室などの改修工事を行うものです。５月

３１日に入札を執行し仮契約を交わしているところであり、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例に基づき、議会の議決をお願いするものです。それでは議案を

朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

参考資料といたしまして、工事内容、工期、その他入札指名業者名を記載しております。朗

読は省略させていただきます。以上で、議案第３０号の提案理由の説明を終わります。よろし

くお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、日程第１７、議案第３０号の件を採決します。議案第３０号、請負契約の締結に

ついての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第３０号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１８ 議案第３１号 請負契約の締結について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第１８、議案第３１号、請負契約の締結についての件を議題とし

ます。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

芝生建設水道課長。 

（建設水道課長 芝生 公之君 登壇） 

○建設水道課長（芝生公之君） 議案第３１号の請負契約の締結についての提案理由につきまし

てご説明申し上げます。議案集につきましては５０頁になります。町道朗根内上俵真布線は、

昨年８月２３日に本町を襲った台風９号により被災を受け、現在下部工及び護岸工を施工して

おりますが、ほぼ工事の方も完成に近づいていることから、次の工事の上部工と取付道路工を

施工したく、６月１２日に入札を執行し仮契約を交わしているところであり、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議会の議決をお願いするものであ

ります。それでは議案を朗読します。 

（議案の朗読を省略する） 

参考資料としまして、工事内容、工期、その他入札指名業者名を載せております。朗読は省

略させていただきます。以上で、議案第３１号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 
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（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１８、議案第３１号の件を採決します。議案第３１号、請負契約の締結につ

いての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第３１号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１９ 議案第３２号 請負契約の締結について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第１９、議案第３２号、請負契約の締結についての件を議題とし

ます。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

中島水道整備室長。 

（水道整備室長 中島 二郎君 登壇） 

○水道整備室長（中島二郎君） 議案第３２号の請負契約の締結についての提案理由につきまし

てご説明を申し上げます。議案集につきましては５１頁でございます。下水汚泥コンポストヤ

ードにつきましては、下水汚泥の再利用を図ることで地域における循環型社会の形成を目的に、

平成２８年度に工事を着手したところでございます。完了年であります本年度におきましては、

下水汚泥コンポストヤード整備工事として、６月１２日に入札を執行し仮契約を交わしている

ところであり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議

会の議決をお願いするものでございます。それでは議案を朗読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

参考資料といたしまして、工事内容、工期、その他入札指名業者名を載せております。朗読

は省略をさせていただきます。以上で、議案第３２号の提案理由の説明を終わります。よろし

くお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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これから日程第１９、議案第３２号の件を採決します。議案第３２号、請負契約の締結につ

いての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第３２号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２０ 議案第３３号 請負契約の一部変更について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第２０、議案第３３号、請負契約の一部変更についての件を議題

とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

芝生建設水道課長。 

（建設水道課長 芝生 公之君 登壇） 

○建設水道課長（芝生公之君） 議案第３３号の請負契約の一部変更についての提案理由につき

ましてご説明申し上げます。議案集につきましては５２頁になります。町道白金美瑛線は、昨

年８月２３日に本町を襲った台風９号により被災を受け、町道白金美瑛線水楽橋道路災害復旧

工事仮設道路旧橋解体として、平成２９年２月３日の第１回議会臨時会において請負契約の締

結について議決をいただいているところですが、現在仮設道路工と旧橋解体を施工しておりま

すが、旧橋解体の作業ヤードとしての盛り土材を美望ヶ原の土取り場から運搬し戻す予定でし

たが、現場内に一時堆積できるスペースが確保できたので、今後発注予定の道路盛り土に流用

するために一時堆積したく、工事の内容の変更をお願いし、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例に基づき、議会の議決をお願いするものであります。それでは

議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で、議案第３３号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２０、議案第３３号の件を採決します。議案第３３号、請負契約の一部変更
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についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第３３号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２１ 議案第３４号 請負契約の一部変更について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第２１、議案第３４号、請負契約の一部変更についての件を議題

とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

芝生建設水道課長。 

（建設水道課長 芝生 公之君 登壇） 

○建設水道課長（芝生公之君） 議案第３４号の請負契約の一部変更についての提案理由につき

ましてご説明申し上げます。議案集につきましては５３頁になります。丸山通り線道路改良舗

装工事第２工区におきましては、平成２９年５月１０日の第３回議会臨時会で請負契約の締結

と工事請負費の増額補正の議決をいただいているところですが、現在の工事区間の施工を妨げ

ることなく、かつ冬施行前に工事が完成するためにも拡大設計変更を行い、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議会の議決をお願いするものであり

ます。それでは議案を朗読します。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で、議案第３４号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、日程第２１、議案第３４号の件を採決します。議案第３４号、請負契約の一部変

更についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第３４号の件は原案のとおり可決されました。 
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日程第２２ 議案第３５号 財産の取得について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第２２、議案第３５号、財産の取得についての件を議題とします。

