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議 事 日 程（第２号） 

 

令和２年第４回美瑛町議会定例会 

令和２年６月１９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 美瑛町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

第 ５  議案第 ４ 号 美瑛町手数料徴収条例の一部改正について 

第 ６  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の運営に関する基準 

を定める条例の一部改正について 

第 ７  議案第 ６ 号 美瑛町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

部改正について 

第 ８  議案第 ７ 号 美瑛町へき地保育所条例の一部改正について 

第 ９  議案第 ８ 号 美瑛町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部改正について 

第１０ 議案第 ９ 号 専決処分について 

第１１ 議案第１０号 専決処分について 

第１２ 議案第１１号  令和２年度美瑛町一般会計補正予算（第４号）について 

第１３ 議案第１２号  令和２年度美瑛町老人保健施設事業特別会計補正予算（第１号）について 

第１４ 議案第１３号  令和２年度美瑛町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

第１５ 議案第１４号  令和２年度美瑛町水道事業会計補正予算（第２号）について 

第１６ 議案第１５号  令和２年度美瑛町立病院事業会計補正予算（第１号）について 

第１７ 議案第３１号  辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

第１８ 議案第３２号  辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

第１９ 議案第３３号  請負契約の締結について 

第２０ 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 
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 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 

議案第２８号  農業委員会委員の任命について 

議案第２９号  農業委員会委員の任命について 

議案第３０号  農業委員会委員の任命について 

第２１ 報告第 １ 号  令和元年度美瑛町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

第２２ 報告第 ２ 号  美瑛町土地開発公社の経営状況について 

第２３ 報告第 ３ 号  有限会社美瑛物産公社の経営状況について 

第２４ 報告第 ４ 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２５ 報告第 ５ 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２６ 意見書案第３号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書 

について 

第２７ 意見書案第４号 新たな基本計画における農村振興の強化を求める意見書について 

第２８ 意見書案第５号 ２０２１年度地方財政の充実・強化を求める意見書について 

第２９ 意見書案第６号 「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障、義務教育費 

国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、教職員の超勤・多忙化解消・ 

「３０人以下学級」の実現に向けた意見書について 

第３０ 意見書案第７号 ２０２０年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について 

第３１         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 

２番  坂 田 美 香 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） 

３番  増 山 和 則 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  鈴 木 貴 久 君 

総 務 課 長  小 杉 昌 敏 君 

まちづくり推進課長  今 瀧   毅 君 

移住定住推進室長  髙 島 和 浩 君 

税 務 課 長  川 合 実智代 君 

住 民 生 活 課 長  高 木 比斗志 君 

保 健 福 祉 課 長  今 野 聖 貴 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 

商工観光交流課長  栗 原 行 可 君 

文化スポーツ課長  平 間 克 哉 君 

農 林 課 長  吉 川 智 巳 君 

建 設 水 道 課 長  山 下 浩 史 君 

水 道 整 備 室 長  長 野 克 哉 君 

町立病院事務局長  観 音 太 郎 君 

総 務 課 長 補 佐  鈴 木   誠 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  川 﨑 章 道 君 

農業委員会事務局長  冨 田 敏 博 君 

 

代 表 監 査 委 員  大 西 宣 充 君 
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○書記 

事 務 局 長  新 村   猛 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） 皆さん、おはようございます。昨日に引き続き、ご参集をいただきま

してありがとうございます。ここのところ、どうも天気がぱっとしなく、だらだらとあまりよ

ろしくない天気が続いているところなんですが、なんかね、農家さんにちらっと聞くと、もう

いらないなって雨いらないよって言ってる方もいらっしゃいましたので、何か変にいたずらを

しない雨、天気になってくれれば良いなと思っております。自分の生業のことを考えると、雨

は一滴もいらない状況であり、でもだからといってたまに雨降るとちょっと骨休みにもなった

りして、良い雨だなあっていう時もあるんですけど、あんまりだらだら続くとですね、もやも

やしてきて、気ばっかり急ってしまうというところであります。今日は時間がたっぷりありま

す。昨日のように焦っておりませんので、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、６番中村倶和議員と８番桑谷覺議員を指名します。 

 

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 美智代君 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を申し

上げます。議案集は１頁から１３頁、改正要旨及び新旧対照表は資料の１頁から４７頁までで
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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日と４月３０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。資料の１頁をお開きください。 

改正の要旨は、冒頭で説明したとおりです。 

２の改正の概要の中で主なものを説明いたします。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です。また、新旧対照表は６頁からですので、ご参照願います。 

まず、町民税では未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（寡夫）控除の改正、それ

に伴い、給与所得者等の扶養親族申告書等の提出義務の改正、法人の均等割税率の改正など法

人税法改正に伴う規定の整備、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税特例の延長、

優良住宅地の造成のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税課税特例の延長、

新型コロナウイルス感染症特例法に係る特例制度の創設など、それぞれの改正に伴い、規定の

整備を行うものです。 

３頁の固定資産税では固定資産の納税義務者等に現所有者の申告規定の創設、中小企業者等

が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置、生産性革命の実現に向けた

固定資産税の特例措置の拡充。 

４頁のたばこ税は軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しによる改正。 

軽自動車税では軽自動車税の環境性能割の非課税期間の改正を行うものです。 

その他地方税法の改正に伴う町民条文の整備を行うものです。 

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。 

（「はい」の声） 

１番保田議員。 

○１番（保田 仁議員） 1 番保田でございます。おはようございます。今、税条例ご説明あり

ましたけれども、附則の第１０条の改正規定ということで、その改正要旨の説明が３頁の（２）

固定資産税②にございます、中小企業等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税

の軽減措置ということで、新型コロナウイルス関係でですね、中小企業等に対して償却資産と

事業用家屋に係る固定資産税の負担を軽減する規定の整備を行うものということで、これは説

明の中で国の地方税法の改正に伴うものということで説明がありましたけれども、国の地方税

法の改正趣旨といいますと、厳しい環境にある中小企業者等に対して令和３年度課税の１年分

に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税、都市計画税の課税標準を２分の１または
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０にするということで、令和２年２月から１０月までの任意の３カ月間の売上高が前年度同期

に比べて５０％以上減少している事業者さんということなんですけれども、この今回の条例改

正は、この国の改正に伴う分のみということで考えてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 川合課長。 

○税務課長（川合美智代君） はい、保田議員おっしゃるとおりでございます。令和３年度の固

定資産税と都市計画税の課税標準額の軽減に係るものとなっております。 

（「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） はい。これは前回、４月の議員協議会の中で、ちょっと説明を受けた

部分でなんですけれども、令和３年度課税分に限定されている国の固定資産税等の軽減措置に

ついて令和２年度課税分から先行して実施したいという町長の意向もあったと思うんですけ

ども、そういったことでご説明を受けているんですけれども、何らかの事情があってそれはし

ないというようなことだと思うんですが、その理由ですね、ちょっと詳しめに教えていただき

たいと思います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 川合課長。 

○税務課長（川合美智代君） 令和２年度から実施する予定で検討を続けてまいりましたが、残

念ながら見送った経緯を説明させていただきたいと思います。固定資産税の減免については地

方税法第３６７条に規定があります。一つが天災その他特別な事情が生じたことにより税を軽

減する必要がある者、二つ目が貧困に因り生活のための公私の扶助を受ける者、三つ目がその

他特別な事情がある者となっております。今回、その他特別な事情がある者に該当させて軽減

できないかと思って軽減を検討しておりましたが、町の顧問弁護士と協議した結果、残念なが

ら見送りとさせていただきました。理由としましては、町税、特に固定資産を減免することに

対する公平性、公益性、そして必要性が認められないという指摘を受けたからです。 

まず公平性についてですが、中小事業者等に限定して減免を実施することの可否についてで

す。コロナ災害により被害を受けた方は中小事業者等に限られないのではないか、コロナウイ

ルス感染症の被害により失業した給与所得者、また、事業所を賃貸により営業しておられる方

との公平性はどう取るのかと指摘されました。 

また、次に公益性ですが、固定資産の利用目的に公益性がある場合に限り減免されます。こ

れについても該当にはなりません。 

最後に、必要性ということで言われたんですけれども、必要性についても、これは十分とは

言えませんが、国から徴収猶予の特例、または令和３年度の減税等措置されていることから、
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必要性についても該当しないのではないかと言われました。 

以上の点から、残念ながら、町独自で固定資産税等の減免を実施することについては見送ら

せていただきまして、他の支援策に切り替えて実施してきたところであります。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） そういった弁護士さんの意見を考慮し、考慮といいますか、採用して

減免をしないことになったと思うんですけども、全国的にですね、多分減免の表明をしていた

自治体も他にもあろうかなと思いますけれども、そこら辺の自治体も同じように減免は取りや

めるとか、そういった状況になっているのかどうか、もし調べておりましたら、いるかをお伺

いします。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 川合課長。 

○税務課長（川合美智代君） 固定資産の減免については、私が知る限り、どこも実施しており

ません。住民税の軽減について検討したところはあったようなんですけれども、それについて

も見送りということで管内の方で調査済みであります。 

○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。 

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。 
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（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２号の提案理由について説明を申し上げます。議案集は

１４頁から１５頁、改正要旨及び新旧対照表は資料の４８頁から５４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日と４月３０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。 

（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。資料の４８頁をお開きください。新旧対照表

は４９頁からですので、ご参照願います。 

今回の改正は都市再生特別措置法の改正及び浸水被害軽減地区の指定を受けた土地の固定資

産に係る課税標準額の特例措置が創設されたことに伴う条文等の整備、中小事業者等が所有す

る事業用家屋の都市計画税の軽減措置、その他地方税法の改正に伴う条項及び条文の整備です。 

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 美瑛町固定資産評価審査委員会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、美瑛町固定資産評価審査委員会条例の一部改

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 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を申し上げます。議案集は
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１６頁、改正要旨及び新旧対照表は資料の５５頁、５６頁です。今回の改正は、情報通信技術

の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を

図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律

が令和元年１２月１６日から施行されたことに伴い、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。 

（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。資料の５５頁をお開きください。 

２の改正の概要は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の法律名が改正

されたことなどから、条文及び条項の整備を行うものです。また、新旧対照表は５６頁ですの

で、ご参照願います。 

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、美瑛町固定資産評価審査委

員会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５  議案第４号 美瑛町手数料徴収条例の一部改正について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第５、議案第４号、美瑛町手数料徴収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） 

高木住民生活課長。 

（住民生活課長 高木 比斗志君 登壇） 

○住民生活課長（高木比斗志君） 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、

ご説明させていただきます。議案集につきましては１７頁から１９頁になります。条例改正の

要旨及び新旧対照表につきましては別冊資料の５７頁から６７頁になりますので、合わせてご
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参照ください。今回の条例改正につきましては、情報技術の活用による行政手続等に係る関係

者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等に係る情報通

信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（令和２

年政令第１６３号）の施行に伴い、本条例の一部を改正するものです。また、北海道建設部手

数料条例の一部を改正する条例（令和２年北海道条例第５３号）の施行に伴い、あわせて本条

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、改正内容につきま

してご説明させていただきます。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、別冊資料の５７頁の条例改正の要旨を説明させていただきます。５７頁をお開き

ください。 

１の改正要旨につきましては、先ほど説明させていただきましたので省略させていただきま

す。 

２の改正の概要でありますが、１点目は、個人番号の通知カードが廃止されることになった

ため、通知カードの再交付に係る手数料の規定を削除するものです。２点目につきましては、

北海道より権限委譲を受けております都市計画法に係る開発行為の許可の手数料につきまして、

北海道建設部手数料条例の規定に合わせて改正するものです。 

３の施行期日につきましては公布の日から施行します。 

新旧対照表につきましては省略させていただきます。 

資料の説明を終わり、議案集の１９頁にお戻りください。 

附則からになります。この条例は、公布の日から施行する。以上、審議のほどよろしくお願

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５、議案第４号の件を採決します。議案第４号、美瑛町手数料徴収条例の一

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４号の件は原案のとおり可決されました。 
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日程第６ 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の運営に 

    関する基準を定める条例の一部改正について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第６、議案第５号、美瑛町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定め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） 

樫山子ども・子育て支援室長。 

（子ども・子育て支援室長 樫山 尚代君 登壇） 

○子ども・子育て支援室長（樫山尚代君） 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。議案集は２０頁から２１頁、条例改正要旨及び新旧対照表は、

別冊資料の６８頁から７０頁になります。今回の条例改正につきましては、特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を

改正する内閣府令の施行に伴い、本条例の一部を改正するものです。最初に議案を朗読し、そ

の後に資料に基づき改正内容のご説明をいたします。 

（議案の朗読を省略する） 

別冊資料の６８頁をお開き願います。 

１の改正の要旨につきましては、冒頭の提案理由の中でご説明したとおりですので説明を省

略いたします。 

２の改正概要ですが、町の認可を受けた特定地域型保育事業者は、保育の提供の終了に際し

て必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、受入先となる連携施設（認定こども園や幼稚

園など）を確保しなければならないことが第４２条第１項第３号で規定されていますが、町が

引き続き必要な教育・保育を提供できるよう必要な措置を講じているときは、この規定を適用

しないことが適用しないこととすることができると関係内閣府令に規定されたため、第４２条

第４項及び第５項を改正するものです。 

３の施行期日ですが、公布の日から施行となります。 

なお、資料６９頁からの新旧対照表は説明を省略させていただき、後ほどご高覧をお願いい

たします。 

資料による説明を終わります。議案集に戻ります。議案集の２１頁をお開きください。 

２行目の附則からになります。附則、この条例は、公布の日から施行する。 

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。 
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（「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の運営に関する基準を定め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６号 美瑛町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部改正について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第７号、議案第６号、美瑛町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定め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） 

