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議 事 日 程（第２号） 

 

令和４年第４回美瑛町議会定例会 

令和４年６月１７日午前９時３０分開議 

 

第 １         会議録署名議員の指名について 

第 ２  議案第 １ 号 美瑛町税条例等の一部改正について 

第 ３  議案第 ２ 号 美瑛町都市計画税条例の一部改正について 

第 ４  議案第 ３ 号 美瑛町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固 

定資産税の特例に関する条例の一部改正について 

第 ５  議案第 ４ 号 令和４年度美瑛町一般会計補正予算（第２号）について 

第 ６  議案第 ５ 号 財産の無償譲渡について 

第 ７  議案第 ９ 号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

第 ８  議案第１０号 請負契約の締結について 

第 ９  諮問第 １ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 

第１０ 議案第 ６ 号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

第１１ 議案第 ７ 号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

第１２ 議案第 ８ 号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

第１３ 報告第 １ 号  令和３年度美瑛町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

第１４ 報告第 ２ 号  令和３年度美瑛町一般会計事故繰越し繰越計算書について 

第１５ 報告第 ３ 号  美瑛町土地開発公社の経営状況について 

第１６ 報告第 ４ 号  有限会社美瑛物産公社の経営状況について 

第１７ 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 

第１８ 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 

第１９ 発議第 １ 号  美瑛町まちづくり事務審査特別委員会の設置について 

第２０ 発議第 ２ 号  美瑛町議会会議規則の一部改正について 

第２１ 意見書案第２号 森林・林業・木材産業によるグリーン成長に向けた施策の充実・強化を 

           求める意見書について 

第２２ 意見書案第３号 食料安全保障の強化を図る新たな国の予算確保と国民への理解醸成を図 

る意見書について 

第２３ 意見書案第４号 地方財政の充実・強化に関する意見書について 

第２４ 意見書案第５号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３０人以下学 

           級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書について
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第２５ 意見書案第６号 ２０２２年度北海道最低賃金改定等に関する意見書について 

第２６         議員の派遣について 

第２７         所管事務調査の申し出について 
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○出席議員（１３名） 

１番  保 田   仁 議員 

３番  増 山 和 則 議員 

４番  濱 田 洋 一 議員 

５番  大 坪 正 明 議員 

６番  中 村 倶 和 議員 

７番  穂 積   力 議員 

８番  桑 谷   覺 議員 

９番  高 田 紀 子 議員 

１０番  野 村 祐 司 議員 

１１番  青 田 知 史 議員 

１２番  山 本 賢 一 議員 

１３番  八 木 幹 男 議員 

議長 １４番  佐 藤 晴 観 議員 

 

 

○欠席議員（１名） 

２番  坂 田 美 香 議員 
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○出席説明員 

町 長  角 和 浩 幸 君 

副 町 長  池 田 由 行 君 

会 計 管 理 者  小 杉 昌 敏 君 

総 務 課 長  今 瀧   毅 君 

まちづくり推進課長  新 村   猛 君 

移住定住推進室長  土 井 寛 久 君 

税 務 課 長  川 合 実智代 君 

住 民 生 活 課 長  庄 司 篤 史 君 

保 健 福 祉 課 長  高 木 比斗志 君 

地域包括支援センター所長  高 崎 史江里 君 

子ども・子育て支援室長  樫 山 尚 代 君 

保健センター所長  鎌 田 静 香 君 

商工観光交流課長  髙 島 和 浩 君 

文化スポーツ課長  山 下 浩 史 君 

農 林 課 長  吉 川 智 巳 君 

建 設 水 道 課 長  平 間 克 哉 君 

水 道 整 備 室 長  岩 佐 和 男 君 

町立病院事務局長  観 音 太 郎 君 

総 務 課 長 補 佐  真 鍋 大 輔 君 

総 務 課 財 政 係 長  松 岡   歩 君 

 

教 育 長  千 葉 茂 美 君 

管 理 課 長  梶 原 祐 治 君 

図 書 館 長  山 上 修 司 君 

 

農 業 委 員 会 会 長  只 野   透 君 

農業委員会事務局長  栗 原 行 可 君 

 

代 表 監 査 委 員  大 西 宣 充 君 
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○書記 

事 務 局 長  今 野 聖 貴 君 

次 長  才 川 育 世 君 
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午前９時３０分 開議 

 

開議挨拶 

 

○議長（佐藤晴観議員） おはようございます。昨日に引き続き、早朝よりご参集いただきまし

てありがとうございます。本日定例会２日目となっております。議案の他、今日も多い中身と

なっておりますので、いつもどおりの慎重審査をお願い申し上げます。 

 

開議宣告 

 

○議長（佐藤晴観議員） 本日の会議を開きます。ただいまの出席議員は１３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（佐藤晴観議員） 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、７番穂積力議員と１３番八木幹男議員を指名します。 

 

日程第２ 議案第１号 美瑛町税条例等の一部改正について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２、議案第１号、美瑛町税条例等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） 

川合税務課長。 

（税務課長 川合 実智代君 登壇） 

○税務課長（川合美智代君） おはようございます。議案第１号の提案理由について、説明いた

します。議案集は１頁から８頁、改正要旨及び新旧対照表は別冊資料の１頁から２４頁までで

す。今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律、関係する政令、省令が、それぞれ本年

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いたします。資料は１頁になります。 

１の改正の要旨は冒頭で説明したとおりです。 
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２の改正の概要の中で、主なものを説明いたします。まず納税環境整備として、不動産登記

法改正に伴う規定の改正を行います。個人町民税では所得割の課税標準の規定の改正、寄附金

税額控除の規定の削除、個人町民税の申告、住宅借入金等特別税額控除の規定の改正を行いま

す。２頁の固定資産税では、下水道除害施設に係る課税標準の特例措置の改正、法附則第１５

条第４４項の条例で定める割合の規定の新設、新築住宅等に対する固定資産税の減額に係る規

定の改正、土地に係る固定資産税の負担調整措置についての特例規定の改正を行います。その

他、地方税法等の改正に伴う条文の整備を行うものです。 

新旧対照表は、４頁からになりますので、ご参照願います。 

それでは、議案集の５頁下から４行目の附則になります。附則、施行期日等、第１条、この

条例は、公布の日から施行し、改正後の美瑛町税条例の規定は、令和４年４月１日から適用す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

以下、第１号からの朗読は省略させていただきます。 

以上で、議案第１号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） 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。 

（「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２、議案第１号の件を採決します。議案第１号、美瑛町税条例等の一部改正

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。 

 

日程第３ 議案第２号 美瑛町都市計画税条例の一部改正について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第３、議案第２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） 

川合税務課長。 

（税務課長 川合 実智代君 登壇） 

○税務課長（川合美智代君） 議案第２号の提案理由について、説明をいたします。議案集は９
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頁と１０頁、改正要旨及び新旧対照表は、別冊資料の２５頁から３１頁までです。今回の改正

は、地方税法等の一部を改正する法律等が、本年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いたします。資料は２５頁になります。 

１の改正の要旨は冒頭で説明したとおりです。 

２の改正の概要は、固定資産税と同様、法附則第１５条第４４項の条例で定める割合の規定

の新設、土地に係る都市計画税の負担調整措置についての特例規定の改正、その他地方税法等

の改正に伴う条文整備です。 

新旧対照表は２６頁からですので、ご参照願います。 

それでは議案集の１０頁、下から８行目の附則になります。附則、施行期日等、第１項、こ

の条例は、公布の日から施行し、改正後の美瑛町都市計画税条例の規定は、令和４年４月１日

から適用する。 

以下、第２項からの朗読は省略させていただきます。 

以上で、議案第２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（佐藤晴観議員） 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。 

（「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２号の件を採決します。議案第２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２号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第４  議案第３号 美瑛町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に 

        伴う固定資産税の特例に関する条例の一部改正について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第４、議案第３号、美瑛町過疎地域の持続的発展の支援に関する

特別措置法の適用に伴う固定資産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



 

－ 9 － 

ます。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

川合税務課長。 

（税務課長 川合 美智代君 登壇） 

○税務課長（川合美智代君） 議案第３号の提案理由について説明いたします。議案集は１１頁、

改正要旨及び新旧対照表は別冊資料の３２頁と３３頁です。今回の改正は、過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法第２４条の地方税の課税免除、または不均一課税に伴う措置が

適用される場合等を定める省令、令和３年総務省令第３１号が令和４年３月３１日に改正され

たことに伴い、本条例の一部を改正するものです。最初に、下から２行目、附則の前まで議案

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いたします。資料は３２頁になります。 

１の改正の要旨は冒頭で説明したとおりです。 

２の改正の概要は、条例で引用している租税特別措置法及び租税特別措置法施行令の規定の

条項ずれに伴い、条文の整備を行うものです。 

新旧対照表は資料の３３頁になりますので、ご参照願います。 

議案集の１１頁、下から２行目の附則になります。附則、この条例は、公布の日から施行し、

令和４年４月１日から適用する。 

以上で、議案第３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（佐藤晴観議員） 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。 

（「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４、議案第３号の件を採決します。議案第３号、美瑛町過疎地域の持続的発

展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産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） 

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。 
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日程第５ 議案第４号 令和４年度美瑛町一般会計補正予算（第２号）について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第５、議案第４号、令和４年度美瑛町一般会計補正予算（第２号）

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） 

今瀧総務課長。 

（総務課長 今瀧 毅君 登壇） 

○総務課長（今瀧 毅君） おはようございます。議案第４号の提案理由につきましてご説明申

し上げます。議案集は１２頁から２６頁になります。今回の補正予算は、総務費では、まちづ

くり寄附増加による返礼品費用の追加、民生費では、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業

の追加、くらしの安定実現事業、子育て世帯生活支援給付金事業の追加、衛生費では、新型コ

ロナウイルスワクチン４回目接種事業に係る委託料の追加、農林水産業費では、道補助金、国

庫交付金の割当内示、事業要望に伴う各種補助事業及び交付金事業の追加など、商工費では、

消費活性化事業の追加、びえいの観光応援事業の追加、諸支出金や、まちづくり寄附金の丘の

まちびえいまちづくり基金への積立などです。 

歳入の国庫補助金につきましては、原油価格物価高騰対策に係る新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金の追加、住民税非課税世帯等臨時特別給付金に係る補助金の追加、社

会資本整備総合交付金の交付額の決定による減額、補助金におきましては、農林水産業費補助

金における交付金の割当内示及び補助要望に伴う追加、プレミアム付商品券発行支援事業に係

る補助金、地方スポーツ振興費補助金の追加。寄附金は、一般寄附金及びまちづくり寄附金の

追加、繰越金の財源調整による追加となっております。はじめに、議案条文を朗読し、その後

内容の説明をいたします。議案集１２頁になります。 

（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によりご説明申し上げます。はじめに歳出からご

説明いたします。議案集１９頁になります。 

歳出、第２款総務費、第１項総務管理費、第８目移住対策費、補正額６０万円の追加です。

備考欄（１）ＵＩＪターン新規就業支援事業において、交付対象者１名増に伴う交付金の追加

です。 

第１３目諸費、補正額５，１７７万４，０００円の追加です。備考欄（１）過年度歳入過誤

納還付金につきましては、住民税各種交付金等の還付金で５９９万７，０００円の追加です。

（２）まちづくり寄附管理事業は、まちづくり寄附件数の増加に伴う返礼品等の経費で、

４，５７７万７，０００円の追加です。 
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第３款民生費、第１項社会福祉費、第１目社会福祉総務費、補正額１億３，５７６万