本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、保田農林課長。 

（農林課長 保田 仁君 登壇） 

○農林課長（保田仁君） 議案第３５号の財産の取得についての提案理由につきましてご説明を

申し上げます。議案集につきましては５４頁になります。今回取得予定の農業技術研修センタ

ー畜産加工室備品は、農業技術研修センター内研修室を改修し、町民が畜産加工を実践できる

よう必要となる備品を整備するものです。ＪＡびえいが平成２８年度末をもって廃止しました

畜産加工施設に対して利用者からの継続要望が高かったこと、また、町内産畜産物の消費拡大

とブランド力の向上を図ることを目的として、農業技術研修センター「みのり」に既存の３加

工室とあわせて新たに設置する畜産加工室に必要となる備品の購入をお願いするものであり

ます。購入についての入札を６月１２日に執行し仮契約を交わしているところであり、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例に基づき、議会の議決をお願いす

るものであります。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

参考資料といたしまして、備品の取得目的、品名・納期、その他入札指名業者名を載せてお

ります。朗読は省略をさせていただきます。以上で、議案第３５号の提案理由の説明を終わり

ます。よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、日程第２２、議案第３５号の件を採決します。議案第３５号、財産の取得につい

ての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 
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挙手多数であります。したがって、議案第３５号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２３ 議案第３６号 財産の取得について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第２３、議案第３６号、財産の取得についての件を議題とします。

本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

栗原文化スポーツ推進室長。 

（文化スポーツ推進室長 栗原 行可君 登壇） 

○文化スポーツ推進室長（栗原行可君） 議案第３６号、財産の取得についての提案理由につき

ましてご説明を申し上げます。議案集は５５頁になります。今回取得予定の移動型プラネタリ

ウムにつきましては、天候に左右されることなく星空を観察することができ、また移動ができ

ることから、学校などのあらゆる屋内施設におきまして、身近に天文を体験、観察できるシス

テムでございます。購入についての入札を５月１６日に執行し、現在仮契約を交わしていると

ころであり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議会

の議決をお願いするものでございます。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以下、参考資料といたしまして、取得目的、品名・納期・その他を記載しております。朗読

は省略させていただきます。以上で、議案第３６号の提案理由の説明を終わります。よろしく

お願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

はい、２番中村議員。 

○２番（中村倶和議員） はい、２番中村です。私は、プラネタリウム、これの購入には異議は

ありません。そこでですね、五藤光学という有名な歴史のある会社ですけども、今回購入する

プラネタリウムの仕様ですね、直径がいくらなのか、これ移動式ですから空気で膨らませるん

でしょう。高さがいくらのドームなのか、そして投影機はどういうものなのか。そしてそこか

らですね、投影から光で映し出すこの原画、非常に原画が大事です。これがなければ子どもた

ちは楽しみません。それから、その他いろいろあるんでしょう。そういった仕様について教え

てください。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、栗原文化スポーツ推進室長。 
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○文化スポーツ推進室長（栗原行可君） 今回のプラネタリウムの仕様につきましては、大きさ、

高さがいろいろございますけども、大きさにつきましては直径４メーター、この基準につきま

しては「美宙」で置ける大きさを考慮しまして４メーター、その４メーターに対しまして半球

っていうんですか、その高さが必然的に出てきますのでその高さが２．８メーター、当然移動

もできるということでございますので、持ち運び可能な形になってございます。投影につきま

しては、プロジェクターということで、３６０度投影できるシステムになってございます。こ

のシステムつきましては、それぞれソフトが入ってございまして、その内容につきましては１

２等星の恒星が表示できると、またその恒星の数が１２万個という内容でございます。当然、

星の軌跡、天の川、８８の星座、日食・月食の再現、日の出・日の入りの自動調整など、プラ

ネタリウムに必要な機能を全て備えてあります。その他に、こちらは北半球でございますけど

も、南半球も見られるという内容になってございます。また、「美宙」の方では当然天文台が

ありますので、天気が悪いときには見られないときがありますけども、そういう場合にこのプ

ラネタリウムを使いまして、定期的にやっております「星を見る会」とか、そういう場合に有

効的に活用したいと思ってございます。あとその他の内容につきましては、過去、未来の星座

も見られるということでございますし、また、例えばこの日が、今日が天気が悪いということ

であれば、この日の星座も見られるという内容でございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、２番中村議員。 

○２番（中村倶和議員） はい、中村です。この五藤光学というのは日本にある、いくつかある

大きなメーカーですけども、当然こういうメーカーはおのおのホームページを持っております。

ホームページは誰でも見られるんですけども、こういう、ダウンロードすればこういうふうに

なっています。この中でですね、今おっしゃったような仕様、スペックっていうのはここに書

いてあります。このキャリングケースから直径、ドームの大きさですね、３メーターと４メー

ターと５メーター、３種類あります。恒星の数、それからスライドキット、今言った原画です

ね、それからキャリーケース、それから投影機、ＮＥＸ用投影機っていうんですけども、いう

そうですけども。それでですね、この中には定価も書いてあります。今のおっしゃった仕様と

いうのは、これで理解していいですか。この４メーターっていう、この４メーターっていうか、

３メーター、４メーター、５メーターも投影一緒なんです。こういうことで理解してよろしい

ですか。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、栗原文化スポーツ推進室長。 

○文化スポーツ推進室長（栗原行可君） 直径４メーターということで、仕様を設定してござい

ます。大きさにつきましては先ほども申し上げたとおりでございますけども、当然ドームにつ
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きましては、そのメーカーにつきましては、３メーター、４メーター、５メーター、実を言う