樫山子ども・子育て支援室長。 

（子ども・子育て支援室長 樫山 尚代君 登壇） 

○子ども・子育て支援室長（樫山尚代君） 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。議案集は２２頁から２３頁、条例改正の要旨及び新旧対照表は、別冊資料の７１頁

から７３頁になります。今回の条例改正につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、条例の一部を改正するものであります。最初

に議案を朗読し、その後、資料に基づき改正内容の説明をいたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、改正内容の説明をいたします。別冊資料の７１頁をお開き願います。 

１の改正の要旨につきましては、冒頭の提案理由の中でご説明したとおりですので説明を省

略いたします。 

２の改正概要ですが、次の３点になります。１点目は、町の認可を受けた家庭的保育事業者

は、保育の提供の終了に際して必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、受入先となる連

携施設（認定こども園や幼稚園など）を確保しなければならないことが第６条第１項で規定さ
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れていますが、町が引き続き必要な教育・保育を提供できるよう必要な措置を講じているとき

は、この規定を適用しないこととすることができると省令に規定されたため、第６条第４項及

び第５項を改正するものです。 

２点目は、児童福祉法の改正に伴い条項のずれが生じたため、第２３条第２項第２号を改正

するものです。 

３点目、第３７条第４号に規定する保育の条件として、「保護者の疾病、疲労その他の身体上、

精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を加え

るものです。 

３の施行期日ですが、公布の日から施行となります。 

なお、資料７２頁からの新旧対照表は説明を省略させていただき、後ほどご高覧をお願いい

たします。 

資料による説明を終わり、議案集に戻ります。議案集の２３頁をお開き願います。 

６行目からの附則になります。附則、この条例は、公布の日から施行する。 

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（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７、議案第６号の件を採決します。議案第６号、美瑛町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定め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６号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第８ 議案第７号 美瑛町へき地保育所条例の一部改正について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第８、議案第７号、美瑛町へき地保育所条例の一部改正について

の件を議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

樫山子ども・子育て支援室長。 
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（子ども・子育て支援室長 樫山 尚代君 登壇） 

○子ども・子育て支援室長（樫山尚代君） 議案第７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２４頁、条例改正要旨及び新旧対照表は、別冊資料の７４頁から７５頁に

なります。今回の条例改正につきましては、平成３０年度から休所しております美馬牛へき地

保育所は、今後保育を再開する見込みがなく、閉所について地域との協議が整いましたので、

条例の一部を改正するものです。最初に議案を朗読し、その後、資料に基づき改正内容の説明

をいたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、改正内容の説明をいたします。別冊資料の７４頁をお開き願います。 

改正の要旨につきましては、冒頭の提案理由の中で説明したとおりですので説明を省略いた

します。 

２の改正の概要ですが、第２条の表中「美瑛町立美馬牛へき地保育所」の項を削るものです。 

３の施行期日ですが、公布の日から施行になります。 

なお、資料７５頁の新旧対照表につきましては、説明を省略させていただき、後ほどご高覧

をお願いします。 

資料の説明を終わり、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） 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８、議案第７号の件を採決します。議案第７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） 

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。 

 

日程第９ 議案第８号 美瑛町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部改正について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第９、議案第８号、美瑛町放課後児童健全育成事業の設備及び運
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営に関する基準を定め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） 

樫山子ども・子育て支援室長。 

（子ども・子育て支援室長 樫山 尚代君 登壇） 

○子ども・子育て支援室長（樫山尚代君） 議案第８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２５頁、条例改正要旨及び新旧対照表は、別冊資料の７６頁から７７頁に

なります。今回の条例改正につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準の一部を改正する省令の施行に伴い、本条例の一部改正を行うものです。最初に議案を朗

読し、その後、資料に基づき改正内容の説明をいたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、改正内容の説明をいたします。別冊資料の７６頁をお開き願います。 

改正の要旨につきましては、冒頭の提案理由の中で説明したとおりですので説明を省略いた

します。 

２の改正概要ですが、放課後児童支援員認定資格研修について、中核市の長も実施すること

ができることとなったことにより、第１０条第３項に当該規定を追加するものです。 

３の施行期日ですが、公布の日からの施行になります。 

なお、資料７７頁の新旧対照表につきましては説明を省略させていただき、後ほどご高覧を

お願いします。 

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９、議案第８号の件を採決します。議案第８号、美瑛町放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定め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８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 ９号 専決処分について 

日程第１１ 議案第１０号 専決処分について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１０、議案第９号、専決処分について承認を求める件及び日程

第１１、議案第１０号、専決処分について承認を求める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。はじめに、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） 

小杉総務課長。 

（総務課長 小杉 昌敏君 登壇） 

○総務課長（小杉昌敏君） おはようございます。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２６頁から３２頁になります。今回の専決処分につきましては、令

和２年度美瑛町一般会計補正予算（第３号）につきまして、令和２年５月１５日に専決しまし

たので地方自治法の規定により報告し、承認をお願いするものです。専決した補正予算の内容

につきましては、落雷被害により下水処理場の電気系統の故障に伴う仮設電気工事に係る一般

会計から公共下水道事業特別会計への繰出金の追加に係る補正で、歳入歳出それぞれ

３，５１０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０６億１，５４０万円と

するものでございます。 

それでははじめに議案を朗読いたします。議案集の２６頁をお開き願います。 

（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を申し上げます。はじめに歳出から

ご説明いたします。議案集の３１頁をお開き願います。 

歳出、第８款土木費、第４項都市計画費、第２目公共下水道費、補正額３，５１０万円の追

加です。落雷による下水処理場被災に伴う災害復旧費、繰出金の追加で、応急復旧に係る経費

及び本復旧に向けた準備に係る経費の追加補正でございます。 

次に、事項別明細書の歳入についてご説明いたします。議案集２９頁になります。 

歳入、第１９款繰越金、第１項繰越金、補正額３，５１０万円の追加です。補正経費につい

て、繰越金で財源措置を行うものでございます。 

２８頁の第１表歳入歳出予算補正の説明は省略を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（佐藤晴観議員） 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） 

長野水道整備室長。 
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（水道整備室 長野 克哉君 登壇） 

○水道整備室長（長野克哉君） おはようございます。それでは議案第１０号の提案理由につい

てご説明を申し上げます。議案集は３３頁から３９頁までになります。令和２年度美瑛町公共

下水道事業特別会計補正予算につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定により、５月

１５日に専決処分しましたので、議会の承認をお願いするものでございます。今回の補正につ

きましては５月１３日に発生した落雷により被災した下水処理場の応急復旧工事等に要する

費用について、追加をお願いさせていただくものでございます。それでは、はじめに議案を朗

読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは次に、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明を申し上げます。はじめに歳出

からご説明を申し上げます。３８頁をご覧ください。 

歳出、第１款下水道事業費、第１項下水道管理費、補正額３，５１０万円の追加。終末処理

場災害復旧事業における応急復旧工事に要する委託料、工事請負費等でございます。 

次に歳入についてご説明いたします。３６頁にお戻り願います。 

歳入、第４款繰入金、第１項繰入金、補正額３，５１０万円の追加。終末処理場災害復旧事

業に伴う一般会計繰入金の追加でございます。 

３５頁の第１表歳入歳出予算補正につい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２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、２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２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９号について質疑を行います。議案集の２９頁から３２頁まで。はじめに歳入

歳出補正予算事項別明細書の歳入歳出全款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。今回の落雷被害はかなり大きなものとイメージ

しておりますけども、処理水がですね、手動であって、処理そのものには支障はないと聞いて

おります。ですから、具体的にどのような損害があったのかっていうのが中々頭に浮かばない

んですけども、そこで伺います。この被害の調査、これは全て完了してるんでしょうか。そし

て、被害が全て明らかになってるんでしょうか、または不明の箇所はまだあるんでしょうか。

その辺を伺います。 

○議長（佐藤晴観議員） ちょっと休憩します。 
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休憩宣告（午前１０時２４分） 

再開宣告（午前１０時２５分） 

○議長（佐藤晴観議員） 再開します。 

ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次に進みます。 

次に、議案集２６頁から２８頁まで。議案第９号本文並びに令和２年度美瑛町一般会計補正

予算（第３号）の条文及び第１表歳入歳出予算補正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。議案集の３６頁から３９頁まで。はじめに歳

入歳出補正予算事項別明細書の歳入歳出全款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。もう一度お伺いしますけども、かなり大きな被

害であったと、落雷であればね、これ自然災害ですから致し方ないんですけども、そういう避

雷針の作用が立たなかったと。それで数億ボルト、高い時には数億ボルト、電流は何十アンペ

アと流れる訳ですね、一瞬でですね。この被害の状況は全て調査が行われたのか、まあ行われ

たんでしょう、そこで被害が全て明らかになっているのかですね、まだ不明な箇所が残ってる

のか、その辺をお聞かせください。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 長野水道整備室長。 

○水道整備室長（長野克哉君） はい、被害の状況につきましては、５月１３日の被災を受けま

して、まず、その段階で職員とそれから事業者、それから電気保安協会等の関係の機関の方で

現地に行きまして、応急のまず状況確認ということを行いまして、その後、下水道事業団とい

う下水道関係の支援を全国的に行う組織がございますが、そちらの方に支援を要請しまして、

そちらの方で概要の調査ということで、その後、入っております。その状況の中で、おおよそ

の被害ということでその段階では５月の段階では調査をしまして、まず応急の復旧については

先に入らしていただいたと。それでこの専決ということの対応をさせていただいたという状況

でございます。被害の全体の調査につきましては、まだ詳細が全部出ている状況ではありませ

ん。現在まだ調査継続中ということで、今、被害内容と全体の調査設計ということで、継続し

て行っている状況でございます。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 
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（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、議案集の３３頁から３５頁まで。議案第１０号本文並びに令和２年度美瑛町公共下水

道事業会計補正予算（第１号）の条文及び第１表歳入歳出予算補正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１０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。はじめに議案第９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９号についての討論を終わります。 

次に議案第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１０、議案第９号の件を採決します。議案第９号、専決処分について承認を

求める件を、承認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号の件は承認することに決定しました。 

次に、日程第１１、議案第１０号の件を採決します。議案第１０号、専決処分について承認

を求める件を、承認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号の件は承認することに決定しました。 

午前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） 

 

日程第１２ 議案第１１号 令和２年度美瑛町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第１３ 議案第１２号  令和２年度美瑛町老人保健施設事業特別会計補正予算（第１号） 

について 

日程第１４ 議案第１３号  令和２年度美瑛町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

について 

日程第１５ 議案第１４号  令和２年度美瑛町水道事業会計補正予算（第２号）について 

日程第１６ 議案第１５号  令和２年度美瑛町立病院事業会計補正予算（第１号）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。 
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日程第１２、議案第１１号、令和２年度美瑛町一般会計補正予算（第４号）についての件、

日程第１３、議案第１２号、令和２年度美瑛町老人保健施設事業特別会計補正予算（第１号）

についての件、日程第１４、議案第１３号、令和２年度美瑛町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）についての件、日程第１５、議案第１４号、令和２年度美瑛町水道事業会計補正

予算（第２号）についての件及び日程第１６、議案第１５号、令和２年度美瑛町立病院事業会

計補正予算（第１号）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。はじめに、議案第１１号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

小杉総務課長。 

（総務課長 小杉 昌敏君 登壇） 

○総務課長（小杉昌敏君） 議案第１１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４０頁から５３頁になります。今回の補正予算の主なものは、総務費では移住定住コー

ディネーター配置経費の追加、テレワーク導入推進事業の追加、まちづくり寄附件数の増によ

る返礼費用の追加など。農林水産業費では、道補助金、交付金の割当内示に伴う畑作構造転換

事業及び強い農業・担い手づくり総合支援交付金の追加、美瑛町農協が整備する加工野菜冷凍

施設整備事業に対する町補助金の追加など。商工費では、新型コロナウイルス感染症の町独自

の経済対策として実施する飲食店等の感染防止対策補助及び観光客受入支援事業補助など、び

えいの観光応援事業に係る追加補正など。土木費では落雷被害による下水処理場の災害復旧工

事に対する公共下水道事業特別会計への繰出金の追加など。教育費では小中学校における

ＧＩＧＡスクール情報端末整備事業の追加、各小中学校改修工事の追加など。諸支出金では、

まちづくり寄附金及び一般寄附金の丘のまちびえいまちづくり基金費への積立金の追加でご

ざいます。歳入では国庫補助金が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、

ＧＩＧＡスクール情報端末整備に係る公立学校情報機器整備費補助金の追加など。道補助金が

畑作構造転換事業補助金、強い農業・担い手づくり総合支援交付金の内示による追加など。寄

附金はまちづくり寄附金及び一般寄附金の追加。繰越金は財源調整による追加。諸収入は新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金への財源振替に伴う北海道市町村備荒資金組