４，０００円の追加です。備考欄（１）成年後見制度推進事業は、申立てケース発生による手

数料１件分、１２万円の追加です。（２）新型コロナ療養支援事業は、支援物資提供者の増によ

る７００個分、２８０万円の追加です。（３）住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業は、前年

度、課税世帯で令和４年度に非課税世帯となった世帯など、３５０世帯に対して１世帯当たり

１０万円を給付する事業で、人件費及び物件費並びに交付金等の費用３，６６９万３，０００

円の追加です。（４）くらしの安定実現事業は、町単独事業として、原油価格物価高騰対策とし

て、住民税非課税世帯１世帯当たり６万円を年２回、８月に２万円、１１月に４万円を、電子

地域通貨で１，６００世帯に対して給付、付与する事業で、９，６１５万１，０００円を追加

するものです。 

議案集２１頁になります。第２項児童福祉費、第１目児童福祉総務費、補正額１，３８５万

円の追加です。子育て世帯生活支援給付金事業は、国の原油価格物価高騰等総合緊急対策によ

り実施する１８歳未満の児童、障がい児につきましては２０歳未満のいる住民税非課税世帯及

び家計急変世帯児童１人に対して５万円を給付する事業で、事務処理に要する人件費、事務費

及び給付金の追加補正です。 

第４款衛生費、第１項保健衛生費、第３目予防費、補正額１，３３４万７，０００円の追加

です。新型コロナウイルスワクチン接種事業は、４回目接種実施に伴う接種委託料及び接種会

場運営費用の追加です。 

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１億１，３８６万７，０００

円の追加です。説明欄（１）環境保全型農業直接支払交付金は、事業実施に要する事務費の割

当内示による１０万円の追加。（２）農地利用効率化等支援交付金は、農業機械等の整備に対す

る交付金で割当内示に基づく補正３，１９７万円の追加です。（３）持続的畑作生産体系確立緊

急対策事業補助金は、てん菜から需要の高い作物への転換に要する農作業用機械の購入費や、

種馬鈴薯の緊急増産に要する経費等の補助金で８，１７９万７，０００円の追加です。 

議案集２３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

６，１１１万８，０００円の追加です。説明欄（１）消費活性化事業は、プレミアム付電子地

域通貨の発行について、町民用が１万円×１万５０００口のプレミアム率３０パーセント及び

町外者観光客用が２,０００円が、３万口をプレミアム率２０パーセントに設定して発行する事

業補助金６，００４万円の追加です。備考欄（２）電子地域通貨運営事業では、Ｂｅコインに

クレジットカードで入金、チャージできる仕組みの導入に係る手数料１０７万８，０００円の

追加です。 

第３目観光費、補正額３，６１２万円の追加です。説明欄（１）四季の情報館管理運営事業

は、加圧給水ポンプ老朽破損に伴う修繕料２８２万６，０００円の追加。（２）サイクルツーリ
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ズム推進事業は、スポーツ庁の地方スポーツ振興費補助金が採択されたことによる補助金１２９

万４，０００円の追加。（３）びえいの観光応援事業は、観光協会が実施する宿泊事業者に対す

る宿泊誘客支援として、宿泊クーポンを発行する事業で、３，０００円分のクーポン券を１万

泊分発行する経費及び事務経費に係る補助金３，２００万円の追加補正です。 

第２項文化スポーツ振興費、第８目イベント推進費、補正額６８２万７，０００円の追加で

す。美瑛センチュリーライド事業について、スポーツ庁地方スポーツ振興費補助金が採択され

たことによる補助金の追加です。 

第８款土木費、第２項道路橋梁費、第２目道路新設改良費、補正額３，７００万円の減額で

す。備考欄（１）美園村山線道路改良舗装事業は、社会資本整備総合交付金事業の配当額決定

に伴う６，０００万円の減額。（２）新星線道路改良舗装事業についても、交付金事業配当額の

決定に伴う２，３００万円の追加補正です。 

第４項都市計画費、第３目公園費、補正額７７万円の追加です。４月２７日、強風被害によ

る拓真館の屋根修繕に伴う追加です。 

第５項住宅費、第２目住宅建設費、補正額１１万円の追加です。公営住宅建替推進事業、移

転希望者の増による追加です。 

議案集２５頁になります。第９款消防費、第１項消防費、補正額１，６７５万７，０００円

の追加です。消防庁舎防水改修工事分などの負担金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９目丘のまちびえいまちづくり基金費、補正

額２，９３９万６，０００円の追加です。まちづくり寄附金、一般寄附１件１００万円及びま

ちづくり寄附、１，６２１件、２，８３９万６，０００円を、丘のまちびえいまちづくり基金

に積み立てるものです。 

  次に、事項別明細書の歳入についてご説明をいたします。議案集の１５頁にお戻り願います。 

歳入、第１４款国庫支出金、第１項国庫負担金、第２目衛生費負担金、補正額９６５万

５，０００円の追加です。新型コロナウイルスワクチン４回接種委託に係る負担金の追加です。 

第２項国庫補助金、第１目総務費補助金、補正額１億４，５５７万６，０００円の追加です。

原油価格物価高騰対策事業に係る新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る令

和３年度本省繰越し分６,６００万６０００円及び令和４年度内示額７，９５７万円の追加です。 

第２目民生費補助金、補正額５，０５４万３，０００円の追加です。説明欄１、住民税非課

税世帯等臨時特別給付金事業補助金は、給付金事業実施に伴う事業費及び事務費に係る補助金

の３，６６９万３，０００円の追加。１、新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化

交付金は、子育て世帯生活支援給付金事業の実施に伴う交付金の１，３８５万円の追加です。 

第３目衛生費補助金、補正額３６９万２，０００円の追加です。新型コロナウイルスワクチ

ン４回目接種委託に係る疾病予防対策事業費等補助金の追加です。 
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第５目土木費補助金、補正額３，９４７万４，０００円の減額です。道路橋梁費補助金は、

説明欄１から５の各改良舗装事業交付金について、交付額決定による減額及び追加補正です。

住宅費補助金は、公営住宅建替推進事業の申請増に伴う交付金の追加です。 

第７目商工費補助金、補正額８１２万１，０００円の追加です。イベント推進事業及び美瑛

センチュリーライド事業の補助採択に伴う地方スポーツ振興費補助金の追加です。 

第１５款道支出金、第１項道補助金、第１目総務費補助金、補正額４５万円の追加です。事

業対象者１名増に伴う、ＵＩＪターン新規就業支援事業移住支援交付金の追加です。 

第４目農林水産業費補助金、補正額１億１，３８６万７，０００円の追加です。説明欄１、

環境保全型農業直接支払交付金は、事務費に係る交付金割当内示により１０万円の追加。２、

農地利用効率化等支援交付金は、交付金事業の割当内示に基づく補正で３，１９７万円の追

加。３、持続的畑作生産体系確立緊急対策事業補助金は、事業要望に基づく補正として、

８，１７９万７，０００円の追加です。 

第５目商工費補助金、補正額２，１００万円の追加です。消費活性化事業実施に伴うプレミ

アム付商品券発行支援事業費補助金の追加です。 

第１７款寄附金、第１項寄附金、補正額２，９３９万６，０００円の追加です。１、寄附金

が、竹内香織氏からの寄附金１００万円の追加。２、まちづくり寄附金が１，６２１件分で

２，８３９万６，０００円の追加です。 

議案集１７頁になります。第１９款繰越金、第１項繰越金、補正額９，８５８万９，０００

円の追加です。財源補填に伴うものでございます。令和３年度の一般会計繰越金決定額につき

ましては、２億７，４９２万円で、今回の補正後の繰越金計上額は１億２，１４８万９，０００

円、財源保留額につきましては、１億５，３４３万１，０００円となっております。 

第２０款諸収入、第５項雑入、第４目雑入、補正額３８万５，０００円の追加です。拓真館

屋根修繕に伴う町有建物災害共済金の追加です。 

第２１款町債、第１項町債、第６目土木債、補正額１５０万円の追加です。社会資本整備総

合交付金の配当額決定に伴う、説明欄（１）から（５）の各道路整備事業債の追加及び減額で

す。 

議案集１４頁になります。第２表地方債補正です。変更前の地方債の総額１１億８，４００

万円に１５０万円を追加し、変更後の地方債の総額を１１億８，５５０万円とするものです。

起債の目的、変更前限度額、変更後限度額のみ申し上げ、個別の事業名は省略いたします。 

第２表地方債補正、変更、辺地対策事業、変更前限度額２億２，５００万円。変更後限度額

２億２，６５０万円。合計変更前限度額１１億８，４００万円。変更後限度額１１億８，５５０

万円。なお、起債の方法、利率、償還の方法については変更ありません。 

１３頁の第１表歳入歳出予算補正についての説明は省略いたします。 
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以上で、議案第４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（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。はじめに、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。これで総括質疑を終わります。 

次に、質疑を行います。議案集の１９頁から２２頁まで。はじめに歳入歳出補正予算事項別

明細書の歳出、第２款総務費から第６款農林水産業費までについて質疑を許します。 

（「はい」の声） 

１１番青田議員。 

○１１番（青田知史議員） １１番青田でございます。おはようございます。よろしくお願いい

たします。３款１項１目社会福祉総務費、説明欄（１）の成年後見制度推進事業と、（３）の

住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業の２つについて伺います。 

まず町民の権利擁護のために成年後見制度、今回、久しぶりに申立てがあったというような

ことで理解しております。それで今回の申立てで、詳細については、ちょっと触れられない部

分があるかと思うんですけれども、やはり権利擁護申立て以降もですね、そのあと後見費用が

発生したりだとか、様々な支援が必要になってくるかという風に推察しております。それでこ

ちらの方で今回の申立て費用で１２万円掛かったんですけど、そのあとですねどのような形で

支援がですね必要になってくるのか、現時点でその辺イメージがあれば伺いたいと思います。 

（３）の住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業についてですけれども、前年度、令和３年

度にも給付がございました。それで今回はあくまでも新たに令和４年度に非課税世帯になった

３５０世帯見込みに対しての給付ということで、これ伝わり方間違えるとですね、うちも非課

税世帯だから貰いたいだとか貰えなかったとかっていうことがあっては困るので、そのアナウ

ンスについてはきちんとですねしていただきたいという風には思っております。 

それで昨今、全国的に、給付金の誤った給付が発生しております。それで、大丈夫かとは思

うんですけれども、本町においても対象者の抽出から振り込みに至るまで、やはり間違いがな

いようにですね、ヒューマンエラーはどこにでもあるかと思いますし、間違えるとですねやは

りこう、今日もマスコミの方来てるかもしれないですけども、それでぼんと出ちゃうと、信頼

失墜につながるというそういう懸念もございますので、ですから今回についてですね、対象者

の抽出から振り込みに至るまで、これまでの間違いはなかったのかどうかということと併せて

今後もですね間違えないようにどのような対策といいますか、手続を踏んで間違いがないよう

にやっているのかその辺りについて２点伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 高木保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（高木比斗志君） はい、ご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