と６メーターも１０メーターも作れる、全部受注生産がありますので、その中でうちの配置で

きる場所、または持ち運び等を考慮しまして、４メーターという形で仕様を作ってございます。

お持ちの部分のホームページにつきましては、ちょっと私もあれですけども、その部分を参考

にしながらですね、いかに利用しやすい、持ち運びしやすい、また、活用しやすい内容を仕様

としております。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、２番中村議員。入札に関わる部分ですからね、確認しますけど

も、仕様はちょっと別に考えてください。 

○２番（中村倶和議員） はい。それでですね、４メーターっていう今回お買い上げの、購入予

定のドームというのは、非常に標準的なものだと思いますね。そこでですね、価格が出ている

わけです、価格表。そのトータルしますとね、大体２００万円ぐらいなんです。あまりにもこ

れ今回、８６０万円ですから、４セットぐらいお買い上げなのかなと。どうしてこんなに差が

あるのでしょうか。１セットですよね。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、栗原文化スポーツ推進室長。 

○文化スポーツ推進室長（栗原行可君） 今回購入するのは１セットでございます。仕様につき

ましてはドーム、投影するドームと、あとはそのドームを膨らます送風機、あと当然熱もたま

りますのでスポットエアコン、プロジェクター、当然そのプロジェクトを放映するためのパソ

コン、パソコンの中にはそのシステムが入ってございます。また、その音響を出す、音響シス

テムの内容でございます。その定価といいますか、その持っている２００万円というのはちょ

っと私は承知をしておりませんけども、その部分につきましては、積算した上で、このような

予定価格を算定し、見積もり合わせの結果、この金額になったという内容でございます。 

○議長（濱田洋一議員） はい、他にありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２３、議案第３６号の件を採決します。議案第３６号、財産の取得について

の件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 
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挙手多数であります。したがって、議案第３６号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２４ 議案第３７号 財産の取得について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第２４、議案第３７号、財産の取得についての件を議題とします。

本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、中島水道整備室長。 

（水道整備室長 中島 二郎君 登壇） 

○水道整備室長（中島二郎君） 議案第３７号の財産の取得についての提案理由につきましてご

説明を申し上げます。議案集につきましては５６頁でございます。ホイールローダにつきまし

ては、下水汚泥コンポストヤードにおける堆肥化作業の効率化及び冬季の敷地内除雪等で使用

することを目的としまして、６月１２日に入札を執行し仮契約を交わしているところであり、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議会の議決をお願

いするものでございます。それでは議案を朗読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

参考資料といたしまして、取得目的、規格・形式・納期、その他入札指名業者名を載せてお

ります。朗読は省略をさせていただきます。以上で、議案第３７号の提案理由の説明を終わり

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２４、議案第３７号の件を採決します。議案第３７号、財産の取得について

の件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第３７号の件は原案のとおり可決されました。暫時

休憩します。 

 



 

－ 64 － 

休憩宣告（午後 ２時５５分） 

再開宣告（午後 ２時５６分） 

○議長（濱田洋一議員） 再開します。 

 

日程第２５ 議案第１３号 農業委員会委員の任命について 

      議案第１４号 農業委員会委員の任命について 

      議案第１５号 農業委員会委員の任命について 

      議案第１６号 農業委員会委員の任命について 

      議案第１７号 農業委員会委員の任命について 

      議案第１８号 農業委員会委員の任命について 

      議案第１９号 農業委員会委員の任命について 

      議案第２０号 農業委員会委員の任命について 

      議案第２１号 農業委員会委員の任命について 

      議案第２２号 農業委員会委員の任命について 

      議案第２３号 農業委員会委員の任命について 

      議案第２４号 農業委員会委員の任命について 

      議案第２５号 農業委員会委員の任命について 

      議案第２６号 農業委員会委員の任命について 

      議案第２７号 農業委員会委員の任命について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第２５、議案第１３号から議案第２７号まで、農業委員会委員の