合超過納付金の減。町債は、加工野菜冷凍施設整備事業に係る過疎対策事業債の追加などでご

ざいます。 

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。議案集の４０頁をお開き

願います。 

（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、ご説明を申し上げます。はじめに、歳出

からご説明いたします。議案集の４６頁をお開き願います。 
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歳出、第１款議会費、第１項議会費、補正額７６万８，０００円の減額です。新型コロナウ

イルス感染症の拡大による町民生活への影響を鑑みた、町議会議員の６月分期末手当の減額分

でございます。 

第２款総務費、第１項総務管理費、第１目職員給与費、補正額５３万円の減額です。新型コ

ロナウイルス感染症拡大による町民生活の影響を鑑みた、町特別職の６月分期末手当の減額分

になります。 

第２目一般管理費、補正額９７４万円の追加です。新型コロナウイルス感染防止対策のため

購入するアルコール消毒液など消耗品費の追加が１００万円、まちづくり寄附件数の増による

返礼品、広報等の発送費用の追加が８７４万円でございます。 

第６目情報管理費、補正額４４万円の追加です。マイナンバーネットワークシステムの更新

に伴う、総合行政システムＬＧＷＡＮの追加設定委託料でございます。 

第８目移住対策費、補正額４２９万１，０００円の追加です。相談から移住定住に至るまで

の一体的な推進のため、移住定住コーディネーターの配置に係る人件費の追加が２２０万

９，０００円、本町の地域環境を活かした移住定住人口の確保を目的としたテレワーク環境整

備及び事業本格実施に向けた実証実験を行うテレワーク導入推進事業の追加が２０８万

２，０００円になります。 

第１３目諸費、補正額１，８７５万９，０００円の追加です。まちづくり寄附金の件数の増

加に伴う返礼品の追加でございます。 

議案集４８頁になります。第３款民生費、第２項児童福祉費、第１目児童福祉総務費、補正

額４２万３，０００円の追加です。説明欄（１）の児童手当支給事業は、マイナンバー制度に

おける地域情報連携のためのシステム改修業務委託料で３０万円、説明欄（２）の緊急対策・

保育対策総合支援事業は保育施設での新型コロナウイルス感染症対策のための備品等の購入費

用に係る補助金１２万３，０００円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９，２３４万９，０００円

の追加です。説明欄（１）の畑作構造転換事業は北海道の割当内示に伴う追加で４，３３１万

２，０００円の追加、説明欄（２）の加工野菜冷凍施設整備事業は、美瑛町農協が加工原料の

鮮度保持、加工製品の長期保存のため整備する加工向け野菜の冷凍貯蔵施設整備に対する町補

助金３，０００万円の追加、説明欄（３）の強い農業担い手づくり総合支援事業は、北海道の

割当内示に伴う追加で１，９０３万７，０００円の追加でございます。 

第２項耕地費、第１目耕地整備費、補正額１３万５，０００円の追加です。国営造成施設管

理体制整備促進関係事業における計画変更に伴う事務費の追加になります。 

続いて、第７款商工費、第１項商工費、第２目商工業振興費、補正額はなく、国の新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当による北海道市町村備荒資金組合超過納付金
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の減額の財源調整でございます。 

第３目観光費、補正額４，２８０万円の追加です。新型コロナウイルス感染症の町独自の経

済対策として実施する美瑛の観光応援事業に要する経費で美瑛町観光協会に対する補助金でご

ざいます。内訳は、飲食店等の感染予防対策支援として、事業者への消毒液の配布経費が

６４６万８，０００円、観光受入支援として実施する宿泊クーポン３，０００円の１万枚の発

行及びその印刷代で合わせて３，０１５万円、町内観光施設循環バス運行の定員減少運行に係

る支援分が４８５万１，０００円、運営事務経費が１３３万１，０００円の合計で４，２８０

万円の追加でございます。 

第２項文化スポーツ振興費、第３目町民センター費、補正額３万８，０００円の追加です。

町民センターのＡＥＤ搭載型自動販売機の撤去によるＡＥＤ賃借料の追加になります。 

続いて議案集５０頁になります。第８款土木費、第１項土木管理費、第１目土木総務費、補

正額５９万円の追加です。住環境整備費助成金の申請件数増に伴う助成金の追加でございます。 

第４項都市計画費、第２目公共下水道費、補正額１億９，４５２万７，０００円の追加です。

落雷による被害を受けた下水処理場の災害復旧工事に係る公共下水道事業特別会計への繰出金

の追加でございます。 

第１０款教育費、第１項教育総務費、第２目事務局費、補正額１万８，０００円の追加です。

ＧＩＧＡスクール情報端末整備に伴うドメイン管理手数料の追加でございます。 

第３目学校給食費、補正額１９２万３，０００円の追加です。熱中症対策として、明徳小学

校給食室のエアコン設置工事経費が１８９万円及び学校給食休止により影響を受けた納入業者

に対する経費３万３，０００円の追加でございます。 

第２項小学校費、第１目学校管理費、補正額１，４８１万３，０００円の追加です。説明欄

（１）各小学校施設改修事業は、明徳小学校給水ポンプ更新工事及び明徳小学校プレイルーム

雨漏り修繕工事費で３８６万１，０００円の追加。説明欄（２）小学校管理運営事業は、

ＧＩＧＡスクールに係る小学校指導者分１０４台の情報端末整備に係る経費などで１，０９５

万２，０００円の追加になります。 

第２目教育振興費、補正額４，７９８万７，０００円の追加です。説明欄（１）情報教育推

進事業は、小学校５校への学習システムの導入経費で２１５万円の追加。説明欄（２）

ＧＩＧＡスクール情報端末整備事業は、ＧＩＧＡスクールに係る小学校児童分４４５台の情報

端末整備に係る経費が４，４９３万７，０００円の追加。あと家庭学習のための貸出用の通信

機器、モバイルＷｉ－Ｆｉルーターの整備として９０万円の追加でございます。 

議案集５２頁になります。第３項中学校費、第１目学校管理費、補正額５６５万６，０００

円の追加です。説明欄（１）各中学校施設改修事業は、新型コロナウイルス感染症対策として、

美瑛中学校三階教室への換気扇設置工事費で４９万７，０００円の追加。説明欄（２）中学校
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管理運営事業はＧＩＧＡスクールに係る中学校指導者分５１台分の情報端末機器整備に係る経

費などで５１５万９，０００円の追加です。 

第２目教育振興費、補正額２，１８７万８，０００円の追加です。ＧＩＧＡスクールに係る

中学校生徒分２１４台の情報端末整備に係る経費及びネットワーク回線使用料が２，１５７万

８，０００円の追加。家庭学習のための貸出用の通信機器モバイルＷｉ－Ｆｉルーター整備と

して３０万円の追加です。 

第４項社会教育費、第３目図書館費、補正額３１万６，０００円の追加です。図書館のトイ

レウォシュレットの修繕経費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２，００１万５，０００円の追加です。一般寄附金１件分１５０万円及びまちづくり寄附金

の５月２２日までの納付分１，０４１件、１，８５１万５，０００円を丘のまちびえいまちづ

くり基金に積立てるものでございます。 

次に、事項別明細書歳入についてご説明いたします。議案集の４４頁にお戻り願います。 

歳入、第１４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９，３６５万

１，０００円の追加です。マイナンバーネットワークシステム更新に伴う、総合行政ネットワ

ークＬＧＷＡＮ回線の設定追加による社会保障・税番号制度システム整備費補助金が４４万円

の追加。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の国の一次補正予算分の追加が

９，３２１万１，０００円でございます。 

第２目民生費補助金、補正額３２万３，０００円の追加です。児童手当システム改修に係る

子ども・子育て支援事業費補助金が２０万円の追加。保育施設における新型コロナウイルス感

染対策のための備品等の購入に対する保育対策総合支援事業費補助金が１２万３，０００円の

追加です。 

第４目土木費補助金、補正額２６万６，０００円の追加です。住環境整備費助成事業の申請

増に伴う住環境整備事業交付金の追加でございます。 

第５目教育費補助金、補正額２，００４万６，０００円の追加です。ＧＩＧＡスクール情報

端末整備等に係る公立学校情報機器整備費補助金が小学校分が１，２９３万７，０００円、中

学校分が７０８万５，０００円の計２，００２万２，０００円の追加でございます。あとコロ

ナウイルス感染症に伴う学校給食休止の影響を受けた納入業者への経費負担に対する学校臨時

休業対策費補助金が２万４，０００円の追加でございます。 

第１５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６，２４５万

１，０００円の追加です。畑作構造転換事業補助金が北海道の割当内示により４，３３１万

２，０００円の追加。同じく、道の割当内示により強い農業・担い手づくり総合支援交付金が

１，９０３万７，０００円の追加。国営造成施設管理体制整備促進事業補助金美瑛地区が計画
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変更による事務費の増で１０万２，０００円の追加です。 

第１７款寄附金、第１項寄附金、補正額２，００１万５，０００円の追加です。一般寄附金

が１件で１５０万円の追加、まちづくり寄附金が１，０４１件で１，８５１万５，０００円の

追加でございます。 

第１８款繰入金、第１項繰入金、補正額２億５，６５２万７，０００円の追加です。公共施

設等整備基金繰入金が１億９，４５２万７，０００円の追加で、充当先は公共下水道事業特別

会計繰出金になっております。丘のまちびえいまちづくり基金繰入金が６，２００万円の追加

で、充当先がＧＩＧＡスクール情報端末整備事業等でございます。 

第１９款繰越金、第１項繰越金、補正額４，２５３万２，０００円の追加です。財源補填に

よるものでございます。令和元年度の一般会計繰越金の決定額は２億２，９４６万１，０００

円で、今回の補正後で１億１，３９０万５，０００円予算措置をしており、財源保留額は１億

１，５５５万６，０００円となっております。 

第２０諸収入、第５項雑入、補正額５，０４１万１，０００円の減額です。国の地方創生臨

時交付金の予算計上に伴う財源振替のため、北海道市町村備考資金組合超過納付金を減額する

ものでございます。今回の補正で、北海道市町村備荒資金組合の超過納付金の残額につきまし

ては、７億６，０２１万６，０００円となります。 

第２１款町債、第１項町債、第１０目農林水産業債、補正額３，０００万円の追加です。加

工野菜冷凍施設整備事業に伴う過疎対策事業債の追加でございます。 

次に、議案集４３頁になります。第２表地方債補正でございます。変更前の地方債の総額

５億７，６５０万円に３，０００万円を追加し、変更後の地方債の総額を６億６５０万円とす

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を

させていただきます。 

第２表地方債補正（変更）、過疎対策事業、変更前限度額２億３，９４０万円、変更後限度額

２億６，９４０万、合計、変更前限度額５億７，６５０万円、変更後限度額６億６５０万円。

なお、起債の方法、利率、償還の方法については変更はございません。 

４１頁、４２頁の第１表歳入歳出予算補正についての説明は省略をさせていただきます。 

以上で、議案第１１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１２号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

今野保健福祉課長。 

（保健福祉課長 今野 聖貴君 登壇） 

○保健福祉課長（今野聖貴君） 議案第１２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５４頁から５９頁になります。今回の補正予算につきましては、美瑛町老人保健施設
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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への

積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。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出からご説明申し上げます。議案集の５８頁、

５９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

２３万５，０００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へ積立て

るものであります。 

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。戻りまして５６頁、５７頁をお開き願いま

す。 

歳入、第４款諸収入、第２項雑入、第１目雑入、補正額２３万５，０００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に対する割合を定め、町に納付する規定になっているこ

とから、令和元年度の運営において約４７万円の事業利益が生じたことにより、事業利益の

５０％の２３万５，０００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、５５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１２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（佐藤晴観議員） 次に、議案第１３号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

長野水道整備室長。 

（水道整備室長 長野 克哉君 登壇） 

○水道整備室長（長野克哉君） 議案第１３号の提案理由について、ご説明を申し上げます。議

案集の６０頁から６５頁になります。はじめに６０頁をお開き願います。今回の補正は、５月

１３日の落雷により被災した下水処理場の電気設備等の本復旧工事に要する費用の追加をお

願いするものでございます。はじめに議案を朗読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出からご説明申し上げます。６４頁をお開き願い

ます。 

歳出、第１款下水道事業費、補正額２億１，０００万円の追加、終末処理場災害復旧事業に
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おける整備・事業委託料の追加でございます。 

次に、歳入の説明を行います。６２頁をお開き願います。 

歳入、第４款繰入金、第１項繰入金、補正額１億９，４５２万７，０００円の追加。終末処

理場災害復旧事業に伴う一般会計繰入金の追加でございます。 

第５款繰越金、第１項繰越金、補正額６５６万２，０００円の追加でございます。前年度繰

越金の追加でございます。 

第６款諸収入、第４項雑入、補正額８９１万１，０００円の追加、消費税過年度還付金の受

入れによる追加でございます。 

６１頁の第１表歳入歳出予算補正については、説明を省略させていただきます。 

以上で、議案第１３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） 次に、議案第１４号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