まず１点目、成年後見制度の中で今回１件、町村の新規申立てという形でそれにかかる費用

という形で予算を計上させていただいてございます。こちらにつきましてはですね、対象者の

方々につきましては近親者の方で申立てのご意向がなかったということを前提とさせていただ

きまして、市町村が申請するというような形になってございます。また、議員ご指摘のところ

ですね、今後の予定はどうなんだというところの考え方でございますが、最近では、平成２３

年、３０年に１件ずつの申請をさせていただいた経緯がございます。その中ではですね、今後

申立てをさせていただいて家庭裁判所が最終的に後見人を指定するというような形になってい

くと思いますので、その中で、それから先、逆に行きましたら、申立てにかかった費用等も、

経済的にそれが負担が可能な場合につきましては、それが町に戻ってくるというような形が考

えられると思います。また、その後の申立てに伴い、美瑛町自体が直接後見人に携わって支出

等々のものが発生するという考え方は今のところ持ってございません。以上です。 

それと、２点目のですね、住民税非課税世帯等臨時特別給付金、こちらの方につきましては

先ほど議員おっしゃられたとおりですね、令和３年度の非課税世帯同様の事業を実施させてい

ただいてございます。これも同じように国の制度でございますが、おっしゃられるとおり、そ

ちらをそこの中で支給を受けた方については、今回の支給の対象外となってございます。当然

その中で家計急変、３年度につきましても家計急変の世帯がありましたが、それを貰っている

方についても対象外というような形になって、新たな家計急変世帯というのも対象になります

が、同様に新たな令和４年度に給付の対象になった方っていうところの位置づけが、誤解を招

かないように広報等で十分周知させていただきたいと考えてございます。また支出につきまし

てもですね、ヒューマンエラーお話のとおり、必ずリスクとして持たざるを得ないとこでござ

いますので単独の１名でチェックしないで、ダブルチェックみたいな形で、なるべくリスクを

避けるような形で考えさせていただいてございます。以上でございます。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） １１番青田議員。 

○１１番（青田知史議員） 答弁いただきました。それでは成年後見の方ですね、元々こう費用

が自分で申立て出来ない、費用負担出来ない方が結局今回申立てというか、家族の方も意向が

なかったのかもしれないんですけれども、やはりそこで後見人が出たときに、やはりこういろ

いろこう動きがあったら、今度家庭裁判所の方で報酬付与の申立てをしたら報酬を貰えるよう

なことになるかと思うんですけれども、それを自治体の方で、報酬付与の申立て費用申立てに

なってその費用が発生した場合には、本人が払えない場合は自治体によってはですね、その辺

り含めての支援をしているようなところがあるかと思いますので、その辺について本町の場合

は取り組みがないかと思います。それについてどうお考えかということが一つ。 
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それとヒューマンエラーがないように心がけていただけるということだったんですけれども、

他自治体のことを引用する、ニュースで報道いろいろありますけれども、今回外国人の租税の

取扱い、考え方の間違いによって、本来給付すべきでない外国の方に給付があったという風な

ことが報道されておりますが、その辺りについて本町では大丈夫なのかどうか伺いたいと思い

ます。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 高木課長。 

○保健福祉課長（高木比斗志君） お答えさせていただきます。１点、まず、エラーの支出の過

誤等のリスクの関係につきましてはですね、こちらの方については委託業務やなんかも組まさ

せていただきましてシステムの中で抽出をやって、また担当の方でもう一度確認してというよ

うな形で実施させていただきたいと考えてございます。 

もう１点のですね、自治体のフォローの成年後見につきましての支出なんかにつきましても

ですね、家庭の状況、先ほどおっしゃられたように、対象の方がお金がある場合ない場合両方

とも発生する場合がございます。当然全ての契約について、お金があったとしても本人の確認

等々の部分で後見人を立てなければならない部分も当然ございますので、そういう件かどうか

再度確認させていただきながら、その支援についてもきちんとさせていただきたいと考えてご

ざいます。以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

１番保田議員。 

○１番（保田 仁議員） １番保田です。おはようございます。それでは３款１項１目社会福祉

総務費の説明欄（４）くらしの安定実現事業についてお伺いをいたします。先般の議員協議会

の中で、１年間の物価高騰を想定した対策としてＢｅコインによる生活支援事業を実施すると

いうことで、事業費９，６１５万１，０００円、対象世帯非課税世帯、給付額、１世帯当たり

６万円をＢｅコイン、申請方式なんですけれども申請書方式と、いうところで、町民自らの申

請による方式だという風に伺っております。ここで対象世帯がですね、非課税世帯、細かく分

かれておりまして生活保護世帯対象ですとか、対象外も細かくちょっと書かれておりますけれ

ども、こうやって対象世帯、非対象世帯きっちり分かれていてですね１００％町で把握してる

ということであれば、申請方式ですね、自ら申請させるという方式ではなくてですね、町がダ

イレクトメールっていうんでしょうかね、直接その対象者にお送りする方がですね申請漏れだ

とか知らなかったとか、忘れてただとかそういったことを防止できるのではないかと思います

けれども、そこら辺の見解についてお伺いいたします。 

（「はい」の声） 
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○議長（佐藤晴観議員） 高木保健福祉課長。 

○保健福祉課長（高木比斗志君） 質問にお答えさせていただきます。議員おっしゃるとおりで

すね、こちらくらしの安定実現事業につきましてはですね、申請方式をとらせていただいてご

ざいます。こちらの方法の選択の理由につきましては、前段に（３）番のところで書かせてい

ただいてございます住民税非課税世帯等のこの給付金につきましては、国の法制度の裏付けが

ございますので、こちらの方については、こちらの方から、対象の人かどうかの所得確認等々

のものが実施出来ますが、単独事業でございますくらしの安定実現事業につきましては、法の

裏付けがないもんですから、あくまでも申請方式をとらせていただきたいと考えてございます。

また周知につきましてもですね、昨年度のところも実施させていただいてございます、物価高

騰のところもございます。同じように、周知につきましては広報等やホームページなど使いな

がら、十分に周知させていただいて、聞いていない、知らなかったというのをなるべくなくす

ような形で、また、民生委員さんたちにも、ご協力いただきながら、なるべく、皆さんに周知

の方を徹底させていただきたいと考えてございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） １番保田議員。 

○１番（保田 仁議員） １番保田です。そうですね繰り返しになりますけども、昨今のですね

物価高騰で、家計の方も大分圧迫されていると。苦しんでいる方もいっぱいいるということで、

知らなかっただとか申請忘れだとかってないようにですね、十分に周知をしていただいて町民

の暮らしの助けになっていただけるようによろしくお願いいたします。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 高木課長。 

○保健福祉課長（高木比斗志君） おっしゃられるとおり、十分にこれからも、いろいろ問合せ

等に対してもですね、わかりやすく皆さんにお話しさせていただくように、十分注意しながら

進めていきたいと思います。以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

  なしと認め、次に進みます。次に議案集の２３頁及び２４頁、第７款商工費及び第８款土木

費について質疑を許します。 

（「はい」の声） 

  ６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） はい、６番中村です。まず、７款１項２目、商工業振興費、（１）消

費活性化事業、６，００４万円について伺います。まず、このプレミアム商品券ですけどね、

これは全ての町民が買えるとは限りません。町の行政の基本としてですね、行政の対象という
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のは、全町民であるはずですね。これは地方自治法の原則ですね。これはご存じのとおりでご

ざいますけども、そうであれば、本来あるべき行政の道からやはり矛盾するのではないかと思

います。 

それからもう２点目、町外者に対しても同じように、プレミアム、２割の利益を発行すると

いうことですけども、これもやはり同じように、地方自治法、この原則に矛盾するのではない

かと思うんですね。このことは、以前にも指摘させてもらいましたけども。 

それから３点目の質問になりますけども、プレミアムの総額５，７００万円です。かなり大

きなものですね、５，７００万円は、全町民へＢｅコインとして支給すべきではないかと。そ

うすればですね、全町民にとっても、生活支援にもなるし、それからさらに何よりも平等で合

理的ではないかなと。さらに経費も少なくなるはずですよ、もう既に、Ｂｅコインがあるはず

ですから、まず、これについて伺います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 髙島商工観光交流課長。 

○商工観光交流課長（髙島和浩君） ただいまのですね、Ｂｅコインの消費活性化事業について

ですけども、今回の事業につきましては原油価格・物価高騰総合緊急対策ということで、基本

的な対策としてはですね、経済をいかに循環させるかということで経済対策としてこれを行っ

ております。町民の方にＢｅコインを買っていただいてプレミアム分を付加しまして町内の中

で買い物していただいて経済を循環させると。町外用につきましても町外の方にＢｅコインを

買っていただいて経済的に町内の中でお金を回すということを念頭に置きながらやっており

ますのでこのような形としております。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） ６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） はい、伺いました。それでは二つ目ですね。７款１項３目観光費、（３）

びえいの観光応援事業３，２００万円について伺います。これは１泊３，０００円のびえい割

を１万泊分発行すると伺いましたけども、現在ですね、これまで長引いてきた２年半ですか。

低迷によってですね、宿泊業者の経営体制、これ自体はですね、縮小してるんですよ。結局お

手伝いさんは引上げてもらってね、自分たちで細々とやってきたというのが実態なんです。そ

ういう経営実態ですね、経営体制、そういうことを実際に把握した上で行っているのか。 

それから２番目ですね。この１０月実施っていうのはやはり、そういう今までの経過から見

ればね、やはりタイムラグがあるって思うんですね。回復するまでの。ですからこれはね、

１０月実施っていうのはやはり遅いなと私は感じます。そのキャンペーンのところですね、当

然実施するんでしょうけども、こういうタイムラグを考慮してるのかどうか、この点について

伺います。 



 

－ 19 － 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 髙島課長。 

○商工観光交流課長（髙島和浩君） はい、びえいの観光応援事業のびえい割の部分だと思いま

すけれども、まず実態の把握という部分なんですけども、これは観光事業者当然入ってます。

観光協会の方とですね、今の観光宿泊業者のですね、実態を聞き取りしまして観光協会の方と

協議の上、びえい割について実施するということで考えております。それから、もう一つの開

始時期の１０月から始める理由というところなんですけども、この一つ前のＢｅコインの中で

もありましたけれども、町外者用のプレミアム商品券につきましては８月、９月の販売を考え

てます。これにつきましては町外の方がですね観光に来られる一番いい時期にこれを買ってい

ただいて８月、９月の中で、観光客の一番多い時期に、観光客の方に町内でお金を使っていた

だくということでここで販売するんですけども、びえい割につきましてはこの後１０月から１

月という販売を考えてます。この中で町外用のプレミアム商品券とびえい割とが連続して町内

の中で使えるということで継続的な８月から１月にかけての継続的なこの経済循環が行われ

るというところで、このように設定してます。またもう一つびえい割につきましては宿泊の宿

泊者数がですね８月、９月はかなり多いんですけども、１０月以降に以降ですね、だんだん宿

泊者数の減少が見られますので、そこを喚起する、という意味でも１０月以降の設定としてい

ます。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） ６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） 土木費について伺います。８款２項２目、２３頁、２４頁ですね。土

木費の道路新設改良費について伺います。（１）美園村山線道路改良舗装事業ですね、これ

６，０００万円の減額になりました。これはですね、先の所管調査のときにお聞きしましたけ

ども、当初の年度初めの予算は１億５，０００万円でしたね。これが改良費が１８２メートル、

舗装が３０２メートル、旧橋解体ですね一式、河川護岸工事ですね、これが１億５，０００万

円でした。今回６，０００万円の減額はですね、この旧解体工事と護岸工事の中止と、現場で

伺ったんですけども、これはこのとおりでよろしいのかどうか。 

それから２番目の質問ですけど、５月２０日に発注済みの舗装改良工事ですね、これは

４，１７４万５，０００円で契約したわけですね。今回の６，０００万円を差し引くと、

４，８２５万円が残るわけですね。これはですね、こういう理解でよろしいのかどうかですね。 

それから３番目ですけどね。残りの４，８２５万円の使途は今のところ未定なのかどうか。

これについて伺います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 平間建設水道課長。 
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○建設水道課長（平間克哉君） はい、今のですねご質問に回答させていただきますけれども、