任命についての件を一括議題とします。これから、各議案の提出者の説明を一括して求めます。

浜田町長。 

（「はい」の声） 

浜田町長。 

○町長（浜田 哲君） 農業委員会委員の任命について、１５名の、１５件の議案の提案となり

ます。どうかよろしくお願いを申し上げます。農業委員会委員の任命については、議員の皆さ

まご存じのとおり、平成２７年に農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律が改正にな

り、全ての農業委員について、これまでは選挙と専任制併用でありましたが、市町村長が議会

の同意を得て任命する制度となりました。委員の任命にあたりまして、あらかじめ農業者、農

業者が組織する団体、その他の関係者に対して候補者の推薦を求めるとともに、委員になろう

とする者の募集を行わなければなりません。さらに、推薦応募があった農業委員候補者につい

ては、農業委員候補者評価委員会に候補者の評価に関する意見を求めることとなっており、今
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回ご提案をさせていただきます１５名につきましては、美瑛町農業委員候補者評価委員会にお

ける評価の結果、農業委員として適格である旨報告があった方々であります。農業委員の今回

の推薦・募集の結果につきましては、町内地域からの推薦が１１名、農業関係団体からの推薦

が３名、一般募集が１名、計１５名であります。農業委員の任期につきましては３年、現委員

の任期が平成２９年７月１９日までとなっているため、新委員の任期は平成２９年７月２０日

から平成３２年の７月１９日までとなります。それでは、提案理由の説明を朗読をもって行い

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

議案第１３号、農業委員会委員の任命について。下記の者を美瑛町農業委員会委員に任命し

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。平成

２９年６月２２日提出。住所、美瑛町字美沢早崎。氏名、平間初美。生年月日、昭和３４年１

月２７日生まれ。推薦・募集の別でありますけども、地域からの推薦、美沢地区であります。

推薦理由につきましては、地域のまとめ役として高く評価されている人物であり、コンバイン

利用組合長などリーダー経験が豊富な人物であるということであります。 

引き続き議案第１４号でありますが、同じく農業委員会委員の任命について、文章について

は省略をさせていただきますが、美瑛町字赤羽、上村昌規、昭和４３年２月１６日生まれ。推

薦・募集の別は、地域からの推薦、明治・下宇莫別・中宇莫別・上宇莫別地区からの推薦であ

ります。推薦理由は、誠実で人間味あふれる人柄と、これまでの農業委員としての経験・実績

を今後の委員会に反映してほしいと思い推薦する、という内容であります。 

続きまして、議案の第１５号、同じく農業委員会委員の任命について。美瑛町字新区画向上、

森平敏文、昭和３５年６月２９日生まれ。推薦・募集の別は、地域からの推薦、新区画・置杵

牛地区からの推薦であります。推薦理由は、地域のリーダーとして長年貢献しており、豊富な

経験・人脈・知識により適正な判断ができる人物ということであります。 

引き続き、議案第１６号、農業委員の任命について。美瑛町字藤野協成、打田佳史、昭和３

８年２月１０日生まれ。地域からの推薦は、藤野・原野地区であります。地域において信頼が

厚く、消防団の現副団長を務めている。種子馬鈴薯生産組合長や農民連盟の執行委員を務める

など、経験も申し分ない人物である、と。 

続きまして、議案の第１７号、同じく農業委員会委員の任命については、美瑛町字美園、川

﨑章道、昭和２７年１２月７日生まれ。五稜・美田地区からの、地域からの推薦であります。

農業経験が４５年と豊富で、地域でもリーダー的存在であると。農業委員も長きにわたり務め

られ、美瑛町農業の発展に中心的な存在として尽力されてきた人物であるということでありま

す。 

続きまして、議案第１８号、同じく任命についてでありますが、美瑛町字北瑛第３、只野透、

昭和３７年１２月１６日生まれ。北瑛・大村地区からの推薦であります。法人化や機械化の推
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進等、地域の模範となる農業者である。農業委員としても地域農業の発展のために積極的に活