長野水道整備室長。 

○水道整備室長（長野克哉君） はい。それでは、議案第１４号の提案理由について、ご説明を

申し上げます。議案集につきましては６６頁から６７頁になります。はじめに６６頁をお開き

願います。今回の補正は、収益的支出において量水器交換に係る修繕費の追加、また、資本的

支出において、５月１３日の落雷により破損した流量計設備の復旧に要する工事費用等の追加

をお願いするものでございます。はじめに議案を朗読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、収益的支出及び資本的支出についてご説明を申し上げます。６７頁になります。 

収益的支出、支出、第１款水道事業費用、第１項営業費用、第２目配水及び給水費、補正額

２５０万円の追加、量水器交換に係る修繕費の追加でございます。 

資本的支出、支出、第１款資本的支出、第１項建設改良費、第１目配水及び給水設備工事費、

補正額４００万円の追加でございます。排水送水設備復旧工事並びに量水器取替工事の工事請

負費用の追加でございます。第２目固定資産購入費、補正額３５万円の追加、取替用量水器の

購入費用でございます。 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９，２６６万３，０００円は、過年度分損益

勘定留保資金９，２６６万３，０００円で補てんするものといたします。 

以上で、議案第１４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１５号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

観音町立病院事務局長。 

（町立病院事務局長 観音 太郎君 登壇） 
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○町立病院事務局長（観音太郎君） 議案第１５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６８頁と６９頁になります。今回の補正につきましては、町立病

院におけるオンライン診療の一部実施のための備品購入費等の追加をお願いするものです。最

初に議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、収益的支出についてご説明をさせていただきます。議案集は６９頁になります。 

第１款病院事業費用、第１項医業費用、第３目経費、補正額５６万２，０００円の追加。オ

ンライン診療実施に係る院内配線の修繕及び回線通信料に係る費用です。 

次に、資本的支出についてご説明させていただきます。 

第１款資本的支出、第１項建設改良費、第１目資産購入費、補正額７８万９，０００円の追

加。オンライン診療実施に係るパソコンなどの購入に係る費用です。資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額１億９６２万１，０００円は、過年度分損益勘定留保資金１億９６２万

１，０００円で補填するものとする。 

以上で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） これで５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５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５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１１号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。これで議案第１１号について総括質疑を終わります。 

次に、議案第１１号について質疑を行います。議案集の４６頁から４９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１款議会費から第３款民生費までについて質疑を許し

ます。 

（「はい」の声） 

１０番野村議員。 

○１０番（野村祐司議員） １０番野村です。２款１項８目、説明欄（１）の移住対策費につい

てお伺いをさせていただきます。この移住対策費について３点ほどお伺いいたしますが、いわ

ゆる移住コーディネーターという言葉を使って移住の促進をするという内容でございます。も

し、お決まりであれば、このコーディネーターという方は対象者が決まっているのか、あるい

は配置先はどこなのか、具体的にコーディネーターという方は非常に知見も必要だと思うんで

すが、その辺はどのようなことになってるのか、この３点についてお伺いをさせていただきま

す。 
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（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 髙島移住定住推進室長。 

○移住定住推進室長（髙島和浩君） はい、今質問いただきました移住定住コーディネーターに

ついてでありますけれども、まず対象者につきましては昨日、町長からの答弁もありましたけ

れども、決まってるということではありません。７月１日の広報に募集を、補正が可決後、募

集をかけまして、なるべく早い段階で配置したいということで７月１０日頃までを募集期間と

して、７月２０日頃から配置したいという風に考えています。 

それから配置先につきましては、まちづくり推進課の移住定住推進室の方で配置したいとい

う風に考えております。それから業務につきましては移住定住推進室で行っています移住相談

業務でありますとか、ちょっと今年コロナの関係で開催できてませんけども、北海道暮らしフ

ェアとかですね、首都圏の方で行ってます相談業務、移住定住の相談業務とかそういったもの

にですね、我々と一緒に参加したりですね、あと移住定住の体験のプログラム等の企画とか、

そういうことを考えておりますので、特に資格、こういう資格が必要だとかということではな

いんですけれども、一応そういうこれから移住される方のですね、感覚に近いというかそうい

う思いを分かっている方、できればそういう移住を経験されている方とか、今後移住、これか

ら入ってくる方、それからもう既に移住されてる方々との交流の場っていうものも考えており

ますので、そういう感覚に近い方を面接なりで採用したいという風に考えてます。以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１番保田議員。 

○１番（保田 仁議員） はい。それでは２款１項８目、移住対策費のですね、（２）テレワー

ク導入推進事業、実証実験をやるということですけれども、その実証実験の内容をちょっとお

伺いをいたします。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 今瀧まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（今瀧 毅君） ただいまご質問のテレワーク導入推進事業の実証実験の

内容につきましては、今後テレワークが新しい日常の中で定着していくだろうという仮定の中

でですね、美瑛町の課題解決として当然、人口減少対策だとか、関係人口の創出、そしてまた、

セカンドホームという町の財産がありますので、そういった施設を活用した二地域居住の推進

といったものを、地域課題解決のためにテレワーク事業を導入していきたいということで、そ

の具体的内容といたしましては、町内にある幸町に定住促進住宅があります。そこをテレワー

クの在宅勤務といった形でのテレワークの会場として活用していきたいといった部分と、都市

部の企業と地方と繋がるというような観点からですね、旭の研修センターについても、テレワ
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ークになりますか、短期的なワーケーション的な形になるかもしれないんですけども、そうい

った会場も使ってテレワークの事業を推進していきたいといったことと、あと市街地において

はですね、ビ・エールの二階を活用してですね、これはレンタルオフィスといいますか、サテ

ライトオフィス的な位置付けでビ・エールの二階を活用して、そこでテレワークを行ってもら

う、もしくは地下のカフェを使っていただいて仕事をしてもらっても良いのかなという風に考

えております。以上でございます。 

（「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） はい、大体内容、大まかに分かりましたけれども、この中でですね、

１２節の業務委託費の内容と備品購入費の内容について大まかにお伺いをいたします。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 今瀧課長。 

○まちづくり推進課長（今瀧 毅君） 今後テレワークを推進していく上で、テレワーク導入企

業さんにもちょっとお問い合わせをしたところですね、やはりテレワークの推進する環境とし

てですね、やはり通信ネットワーク環境、あとコワーキングスペースだとかミーティングスペ

ースといったもの、あとストレスの感じない備品類の整備、デスクだとかチェアといったもの

が必要だというようなご意見をいただきましたので、そこでビ・エール、もしくはその幸町の

住宅を活用してですね、テレワークを行うに当たってやはり通信ネットワークの環境が心細い

といったところがありますので、その部分を増強したいといった部分と、あと備品類が整備さ

れてないようなところがありますので、そういったところにモニターだとか、デスクチェアと

いったものの整備をしていきたいという風に考えております。以上でございます。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに。 

（「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。６款１項２目、農林水産について伺います。 

○議長（佐藤晴観議員） ６款、次ですね。 

○６番（中村倶和議員） 次ですか、失礼しました。 

○議長（佐藤晴観議員） 他にありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、議案集の４８頁から５１頁まで。第６款農林水産業費から第８款土木費までについて

質疑を許します。 

（「はい」の声） 
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６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） はい、６番中村です。６款１項２目、農業水産費の農業振興費ですね。

４９頁の加工野菜冷凍施設整備事業について伺います。３，０００万円が補助の対象であると

いうことですけども、これは端境期におけるですね、需要を満たすために計画されたというこ

とは理解しました。そこでですね、冷凍使用に向けた販売計画、これは既にちゃんと出来上が

ってるんでしょうけども、計画高ということは計画金額ですね、この金額、これはどのぐらい

の規模だとお聞きでしょうか。 

（「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） 今回ＪＡびえいさんから冷凍庫、加工用野菜の冷凍ということで申

し込みがありました。既にここにつきましては、二つの冷蔵庫は既に存在しております。一つ

目は２２年に作っておりまして、これ１，６００トンの収納ができると、容量になってます。

２９年度に作ったのが１，０００トンということになっておりまして、今後の加工野菜生産能

力拡大に向けて、これにつきましては農協で計画しております、地域農業振興計画に基づいて、

それぞれ加工野菜の作付に合わせまして、今回５００トンというものが今後将来に向けて必要

だということでお聞きして、そのための今回、補正予算をお願いしているものであります。 

（「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。冷凍前の処理ですね、これはやっぱり加工処理が

必要だと思うんですけれども、今回５００トンの施設に建設するに当たって、この加工処理は、

既存の加工処理を使うのか、または新規に加工処理の設備も含むのか伺います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 吉川課長。 

○農林課長（吉川智巳君） 今回、加工処理等は含みません。単純に冷凍する施設であります。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

９番高田議員。 

○９番（高田紀子議員） ９番高田です。７款１項３目、観光費で負担金補助及び交付金の

４，２８０万円のびえいの観光応援事業ということで、その中に観光誘客支援事業ということ

でクーポン券の発行という形で予算が付いているんですけれども、この事業について内容を、

高齢者の方の利用が少ないことを想定してということでのクーポンの発行なので、高齢者を主

体としての考え方だと思いますので、このクーポンの発行の仕方についてどのようなことを考

えていらっしゃるのか、教えていただければと思います。 
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（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 栗原商工観光交流課長。 

○商工観光交流課長（栗原行可君） 観光誘客支援事業の宿泊クーポン事業の実施でございます

けども、３，０００円の宿泊券を１万枚、町内の宿泊される方に補助するという内容でござい

ます。これは今後予定されてます北海道のどうみん割、また国の方で予定されますＧｏＴｏキ

ャンペーンもこれから始まりますけれども、これらのキャンペーンにつきましてはＯＴＡ、い

わゆるその、じゃらん、ネットから予約するものでございます。そうした中、当然、手数料と

か色々ある訳ですけれども、そういう大手の宿泊施設については対応できる所もありますけど

も、小さい宿泊施設、ペンション、民宿等につきましては、数年前のブラックアウトの時も同

じく観光クーポンの方、提案させていただいておりますけども、なかなか利用しにくい、その

どうみん割、ＧｏＴｏキャンペーンの部分を使いにくいという声がありました。今回の国の制

度、また、道の制度につきましても同様な、詳細はこれからなんですけども、そういう形で情

報が入ってきております。そうした中、ネット環境からでの予約でなく、高齢者とは書いてご

ざいますけども、高齢者のみならず、そのネット環境の予約でなく、直接予約できる、また小

さい宿泊施設でもＧｏＴｏキャンペーン、どうみん割に入れない、登録できないところにつき

ましては、その部分を少し支援しよう、漏れた部分を支援していくということでございます。

一応クーポンの発行方法につきましては、前回の反省も踏まえまして、事前に宿泊施設を予約

し、そしてその予約した所から観光協会の方に申し出することによって、観光協会からクーポ

ン券を発行するという流れでございます。そのため利用につきましては、やはり土曜日の利用

が多かったということで、夕方になると観光客が、宿泊する観光客が観光協会の方に押し寄せ

たということもあります。今回はなるべくそういう接触を防ぐということを考え、インターネ

ットによる予約、そしてその予約番号、またそういう部分をＦＡＸなりメールで送り返す、そ

の予約番号をお持ちしていただいた中で、その宿泊施設で割引を受けれるということでござい

ます。当然、窓口でも対応する形になりますけれども、なるべくそういう形で幅広く使えるよ

うな体制を取りたいという考えでおります。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。中々クーポンを頂くまでとか経過が難しかったりする

ことがあって、前回のクーポン券もそうですけれども、高齢者の方が使いたくても中々前回の

場合は地元の高齢者の方が宿泊施設がどこにあるのかとか、ペンションとかがどこにあるかも

分からないとかっていうこともありましたので、これを使う高齢者の方もいらっしゃいますの

で、なるべく使い方が使いやすいように分かりやすいような方法でやっていただきたいと思っ

ています。今の話だと、ちょっとまだ面倒さが出てくるのかなっていうところがあるんですけ



 

－ 34 － 

れども、どのように考えますでしょうか。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 栗原課長。 

○商工観光交流課長（栗原行可君） 実は前回の時はこの宿泊クーポンにつきましては、実はこ

れ町民使えなかったんです。今回は、町民も含めて宿泊クーポンが使えるという内容になって

ございます。また、その使いやすさといいますか、当然宿泊の予約につきましては、泊まられ

る方が予約をしてもらわなきゃいけないんですけれども、予約した所、その町内の宿泊施設に

つきましては、４月にご案内しました宿泊応援クーポンですか、飲食と宿泊施設使えるクーポ

ンもありますけども、そこの施設と同様な施設が使えるようになってございます。したがいま

して、宿泊施設につきましては町内の宿泊施設はほぼ使えるような形になっておりますけども、

泊まられる方は、どこに泊まろうかなということもあるんでしょうけども、大体泊まれる方大

体ある程度泊まりたい場所を選定していただいて、そこを予約していただく、そしてそのクー

ポンの発行につきましては、観光協会に一声かけていただければ、観光協会とまた宿泊施設と

連携とってですね、そのクーポンが発行されるような内容になってございます。また、付け加

えて申し上げますと、今回、町民の方も使えるということであります。４月の末に発行しまし

た。町民の皆さまに配布しました応援クーポン、その中には宿泊施設の利用クーポンがござい

ます。その３，０００円と、今回の３，０００円を使えば、６，０００円の助成が受けれると

いう内容になってございます。以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） 他に質疑はありますか。 