美園村山線道路改良舗装事業ということで先日もですね、説明をさせていただいたところでご

ざいますけれども、まず、減額のですね大きな部分につきましては、旧橋の解体のですね交付

金の配分が変わりましたので、その中で旧橋の解体を今回しないということが大きな減額のも

のという風になってございます。それで残りの事業につきましてはですね、前回発注したもの

の残りということで、先ほど議員のおっしゃられたとおりの、残工事はこれから発注するとい

う形になりますので、はい。以上の形になってございます。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

１１番青田議員。 

○１１番（青田知史議員） ７款１項２目商工業振興費の（２）番電子地域通貨運営事業と、あ

とですね、８款４項３目公園費、公園維持管理事業、２点について伺います。 

まず、１点目、電子地域通貨運営事業、宿題になるかもしれないですけどこれあの、美瑛町

の場合、地域通貨のＢｅコインのカードを発行して、それでそこにチャージしていくというよ

うなことでですね、他自治体の例でいくと、アプリがあれば、ダイレクトにクレジットカード

からチャージができると。そういうようなことがありますのでね。それで、カードを発行せず、

郵送費もかからないと町外の方が利用するに当たっても、美瑛に来る前に、雑誌を見ながら、

アプリを導入して、それでクレジットカードでチャージして、美瑛に旅行に来れると、そうい

うような利便性があります。アナログの部分を残すのも、一つの考え方かもしれないんですけ

ども、やはり行政の効率化今ＤＸが促されているところであればですね、やはりこのトラスト

バンクとの契約の中も、やはり新たにアプリを使って、クレジットカードのチャージができる

とそういう風に完結させることが良いのではないかという風に考えておりますが、お考えを伺

います。 

あと、公園維持管理事業につきましては、前田真三生誕１００年ということで拓真館の周知

ということでですね非常にこう、観光客も多く来られるでしょうし、速やかに直してきちんと

ですね迎え入れをすると、そういうことが大事かと思いますけれども、今回のこの補正で工事、

いつぐらいを目途にですね完了できるのか、速やかにやっていただく方がいいのかなと思って

るんですが、その辺りについて伺いたいと思います。以上２点お願いします。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 髙島商工観光交流課長。 

○商工観光交流課長（髙島和浩君） ただいまのＢｅコインのチャージに関する考え方というこ

とだと思いますけれども、これまでＢｅコインのチャージにつきましては、役場の会計課、町

民センターそれからホテルラヴニールでですね、実際のカードに対しまして現金でチャージし
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ていたというところなんですけども、今後更なるチャージの促進と利用者の利便性向上のため

にですね、クレジットカードでのチャージを導入しまして、いつでもどこでもチャージするこ

とが可能になるということで、さらにチャージ金額を増やしまして、さらに町内の中で使って

いただくという風に考えておりますので、今回の補正につきましては、クレジットカードのチ

ャージ手数料それから委託業者でありますトラストバンクに対します収納の手数料というこ

とで補正させていただいております。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 平間建設水道課長。 

○建設水道課長（平間克哉君） 今回のですね公園の修繕につきましては、４月２７日の風によ

りまして屋根が破損したということでやっております。今のところですね応急処置ということ

で屋根を養生しておりますけれども、やはり根本的にですね屋根を修繕しなければということ

で今回補正をさせていただきますけれども、補正予算につきましては今回認めていただきまし

たら速やかに発注するということで、しておりますし、当然ですね屋根の補修でございますの

で、足場をかけなきゃならないということで相当の期間はかかりますけれども拓真館側とも打

合せをさせていただいて、出入口に支障のない部分で足場をかけて、拓真館の利用者にですね

迷惑のかからない形でですね工事を進めさせていただくように進めております。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 髙島課長。 

○商工観光交流課長（髙島和浩君） 議員おっしゃるとおりですね、一旦カードをですねアプリ

の方に入れますと、アプリの中でですね、あとはクレジットカードでのチャージが可能になりま

すので、当然町民の方も、カードの再発行とか発行が必要なくなるのと、町外の方についてもで

すね、アプリを入れてもらってクレジットカードということが可能になりますのでカードの発行

がなくアプリの中でクレジットカードからチャージできるということになります。 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩します。 

休憩宣告（午前１０時２９分） 

再開宣告（午前１０時３０分） 

○議長（佐藤晴観議員） 再開します。 

  １０時４５分まで休憩します。 

休憩宣告（午前１０時３０分） 

再開宣告（午前１０時４５分） 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

（「はい」の声） 

髙島課長。 
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○商工観光交流課長（髙島和浩君） 先ほどの青田議員の答弁ですが、議員おっしゃるとおりで

すね、アプリを導入してですね、個人個人でアプリを入れてですね、クレジットカードなりで

チャージできるという体制を作ればですね、おっしゃるとおりカードがなくてもですね、カー

ドの発行がなくてもチャージができるということになってきますので、今後町内町外なるべく

アプリをダウンロードしてもらうような形を促進してですね、なるべくカードの発行と２段階

にならないように、今後もＰＲの方を進めていきたいと思います。以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

８番桑谷議員。 

○８番（桑谷 覺議員） ８番桑谷です。７款１項２目の２３頁のＢｅコインのことでお伺いし

ます。今回は販売数が１万５，０００ということで、前回も販売したと思いますけど、前回も

私も商工会よく行くんですけど大分余ってるんですよね。前回どのぐらいあったか、ちょっと

その辺答えお願いします。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 髙島商工観光交流課長。 

○商工観光交流課長（髙島和浩君） はい。前回のですねプレミアム付商品券の発行の状況とい

うことだと思いますけれども、前回、令和３年の８月からですね令和４年の１月まで販売いた

しまして、１億４，４０７万円売れておりまして、率にすると約９５％程度が販売されており

ます。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） ８番桑谷議員。 

○８番（桑谷 覺議員） 以前、紙のプレミアム商品券、好きですびえい商品券の時は、もう

２０％も３０％もすぐ売れて、このＢｅコインになったらなかなか町民も買う人が少なくなっ

たと思いますけど、町長にちょっとお聞きしたいんですけどね、これ今３０％ですけどね、ど

うです町長、５０％ぐらいしたらね、絶対ね、残らないと思うんですよね。そのぐらい町民の

ためにねやっていただきたいなと思うんですね。せっかくやってもね、１，０００万円位残っ

てもね、しょうがないと思うんですね。その辺町長、その辺どうですか５０％ぐらいする覚悟

はございませんか。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 角和町長。 

○町長（角和浩幸君） Ｂｅコインの普及の仕方という風に受け止めさせていただいております。

前回は９５％の販売ということでございまして、１００％ではないですけれども多くの町民の

方にご利用いただいたという風には受け止めているところでございます。ただしかし、売り切
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れてもっと欲しいと言われるぐらいの人気を博せよという激励と受け止めております。さらに

Ｂｅコインを使っていただくために、プレミアム率を上げていくのか、あるいは他の方法があ

るのか、様々な観点から検討をさせていただきまして、１人でも多くの方にプレミアム付商品

券、またＢｅコインの利用を促進を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。次に、議案集の２５頁及び２６頁、第９款消防費及び第

１２款諸支出金について質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。次に、議案集の１５頁から１８頁まで歳入全款について質

疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、議案集の１２頁から１４頁まで、令和４年度美瑛町一般会計補正予算（第２号）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。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。これで議案第４号についての質疑を終わります。 

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４号の件を採決します。議案第４号、令和４年度美瑛町一般会計

補正予算（第２号）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４号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第６ 議案第５号 財産の無償譲渡について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第６、議案第５号、財産の無償譲渡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） 

  今瀧総務課長。 

（総務課長 今瀧 毅君 登壇） 

○総務課長（今瀧 毅君） 議案第５号の提案理由につきましてご説明申し上げます。議案集は
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２７頁になります。道の駅びえい丘のくらの駐車場に、電気自動車用急速充電器を平成２６年

に設置しております。その契約の満了につきましては本年の７月２２日となっており、契約相

手方ｅ－Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｐｏｗｅｒからは、今後の運用につきまして無償譲渡の上、設置

の変更及び運営についての提案がございました。今後につきましては、維持管理費等の経費、

持続的運営形態を考慮し、施設の譲渡、民間事業者における施設の運用を可能にするよう、地

方自治法の規定により議案の議決を求めるものです。それでは議案を朗読いたします。議案集

２７頁です。 

（議案の朗読を省略する） 

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（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） はい、６番中村です。今回、この無償譲渡ですね。どれだけの金額が

かかったのか、まず１点目伺います。これまでにですね町が投資した金額ですね。 

それから２番目にですね、この譲渡先のですね、東京にある会社ですね。ああいう遠隔のと

ころにあってここを管理するっていうのは、やはり経費もかかるし、何かやっぱり大きなメリ

ットがあるのかどうかね。それがですね、国の補助金とも絡んでいるのではないかと思います

けども、そういうその企業体の経営がどのようになっていく、どのような構造になってるのか、

そこをお聞きいたします。 

それから３番目ですね。電気料金ですね、充電料金、これはやはり利用者の一番の関心事だ

と思うんですよ。ですから、この充電料金が変わらないというですね条件付きなのかどうか。

今後も変えていかないという条件付きなのかどうか。伺います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 髙島商工観光交流課長。 

○商工観光交流課長（髙島和浩君） はい、ただいまの道の駅びえい丘のくら電気自動車用急速

充電器等につきましては、ご説明でありましたが平成２６年に、１，１８５万８，０００円を

かけまして設置しております。これにつきましては急速充電器本体と、それからそれを保護す

るというか、建屋というか、シャッターが付いている建物があるんですけども、その建物を含

めまして１，１８５万８，０００円ということになっております。 

続きまして、このｅ－Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｐｏｗｅｒなるところの事業体制はいかがなもの

かということなんですけども、ここは当初、町の方で契約しておりました。平成２６年度当時

に合同会社日本充電サービスというところと加盟しまして、充電サービスの方を行っておりま

して事業を継承しましたのが株式会社ｅ－Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｐｏｗｅｒという会社でありま
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して、この会社につきましては東京電力、中部電力の電力会社が出資しておりまして、以下、

トヨタ、日産、ホンダ、三菱という車のメーカーが出資会社に連ねておりまして、日本政策投

資銀行ということで、この会社あくまでも電気自動車の普及のために電力会社とそれから自動

車メーカーが出資して作った会社であるということでこの会社がこれから日本全国にあります

急速充電器の管理と普及に努めるという風に確認はしております。 

それから充電料金につきましては、合同会社日本充電サービスの方からもう既に始まってい

るんですけども充電用のカードをそれぞれ所有者がですね買われておりましてそのカードを使

って、充電器の充電をするということになっておりまして、ちょっと詳しいとこまでわからな

いんですけども、月にどれぐらいの利用量に対していくらということだと思うんですけども、

これもｅ－Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｐｏｗｅｒの方で普及させているカードということになります

ので、町でこれまで持っていたものが仮にｅ－Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｐｏｗｅｒの方に無償譲渡

されても、料金的には何も変わらないという風に確認しております。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） ６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） はい、６番中村です。伺いましたけども、今後ですねゼロカーボン実

現に向けてですね、この美瑛町の中にも電気自動車の数は順次増えていくものと私は思うんで

すけどもね。そうすれば、充電設備はこれからも複数設置しなくてはならなくなる事態になる

んではないかなと思うんですね。そういう充電のシステムの設置、これは町は一切今後も関わ

らないというのか、それとももう関わらないでこの会社に全部任せるのか、そういうようなこ

とも含めて契約したのかどうか伺います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 髙島課長。 

○商工観光交流課長（髙島和浩君） 今回のですね、急速充電器につきましては平成２６年に導

入してありますものでもう既にかなり古くなったものでして、ｅ－Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｐｏｗ

ｅｒの方でも古い機械なのでまず、無償で譲渡されたものでまた新たなものを今一番最新の機

械を入れていただくということになっております。今後なんですけども、今１か所、丘のくら

というところなんですけども、当然ｅ－Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｐｏｗｅｒもですね電気自動車の

普及に努めていきますので、美瑛町のように観光客の方が多く来ていただけるようなところで

あればですね、また２台、３台ということでですね、設置の打診というかですね、協議があれ

ばですね、当然効率的に使っていただけるような、例えば道の駅とかですね、いろいろな公共

施設のところで導入を図っていって、ゼロカーボンというかですねこういう対策を取れるよう

検討したいという風に考えてます。 

（「はい」の声） 
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○議長（佐藤晴観議員） ６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） はい伺いました。それで最後の質問ですけども、現在ですね、電気自

動車は一定の利用があるわけですけども、年間１，０００少しだとお聞きしましたね。これは

平成２６年からのこの推移ですね、利用件数の推移、これは把握されてるのか。そしてそれか

ら推定して、現在の電気自動車の数、こういうことも何と言いますかね、類推してるのかどう

かその辺のことを伺います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 髙島課長。 

○商工観光交流課長（髙島和浩君） はい。この利用実績というところだと思うんですけども、

平成２６年以降の利用実績については把握しております。ちょっと今何回何回っていう表は持

ち合わせてはいないんですけども、令和２年につきましては１，２９５回、今回の令和３年と

いうと１，０３１回ということで、それほど増えてもいないんですけども、平成３０年度につ

きましては６８２回、令和元年度は９９０回、令和２年度は１，２９５回、令和３年度

１，０３１回ということなので、これから見ますと、コロナでない状況の中で観光客の方が多

く来ていただけるときにはかなり回数は増えていったんですけども、令和２年度あたりからコ

ロナでかなり観光客の方、丘のくらの実際の入場者数も減った部分ありますので、そういう形

で減ってはいるとは思うんですけども、今後また観光が回復してですね、さらに電気自動車が

増えればですね、もっと回数は増えていくものだと考えてます。以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

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６、議案第５号の件を採決します。議案第５号、財産の無償譲渡についての

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５号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第７ 議案第９号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第７、議案第９号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定

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。 
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（「はい」の声） 

今瀧総務課長。 

（総務課長 今瀧 毅君 登壇） 

○総務課長（今瀧 毅君） 議案第９号の提案理由につきましてご説明申し上げます。議案集は

３１頁から３２頁になります。美沢・白金辺地につきましては、前計画が令和３年度に期間が

満了となったことから、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関す

る法律の規定に基づき、新たに総合整備計画を策定し、辺地対策事業債を財源として事業を実

施するよう議会の議決をお願いするものです。それでは議案を朗読し、その後、計画書の内容

をご説明いたします。議案集は３１頁になります。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、３２頁、総合整備計画の内容についてご説明いたします。 

１、辺地の概況、２、公共施設の整備を必要とする事情は、省略をさせていただきます。 

３、公共的施設の整備計画になります。期間は、令和４年度から令和８年度です。施設名は、

施設名の道路では、美沢１８線道路整備事業を計画し、観光又はレクリエーション施設では、

ジオパーク拠点施設整備事業、他１事業につきましては白金牧場環境整備事業となっておりま

す。他１事業を計画し、経営近代化施設では、白金牧場育成舎改修事業を計画し、地区の幹線

道路及び公共施設等の整備により、地域振興を推進するものでございます。事業費は

３億８，９３７万９，０００円で、財源内訳は特定財源が１億７，４３４万２，０００円、一

般財源が２億１，５０３万７，０００円。一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額が２億

１，４９０万円です。 

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（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

１１番青田議員。 

○１１番（青田知史議員） １１番青田でございます。今回の計画は省略にはなっているんです

けれども、以前先輩議員が一般質問で、白金牧場のことについて取り上げておりまして、それ

が実現したのかなという風に受け止めているんですけれども、今回白金のこの牧場でですね、

遊歩道等、休憩場所等の設備を整備するということで説明ありましたが、サイロの方は色を塗

り直すのかだとか、あと、この休憩場所についてはですねどういうようなイメージで、やはり

国立公園内ってこともありますし併せて遊歩道をどういう風に設置して、どのような休憩をや

るのか、やはりこう、観光客が来るようになるとですね、あそこは人目があまりないところも

ありますので、ごみの問題とかいろいろ出てくる可能性がありますんで、その辺りについてで

すね、現状どうお考えか伺いたいと。 
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（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 吉川農林課長。 

○農林課長（吉川智巳君） ただいまの白金町営牧場の関係のご質問だと思いますが、ここにつ

きまして平成２６年度に、上川生産連さんから美瑛町に譲渡を受けて、そのあと、指定管理制

度で美瑛町営牧場白金牧場運営協議会という組織で管理しております。そういった組織の中で

も、今後については、当然町内外の酪農家畜そういった方の預託費を預かっていると。まずそ

の大前提の中で、防疫を徹底した中で、位置的な問題もありますので、そういった観光的な要

素もやっていくべきじゃないかといったことは総会の場でも話されております。ですので、そ

ういった防疫を徹底した上で、また掃除事業やっておりますのでその補助対象外の部分につい

て、ある程度視点場を設けたりとかあるいは遊歩道につきましても、通常の業務に採草の際の

影響ない範囲でやっていこうということで話合い進めて、今後具体的な話ができればと思って

ます。またサイロにつきましては、物は年数は５０年以上経っていますけども、状態はかなり

いいということもあります。まあ塗装若干剥げてますけども、まだこれにつきましてやっぱり

塗装するとなると、足場の問題等でですね、億単位の金がかかるという状況もありますので、

これは当面まだ先の話だと思ってますけども、今現在からそういう形で進めております。以上

です。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

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７、議案第９号の件を採決します。議案第９号、辺地に係る公共的施設の総

合整備計画の策定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９号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第８ 議案第１０号 請負契約の締結について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第８、議案第１０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） 

山下文化スポーツ課長。 
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（文化スポーツ課長 山下 浩史君 登壇） 

○文化スポーツ課長（山下浩史君） 議案第１０号、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、３３頁になります。スポーツセンターア

リーナ改修工事につきましては、平成１８年に竣工し、１５年以上が経過している施設のアリ

ーナ部の屋根及び外壁に経年劣化が見られ、施設を適切に利用するための改修工事として５月

２０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） 

以上で、議案第１０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（佐藤晴観議員） 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、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。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８、議案第１０号の件を採決します。議案第１０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１０号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第９ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第９、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦についての件を議

題とします。本件について提出者の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

角和町長。 

（町長 角和浩幸君 登壇） 

○町長（角和浩幸君） それでは、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦につきまして、提案理

由についてご説明をいたします。まず、議案を朗読させていただきます。議案集は３４頁にな

ります。 

（議案の朗読を省略する） 

推薦候補者の髙橋徹氏におかれましては、昭和５０年から３７年間の長きにわたりまして、
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北海道警察に勤務され、安全安心なまちづくりの実現のために尽力をされていらっしゃいまし

た。現在では、旭川東地域交通安全推進委員、美瑛町社会教育委員を務めていただいており、

地域の交通安全と町の社会教育の発展にご尽力をいただいております。今回退任を申し出され

ていらっしゃる委員の任期が本年９月３０日までとなっておりまして、本町としましても、人

格、識見、行動力を高く評価し、その手腕に大きな期待をしているところであり、髙橋徹氏を

人権擁護委員候補者として推薦するものでございます。任期につきましては、令和４年１０月

１日から令和７年９月３０日の３年間となってございます。以上でございます。よろしくご審

議のほどお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） 暫時休憩します。 

休憩宣告（午前１１時１３分） 

再開宣告（午前１１時１４分） 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

おはかりします。本件はお手元に配付してあります意見のとおり、答申したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦についての件は、

お手元に配付してあります意見のとおり答申することに決定しました。 

 

日程第１０ 議案第６号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

日程第１１ 議案第７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

日程第１２ 議案第８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１０、議案第６号、北海道市町村総合事務組合規約の変更につ

いての件、日程第１１、議案第７号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についての件

及び日程第１２、議案第８号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についての

件を一括議題とします。これから、各議案について提案理由の説明を求めます。はじめに、議

案第６号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

今瀧総務課長。 

（総務課長 今瀧 毅君 登壇） 

○総務課長（今瀧 毅君） 議案第６号の提案理由につきましてご説明申し上げます。議案集は

２８頁、新旧対照表は別冊資料３４頁になります。一部事務組合、上川中部福祉事務組合が令

和４年４月１日付で設立され、北海道市町村総合事務組合への加入に伴い、組合規約を変更す
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る必要があることから、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。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６号の提案理由の説明を終わります。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、議案第７号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

今瀧総務課長。 

○総務課長（今瀧 毅君） 議案第７号の提案理由につきましてご説明申し上げます。議案集は

２９頁、新旧対照表は別冊資料３５頁になります。議案第６号同様、上川中部福祉事務組合が

北海道市町村職員退職手当組合への加入に加入に伴い、組合規約を変更する必要があることか

ら地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。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（佐藤晴観議員） 次に、議案第８号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

今瀧総務課長。 

○総務課長（今瀧 毅君） 次に、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

案集は３０頁、新旧対照表は別冊資料３６頁になります。議案第６号及び議案第７号同様、上

川中部福祉事務組合が北海道町村議会議員公務災害補償等組合への加入に伴い、組合規約を変

更する必要があることから、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。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（佐藤晴観議員） これで３案件についての提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。はじめに、３案件に関連する事項について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで３案件に関連する事項についての総括質疑を終わります。 

次に、議案第６号について質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第６号についての質疑を終わります。 

次に、議案第７号について質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第７号についての質疑を終わります。 



 

－ 32 － 

次に、議案第８号について質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第８号についての質疑を終わります。 

これで３案件についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

おはかりします。３案件の討論は一括行いたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、３案件の討論は一括行うことに決定しました。 

それでは、３案件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。これで討論を終わります。 

これから日程第１０、議案第６号の件を採決します。議案第６号、北海道市町村総合事務組

合規約の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６号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１１、議案第７号の件を採決します。議案第７号、北海道市町村職員退職手当

組合規約の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７号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１２、議案第８号の件を採決します。議案第８号、北海道町村議会議員公務災

害補償等組合規約の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８号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１３ 報告第１号 令和３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（佐藤晴観議員） 日程第１３、報告第１号、令和３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。本件について説明を求めます。 

（「はい」の声） 

今瀧総務課長。 

（総務課長 今瀧 毅君 登壇） 
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○総務課長（今瀧 毅君） 報告第１号の内容につきましてご説明申し上げます。議案集は３５

頁から３６頁になります。令和３年度の繰越明許費につきましては、令和３年度の一般会計補

正予算において令和４年度に繰り越して執行することの議決をいただいた１１事業について、

地方自治法施行令の規定に基づき、その内容を報告するものです。それでは最初に議案を朗読

し、そのあと内容をご説明いたします。議案集３５頁になります。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で、報告第１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（佐藤晴観議員） 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。 

おはかりします。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１４ 報告第２号 令和３年度美瑛町一般会計事故繰越し繰越計算書について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１４、報告第２号、令和３年度美瑛町一般会計事故繰越し繰越