動されており、地域からも厚い信頼を得ている人物である。 

続きまして、議案第１９号、同じく委員の任命でありますが、美瑛町字朗根内、谷本憲一、

昭和３８年２月２日生まれ。横牛・朗根内・俵真布地区からの推薦であります。現農業委員と

して地区より選出されており、地域内においても人望が厚く、リーダーとしても活躍されてい

る人物であると。 

続きまして、議案第２０号、同じく委員の任命について。美瑛町字旭第３、荒川博彦、昭和

４２年２月１２日生まれ。旭地区からの推薦であります。地域農業者の総意により農業委員候

補に推薦するという内容であります。 

続きまして、議案第２１号、同じく農業委員の任命につきまして、美瑛町字みどり、古川勝

義、昭和３１年１月２０日生まれ。水沢・福富・三愛地区からの推薦であり、農業経験が豊富

で地域の信頼も厚く、誰からも期待される人物である。平成２０年より農業委員を務めており、

今回の改選にあたっても適任であると判断し、推薦する。 

議案第２２号、同じく農業委員の任命について。美瑛町字瑠辺蘂第３、斉藤幸一、昭和３２

年８月２２日生まれ。瑠辺蘂・二股地区からの推薦であります。地域の中でもリーダー的な人

格者である。農業委員の経験もあるため、業務内容も把握しており、農地・農家を守るため、

職務を適切に遂行できる人物である、という内容であります。 

続きまして、議案第２３号、同じく委員の任命について。美瑛町字美馬牛大成、鈴木義満、

昭和３７年８月１２日生まれ。美馬牛・美馬牛市街・新星地区からの、地域からの推薦で、農

業経験が豊富で地域からの信頼が厚い、現農業委員で経験があることから適任であると判断し

推薦する、という内容であります。 

続きまして、議案第２４号、同じく委員の任命について。美瑛町字新区画向上、谷口学、昭

和４３年１２月２８日生まれ。北海道中央農業共済組合、いわゆる農業関係団体からの推薦で

あります。これまでの職歴、農業経験などから地域の農業に精通しており、地域の信頼も厚く

中心的な存在として活躍され、地域の活性化に寄与している人物である。 

続きまして、議案第２５号、委員の任命については、美瑛町字北瑛第３、浦島規生、昭和３

６年１月３０日生まれ。美瑛町農業協同組合、農業関係団体からの推薦であり、若いころから

協同組合活動に携わり、地域農業振興のために尽力されてきた。現在、美瑛町農業協同組合の

代表理事専務として活躍されており、農業委員としての経験も備えていることから推薦すると

いうことであります。 

議案第２６号、同じく委員の任命について。美瑛町字置杵牛上精美、福家敏春、昭和２９年

３月２４日生まれ。美瑛土地改良区、農業団体からの推薦であります。土地改良区の役員とし

て長年にわたり運営に尽力されている。人柄も温厚で人望も厚く、農業委員に適任である人物
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であると判断し推薦する、という内容です。 

議案第２７号、農業委員の任命について。最後の方でありますけども、美瑛町西町２丁目２

番２７号、佐藤千代志、昭和３３年１０月３０日生まれ。佐藤千代志氏は、現在美瑛町西町２

丁目２番２７号に住んでおり、現在５８歳、酪農学園大学卒業であります。一般応募の方であ

ります。応募理由でありますが、３５年間、農業改良普及センター職員として農業に携わって

おり、これまでの経験を農業委員会の活動に活かしていければと考え応募した、という内容で

あります。以上、１５名の方の任命について、議会の同意を求めるものであります。よろしく

お願いを申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

お諮りします。議案第１３号から議案第２７号までの質疑は、一括行いたいと思います。ご

異議はありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、議案第１３号から議案第２７号までの質疑は一括行うこ

とに決定しました。 

それでは、議案第１３号から議案第２７号までについての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第１３号から議案第２７号までについての質疑を終わりま

す。 

次は討論でありますが、議案第１３号から議案第２７号までの討論は省略したいと思います。

ご異議はありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。これで議案第１３号から議案第２７号までの討論を終わります。 

これから日程第２５、議案第１３号から議案第２７号までの件を採決します。はじめに、議

案第１３号の件を採決します。 

議案第１３号、農業委員会委員の任命についての件を、同意することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手全員） 

はい、挙手全員であります、挙手全員であります。したがって、議案第１３号の件は同意を

することに決定をしました。 

次に、議案第１４号の件を採決します。 

議案第１４号、農業委員会委員の任命についての件を、同意することに賛成の方は挙手願い

ます。 
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（挙手全員） 

はい、挙手全員で行ってあります。したがって、議案第１４号の件は同意をすることに決定

をしました。 

次に、議案第１５号の件を採決します。 

議案第１５号、農業委員会委員の任命についての件を、同意することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手全員） 

はい、挙手全員であります。したがって、議案第１５号の件は同意をすることに決定をしま

した。 

次に、議案第１６号の件を採決します。 

議案第１６号、農業委員会委員の任命についての件を、同意することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手全員） 

はい、挙手全員であります。したがって、議案第１６号の件は同意をすることに決定をしま

した。 

次に、議案第１７号の件を採決します。 

議案第１７号、農業委員会委員の任命についての件を、同意することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。したがって、議案第１７号の件は同意をすることに決定をしました。 

次に、議案第１８号の件を採決します。 

議案第１８号、農業委員会委員の任命についての件を、同意することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手全員） 

はい、挙手全員であります。したがって、議案第１８号の件は同意することに決定をしまし

た。 

次に、議案第１９号の件を採決します。 

議案第１９号、農業委員会委員の任命についての件を、同意することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手全員） 

はい、挙手全員であります。したがって、議案第１９号の件は同意することに決定をしまし

た。 

次に、議案第２０号の件を採決します。 
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議案第２０号、農業委員会委員の任命についての件を、同意することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手全員） 

はい、挙手全員であります。したがって、議案第２０号の件は同意することに決定をしまし

た。 

次、議案第２１号の件を採決します。 

議案第２１号、農業委員会委員の任命についての件を、同意することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。したがって、議案第２１号の件は同意することに決定をしました。 

次、議案第２２号の件を採決します。 

議案第２２号、農業委員会委員の任命についての件を、同意することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。したがって、議案第２２号の件を同意することに決定をしました。 