（「はい」の声） 

１番保田議員。 

○１番（保田 仁議員） １番保田です。７款１項３目、観光費のですね、びえいの観光応援事

業ということで、同じくクーポン券の発行についてお伺いをいたします。観光協会がメインと

なってですね、事業を推進するんだと思いますけれども、コロナウイルス対策を万全にしてで

すね、宿泊施設もですね、そういった対応をしながら集客を狙うというところだとは思うんで

すけれども、国のＧｏＴｏキャンペーンですとか、どうみん割なんかも並行して販売されてい

ると思いますので、中で差別化っていうんでしょうかね、多分ライバル関係になる、併用がで

きないということですので、だと思いますので、ライバル関係になるのかなという風に思って

おります。それでですね、何ていうんでしょう、どうみん割とかＧｏＴｏキャンペーンとです

ね、どこがどういう町のクーポン券にどういうメリットがあってどういう利点があって、対抗

できるっていうんでしょうかね、より多く利用してもらえるような事業なのかっていうところ

をですね、具体的にちょっと教えていただきたいと思います。 

（「はい」の声） 
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○議長（佐藤晴観議員） 栗原商工観光交流課長。 

○商工観光交流課長（栗原行可君） これから道の方また国の方で予定されてます、どうみん割、

ＧｏＴｏキャンペーンにつきましては、今議員言われるとおり、ＧｏＴｏキャンペーンは詳細

これからなんですけれども、どうみん割につきましては、市町村で発行している宿泊クーポン

の併用はできないと、ですから、どうみん割で予約して宿泊した場合、市町村で発行する宿泊

クーポンは利用できないということで通知が来てございます。そうした中で、美瑛のこれから

発行する予定の宿泊クーポンをどのように活用して、また、独自性を出して利用していただく

かということになるかと思うんですけれども、先ほど申し上げましたけど町民につきましては、

４月に発行した３，０００円にプラスになれば６，０００円ということでございます。また、

当然プレミアム商品券も当然その部分も併用できると。また、町外者の利用者につきましては、

その３，０００円の他に、７月１日に発行される町外者用、観光客用の商品券がございます。

その併用もできるということでございます。道の方からもプレミアム商品券の併用もできない

と言われておりますので、いわゆるその交付金が二重に入るというクーポンについては、どう

みん割の併用はできないということですので、そこの部分はそこの部分といたしまして、美瑛

町で独自にやる部分につきましては、このクーポンの他に商品券の併用、また、４月に発行し

た町民につきましては、宿泊施設のクーポン券の利用もできるということでございます。また、

道の方、国もそうでしょうけれども、宿泊金額によってクーポンの利用が異なると

いうことです。北海道におきましては６，０００円以上から１万円までは３，０００円と、

１万円から１万５，０００円までは５，０００円で段々金額が上がって最大が１万円というこ

とでございますので、当然宿泊施設の金額高い設定のところにおいては、当然利用者にとって

１万円の宿泊助成があるということになれば選択肢としては当然そちらを選ばれる方もいる

かもしれませんけれども、美瑛町の今後予定される宿泊クーポン３，０００円につきましては、

金額関わらず３，０００円ということでございます。また宿泊施設につきましても、美瑛町が

観光協会が発行する宿泊クーポン、ただ使って割引になるというだけでなくてですね、このク

ーポンを利用した方につきましては、それぞれ宿泊施設において、優待といいますか、サービ

スを検討してもらってます。例えば、飲み物一杯サービスとか、食べ物については一品サービ

スとか、ちょっと色々どういうサービスが各施設で考えられているか分かりませんけれども、

クーポン利用によるサービス優待も含めて、今観光協会の方で計画をしているということであ

ります。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） 利点っていうかメリットは分かりました。それでＧｏＴｏキャンペー

ンですとか、どうみん割では対象にならないような小さな小規模のペンションさんですとか、
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そういったところにもですね、集客があるようにですね、あるっていうか見込めるようなです

ね、そういったことになるのかなと思うんですけれども、そこら辺はメリットとして、そうい

ったことも考えられるということでよろしいですか。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 栗原課長、簡潔に願います。 

○商工観光交流課長（栗原行可君） 当然高いところといっても金額的に安く設定される宿泊施

設もございますので、そういう部分は当然、国の制度を受けられないと思います。いずれにし

ても利用者が選んでいただけるような、サービスが受けれるような、安心して使えるような施

設ということでＰＲを推進していきたいと思ってます。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） はい、ちょっと質問がちょっと前後しちゃうんですけど、そのクーポ

ン券のですね販売の開始時期と、それから有効期間とかですね、宿泊に限定されるのか、それ

とも食事とかそういうのもオッケーなのかっていうところはどういう風に決定されているか

というのをちょっとお聞きしたいです。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 栗原課長。 

○商工観光交流課長（栗原行可君） 販売につきましては７月１８日、この期日はノロッコ号の

運行と合わせて、美遊バスも運行します、それに合わせて利用ができる、利用期間につきまし

ては来年の２月末までということでございますが、１万枚でございますので、無くなり次第終

了という内容になるかと思っております。また、クーポンにつきましては、４月の発行した宿

泊施設利用クーポンにつきましては飲食とか日帰りも使えますけども、今回の宿泊クーポンに

つきましては、宿泊していただくということが条件であります。以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

なしと認め、次に進みます。 

次に、議案集の５０頁から５３頁まで。第１０款教育費及び第１２款諸支出金について質疑

を許します。 

（「はい」の声） 

１０番野村議員。 

○１０番（野村祐司議員） １０番野村です。よろしくお願いします。１０款２項２目、教育振

興費の説明欄（２）ＧＩＧＡスクールについてお伺いいたします。このことについては、事前

に説明を受けておりますので、整備台数が８１４台で各学校にそれぞれ配置をするという内容
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でございます。この発注方法が委託事業ということで、ここにも業務委託になっておりますが、

ソフトウエア搬入設定費という風に限定されておりますが、それではハード部分っていうのは、

これはどのようなことになっているのか、お伺いをさせていただきます。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 梶原管理課長。 

○教育委員会管理課長（梶原祐治君） ただいまＧＩＧＡスクール情報端末整備事業の質問を受

けました。それで端末なんですけども、国の方ではですね、Ｗｉｎｄｏｗｓ、そして

ＧｏｏｇｌｅＣｈｒｏｍｅ、あとｉＰａｄというパソコンがあるんですけれども、その３種を

想定しておりまして、学校の方と、学校の先生とかですね話し合いをしまして、使い勝手とか

等々ですね決めまして、美瑛町としてはＧｏｏｇｌｅＣｈｒｏｍｅというものを選定してござ

います。 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩します。 

休憩宣告（午前１１時４６分） 

再開宣告（午前１１時４６分） 

○議長（佐藤晴観議員） 再開します。 

（「はい」の声） 

梶原管理課長。 

○教育委員会管理課長（梶原祐治君） この度のですね、委託料の関係ですけれども、パソコン

のみでなくてですね、パソコンも本体も含めた中でですね、パソコンの本体にそういったソフ

トとか、今後のですね、サポート費用も含めた形での発注ということで委託料で組ませてもら

ってます。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） １０番野村議員。 

○１０番（野村祐司議員） 僕らのイメージとしてはね、いわゆるそのハード部分だから業務委

託という部分が非常にその中にハード部分が包含されてるのがちょっと馴染まないんですけ

ど、これは国の事業だから業務委託という名称でこの中にみんな入れちゃいなさいという、そ

のようなイメージでよろしいかどうか、確認をさせていただきます。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 梶原課長。 

○教育委員会管理課長（梶原祐治君） 本来、パソコンのみで発注すれば備品という形でなろう

かと思いますけども、ただ単に箱だけ置けばですね、使えるっていうものでございません。そ

れで先ほど言いましたように、パソコンの設定ですとか接続の確認、そして導入後のですね、

故障した時とかのサポート費用も含めた形ということで、委託料で発注をしていこうかなとい
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う風に考えている次第でございます。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑。 

（「はい」の声） 

１番保田議員。 

○１番（保田 仁議員） 同じく１０款１項２目、教育振興費のＧＩＧＡスクール情報端末整備

事業なんですけれども、委託費で発注するということで、多分これハード部分よりもメンテナ

ンスだとか、そういったソフト部分に係る部分の金額の方が大きいという意味合いで委託料な

のかなとは思いますけれども、例えば、そんな中で委託業務Ｇｏｏｇｌｅということでちょっ

と先ほど仰られてたんですけれども、機器のメーカー、多分機器はそれによってパソコン自体

は変わってくるんですよね。例えば色んなメーカーがあると思いますけれども、それが例えば

同じ学校の同じ生徒がですね、何か違うメーカーのものを持つっていうようなことも発生する

のかなと思うんですけれども、そこら辺はどうなんでしょう。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 梶原課長。 

○教育委員会管理課長（梶原祐治君） はい、今回の発注するのは８００台超える台数というこ

とで発注なりますけども、全国整備していくということで、そういう端末もちょっと不足して

るっていう話も聞きますけども、基本的には一応仕様を決めてですね発注をしまして、それで

仕様に見合っていれば良いのかなと思ってございますけども、それで全台数ですか、それがね

揃えば良いんでしょうけども、違ったメーカーにもしなろうとしてもですね、学校単位ですと

か、そういった形で要は隣の児童生徒と変わることのないような形で導入していきたいという

風に考えております。 

（「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） はい、そうですねメーカーがちょっと変わって隣の子と違うだとか、

隣のクラスと違うとかっていうことになると普通そんなに支障ないのかもしれないですけど

も、それでハード面のメンテナンスだとかそういう対応が変わってくると混乱もあると思いま

すので、そこら辺はないように気を付けていただきたいのと、あとですねそれからですね、い

つから使い始める予定なのかっていうところが一つあると思うんですよね。全員揃うには結構

時間がかかると思いますし、先生方がそれの使い方だとか運用を先生方がですね、担っていく

というか、子ども達に指導していくってことになると思いますけれども、やっぱり先生方も今、

コロナも含めてですね、かなりハードワークになっていると思います。昨日、桑谷議員もおっ

しゃられてましたけれども、ハードワークになっている中でですね、この業務が加わるという

ことは結構負担も大きいと思いますので、そこら辺事前にですね、教職員の方々と打ち合わせ
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をしているのかということと、それから時期がある程度、開始時期がある程度特定っていうか、

決定されているのかだけ、お伺いをいたします。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 梶原課長。 

○教育委員会管理課長（梶原祐治君） 納入時期なんですけども、今回ですね、７月上旬に一応

入札の方を考えてございます。できるだけ早期の導入に向けてですね取り組んでまいりたいと

思いますけども、ちょっと品薄状態という形でちょっと分かりませんけれども、導入するに当

たってはですね、当然学校の方とも校長会の方でも先日の校長会でｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋの方

入れるよっていう話をさせていただいております。ですので事前準備できる部分、活用方法で

すとか、そういった部分につきましては、お知らせをしているところです。またですね、国の

方でもオンラインを、オンライン教育を含めてですね、ＩＣＴ活用した効果的な指導ができる

ようですね、国の方でも研修会等を行うよという風になってますので、一つそういった研修も

ですね先生方には受けてもらおうかなという風に考えてございます。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） はい、６番中村です。同じく１０款２項２目、ＧＩＧＡスクール情報

端末整備事業ですね、その中のですね、２番目としてモバイルルーター、これについてお聞き

します。これは生徒さんのご自宅に通信環境がない場合に学校で貸すと、貸し出すということ

をお聞きしました。そこでモバイルルーターのですね、数量、これをまずお聞きします。どの

ぐらいの数量を予定しているのかお聞きします。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 梶原管理課長。 

○教育委員会管理課長（梶原祐治君） 台数ですけども、小中学校合わせて、４０台ですね、小

学校３０台、中学校１０台の４０台購入する予定になってございます。 

（「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、４０台ですね。モバイルルーターっていうのはで

すね、これ通信会社と、買ってきてもですねそのままでは使えない訳ですね。通信会社と契約

して、データをこれだけ使いますという契約して何らかの契約をして初めて用が足す訳ですけ

ども、これですね、その通信契約料、これは年間考えれば相当な金額になると思うんですけど

も、これは計上されてるんでしょうか、伺います。 

（「はい」の声） 
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○議長（佐藤晴観議員） 梶原管理課長。 