計算書についての件を議題とします。本件について説明を求めます。 

（「はい」の声） 

今瀧総務課長。 

（総務課長 今瀧 毅君 登壇） 

○総務課長（今瀧 毅君） 報告第２号につきましてご説明申し上げます。議案集は３７頁、３８

頁になります。令和３年度中の事業完了で契約をした（繰越明許）担い手確保・経営強化支援

事業につきまして、年度内に事業が完了せず支出出来なかったことから、その額を令和４年度

に繰越して使用することを地方自治法施行令の規定に基づき報告するものです。それでは最初

に議案を朗読します。議案集３７頁になります。 

（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（佐藤晴観議員） 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。 

おはかりします。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。 
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ご異議ありませんか。 

（「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１５ 報告第３号 美瑛町土地開発公社の経営状況について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１５、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。本件について説明を求めます。 

（「はい」の声） 

平間建設水道課長。 

（建設水道課長 平間 克哉君 登壇） 

○建設水道課長（平間克哉君） 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３９頁から４４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（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。経営状況全般について質疑を許します。 

（「はい」の声） 

１１番青田議員。 

○１１番（青田知史議員） １１番青田でございます。２つ質問させていただきます。 

まず１点目として説明の中で、販売に当たって、いろいろ広報を使って、ＳＮＳを使って、

１件の申入れを受けたと。そういう風に説明いただいております。これいくつか、パンフレッ

トによる周知、移住サイトからの閲覧だとかフェイスブックだとかいろんなツールを使って、

４つの区画の土地を販売しようと努力されてきたと、それで１件の申込みがあったんですけど、

どこのツールから申込みといいますかね、何を見て今回申込みに至ったのか、その辺把握して

いればですね、やはり次の販売についてもまた繋がっていくのかなと、広告宣伝でどういうプ

ロモーションをしていけば売れるのかということに繋がるかと思いますので、どういうような

経緯で申込みを受けたのか把握していれば伺いたいと思います。 

２つ目なんですけれども、４つの区画のうち一つが売却になったと。申込みになって次年度

計画の中でも売却の見込額が計上されておりますけれども、残り３区画、この３区画がですね

売却になれば、公社の役割は果たして終わるのか、それとも、昨日も一般質問でありましたけ

れども、町の遊休不動産、土地等を売却するに当たって、この公社をね、活用して、長期的に、

こちらの公社を活用して、更なる事業を販売、土地販売を進めていくことになるのか。３つ残
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り売れて、要は終わるのか、それとも、今後も考えていくのか、その辺りについてやはり、町

の考えというのが大事になってくると思いますのでね。その辺り２点について伺いたいと思い

ます。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 平間建設水道課長。 

○建設水道課長（平間克哉君） まず一つ目の質問から回答させていただきますけれども、この

１件の方というのはですね道外の方でございまして、それでうちのこの件をですね知ってとい

うことになります。ちょっとホームページっていうかですね、その辺からですね辿って問合せ

をいただいたという風に聞いておりますけれども、その他情報を得た部分というのはですね本

人の中でちょっと確認させていただいてませんが、ホームページ等で確認をした中でですね、

町に問合せをいただいた中で最終的に契約に至ったということで確認をしております。 

また、公社、今後のことでございますけれども、今保有している土地、美馬牛の住宅団地と

及びですね美馬牛の駅前ということになりますけれども、今後この処分が終わりましてという

ことの今後につきましてはですね、今その時点でですね公社の中でですね今後も対応していく

土地というものを保有しながらですね、公社をですね運営していくという形になるかと思って

おります。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） １１番青田議員。 

○１１番（青田知史議員） 答弁いただきました。ホームページから申込みがあったということ

でしたよね。やはりそういうのも今後も、やっぱりこう販売、絶賛販売中であると、そういう

こともですね、大いにプロモーション活動頑張っていただきたいと思います。 

それで２点目の、今後も公社としての事業は継続していくというようなことでありましたけ

ど、現状、３つの土地が売却されてしまうとね、売却するに当たって、こちらの方、長期借入

金、財政調整基金の方から借入れもあって返済していって、その結果、いくらかの基金と基金

といいますかね何ぼか残るかとは思うんですけれどもただ土地がないことには、土地管理公社

ですから、土地がないことは売るものがないんだよね。売るものがないのに、この後続けてい

くって言っても、どうお考えなのかなってしか聞けないんですよね。売るものがないのにこう、

だからその土地を、やっぱり今後、町としてどういう風に考えているのかということを聞きた

かったんです。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 角和町長。 

○町長（角和浩幸君） 公社そのものの役割といたしましては、民間の土地、民有地を直接、町

有地として買い上げる前に、先行的に公社を通して取得をしておく。その時は、当時としまし
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ては土地の価格が上がってる時期でもあったでしょうから、先行的に取得して、後、事業計画

がはっきりしてきたときにそれを町が買って有効活用していくというのが公社本来の役割でご

ざいます。でございますので、今公社が保有しています、住宅団地及び美馬牛の駅前広場の土

地もございますけれども、これらの土地が有効に活用、売買等をされた場合は、ここの今の公

社の役割というのは一定、役割を果たし終えたという風に考えているところでございます。た

だ、一般論ですけれども今後なお町の様々な計画の中で土地を先行取得していたほうが有利で

あるとかという事情があれば、公社というそのものの役割でございますのでそのときには考え

うることもあるのかなと思いますが、ただいま持ってる土地につきましては、全てが処分終わ

りましたら、今ある公社の役割を終えたと思っております。なお、昨日もお話しいたしました

けれども、今もう既に町有地として、持っている土地、こっちの有効活用につきましては、昨

日も申しましたが、このまま置いておくのはもったいないので、有利な活用方法につきまして、

議会の皆さま、町民の皆さまのご意見を賜りながら、速やかに再利用、利用できるような方策

を講じてまいりたいと考えているところでございます。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） １１番青田議員。 

○１１番（青田知史議員） 答弁いただきました。あともう一つ気負いに終わればいいんですけ

れども、昨今やっぱり外国資本がですね、様々な土地北海道、全国至るところで購入している

とそういうような報道等にも接することがございます。それで大丈夫かとは思うんですけど、

やはりそういうこう、町の思いと外れたようなところでのそういうこう、何ていうんですかね

購入がないようにですねその辺りについては、民間取引っていいますか通常の民法の取引であ

るんで、売却、求められたら売るっていうことになるかと思うんですけれども、やはりその美

馬牛の一等地といいますか駅前広場というところですね、売却に当たって、今後、そういう心

配がないようにですねその辺りについてのお考えがあれば伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 角和町長。 

○町長（角和浩幸君） 外国資本による、美瑛町内の土地の売買についてでございますけれども

これまでも議会の中でご心配をいただいておる経過もございます。単純なる純粋なる民間の売

買につきましては、なかなか海外資本の方が購入することを留めるという法的根拠がないとい

うのは、議員の皆様ご承知おきのことと思います。そのような中でございますけれども、民間

ではなくて、町が関われる部分、町の権限によって判断が左右できるという部分につきまして

は、当然のことながら、その土地がどのように活用されていくのか、町にとって有効な活用方

策になっていくのか等々、総合的に検討を加えましてその都度都度で判断をさせていただきた

いと考えております。 
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○議長（佐藤晴観議員） ほか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。 

おはかりします。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。 

午後１時まで休憩します。 

休憩宣告（午前１１時４８分） 

再開宣告（午後 １時００分） 

 

日程第１６ 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（佐藤晴観議員） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

日程第１６、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。 

本件について説明を求めます。 

（「はい」の声） 

髙島商工観光交流課長。 

（商工観光交流課長 髙島 和浩君 登壇） 

○商工観光交流課長（髙島和浩君） 報告第４号、有限会社美瑛物産公社の経営状況についてご

説明いたします。議案集は４５頁から５０頁になります。はじめに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４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（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。経営状況全般について質疑を許します。 

（「はい」の声） 

９番高田議員。 

○９番（高田紀子議員） ９番高田です。貸借対照表、また、損益計算書の中でですね、ちょっ

とご確認をしたいんですけれども、まず、貸借対照表の流動負債の中の未払法人税等、８万円。

損益計算書、４８頁になりますが、法人税及び住民税が８万３３円となっているんですけれど

も、この法人税及び住民税８万３３円が令和４年度で支払われることになりますので、決算期

では未払金で、未払法人税等の８万円と同額になると考えるんですが、この差額についてご説

明をいただきたいと思います。 

また、次にもう１点なんですけれども、事業計画、収支計画についてなんですが、その収支
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計画において、令和４年度からの借入金の返済も伴うことから、そのことを踏まえての収支計

画がなされているとは思うんですが、令和３年度においての決算結果と令和４年度での収支計

画において、無理なところの計画を立ててないのかなという風に感じるところがあるんですが、

この計画についての方向性についてご説明をいただきたいと思います。 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩します。 

休憩宣告（午後 １時 ９分） 

再開宣告（午後 １時１０分） 

○議長（佐藤晴観議員） 再開します。１３時２０分まで休憩します。 

休憩宣告（午後 １時１０分） 

再開宣告（午後 １時２０分） 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩前に引き続き会議を再開します。答弁を求めます。 

（「はい」の声） 

髙島商工観光交流課長。 

○商工観光交流課長（髙島和浩君） 今、高田議員からご質問いただきました、未払法人税等の

８万円とそれから法人税及び住民税の８万３３円の誤差というところだと思うんですけども、

未払法人税等については、未払いの法人税の８万円ということでありまして、もう一つの法人

税及び住民税については８万３３円のこの差分の３３円については、預貯金に対する税、利子

に対する税ということです。 

それと、もう一つですね質問あったかと思うんですけども、第１８期の収支計画の収入につ

いてということでこの部分につきましては、既に物産公社の方では取締役会行われておりまし

て取締役会の中でですね、議決された事案という風に考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） ９番高田議員。 

○９番（高田紀子議員） ９番高田です。今、３３円について、利子の税金がここに、利子って

いうのは何の利子になるんでしょうか。あと、もう一つなんですが、先ほどの収入の件だった

んですけども、物産公社での取締役会が終わってるっていうことで、そこは控えなきゃいけな

いのかなと思うんですけれども、ただ、町の方の職員が入ってても、今、物産公社についての

立て直しを行っている段階で、その計画についても、この無理な計画を立てて、職員に負担を

かけ、そこに何がしかの支障が起きる可能性も出てくるっていうことも考えられますので、や

はりそこのところは重視しながら、町の職員としてでも指導するべきとこは言うべきことが必

要ではないのかなと思うんですよね。ここにそれこそ令和３年度から令和４年度においても、

経済状況もこの不安の中で、そういうところで、これだけの収入をアップするっていうことは、

現状どうなのかなという風に思います。取締役会で決まったからっていうのは分かるんですけ
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れども、その辺も、担当者側としての考えをお聞かせいただければと思います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 髙島課長。 

○商工観光交流課長（髙島和浩君） １つ目の３３円については、利子ではなく預金に対する利

息ということでお願いします。 

それから２つ目のですね、今言われてます収入の部の話だと思うんですけども今回２億

７，２００万ということで出ておりますが、令和元年度につきましては、これを大きく上回る

売上げがありまして、今回、令和３年についてはこのコロナの状況の中でかなり売上げが悪か

ったということで、単純に３年と４年を比較するということではなくてですね、４年について

はコロナ禍の状況の中で状況が好転して、令和元年度にかなり近づくであろうと。今現状４月、

５月、６月でもかなり令和元年とほぼ同水準で今動いておりまして、決して令和元年度の数字

よりは若干、かなり近い数字なんですけども、決して無理ではない売上げという風に考えてま

す。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） ９番高田議員。 

○９番（高田紀子議員） ９番高田です。１点、先ほどの貸借対照表、損益計算書なんですけれ

ども、担当の職員の方が物産公社からの決算書を基本に、この報告書を作っているかとは思う

んですけれども、物産公社の経理状況をしっかりと把握している方がお作りになるんであれば、

細かなところまで目が届いてこの報告書ができるんだと思うんですけれども、やはり、明確に

わかりやすいように、私たち議員たちにも、全部ではないんですけれども、物産公社の取締役

会で出ている貸借対照表、損益計算書を提示することは出来ないでしょうか。 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩します。 