次に、議案第２３号の件を採決します。 

議案第２３号、農業委員会委員の任命についての件を、同意することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。したがって、議案第２３号の件は同意をすることに決定をしました。 

次に、議案第２４号の件を採決します。 

議案第２４号、農業委員会委員の任命についての件を、同意することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。したがって、議案第２４号の件は同意することに決定をしました。 

次に、議案第２５号の件を採決します。 

議案第２５号、農業委員会委員の任命についての件を、同意することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手全員） 

はい、挙手全員であります。したがって、議案第２５号の件は同意をすることと決定をしま

した。 

次に、議案第２６号の件を採決します。 

議案第２６号、農業委員会委員の任命についての件を、同意することに賛成の方は挙手願い
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ます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。したがって、議案第２６号の件は同意をすることに決定をしました。 

次に、議案第２７号の件を採決します。 

議案第２７号、農業委員会委員の任命についての件を、同意することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手全員） 

はい、挙手全員であります。したがって、議案第２７号の件は同意をすることと決定をしま

した。 

３時３０分まで休憩をします。 

休憩宣告（午後 ３時１１分） 

再開宣告（午後 ３時３０分） 

 

日程第２６ 報告第１号 専決処分について 

 

○議長（濱田洋一議員） 休憩前に続いて会議を再開します。 

日程第２６、報告第１号、専決処分についての件を議題とします。本件についての説明を求

めます。 

（「はい」の声） 

はい、芝生建設水道課長。 

（建設水道課長 芝生 公之君 登壇） 

○建設水道課長（芝生公之君） 報告第１号、専決処分についての提案理由につきましてご説明

申し上げます。議案集につきましては５７頁になります。町道朗根内上俵真布線九線橋は、昨

年８月２３日に発生した台風９号による豪雨により被災を受け、町道朗根内上俵真布線九線橋

道路災害復旧工事下部工・護岸工は、平成２９年２月３日の第１回議会臨時会において、請負

契約の締結について議決をいただいているところです。本工事においては、当初護岸工の部分

が土砂で埋設されており、既設梁ブロックが確認できませんでしたが、一部残存していたため

施工面積の減による変更と、土砂の中にあったコンクリート廃材の撤去の増により、増減額合

わせて２５２万７２００円の減額となったことから、６月６日に専決させていただき、報告す

るものです。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

資料といたしまして、変更前・変更後の工事名、契約金額、契約先、変更内容を載せてあり

ます。朗読は省略させていただきます。以上で、報告第１号の提案理由の説明を終わります。
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よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

報告第１号については、これをもって審議を終わりたいと思います。ご異議はありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、報告第１号の件は報告を終わります。 

 

日程第２７ 報告第２号 平成２８年度美瑛町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第２７、報告第２号、平成２８年度美瑛町一般会計繰越明許費繰

越計算書についての件を議題とします。本件についての説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、鈴木総務課長。 

（総務課長 鈴木 貴久君 登壇） 

○総務課長（鈴木貴久君） 報告第２号について、その内容について申し上げます。議案集は５

８頁から６０頁になります。平成２８年度の繰越明許費については、平成２８年度の一般会計

補正予算第９号、第１０号及び第１１号において、平成２９年度に繰り越して執行することの

議決を得た、計上している１３事業について、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基

づき報告するものです。それでは議案を朗読します。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で、報告第２号の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

報告第２号については、これをもって審議を終わりたいと思います。ご異議はありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、報告第２号の件は報告を終わります。 

 

日程第２８ 報告第３号 美瑛町土地開発公社の経営状況について 
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○議長（濱田洋一議員） 日程第２８、報告第３号、美瑛町土地開発公社の経営状況についての

件を議題とします。本件についての説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、芝生建設水道課長。 

（建設水道課長 芝生 公之君 登壇） 

○建設水道課長（芝生公之君） 報告第３号、美瑛町土地開発公社の経営状況についての議案の

内容につきましてご説明申し上げます。議案集につきましては６１頁から６５頁になります。

それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で、報告第３号の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。経営状況全般についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

報告第３号については、これをもって審議を終わりたいと思います。ご異議はありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、報告第３号の件は報告を終わります。 

 

日程第２９ 報告第４号 有限会社美瑛物産公社の経営状況について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第２９、報告第４号、有限会社美瑛物産公社の経営状況について

の件を議題とします。本件についての説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、今野経済文化振興課長。 

（経済文化振興課長 今野 聖貴君 登壇） 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） 報告４号についてご説明申し上げます。議案集は６６頁に

なります。有限会社美瑛物産公社の経営状況について、朗読をもってご報告いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で報告第４号、有限会社美瑛物産公社の経営状況についての報告を終わります。よろし

くお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。経営状況全般についての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

はい、７番野村議員。 
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○７番（野村祐司議員） 報告書について質問をさせていただきます。なお、これは監査が終わ