○教育委員会管理課長（梶原祐治君） 通信料につきましては、この学校を通じてですね、イン

ターネット等のインターネット環境整備の状況を確認してございます。その結果によりますと、

約９６％のご家庭でＷｉ－Ｆｉ環境が整っている状況でございます。ですので、町としまして

は、いわゆるその家庭での通信料につきましては家庭のご負担という形で考えてございます。

なお、それに係るですね費用、いわゆる要保護・準要保護世帯につきましては援助費等でです

ね、そちらの方は助成していきたいという風に考えているところです。 

（「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。このモバイルルーターの購入の目的はですね、

ご家庭にそういう環境がない場合の対策なんですね。そうするとですね、いや、うちの家庭は

要らないよという家庭が出てくるかもしれない。そして、その場合にですね不公平感が出てく

るんではないかなと思うんですね。その辺はやはり考慮をしなければならないのではないかな

と思うんですけれども、お考えを伺います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 梶原課長。 

○教育委員会管理課長（梶原祐治君） そういったご家庭、絶対ないとは言えませんけども、も

しＷｉ－Ｆｉがないご家庭につきましては、学校のパソコンをお貸ししてですね、Ｗｉ－Ｆｉ

環境のある学校に来ていただいて、例えばコロナウイルスの関係とかで、休業中の話でござい

ますけども、そういった場合については学校のパソコンを貸してですね、Ｗｉ－Ｆｉ環境のあ

る例えば学校ですとか、あと公共施設の例えば町民センターなどのですね、Ｗｉ－Ｆｉの環境

あるところに来ていただいて、通信をするというようなことも考えてございます。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

なしと認め、次に進みます。 

次に、議案集の４４頁及び４５頁。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４０頁から４３頁まで。令和２年度美瑛町一般会計補正予算（第４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） 

質疑なしと認めます。これで議案第１１号についての質疑を終わります。 

午後１時まで休憩します。 
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休憩宣告（午前１１時５６分） 

再開宣告（午後 １時００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。 

議案第１２号について質疑を行います。議案集の５４頁から５９頁まで。令和２年度美瑛町

老人保健施設事業特別会計補正予算（第１号）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の歳入歳出全款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） はい、１１番青田でございます。先ほど担当課の方の説明の中で、

まず５８頁の歳出の部分で、老人保健施設事業基金積立金についての説明をいただいておりま

す。こちらの方、今年度につきましては、利益のおよそ半分ということで２３万５，０００円

積立てていて、その積立てた基金については、説明の中で施設設備の大規模修繕等のために充

当すると、そのようなことで説明いただいておりました。理解しておりますが、老人保健施設

ほの香、平成１１年４月に開設になりまして１８年に指定管理者の制度を導入して、法人の方、

社会福祉法人の方で運営していると、そして２３年でしたか、利益、売り上げをそのまま法人

の方に入れるような格好で、それで現在に至ってるんですけれども、平成１１年から現在に至

るまで約２０年経ちまして、ほの香で使ってる車なんですけれども、町の公用車というか、そ

ういうものはあるのか、まず伺いたいんですが。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 今野保健福祉課長。 

○保健福祉課長（今野聖貴君） 町長の公用車についてる、貸出ししてる公用車はございます。 

（「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） その公用車はなんですけども、バスと、私の記憶ではホーミーって

いう白いリフト付きの車両がございます。それとあとライトバン３台かと思うんですけれども、

それで通所リハビリステーション、デイサービス、デイケアですね、通所リハの利用の方、お

客様の方を乗せて、それで活動といいますか運営していると、そのようなことなんですけれど

も、平成１１年から２０年経ってます車。それで通所リハビリの職員、また、ほの香の職員、

私もよく知ってるんですけども、一生懸命そのメンテナンスしてですね、車をきちんと活用し

ているという風に伺ってますし、私がいた時もそんな風にやっておりました。それで、これが

可能かどうかなんですけれどもね、大規模修繕という風になってますけれども、これまでも例

えば、電源盤の修繕等ありましたら町の方で予算立てて、また今年度については緊急避難所と

いうようなこともあって、それでエアコンが付くとそんなこともありますので、できれば私そ
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の町の公用車をですね、更新できないのかなという風に考えてるんですよね。というのは、や

はりリフト付きの車なんですけども、２０年経つとやっぱり段々と傷みも出てきてますし、職

員は我慢できるんですけど、そこに乗る利用者さんのことを考えていただきたいんですね。や

っぱりそのご高齢の方、骨粗鬆症の方が車椅子で例えば乗ったとします。そしてそれで運転し

て、私の時も細心の注意でやってたんですけども、やはりそういう車、より快適で安全なもの

に変えることができないのか、その辺ちょっと町の公用車ということで入替えについてどこが

担当するのかちょっと存じませんけれども、その辺お考えを伺いたいです。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 角和町長。 

○町長（角和浩幸君） 議員のお気持ち、ご指摘はよく分かるところでございます。細かく協定

を見てみないと分かりませんけれども、その中でではこの基金積立金は施設そのものの関係に

ついて使われるということを想定していると思われます。ですので直接、今議員ご提案のよう

な形の使用の仕方は無理かもしれません。ただ、それとは別に車、業務で使う車でございます

のでそれが古くなっている、使い勝手に問題がある、利用者さんに問題があるということでご

ざいましたら、また基金とは別のところの考え方の中で対処していきたいなという風に考えて

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。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第１２号について質疑を終わります。 

次に、議案第１３号について質疑を行います。議案集の６０頁から６５頁まで。令和２年度

美瑛町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の条文並びに第１表歳入歳出予算補正及び

歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入歳出全款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。今回歳出のですね、歳出の１款１項２目の２億

１，０００万円、下水道処理の復旧事業ですね、について伺います。今回、こういう災害の復

旧工事というのは大変難しいという認識は持っております。今回先ほどもお答えになりました

けども日本下水道事業団ですね、による調査を行っていると。でも大体の概要は分かったけど

もまだ調査中であるというお答えでした。したがって、この２億１，０００万円、この大きな

予算ですけれども、これは概算金額という風に理解してよろしいですか。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 長野水道整備室長。 

○水道整備室長（長野克哉君） はい、概算の金額でございまして、この２億１，０００万円に
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つきましては、当初、下水道事業団の方に支援を要請、仮復旧の段階で支援を要請しまして、

その段階で膨大な金額になるので、国の災害復旧事業の方に申請をするということで一応方針

を立てておりまして、現在その準備をしているところなんですが、そちらの方に速報という形

で概算の被害額を報告しなければいけないということになっております。被災後の早い段階で

その事業団の方の概算の調査で最大限の見積もりで、後で増やすことができないものですから、

第一報については最大限の概算額で報告するということになっておりまして、その時に事業団

の協力をいただきまして、概算の見積もりを出したものがこの２億１，０００万円ということ

でございます。あと、そのあと引き続き調査を続けて、あと実際の復旧費用ですね、こちらの

方も今調査と積算をしているところであるということでございます。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） はい、６番中村です。今回ですね、この落雷による下水道被害の状況

はＡ４の１枚で説明されましたけども、ここの中でですね、受変電設備と負荷設備、監視制御

設備、計測設備、この４つ、これが被害を受けたと。しかし、どの程度の被害であるかという

ことがこれは説明されてないんですね。今調査中だっていうことも含みを持ってもですね、大

体の被害程度はやはり説明すべきだと思うんですね。これは一般論としてですね、火災による

被災の場合に、４段階に分けるんですね、被災の程度。全焼であるか半焼であるか、部分焼で

あるのか、または、ぼやか、この４段階。今回のこういう落雷による被害はですね、火災と同

じような分類かどうか私は分かりません。妥当な別な考え方、分け方があればご指摘ください。

そういう前提でお聞きします。この４つの設備がありますけども、今回の被害の程度は各々ど

の程度であったのか。受変電設備から計測設備ですね。丁寧に説明願いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 長野水道整備室長。 

○水道整備室長（長野克哉君） はい、現状でまだ調査中ということなので、被害の程度につい

ては、ある程度調査は済んでいるんですが、この２億１，０００万円の概算額を出した段階で

は、各設備に被害を受けた、落雷の電気がこう流れてしまって機器が壊れたもの、その壊れた

機器について全損という前提で、全取替えをしなければいけないという前提で、見積額を出し

ております。その額が２億１，０００万円ということであります。その後、部品の交換で済む

物があるのかどうかとか、その辺の詳細な調査をこの後引き続き進めて、今それの中身を整理

を進めているという状況でございます。ですので現時点で申し訳ないんですが、その部分が修

繕で終わるのか、全部その機器を取替えなきゃいけないのかというところまでについてはちょ

っと今申し上げることが出来ないんですけれども、一応その部分を調査をしているということ

であります。額の状況については、全損という状況で見積もりを出した概算の額を出したとい
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う状況でございます。まだ最終的なものが出てないんですが、実際その中で、もちろん最大幅

で見てましたので修繕、部品の交換とか、それで済む物も当然ありますので、額についてはこ

の後、絞っていって、被害額も、今回まず予算を確保させていただくんですけども、その後で

減ってくるところは当然あるものと一応想定はしているところでございます。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） はい、６番中村です。ここにはその被災箇所の４つの設備の中にです

ね、ケーブルのことは書いてありませんけれども、ケーブルの延長線上は恐らく何キロになる

でしょう。やっぱりそのケーブルについては損傷はなかった訳ですか、お聞きします。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 長野水道整備室長。 

○水道整備室長（長野克哉君） ケーブル、外部電源、電柱から引き込みして受電盤までという

ところのケーブルについてはもう全壊といいますか、それが全部焼き切れているという状況な

ので、今回は逆流雷っていう現象らしくて、専門の方で調査をしたところ、雷が落ちてそれが

地面を伝って機器のアースの方から逆流して外部のケーブルのところまで全部電気がいって

しまったというような状況でございます。ですので関係のケーブル、細かいところまではちょ

っと私も今把握はしてませんけれども、主のケーブルについては全部やられてしまったという

ような状況です。あと、それ以外の電気系統の部分が基本的に全部中にアースから電気機器が

焼き切れたりとか、ということで損傷していると。その被害の程度によって、全取替えなのか、

部品の交換で済むのかという風な形になってくると思われます。以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第１３号について質疑を終わります。 

次に、議案第１４号について質疑を行います。議案集の６６頁及び６７頁。令和２年度美瑛

町水道事業会計補正予算（第２号）の条文及び補正予算説明全般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１４号についての質疑を終わります。 

次に、議案第１５号について質疑を行います。議案集の６８頁及び６９頁。令和２年度美瑛

町立病院事業会計補正予算（第１号）の条文及び補正予算説明全般についての質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第１５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。はじめに、議案第１１号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 
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討論なしと認めます。これで議案第１１号についての討論を終わります。 

次に、議案第１２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１２号についての討論を終わります。 

次に、議案第１３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１３号についての討論を終わります。 

次に、議案第１４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１４号についての討論を終わります。 

次に、議案第１５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１５号についての討論を終わります。 

これから日程第１２、議案第１１号の件を採決します。議案第１１号、令和２年度美瑛町一

般会計補正予算（第４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１１号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１３、議案第１２号の件を採決します。議案第１２号、令和２年度美瑛町老人

保健施設事業特別会計補正予算（第１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１２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１３号の件を採決します。議案第１３号、令和２年度美瑛町公共

下水道事業特別会計補正予算（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１３号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１５、議案第１４号の件を採決します。議案第１４号、令和２年度美瑛町水道

事業会計補正予算（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１４号の件は原案のとおり可決されました。 
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次に、日程第１６、議案第１５号の件を採決します。議案第１５号、令和２年度美瑛町立病

院事業会計補正予算（第１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１５号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１７ 議案第３１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

日程第１８ 議案第３２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１７、議案第３１号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

変更についての件及び日程第１８、議案第３２号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変

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

議案第３１号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

小杉総務課長。 

（総務課長 小杉 昌敏君 登壇） 

○総務課長（小杉昌敏君） 議案第３１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７２頁から７６頁になります。平成２９年１１月の第７回臨時会において

承認をいただきました美沢・白金辺地に係る公共的施設の総合整備計画のうち、道路の部分に

十勝岳火山噴火に伴う避難路及び地域の生活路線である美沢１８線道路整備事業を追加し、災

害時の迅速な避難誘導等を図るものでございます。辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変

更について、北海道との協議が整いましたので、議会の議決をお願いするものでございます。 

最初に議案を朗読し、その後、計画書の変更内容を説明いたします。議案集７２頁になりま

す。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、議案集７５頁の新旧対照表でご説明をいたします。７５頁をお開き願います。 

３．公共的施設の整備計画内訳になります。施設名の道路の区分に美沢１８線道路整備事業

を加えるものです。追加する事業費は１億７，０００万円、財源内訳で特定財源が１億８４６

万円、一般財源が６，１５４万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額が５，８４０万円

です。また、美沢１８線道路整備事業の追加に伴い道路の小計欄及び合計欄の事業費、財源内

訳を変更するものでございます。 

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（佐藤晴観議員） 次に、議案第３２号について提案理由の説明を求めます。 
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（「はい」の声） 

小杉総務課長。 

○総務課長（小杉昌敏君） 続きまして、議案第３２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７７頁から８０頁になります。平成３０年１２月の第８回定例会におきま

して承認をいただきました新星辺地に係る公共的施設の総合整備計画のうち、道路の区分に降

雨時や融雪期において悪路となる新星第１線道路整備事業を追加し、周辺住民や観光客等の安

全・安心な交通の確保と農業者の作業効率の向上を図るものでございます。辺地に係る公共的

施設の総合整備計画の変更について北海道との協議が整いましたので、議会の議決をお願いす

るものです。最初に議案を朗読し、その後、計画書の変更内容を説明いたします。議案集７７

頁になります。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、８０頁の新旧対照表でご説明をいたします。８０頁をお開き願います。 