休憩宣告（午後 １時２５分） 

再開宣告（午後 １時２６分） 

○議長（佐藤晴観議員） 再開します。 

（「はい」の声） 

髙島課長。 

○商工観光交流課長（髙島和浩君） ただいま、高田議員のご質問でですね、議会としてですね

そのような資料要求があればですね、対応するということでよろしくお願いします。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

１１番青田議員。 

○１１番（青田知史議員） １１番青田でございます。午後からもよろしくお願いいたします。
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今、答弁いただいた中でですね、ちょっと気になった件がありましてね、令和３年度の事業報

告の方見ますと、同じような８万円の貸借、乗っかって損益のほうも８万円ということでです

ね、端数は出てないと、そういう風に私今朝確認してきております。それで、答弁の重みにつ

いてちょっと考えていただきたいんですけれども、もし間違っていたら訂正出来たらいいのか

なと思うんですけれども、利子税っていうか利息はですね、あれ一律分離課税なんで、その時

点で利息ついた段階で引かれてるんじゃないかなと思うんです。だから申告する税じゃなくて、

利息がついた時に利息からも当然引かれてるんで、だから恐らく、改めて申告するっていうの

は必要ないんじゃないかなと思うんですよね。そして前年度令和３年度の決算書、事業報告に

はそういう風に８万円、８万円になってるんですよ。差額は出てない。これは私今朝確認して

ますし、平成２６年以降令和３年までのやつも私確認してるんですけど、明らかに数字ずれて

るときもあったりだとか、その辺ちょっと改めて整理してですね、今の答弁も併せて、持ち帰

るのがいいのか改めて説明するのがいいのか、その辺についてはしっかりと答えていただく方

がいいのかなという風にまず思っております。 

それで質問次するんですけれども、こちらの方ですね、第１８期事業計画の中で、損益分岐

点を引き下げることで利益を生みやすい経営体質への転換という風に書いておりました。そし

て、固定費の削減に加え、変動費の削減を本格的に進めということであれば、要はですね、売

上げきちんと増やしていくことが大前提で固定費はどうしてもかかってくるんですよ。だから

こそ固定費なんですよね。それでそこに働いてる職員の方たちがいて、一生懸命今経営改善し

っかりと取り組んでやっていこうというときに、やはりこう削減削減という風になるとなかな

かですね、大変な部分もあるんじゃないのかなという風に考えておりますので、その辺につい

て、職員の処遇及び人件費の在り方について、どうお考えなのかということが１点と、先ほど

の高田議員の質疑にも重なっている部分あるんですけれども、収支計画の（７）番の受託業務

収益２，０００万円計画にございます。前年度は１，０５０万円で、受託業務収益が実績とし

ては３５０万円でした。今回、１，０５０万円が、さらに上乗せになって２，０００万円とい

う風になってるんですけれども、これはあくまでも指定管理の委託料ということで、町と物産

公社との間の取り決めによって金額が決まってるかと思うんですけれどもね。１，０００万円

増えるぐらいの、そういうような大きな、委託の中身の変更があるのかどうかですね、その辺

について伺いたいと思います。穿った見方をすれば、町民の方は、財務状況を改善するための

苦肉の策でですね、金額を載せてるんじゃないかとそういう風に見る方もいるんじゃないかな

という風に思います。 

それで、今、高田議員の方で情報の開示ということで出ておりました。５月２３日に総務省

の方に、第三セクターと経営健全化方針が、町の方で作って出てます。そしてこれがですね何

を意味するかというと、総務省の指針においても議会及び町民に対してわかりやすく情報を伝
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えていくと、それが健全化の在り方だという風に国の指針にもありますのでね。やっぱりこう

わかりやすく正しい情報を伝えていくということに注力していただきたいと思っております。

それで、どこまでいっても私心配なのが、経営者のことをこの中には出てきてはいませんけれ

ども、非常勤の代表者が入ってて、それで、議員協議会のときにも、平日はなかなか出れない

から土日中心に、仕事の方に社長業として出るということで副町長答弁ありましたけれども、

なかなかそれ大変だと思うんですよ。ですから、副町長、今回の物産公社の社長でありますし、

副町長としての町の理事者としてのお立場の中で、総務省の第三セクターと経営健全化方針、

それに対して、今後、物産公社の情報、経営内容について、どう伝えていって、どう経営健全

化に取り組むのか、その思い、抱負をですね、お聞かせいただきたいと思います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 池田副町長。 

○副町長（池田由行君） ただいまのご質問に対してご答弁を申し上げますけれども、なかなか

後段の方の内容の説明につきましては物産公社の内部の経営方針に関わることでございまして、

この場で副町長という立場の中ではなかなかちょっとお答えにくい、そういう部分がございま

す。あくまでも私の立場で今副町長という立場でお答えするのであれば物産公社に対しまして、

過去の決算状況、あるいは今後の業務計画等々につきまして、あらゆる一つ方策とした経営診

断ですとか、外部からのお知恵なども拝借しながらですね、内部だけではない、そういう考え

方を元にまた、少なくとも今年の令和４年度の計画、数字について達成できるように行ってい

きたいというお答えでお願いをします。 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩します。 

休憩宣告（午後 １時３３分） 

再開宣告（午後 １時３８分） 

○議長（佐藤晴観議員） 再開します。 

（「はい」の声） 

髙島課長。 

○商工観光交流課長（髙島和浩君） 先ほど、青田議員のご質問にありました税の部分のですね

表記の仕方が年によって違うんじゃないかということで、この辺はですねきちっと毎年同じ記

載方法でですね整理できるように今後気をつけてまいりますので、そのようにご理解いただけ

ればと思います。 

それからもう一つ、２，０００万円の受託業務収益の部分、指定管理委託料の部分につきま

しては、昨年こういうコロナの状況で収益が下がるっていう中でですね、そういう指定管理料

になりまして、今後ですねまたいろいろ管理の部分とかですねそれぞれ指定管理で受け持って

おります業務が増えてくるに至ってですね、当然指定管理委託料の部分も増えるということで
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増額をしているということで、ちょっとこの３年度と比較すると大きく変わってるんじゃない

かということなんですけども、過去今までもですね、かなりこれ以上の数字で推移してきてま

して、この部分が公益の部分の指定管理委託料という部分で考えてこのような数字になってま

す。以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに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。 

おはかりします。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１７ 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（佐藤晴観議員） 日程第１７、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。本件について説明を求めます。 

（「はい」の声） 

吉川農林課長。 

（農林課長 吉川 智巳君 登壇） 

○農林課長（吉川智巳君） 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

ご説明申し上げます。議案集は５１頁から５５頁になります。はじめに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５号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。経営状況全般について質疑を許します。 

（「はい」の声） 

１１番青田議員。 

○１１番（青田知史議員） １１番青田でございます。よろしくお願いします。農業振興機構、

物価高騰等もあって、前年と比べるとですね、事業規模といいますか予算額、１億６，５０４

万１，０００円、１，２００万円程、ちょっとこう減ってるような気がします。民間の知見を

借りて、情報収集に努めて、先達ても札幌の方に新規就農のイベントに行ったりですとか、併

せて本当に農業振興に関わる様々な施策に取り組んでいるところですが、物価高騰のそういう

影響があってですね予算がこれで果たしてどうなのかというとそこが心配なとこあるんです

けども、お考えについて伺いたいと思います。 
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（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 吉川農林課長。 

○農林課長（吉川智巳君） はい、これにつきましては、機構の方で予算化しておりまして大体

例年どおりの事業である程度想定して、主に土づくりを主体として進めております。そういっ

た中で今回減っておりますのは、担い手対策の部分につきまして、若干担い手の経営者勢が減

ったとそれに係る経費等が減った部分で若干減額になったというところでございます。 

○議長（佐藤晴観議員） ほか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。 

おはかりします。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５号の件は報告を終わります。 

 

日程第１８ 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（佐藤晴観議員） 日程第１８、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。本件について説明を求めます。 

（「はい」の声） 

髙島商工観光交流課長。 

（商工観光交流課長 髙島 和浩君 登壇） 

○商工観光交流課長（髙島和浩君） 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

営状況についてご説明いたします。議案集は５６頁から６２頁になります。はじめに議案を朗

読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で、報告第６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（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。経営状況全般について質疑を許します。 

（「はい」の声） 

９番高田議員。 

○９番（高田紀子議員） ９番高田です。貸借対照表の中の預り金のマイナス１，３３６円とい

う金額が出ているんですが、預り金でマイナス表示というのは経理上おかしいのではないかと

思うんですがここの説明をお願いしたいと思います。 

また、２点目なんですけれども、令和４年度の事業計画においてなんですが、地域ＤＭＯ推
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進事業についてになります。その中で、これまでＤＭＯの事業の中では、観光客への体験型の

観光商品を確立して、それを美瑛町の観光事業の一環で活性をしていくという事業計画は毎年

度上がっておりまして、これまでにおいても、町の補助金があっての体験料が抑えられて正規

の価格で行っていると、私にはどうしても思わないところでありまして、ここについても今後

のＤＭＯの観光商品の開発を行いという風に出ていますけれども、具体的にどのように行って、

どのようにここを確立して、開発して、体験して、試行でやってみましたということではなく

て、本当に事業として確立されるっていう方向をどのように見ているのかご説明をいただきた

いと思います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 髙島商工観光交流課長。 

○商工観光交流課長（髙島和浩君） ただいま高田議員の方から質問いただきました、貸借対照

表の預り金のマイナスの部分なんですけども、これにつきましては預り金でですね所得税等を

預かっておりまして、還付になった分をですね、一旦戻して、１月以降のですね所得税なりを

徴収した段階で相殺していってるわけなんですけども、ちょっと例年であればですね、マイナ

スになるということはないんですけども、今回につきましては還付した後にですねちょっと１

月から以降ちょっと職員の数が減りまして、その分所得税の相殺する部分でマイナスが出たと

いうことで、これは４月には既に解消されてるんですけどもこの記載方法につきましても、活

性化協会の担当の税理士と協議してこういう風な記載になったというような形で聞いており

ます。 

それからもう一つですね、体験事業のことについてなんですけども、地域ＤＭＯとしてです

ね美瑛町の滞在型観光に向けてですね、体験型のコンテンツの造成ということでＤＭＯの中で

ですね、いろんな体験メニューを試して作って開発してということで実際やってるんですけど

も、今後これからですね、またコロナが終わって体験型観光で観光客がいっぱい来られたとき

にですね、正規の値段というかですね実際この中である程度の収益を出しながらですね、人件

費として回せる程度のですね正規の金額を貰ってですね、きちっと事業として成り立つという

ものを精査していきながら観光客の皆さんに適正な値段で楽しんでいただいて、協会自体の事

業も回すと。そういったことを目指しながらやっていきたいという風に考えてます。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） ９番高田議員。 

○９番（高田紀子議員） ９番高田です。観光客の方たちにはホームページとかで、やはりその

観光に携わることで見ているとは思うんですけど、町民にとっては活性化協会がどういう事業

をやってるかっていうところは、あんまり見られるところがなくって、またＤＭＯ事業があっ

てこの数年やってはきていますけれども、そこに大きく目当たるところがない。活性化協会の
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事業についても、コロナの影響もあったかもしれないんですけれども、ここのメインとなる事