っておりますので、私の方からは監査に疑義を唱えるものではありませんし、事前通告もあり

ませんのでわかる範囲でお答えをいただければと思っております。 

売掛金のことなんですが、今期１６３万１０００某計上しております。普通、決算に入ると

きにはですね、事前準備として、売掛金、買掛金、いわゆる流動資産、流動負債については、

代金の回収に全力をあげるし、支払いに全力をあげていくんですが、歴年のものを見てみます

と、売掛金の率が上がっているんですね。これについては何か要因があるのか、お尋ねをいた

します。もう１点でありますが、売掛金の処理といいますか、管理といいますか、これらにつ

いてどのようなことを、要するに、管理といいますか、固定債権なものですから、いわゆる流

動でなくて、延滞になっていないかどうかというような確認でございます。もう１つ大事なと

ころでありますけど、これらについての上席者のチェック、これらについて、３点についてお

伺いをいたします。 

○議長（濱田洋一議員） 休憩します。 

休憩宣告（午後 ３時５０分） 

再開宣告（午後 ３時５１分） 

○議長（濱田洋一議員） それでは再開します。 

（「はい」の声） 

今野経済文化振興課長。 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） 売掛金の関係ですけども、平成２８年度からホテル部門を

物産公社で経営するということになりました。それで、どうしてもホテル部門、カード払い等々

とかありますので、その部門で、昨年度、２７年度と比べては、金額３月３１日締めの場合の

金額が差が出てきているというような形になります。その管理については適正に管理している

とともにですね、会計士を入れながら、経営の方はしっかりと見つめていっている状況でござ

います。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、７番野村議員。 

○７番（野村祐司議員） わかりました。いわゆるその固定とか延滞というか、そういう部分に

ついては考えられないというような解釈でよろしいんですよね。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） 今野経済文化振興課長。 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） 売掛金の主なものとしては、町の指定管理料の精算部分で

すとか、先ほども申しましたけど、クレジットカードの部分ですので、不良債権的なものです

ね、この中には含まれないということでご理解願いたいと思います。 
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（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） ７番野村議員。 

○７番（野村祐司議員） 月ごとの上席者のチェックという非常に大事なところでありますので、

資産表に従って、それぞれの明細を作ると思うんですが、それらについては上席者が毎月きち

んとチェックをして、齟齬のないように、不祥事のないようにお願いしまして、私の質問を終

わります。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、今野経済文化振興課長。 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） 会計士を入れて毎月チェック体制をとっておりますので、

その辺しっかりと今後も取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○議長（濱田洋一議員） 他にありませんか。これで質疑を終わりたいと思います。 

報告第４号については、これをもって審議を終わりたいと思います。ご異議はありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、報告第４号の件は報告を終わります。 

 

日程第３０ 報告第５号 一般財団法人美瑛町農業振興機構の経営状況について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第３０、報告第５号、一般財団法人美瑛町農業振興機構の経営状

況についての件を議題とします。本件についての説明を求めます。 

（「はい」の声） 

保田農林課長。 

（農林課長 保田 仁君 登壇） 

○農林課長（保田仁君） 報告第５号の一般財団法人美瑛町農業振興機構の経営状況について、

議案の内容をご説明をいたします。議案集の７１頁から７５頁になります。はじめに条文を朗

読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で、報告第５号の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。経営状況全般についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

報告第５号については、これをもって審議を終わりたいと思います。ご異議はありませんか。 

（「なし」の声） 
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異議なしと認めます。したがって、報告第５号の件は報告を終わります。 

 

日程第３１ 報告第６号 一般財団法人丘のまちびえい活性化協会の経営状況について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第３１、報告第６号、一般財団法人丘のまちびえい活性化協会の

経営状況についての件を議題とします。本件についての説明を求めます。 

（「はい」の声） 

今野経済文化振興課長。 

（経済文化振興課長 今野 聖貴君 登壇） 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） 報告第６号についてご説明申し上げます。議案集は７６頁

になります。一般財団法人丘のまちびえい活性化協会の経営状況について、朗読をもって報告

をいたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で、報告第６号、一般財団法人丘のまちびえい活性化協会の経営状況についての報告を

終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。経営状況全般についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

報告第６号については、これをもって審議を終わりたいと思います。ご異議はありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって報告第６号の件は報告を終わります。 

 

日程第３２ 意見書案第１号 全国森林環境税の創設に関する意見書について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第３２、意見書案第１号、全国森林環境税の創設に関する意見書

についての件を議題とします。本件についての趣旨説明を求めます。７番野村祐司議員。 

（「はい」の声） 

７番野村議員。 

（７番 野村 祐司議員 登壇） 

○７番（野村祐司議員） 意見書案第１号、全国森林環境税の創設に関する意見書について、上

記について美瑛町議会会議規則第１４条の規定により、下記のとおり意見書を提出いたします。

平成２９年６月２３日、提出者議員野村祐司、賛成者議員大坪正明、賛成者議員佐藤剛敏。全
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国森林環境税の創設に関する意見書、要約して申し上げます。 