３．公共的施設の整備計画内訳になります。施設名の区分の道路に新星第１線道路整備事業

を加えるものです。追加する事業費は８，０８８万６，０００円、財源内訳で特定財源が０円、

一般財源が８，０８８万６，０００円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額が７，６００

万円です。また、新星第１線道路整備事業の追加に伴い道路の小計欄及び合計欄の事業費、財

源内訳を変更するものでございます。 

以上で議案第３２号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） これで２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、２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２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３１号について質疑を行います。議案集の７２頁から７６頁まで。議案第３１

号本文及び総合整備計画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３１号についての質疑を終わります。 

次に、議案第３２号について質疑を行います。議案集の７７頁から８０頁まで。議案第３２

号本文及び総合整備計画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３２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。はじめに、議案第３１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３１号についての討論を終わります。 
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次に、議案第３２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３２号についての討論を終わります。 

これから日程第１７、議案第３１号の件を採決します。議案第３１号、辺地に係る公共的施

設の総合整備計画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３１号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１８、議案第３２号の件を採決します。議案第３２号、辺地に係る公共的施設

の総合整備計画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３２号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１９ 議案第３３号 請負契約の締結について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１９、議案第３３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） 

山下建設水道課長。 

（建設水道課 山下 浩史君 登壇） 

○建設水道課長（山下浩史君） 議案第３３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８１頁になります。美園村山線道路改良舗装

事業につきましては、昨年度一号橋の橋脚１基が完成しております。今回は橋台２基の工事を

行いたく、美園村山線一号橋架換工事（下部工）として６月９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） 

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（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。 
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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、議案第３３号の件を採決します。議案第３３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３３号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２０ 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 

             議案第２８号  農業委員会委員の任命について 

議案第２９号  農業委員会委員の任命について 

議案第３０号  農業委員会委員の任命について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２０、議案第１６号から議案第３０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。 

（「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、農業委員会委員の任命につきまして、１５件の議案の提案と

させていただきます。よろしくお願い申し上げます。農業委員会委員の任命につきましては、

議員の皆さまご存知のとおり、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市町村長が議会の同意を得て任命する制度となりまし
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た。委員の任命に当たりまして、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まして、今回ご提案をさせていただきます

１５名の方につきましては、美瑛町農業委員会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ございます。新農業委員の任期につきましては、令

和２年７月２０日から令和５年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わせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

議案第１６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。令和２

年６月１８日提出。住所、美瑛町字赤羽、氏名、上村正規氏、生年月日、昭和４３年２月１６

日生まれ。明治・下宇莫別・赤羽・中宇莫別・上宇莫別地区からの推薦となっております。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、実績を今後の農業委員会に反

映してほしいということの推薦であったということでございます。 

続きまして、議案第１７号、農業委員会委員の任命について。美瑛町字藤野協成、打田佳史

氏、昭和３８年２月１０日生まれ。藤野・原野地区からの推薦であります。地域において信頼

が厚く、消防団の副団長を務め、種子馬鈴薯生産組合長や農民連盟の執行委員を歴任されるな

ど、経験も申し分ない方であるということでございます。 

続きまして、議案第１８号、同じく農業委員会委員の任命について。美瑛町字福富瑛進、有

富友昭氏、昭和５０年２月１１日生まれ。水沢・福富・三愛地区からの推薦でございます。若

い頃から大雪農匠会での活動に参加し、那智美瑛火祭の実行委員長や土地改良区の総代を歴任

するなど、幅広い分野で活躍され信頼も厚く、委員に適任であるということでございます。 

続きまして、議案第１９号、同じく農業委員会委員の任命について。美瑛町字新星第４、大

場男氏、昭和３６年２月５日生まれ。美馬牛・美馬牛市街・新星地区からの推薦でございます。

農業経験が豊富で、地域の改善組合等での役職を歴任するなど、地域での信頼も厚く、リーダ

ー的な存在であるとのことです。 

続きまして、議案第２０号、同じく農業委員会委員の任命について。美瑛町字美沢早崎、平

間初美氏、昭和３４年１月２７日生まれ。美沢地区からの推薦です。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や地域の改善組合等での役職を歴任する

など、リーダー経験が豊富な人物があるということでございます。 

続きまして、議案第２１号、同じく農業委員会委員の任命について。美瑛町字北瑛第３、只

野透氏、昭和３７年１２月１６日生まれ。北瑛・大村地区からの推薦でございます。法人化や
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機械化の推進等で地域の模範となる農業者であり、地域農業の発展のために積極的に活動をさ

れていらっしゃる、地域から厚い信頼を得ている上に、現在、農業委員会会長代理に就任され

ており、適格であるとのことでございます。 

続きまして、議案第２２号、同じく農業委員会委員の任命について。美瑛町字瑠辺蘂第３、

成田敦志氏、昭和４３年７月２８日生まれでございます。瑠辺蘂・二股地区からの推薦です。

美馬牛中学校のＰＴＡ会長や地域の少年団活動に熱心に参加し、地域教育に情熱を注ぐ傍ら、

農業経験を存分に発揮され、農業後継者の育成にも尽力されていることから、適任であるとの

ことです。 

議案第２３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、森平敏文氏、

昭和３５年６月２９日生まれ。新区画・置杵牛地区からの推薦です。行政区長を歴任するなど、

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

人物であるとのことです。 

続きまして、議案第２４号、同じく農業委員会委員の任命について。美瑛町字旭第３、荒川

博彦氏、昭和４２年２月１２日生まれ。旭地区からの推薦です。農業に関して幅広い知識を持

ち、地域の改善組合の役職を歴任するなど、地域の農業を守るために日々努力をされており、

適任であるということでございます。 

続きまして、議案第２５号、同じく農業委員会委員の任命について。美瑛町字朗根内、谷本

憲一氏、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す。現在も農業

委員としての経験を踏まえ、日々学習を怠らず、地域の様々な事案に対し適切なアドバイスを

行うなど、実績を着実に積んでおり、地域の農業者から信頼され、活躍される人物であるとの

ことです。 

続きまして、議案第２６号、同じく農業委員会委員の任命について。美瑛町字五稜第３、長

谷川宏氏、昭和３７年４月２８日生まれ。五稜・美田地区からの推薦であります。まちづくり

委員会の会長を務め、農業者としても幅広い知識と、堅実な農業経営で地域のリーダー的な存

在であることから、適任であるとのことでございます。 

続きまして、議案第２７号、同じく農業委員会委員の任命について。美瑛町字置杵牛上精美

福家敏春氏、昭和２９年３月２４日生まれ。美瑛土地改良区からの推薦でございます。土地改

良区の役員として長年にわたり運営に尽力をされており、人柄も温厚で人望も厚く、適任であ

るとのことでございます。 

続きまして、議案第２８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、

谷口学氏、昭和４３年１２月２８日生まれ。北海道中央農業共済組合からの推薦でございます。

これまでの職歴、農業経験等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とのことです。 
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続きまして、議案第２９号、同じく農業委員会委員の任命について。美瑛町字夕張、真田佳

則氏、昭和３９年１０月１６日生まれ。美瑛町農業協同組合からの推薦でございます。美瑛町

農業協同組合の理事を１０年以上にわたり務め、現在は、代表理事専務として活躍されており、

今後の農家戸数減少や農地集積に対し、広い視野を備えていることから推薦するとのことです。 

議案第３０号、同じく農業委員会委員の任命について。美瑛町旭町１丁目５番１号、佐藤千

代志氏、昭和３３年１０月３０日生まれ、一般応募でございます。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生かしていけれ

ばと考えて応募をされたということでございます。 

以上、１５名の方の任命につきまして、議会の同意を求めるものでございます。よろしくお

願いを申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。はじめに１５案件に関連する事項について

総括質疑を許します。 

（「はい」の声） 

８番桑谷議員。 

○８番（桑谷 覺議員） 国は農業委員に女性を登用するように要請していると思いますが、今

回は女性を登用する考えはなかったのかお聞きします。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 角和町長。 

○町長（角和浩幸君） 桑谷議員からの総括質疑にお答えをさせていただきます。ご指摘のとお

り、国からも農業委員会委員への女性の登用というのは求められておりまして、時代の趨勢も

その流れだろうと私も認識をしているところでございます。今回は、先ほどご説明もさせてい

ただきましたけれども、農業委員さんの候補者につきまして、町内地域からの推薦、農業団体

等からの推薦、一般公募、募集という形で１５名の方をご推薦いただいた訳でございますけれ

ども、その各団体、地域等からのご推薦が今回の顔ぶれの皆さまになったという結果でござい

ます。ただ、農業者、女性農業者など多様な方々、多様な人材を農業委員会の中で活躍してい

ただくということの趣旨については大変重要なことであろうと思ってございます。 

今後、各農業者、地域の方々ですけども地域の方々、あるいは業者による団体の方々に対し

ましても、ぜひ女性を選んで推薦していただきたい、また農業委員会としても女性の活躍を求

めているという等々そういうような、女性登用に向けた間口を広げてますよという姿勢を示し、

ぜひ今後推薦していただきたいという訴えを続けていきたいと思います。以上でございます。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで１５案件に関連する事項についての総括質疑を終わります。 
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次に、各議案の質疑を行います。 

おはかりします。議案第１６号から議案第３０号までの質疑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、議案第１６号から議案第３０号までの質疑は一括行うこ

とに決定しました。それでは各議案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１６号から議案第３０号までについての質疑を終わりま

す。 

おはかりします。次は討論でありますが、議案第１６号から議案第３０号までの討論は省略

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。これで議案第１６号から議案第３０号までの討論を終わります。 

これから日程第２０、議案第１６号から議案第３０号までの件を採決します。 

はじめに、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。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１６号の件は同意することに決定しました。 

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。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１７号の件は同意することに決定しました。 

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。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。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。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１９号の件は同意することに決定しました。 

次に、議案第２０号の件を採決します。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。 
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（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２０号の件は同意することに決定しました。 

次に、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。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２１号の件は同意することに決定しました。 

次に、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。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２２号の件は同意することに決定しました。 

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。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２３号の件は同意することに決定しました。 

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。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。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。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２５号の件は同意することに決定しました。 

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ます。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２６号の件は同意することに決定しました。 

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。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２７号の件は同意することに決定しました。 

次に、議案第２８号の件を採決します。議案第２８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。 

（挙手多数） 
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挙手多数であります。したがって、議案第２８号の件は同意することに決定しました。 

次に、議案第２９号の件を採決します。議案第２９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。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２９号の件は同意することに決定しました。 

次に、議案第３０号の件を採決します。議案第３０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。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第３０号の件は同意することに決定しました。 

 

日程第２１ 報告第１号  令和元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２１、報告第１号、令和元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） 

小杉総務課長。 

（総務課長 小杉 昌敏君 登壇） 

○総務課長（小杉昌敏君） 報告第１号の内容につきまして、ご説明を申し上げます。議案集は

８２、８３頁になります。令和元年度の繰越明許費については、令和元年度の一般会計補正予

算、第７号、第８号及び第９号において、令和２年度に繰り越して執行することの議決をいた

だいた５つの事業につきまして、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

でございます。それでは最初に議案を朗読し、その後内容をご説明いたします。 

（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。 

午後２時１０分まで休憩します。 
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休憩宣告（午後 １時４９分） 

再開宣告（午後 ２時１０分） 

 

日程第２２ 報告第２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） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

日程第２２、報告第２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） 

山下建設水道課長。 

（建設水道課長 山下 浩史君 登壇） 

○建設水道課長（山下浩史君） 報告第２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８４頁から８９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２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。 

（「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。 

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２３ 報告第３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） 日程第２３、報告第３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） 

栗原商工観光交流課長。 

（商工観光交流課長 栗原 行可君 登壇） 

○商工観光交流課長（栗原行可君） 報告第３号についてご説明申し上げます。議案集は９０頁

から９５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、朗読をもって報告といた
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します。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で、報告第３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。９４頁、収支の計画ということにも関連

してくるんですけれども、やはり新型コロナウイルスの影響、本当に受けてですね、私単体で

の有限会社の赤字損失については別にとやかく言うつもりはありませんが、ただ、やはりこの

物販事業ですとか、委託販売の落ち込みっていうのが、やはりその町の事業者さんの仕入れで

すとか、販売等について影響が出てくるんでないかということを危惧してます。それで３月に

落ち込んで４、５と続いて、恐らく数字落ち込んではいると思うんですけれども、国の持続化

給付金なんかもですね、有限会社民間というようなところで活用できて、それで２００万円の

申請が可能になるんじゃないかなと思うんですけれども、それを基にしてですね、仕入れの業

者さんだとか、あと委託販売されてる業者さん等についても何らかのそういう、有限会社単体

としてのですね、活用を考えていくべきじゃないかなという風に考えてるんですけど、その辺

り、どんな感じなんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 栗原商工観光交流課長。 

○商工観光交流課長（栗原行可君） 年度が変わりまして３月にかなり落ち込み、２月から落ち

込んでる状況でございます。年度変わりまして４月５月も落ち込んでいるという状況で、つい

ては閉店をしているという状況もありまして、収入はかなり減っている状況でございますが、

国の制度、また、町の制度も有効的に活用して補助金助成金の部分は申請しているということ

でございますし、また雇用につきましても雇用調整助成金ですか、の部分を申請してるという

ことでございます。今後、今日から移動が解除されるっていうこともありますけども、引き続

き、社員一体となって取り組み、また仕入れの関係もございますけども、販売促進に向けた取

り組みを一層進めていきたいと思っています。以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

９番高田議員。 

○９番（高田紀子議員） ９番高田です。貸借対照表の中の資本金の自己株式マイナス９０万円

について、ご説明いただけますでしょうか。 
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（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 栗原商工観光交流課長。 