業というものが見当たらないところが大きく出ているもんですから、町民にしても、活性化協

会は何っていうところがありますので、是非とも今後、事業体系が今どういう風、今後の中で

変わっていくこともありますけれども、やはり、今続けている事業をしっかりと表に出すよう

な形をぜひお願いしたいと思いますが、その辺の考えをお聞かせください。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 角和町長。 

○町長（角和浩幸君） 今、高田議員からご指摘をいただいたところでございます。前段のご質

問ありました体験型観光につきましては、なるべく体験料でその事業が回っていくようにして

いこうということの問題意識は持っておりますし、担当者としては体験料で賄える事業体系を

作っていくということで、今進めているところでございます。一方、体験型で楽しんでいただ

くというだけではなくて、畑には入らないでくださいというようなマナー啓発、公共に関わる

部分もここの中に込みで入っているという位置づけでやっているところでございまして、収益

性プラス、公益性両方兼ね備えたような、そういう事業を取り組んでいこうという形で進めて

いるところであります。 

ただ、ご指摘をいただいたような、姿が見えない、ＤＭＯ活動も新しい事業がない、また、

地域の活性化観光だけではなくて地域経済の活性化をどうするんだという本来の使命のあると

ころをそこのところもなかなか見えてこないというご指摘をいただきました。謙虚に受け止め

させていただいておりまして、そこの部分の改善をしていくにはどのような方策をとっていい

のかということを今考えているところでございます。この事業計画につきましては、令和４年

度の事業計画でございますので、この計画に沿って進めさせていただきますけれども、抜本的

にこの活性化協会の組織の在り方を、今見直しを図る中で、町民の皆さまに真に役に立つ、町

の地域の活性化に役に立つ、そういう活性化協会とはどういうものなのかということを、根底

から今見直しを進めているところでございますので、引き続きご指導賜りまして、皆さまのお

声を聞きながらより良い活性化協会なりを務めてまいりたいと存ずる次第でございます。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

なしと認め、これで質疑を終わります。 

おはかりします。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。 
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日程第１９ 発議第１号 美瑛町まちづくり事務審査特別委員会の設置について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１９、発議第１号、美瑛町まちづくり事務審査特別委員会の設

置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） 

１３番八木議員。 

（１３番 八木 幹男議員 登壇） 

○１３番（八木幹男議員） それでは、まちづくり事務審査特別委員会設置に係る法的根拠を含

め、提案理由を述べていきたいと思います。本特別委員会の設置、法的根拠は、議員各位のお

手元に配付されている令和４年第４回定例会審議資料１５頁に掲載されている内容となって

おります。地方自治法第１０９条と美瑛町議会委員会条例第４条であります。また、特別委員

会における付議事件に関して、地方自治法の解釈では、特別委員会は、議会の議決により付議

された事件を審査するために設置されると、こういうものとして、いずれの常任委員会の所管

にも属しない事件、２つ以上の常任委員会の所管にまたがる事件などとされており、常任委員

会の所管する、当該普通公共団体の事務の一部であっても、それを特別に審査する必要がある

場合にも、特別委員会を設置することができる、こういう解釈をされている、これが根拠であ

ります。また、付議事件としては、現在、美瑛町自治基本条例、美瑛町まちづくり総合計画、

美瑛町観光振興条例など、この辺のところを視野に入れながら、やっていきたいとこのように

考えております。このような法的根拠から、美瑛町まちづくり事務審査特別委員会を設置、提

案するものであります。以下、朗読をもって提案にかえさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上であります。審査よろしくお願いをいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） 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１９、発議第１号の件を採決します。発議第１号、美瑛町まちづくり事務審

査特別委員会の設置についての件を、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、発議第１号の件は原案のとおり可決されました。 

しばらく休憩します。休憩中に、美瑛町まちづくり事務審査特別委員会を開催し、正副委員

長の互選を願います。 

休憩宣告（午後２時０８分） 

再開宣告（午後２時１７分） 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

休憩中に美瑛町まちづくり事務審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選が行われました

ので、その結果を報告します。美瑛町まちづくり事務審査特別委員会の委員長に１３番八木幹

男委員、副委員長に５番大坪正明委員が互選されました。 

 

日程第２０ 発議第２号 美瑛町議会会議規則の一部改正について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２０、発議第２号、美瑛町議会会議規則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） 

８番桑谷議員。 

○８番（桑谷 覺議員） 発議第２号の提案理由についてご説明いたします。今回の会議規則の

改正につきましては、二元代表制の一翼を担う議会の存在と役割がますます重要になってきて

いる中、時代にふさわしい美瑛町議会のあり方について調査研究を行い、かつ、不断の議会改

革に取り組むため、美瑛町議会会議規則の一部を改正するものです。最初に議案を朗読し、そ

の後、改正内容についてご説明いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、別紙、美瑛町議会会議規則の一部改正要旨によりご説明いたします。また、改正

に伴う新旧対照表は裏面２頁になりますのでご参照ください。 

改正の要旨は先ほど説明したとおりです。改正の概要についてですが、本規則の主な改正点

は２点あります。 

１点目は、議会のあり方について、調査研究を進めるための協議又は調整の場として、新た

に「議会改革検討委員会」について規定するものです。 

２点目は、臨時に協議の場を設ける場合の手続きについて規定するものです。 

以上で、発議第２号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤晴観議員） 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２０、発議第２号の件を採決します。発議第２号、美瑛町議会会議規則の一

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、発議第２号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２１ 意見書案第２号 森林・林業・木材産業によるグリーン成長に向けた施策の 

    充実・強化を求める意見書について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２１、意見書案第２号、森林・林業・木材産業によるグリーン

成長に向けた施策の充実・強化を求める意見書についての件を議題とします。本件について趣

旨説明を求めます。 

（「はい」の声） 

９番高田議員。 

（９番 高田 紀子議員 登壇） 

○９番（高田紀子議員） 意見書案第２号、要約をもって朗読申し上げます。 

（意見書案の朗読を省略する） 

よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） 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。 

これから日程第２１、意見書案第２号の件を採決します。意見書案第２号、森林・林業・木

材産業によるグリーン成長に向けた施策の充実・強化を求め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） 

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し、決議書を



 

－ 49 － 

関係機関に送付することにいたします。 

 

日程第２２ 意見書案第３号 食料安全保障の強化を図る新たな国の予算確保と国民への 

  理解醸成を図る意見書について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２２、意見書案第３号、食料安全保障の強化を図る新たな国の

予算確保と国民への理解醸成を図る意見書についての件を議題とします。本件について趣旨説

明を求めます。 

（「はい」の声） 

５番大坪議員。 

（５番 大坪 正明議員 登壇） 

○５番（大坪正明議員） 意見書案第３号につきまして、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） 

よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） 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、意見書案第３号の件を採決します。意見書案第３号、食料安全保障の

強化を図る新たな国の予算確保と国民への理解醸成を図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） 

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し、決議書を

関係機関に送付することにいたします。 

 

日程第２３ 意見書案第４号 地方財政の充実・強化に関する意見書について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２３、意見書案第４号、地方財政の充実・強化に関する意見書

についての件を議題とします。本件について趣旨説明を求めます。 

（「はい」の声） 
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１番保田議員。 

（１番 保田 仁議員 登壇） 

○１番（保田 仁議員） 朗読をもって提案をいたします。 

（意見書案の朗読を省略する） 

以上、提案といたします。 

○議長（佐藤晴観議員） 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２３、意見書案第４号の件を採決します。意見書案第４号、地方財政の充実・

強化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） 

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し、決議書を

関係機関に送付することにいたします。 

 

日程第２４ 意見書案第５号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、 

              「３０人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障 

   の実現に向けた意見書について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２４、意見書案第５号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率 

１／２への復元、「３０人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書

についての件を議題とします。本件について趣旨説明を求めます。 

（「はい」の声） 

９番高田議員。 

（９番 高田 紀子議員 登壇） 

○９番（高田紀子議員） 意見書案第５号、要約をもって朗読をいたします。 

（意見書案の朗読を省略する） 

よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 
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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、意見書案第５号の件を採決します。意見書案第５号、義務教育費国庫

負担制度堅持・負担率１／２への復元「３０人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障

の実現に向けた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） 

挙手多数であります。したがって、意見書案第５号の件は決議することに決定し、決議書を

関係機関に送付することにいたします。 

 

日程第２５ 意見書案第６号 ２０２２年度北海道最低賃金改定等に関する意見書について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２５、意見書案第６号、２０２２年度北海道最低賃金改定等に

関する意見書についての件を議題とします。本件について趣旨説明を求めます。 

（「はい」の声） 

１２番山本議員。 

（１２番 山本 賢一議員 登壇） 

○１２番（山本賢一議員） 朗読をもって提案いたします。 

（意見書案の朗読を省略する） 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） 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２５、意見書案第６号の件を採決します。意見書案第６号、２０２２年度北

海道最低賃金改定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） 

挙手多数であります。したがって、意見書案第６号の件は決議することに決定し、決議書を
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関係機関に送付することにいたします。 

 

日程第２６ 議員の派遣について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２６、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条の規定に基づき、別紙のと

おり議員の派遣をしたいと思います。 

おはかりします。 

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。な

お、派遣場所等に変更が生じた場合においては、議長において承認をしたいと思いますので、

了承願います。 

 

日程第２７ 所管事務調査の申し出について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２７、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大坪正明議員、産業経済常任委員会委員長野村祐司議

員、議会運営委員会委員長桑谷覺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。 

おはかりします。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。したがって、本件は各委員長の申し出のとおり承認することに決定し

ました。なお、派遣地、調査事項等に変更が生じた場合には、議長において承認したいと思い

ますので了承願います。 

 

閉会宣告 

 

○議長（佐藤晴観議員） 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。令和４年第４回美瑛町議会定例会を閉会いたします。 

 

閉会挨拶 
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○議長（佐藤晴観議員） はいお疲れ様でした。いや最後、バーって言うもんですからね、ちょ

っと息切れちゃう。いや、大変お疲れさまでした。今日何でしょう、髙島君だけを見てていつ

もそう思ってる、だけでのことじゃないんですけど、いつも職員とか、課長さんや理事者の皆

さんたち見てて思ってたんですけど、何か、４月に変わったばっかりだとか、まだわかんない

んだとか、そういうことを言わないで一生懸命答えようとしたりとか、その答えるのに事前に

準備してきたりとかするのが目に見えるんで、何か偉いなって。それが当たり前の仕事なんで

すけど、そんな風に思っていて。そこをね、もう超えて、すっと突いていくような、鬼のよう

な議員の質問なんですね。でもそれはそれで僕らとしての仕事ですから、それはいいと思うん

ですよね。だから、何かその理事者の皆さんは鬼のような質問を超えるような、悪魔のような

ね、気持ちでやっていただかないとやっぱりね、部下や、それに町民とかのね、幸せとかにも

ね、つながっていかないんじゃないかなあなんて思いながらおりました。６月定例会これで終

わります。 

臨時会を除けば、次は９月です。９月定例会が待っております。是非とも、天使のような教

育長に一般質問をしていただけたらなということを念願して、閉じさせていただきます。大変

お疲れ様でした。 

午後２時４５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。 

 

    令和４年８月５日 

 

美瑛町議会 議 長  佐藤 晴観 

 

        議 員  穂積  力 

 

        議 員  八木 幹男 

 

 

 

 