（意見書案の要約を省略する） 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第３２、意見書案第１号の件を採決します。意見書案第１号、全国森林環境税

の創設に関する意見書についての件を、決議をすることに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、意見書案第１号の件は決議することに決定をし、

決議書を関係機関へ送付することにします。 

 

 日程第３３ 意見書案第２号 地方財政の充実・強化を求める意見書について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第３３、意見書案第２号、地方財政の充実・強化を求める意見書

についての件を議題とします。本件についての趣旨説明を求めます。９番和浩幸議員。 

（「はい」の声） 

９番和議員。 

（９番 和 浩幸議員 登壇） 

○９番（和浩幸議員） ９番和でございます。朗読をもちまして、提案説明とさせていただ

きます。 

（意見書案の朗読を省略する） 

以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 
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討論ありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第３３、意見書案第２号の件を採決します。意見書案第２号、地方財政の充実・

強化を求める意見書についての件を、決議をすることに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、意見書案第２号の件は決議することに決定をし、決議書

を関係機関へ送付することにします。 

 

 日程第３４ 意見書案第３号 平成２９年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第３４、意見書案第３号、平成２９年度北海道最低賃金改正等に

関する意見書についての件を議題とします。本件についての趣旨説明を求めます。５番佐藤晴

観議員。 

（「はい」の声） 

はい、５番佐藤議員。 

（５番 佐藤 晴観議員 登壇） 

○５番（佐藤晴観議員） 朗読いたします。 

（意見書案の朗読を省略する） 

以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、日程第３４、意見書案第３号の件を採決します。意見書案第３号、平成２９年度

北海道最低賃金改正等に関する意見書についての件を、決議することに賛成の方は挙手願いま

す。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、意見書案第３号の件は決議することに決定をし、
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決議書を関係機関へ送付することにします。 

 

日程第３５ 意見書案第４号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復元、教職 

 員の超勤解消と「３０人以下学級」の実現、「子どもの貧困」 

 解消など教育予算確保・拡充と就学保障に向けた意見書につい 

 て 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第３５、意見書案第４号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率

２分の１への復元、教職員の超勤解消と「３０人以下学級」の実現、「子どもの貧困」解消な

ど教育予算確保・拡充と就学保障に向けた意見書についての件を議題とします。本件について

の趣旨説明を求めます。１２番佐藤議員。 

（「はい」の声） 

佐藤剛敏議員。 

（１２番 佐藤 剛敏議員 登壇） 

○１２番（佐藤剛敏議員） 最後になりますので、ひとつよろしくお願いいたします。朗読をも

って提案といたします。 

（意見書案の朗読を省略する） 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、日程第３５、意見書案第４号の件を採決します。意見書案第４号、義務教育費国

庫負担制度堅持・負担率２分の１への復元、教職員の超勤解消と「３０人以下学級」の実現、

「子どもの貧困」解消など教育予算の確保・拡充と就学保障に向けた意見書についての件を、

決議をすることに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、意見書案第４号の件は決議することに決定をし、

決議書を関係機関へ送付することにします。 
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 日程第３６ 議員の派遣について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第３６、議員の派遣についての件を議題とします。本件について、

地方自治法第１００条第１３項及び美瑛町議会会議規則第１２７条の規定に基づいて、別紙の

とおり議員の派遣をしたいと思います。 

お諮りします。本議会は、別紙のとおり議員の派遣をすることにご異議はありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、別紙のとおり議員の派遣をすることに決定しました。 

 

 日程第３７ 所管事務調査 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第３７、所管事務調査の申し出についての件を議題とします。

本件について、総務文教常任委員会委員長和浩幸議員、産業経済常任委員会委員長佐藤晴観

議員、議会運営委員会委員長福原輝美子議員から、所管事務調査を行うため、閉会中の継続調

査の承認を求める申し出が、別紙のとおりありました。 

お諮りします。本件については、各委員長からの申し出のとおり、承認をしたいと思います。

ご異議はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。したがって、本件は各委員長申し出のとおり、承認をすることに決定

をしました。なお、派遣地、調査事項等に変更が生じた場合、議長において承認をしたいと思

います。ご了承お願いを申し上げます。 

 

閉会宣告 

 

○議長（濱田洋一議員） これをもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。

会議を閉じます。平成２９年第４回美瑛町議会定例会を閉会します。 

 

閉会挨拶 

 

○議長（濱田洋一議員） ２日間、めいっぱいありがとうございます。そして、一般質問１０人

と、内容の濃い審議をできたかなと思っております。改めて、皆さま方議員各位、そして職員、

町長をはじめとして職員各位にお礼を申し上げて、閉会のごあいさつとします。ありがとうご
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ざいました。 

午後４時２２分 閉会 
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上記のとおり相違ないことを証するため、ここに署名します。 

 

    平成２９年 ９月２１日 

 

美瑛町議会 議 長  濱 田 洋 一 

 

        議 員  沢 尻   健 

 

        議 員  大 坪 正 明 

 

 