○商工観光交流課長（栗原行可君） 自己株式マイナス９０万円でございますけども、昨年度、

物産公社、全体で５００の資本金がございますけども、そのうち商工会さん、町、あと農協さ

ん、それぞれ株を持ってます。昨年ＪＡさんから、農協さんから要請がありまして、団体の出

資比率が１５％を超える場合は、農協さんの総代会の報告が必要になるということから、これ

までの１５株を農協さん持っていたんですが、農協さんの申し出により１５％以内に抑えてい

ただきたいということから、１５株から９株分を減資しております。９株分の減資額が９０万

円ということになりまして、それにより農協さんが団体の出資比率は１５％に抑えられたとい

うことでございます。したがいまして現在、その９０万円が減資になりましたので、物産公社

の資本金額は５００万円から４１０万円という形になります。以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「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。 

 

日程第２４ 報告第４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２４、報告第４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４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、

ご説明いたします。議案集は９６頁から１００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） 

９番高田議員。 
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○９番（高田紀子議員） ９番高田です。損益の関係で当期増減額のところでマイナス３８万

９，１９２円になってるんですけれども、私が思うに農業振興機構さんは補助金等々で、農収

益が大きいと思うのでその中で赤字になるということの原因っていうのはどういうところに

あったのか教えていただけますでしょうか。 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩します。 

休憩宣告（午後 ２時３７分） 

再開宣告（午後 ２時４０分） 

○議長（佐藤晴観議員） 再開します。 

（「はい」の声） 

吉川農林課長。 

○農林課長（吉川智巳君） 農業振興機構につきましては出資が美瑛町と農協ということで出資

されて今まできておりまして、今までずっと積み上がってきたものがどんどん各事業によって

減ってきてるというものもありますし、合わせて、農業振興機構の単独についての町の補助金

につきましては、単年度で繰越ゼロにするという形を取らせていただいてまして、今回ちょっ

とこういう形でマイナスになったという風にご理解いただきたいと思います。 

○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４号の件は報告を終わります。 

 

日程第２５ 報告第５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２５、報告第５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） 

栗原商工観光交流課長。 

（商工観光交流課長 栗原 行可君 登壇） 

○商工観光交流課長（栗原行可君） 報告第５号についてご説明申し上げます。議案集は１０１

頁から１０７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

読をもって報告いたします。 
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（議案の朗読を省略する） 

以上で、報告第５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） 

９番高田議員。 

○９番（高田紀子議員） ９番高田です。３点ほど質問をいたします。まず、決算の方の貸借対

照表によります未収金３，７１６万８，７２０円、また、未払金１，６８８万６，７６１円の

結構金額が大きいのですが、この内容についてご説明をお願いします。 

あと２点目、予算の方ですけれども、事業計画の中で「新・まちづくり会社」の設立という

ことで検討を進めるということですが、どのような目的というか目標を持っての会社の設立を

考えていらっしゃるのか、教えていただければと思います。 

また、３点目は収支計画の中でＤＭＯ推進事業が５，５７６万８，０００円で今年度の決算

より１，５００万円程度の費用が増額になっている中で、ＣＲＭも入っていることからのこと

だと思いますが、この事業の内容についてもご説明いただければと思います。よろしくお願い

します。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 栗原商工観光交流課長。 

○商工観光交流課長（栗原行可君） ３点ほどいただきました。まずは貸借対照表の未収金及び

未払金の内容でございますけれども、まずは未収金でございます。未収金につきましては、補

助金関係になります。町の補助金、あと指定管理の補助金、あと道の駅の補助金が主なものに

なります。その金額が３，７００万円ということでございます。 

次に、負債・正味財産の部の未払金でございますけども、主なものといたしましては、業務

委託料の３月終わりまして、また支払いが４月なるという部分が多くございます。それに係る

業務委託料が主なもので１，６８０万円という形になってございます。 

また、新会社の関係でございますけども、昨年度、検討委員会といいますか、を立ち上げて

ございます。まだ、その後コロナの影響で集まって今後の内容とかは詰めてございませんけれ

ども、新会社の内容につきましては、これまで活性化協会の構成メンバーは、町も入ってます

けども、物産公社とか観光協会、農協さんと色々入ってございます。そうした中で内容として

は、まちづくりの中の事業がほとんど活性化協会で担ってございますけども、その中ではやは

り、全体的に利益の部分も含めて、まちづくりを進めるということでございます。当然、観光

も含めてということになりますけども、今町内にあります活性化協会、そして物産公社、観光

協会も含めてですね、この３社がどのような形で一体となって、美瑛の観光産業、そしてまち
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づくりを進めていけるかということで、現在模索をしている段階でございます。具体的にはこ

れから詰めていくような内容でございますけども、今年度、その具体的なものになるものとし

て、設立に向けて今準備を進めているところでございます。 

次に、支出のＤＭＯ事業の関係でございますけれども、ＤＭＯ事業につきましては今言われ

たそのＣＲＭの関係の他に細かくあるんですけれども、ホームページの制作、あとは受入事業、

美瑛にお越しいただけるその農業と観光のガイドを行う人材育成の費用、あとは国際交流の関

係もこの中に入ってございます。大きなものはやはりＣＲＭ事業がほとんど８割ぐらいの予算

を占めているということでございますけれども、体験事業、今ＤＭＯ事業では、体験の事業を

展開してます。冬はちょっと出来ませんでしたけれども、ＣＲＭのデータを基に体験活動のプ

ランの作成、企画、そして運用という形になってございます。以上でございます。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「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２６ 意見書案第３号 林業・木材産業の成長産業化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２６、意見書案第３号、林業・木材産業の成長産業化に向けた

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） 

１３番八木幹男議員。 

（１３番 八木 幹男議員 登壇） 

○１３番（八木幹男議員） 朗読をもって提案に代えさせていただきます。 

（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。 
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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２６、意見書案第３号の件を採決します。意見書案第３号、林業・木材産業

の成長産業化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２７ 意見書案第４号 新たな基本計画における農村振興の強化を求める意見書に 

ついて 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２７、意見書案第４号、新たな基本計画における農村振興の強

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） 

１０番野村祐司議員。 

（１０番 野村 祐司議員 登壇） 

○１０番（野村祐司議員） 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２７、意見書案第４号の件を採決します。意見書案第４号、新たな基本計画

における農村振興の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） 
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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２８ 意見書案第５号 ２０２１年度地方財政の充実・強化を求める意見書について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２８、意見書案第５号、２０２１年度地方財政の充実・強化を

求める意見書についての件を議題とします。本件について趣旨説明を求めます。 

（「はい」の声） 

１番保田仁議員。 

（１番 保田 仁議員 登壇） 

○１番（保田 仁議員） 朗読をもって提案といたします。 

（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２８、意見書案第５号の件を採決します。意見書案第５号、２０２１年度地

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２９ 意見書案第６号 「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障、 

              義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、教職 

              員の超勤・多忙化解消・「３０人以下学級」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２９、意見書案第６号、「子どもの貧困」解消など教育予算確
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保・拡充と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、教職員の超勤・

多忙化解消・「３０人以下学級」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番高田紀子議員。 

（９番 高田 紀子議員 登壇） 

○９番（高田紀子議員） それでは要約をもって朗読を申し上げます。 

（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。これで討論を終わります。 

これから日程第２９、意見書案第６号の件を採決します。意見書案第６号、「子どもの貧困」

解消など教育予算確保・拡充と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復

元、教職員の超勤・多忙化解消・「３０人以下学級」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６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３０ 意見書案第７号 ２０２０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（佐藤晴観議員） 日程第３０、意見書案第７号、２０２０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。本件について趣旨説明を求めます。 

（「はい」の声） 

１２番山本賢一議員。 

（１２番 山本 賢一議員 登壇） 

○１２番（山本賢一議員） 朗読をもって提出いたします。 

（意見書案の朗読を省略する） 
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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。 

（「はい」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。 

（「はい」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３０、意見書案第７号の件を採決します。意見書案第７号、２０２０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） 

挙手多数であります。したがって、意見書案第７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３１ 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３１、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。 

○議長（佐藤晴観議員） ここで、７月１９日をもって退任されます川﨑農業委員会会長から、

退任のご挨拶をいただきたいと思います。 

（「はい」の声） 

川﨑農業委員会会長。 

（農業委員会会長 川﨑 章道君 登壇） 

○農業委員会会長（川﨑章道君） それでは、実はですね、議長さんから早い段階で最後ご挨拶

というお話を受けていました。でも昨日、山本町議さんからですね、この舞台でお話させてい
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ただいて、一応幕が下りたのかなと思いましたら、再度議長からアンコールがかかりましてで

すね、この場に恥ずかしながら立たせていただいてます。本当に最後のご挨拶をさせていただ

きます。 

この６年間、議会に出させていただきました。まちづくりの主役、町の主役は町民ですけど

も、この議場におられる町の執行者、そして、本当に優秀な役場の職員、そして地域から押さ

れている議員の皆さんがですね、この町民のために、こんなに頑張っている姿を見させていた

だいた６年間だったなと、そんな風に思っているところであります。新型コロナウイルスによ

り世界がですね、大変な状況になってます。しかしながらですね、私は川の流れのようにです

ね、やはり、まちづくり、止めることはできないと思います。一時的には遅くなってもですね、

歩みを止めないで、どうか、主人公である町民のためにですね、汗を流し良いアイデアをここ

にいる議場の皆さん全員でですね、まちづくりのために頑張っていただきたいと、そんなこと

を強く思っているところであります。 

私は農業委員退任しますけども、この後、今日１５人の方選任いただきました。今まで以上

に会場におられる皆さんに力強いご支援、ご協力をいただいて、農業委員を育て、農業委員会

をですね、育てていただければと、そんな風に思うところであります。私はですね、美瑛町の

ためにおいしい豚肉をつくってですね、皆さんに高価格で提供します。これ以上、おしゃべり

するとですね、この頃涙、昨日穂積さん涙ためましたって、私もちょっと潤んでるんですよね。

そんなことで、最後にこの場を設けていただきました、議長さん、町長さんにですね、感謝を

申し上げ、最後の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。 

（拍手） 

○議長（佐藤晴観議員） 以上で退任の挨拶を終わります。 

 

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て終了しました。

会議を閉じます。令和２年第４回美瑛町議会定例会を閉会いたします。 

 

閉会挨拶 

 

○議長（佐藤晴観議員） 昨日今日と定例会お疲れさまでした。無事に終えられたのかなと思っ

ているところでございます。昨日、開会に先立って穂積議員、２５年の勤続に表彰を受けられ

ましておめでとうございました。そして今日、最後の公務という、最後の公務ではないでしょ

うね、最後の議会ということで、川﨑会長の退任のご挨拶も今いただきました。僕にとっては、
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後援会長ではないですけど、本当ね、後援会長と同じぐらいなんか気持ちのある方って言って

も良いぐらい、例えば今日ここで挨拶するっていう時にいつもネタになってもらってるってい

いますか、そんな風に僕が失礼なことを言ってもですね、本当に懐を広く大らかに、ユーモア

は大事だからね、なんて言いながら、いつも見守っていただいてたなという風に強く思ってい

ます。そんな川﨑会長は濱田議長さんと一緒にですね、最初に、議会と農業委員会でただ飲も

うよっていうようなところから始まった産業懇談会なんですけれども、その議会とのただの飲

み会風の時にですね、川﨑会長がゆくゆくは、あの団体もこの団体もこうやって、こうやって、

こうやっていきたいんだって言っていたことをすごく強く覚えていて、それが次の年、その次

の年とどんどん実現していくもんですから、僕はもう平たく言うとこのおっさん流石やるなっ

ていう風な思いをですね、すごく思って、強く思っているところであり、この産業懇談会をで

すね今後この美瑛町にとってですね、すごく大事な重要な会になっていくという風に思ってい

るところであります。ただ、今回会長を退任されますので、我々残った者にしっかりと任せて

いただけるように、お前らよくやってるなと言っていただけるように、我々も頑張っていって

一生懸命川﨑会長には健康で豚を育てていただければと思っておりますので、お疲れさまでし

た、ありがとうございました。そして皆さんも定例会お疲れさまでした。また、川﨑会長いな

くなっても、我々にとっては、まちづくり、まだまだ待っておりますので、また頑張りましょ

う。本定例会、お疲れさまでした。 

午後３時２６分 閉会 
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