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C O N T E N T S

小学生が中学校へ一日登校

小中一貫教育の連携進む

（撮影：６月20日）５人の議員が１３項目を質問、町の考えを質
ただ

す・・・ ・
６月定例会一般質問

今後に注目！！～町の未来に多くの質問～・・・・・・・
 平成 34年度開校を目指して

 地域医療体制の全面見直しへ　 など

町民との懇談で多くの意見・・・・・ ・・・・・・・
第11回議会報告会

とうべつ
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北海道当別町議会だより 編集 / 議会広報特別委員会　　編集・発行責任者/ 議長  後藤  正洋
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【今月の表紙】

西当別小学校の６年生が、西当別
中学校へ登校し、中学校の理科の
先生の授業を受けている。
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委員会

公共施設に関するあり方検討特別委員会(６月13日)、総務文教常任委員会（６月20日）、  　　

平成 34 年度を目標に当別小学校と当別中学校を一

体型の校舎に建て替えをするための基本構想（案）

の中間報告がありました。その中では、建設候補地

や今後の進め方などについて、質疑が行われました。

育理念があり、それを実現

させる候補地として、どう

いった広さが必要か検討し

た結果、当別中学校 (Ｂ)

の跡地ということになった。

候補地の選定に

ついては、まず

実現させたい教

民館跡地 (Ａ )くらいのと

ころであれば近くていいと

思う。すこし離れたところ

に、野球場などがあったら

だめなのかということも含

めて検討したのか。

子どもたちが中

学校まで歩いて

いくのは大変。公

い。

町の図書館につ

いては、現段階

では考えていな

大きくする考えはあるか。

学校の図書室に

ついて、町の図書

館として規模を

づくりも担う学校にした

い。町は、市街地の中がコ

ンパクトシティの中と捉え

ている。

教育委員会とし

て、学校を核と

した新たな地域

コストも下がるというコン

パクトシティの観点から、

今回示された場所は本当

に、適当な場所かという視

点から見ると、疑問がある。

なるべく中心に公

共施設を配置す

ることで経済性、

年数などを総合的に考え

ながら、義務教育学校への

移行を考える。いつ移行す

るという見通しは未定。早

い段階で、具体的にしたい

と思っている。

太美地区は、児

童生徒数の推

移、建物の耐久

これから地域ごとに説明会

を行うと思うが、太美地区

はどうなるのかという質問

が出てくると思う。考え方

は示さないのか。

今回は、当別小

学校と中学校を

統合したもので、

●○答

●○問

●○答

●○問

●○問

●○答

●○問

●○答
太美地区の学校は？公共

施設

候補地は当別中学校敷地公共
施設

学年に応じた教室設計は？公共
施設

学校図書室と図書館公共
施設

○
○
Ａ

Ｂ

建替え候補地の当別中学校

平成 34 年度開校を目指して
～一体型義務教育学校基本構想 ( 案 )【中間報告】～

机が 40席確保できる大き

さと考えている。学年によっ

てサイズは変わらない。ま

た、トイレのサイズについ

ても、小中とも変わらない。

小中学校の教室

のサイズについ

て、ＪＩＳ規格の

があるが、教室のサイズは

小学１年生と中学１年生で

は体も違うので、サイズも

加味した配置なのか。また、

トイレのサイズはどうか。

快適に学べる教

育の環境につい

て、教室の配置●○答●○問
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委員会

堀江病院閉院に伴う町の対応の経緯や現状の説明が

あり、町内唯一の58床の医療療養病床が町からなく

なることも伝えられました。また、将来を見据えた地

域医療体制の全面見直しに向け、町内の医療・介護

関係者等による当別町地域医療あり方検討会議を設

置する旨の説明もありました。
討会議を数回行ったあと、

方向性を決めていく。

方向性を出す目

処については、

秋か冬までに検

のか。

今後の地域医療

体制の方向性は

いつくらいに出る

　　　　産業厚生常任委員会(６月20日)を開催し、町からの提案に対する質疑が行われました。

●○問 ●○答

６月29日開催の当別町地域医療あり方検討会議の様子

いつまでに？産業
厚生

て、逐次、町民の方に周

知していきたいと考えてい

る。また、今後の方向性に

ついても決まり次第、周知

したいと考えている。

検討会議を今後

開催するので、

その情報につい

であるが、現状について町

民に周知する予定はある

か。また、方向性が出たと

きに町民への周知は行う

のか。

５月下旬に堀江

病院の意向を確

認したとのこと●○問 ●○答
町民への周知は？産業

厚生

当別町の合計特殊出生率は、５年毎の国勢調査の数

値を基に国で算出したものを採用しています。そのた

め、総合戦略で掲げている平成 31年の目標数値1.28

をどのように検証するのか質疑がありました。

より数値に与える影響が大

きいため、５年毎の国勢調

査を基に国で算出している

数値を採用しているので、

平成24年までしかない。

小規模な市町村

は、出生数など

の多少の増減に

提出された資料には、平

成 24年までしか記載され

ていない。平成 29 年の出

生率は算出していないの

か。

平成 29 年の出

生率の資料を要

求していたが、●○問 ●○答

合計特殊出生率産業
厚生

とは思うが、暫定値として

算出し、総合戦略の目標

数値の検証をしていきたい

と考えている。

当別町独自で算

出することは、

なかなか難しい

設定しているが、５年毎の

国勢調査を基にした数値

では、すぐに検証すること

ができないと考える。どの

ように検証するのか。

総合戦略で平成

31年の合計特殊

出生率を1.28と●○問 ●○答

※2　合計特殊出生率…15～49歳の女子の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が一生の間に産むとしたときの子どもの数に相当する。

合計特殊出生率の目標数値の検証方法は？

※ 2

※1　総合戦略…人口減少克服・地方創生を実現するため平成 27年10月に策定した「当別町まち・ひと・しごと創生総合戦略」のこと。

※ 1

地域医療体制の全面見直しへ

総合戦略に掲げた目標は検証できるのか？　
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委員会・本会議

現行制度では、町外企業の新設・町内既存企業の増設が

共に 2,000万円以上の投資が必要でしたが、町内既存企

業の増設が1,000万円以上と要件が緩和され、対象業種

や補助内容についても拡大される条例改正案が提案され

ました。要件や業種についての質疑がありました。

太美地区はＣＣＲＣ構想により高齢者住宅や
子育て住宅の建設が今後期待される

新設・増設投資金額産業
厚生

福祉施設などは対象とは

していない。まずは、食品

関連企業や物流企業を中

心に誘致を推進しているの

で、ご理解いただきたい。

今回、41業種か

ら 48 業種に増

やしたが、介護や

ば、サービス付き高齢者向

け住宅などは、この制度

の対象になるのか。また、

対象にならないとしたら、

その理由は何か。

ＣＣＲＣ構想（※

1）で誘致をした

い業 種、 例え●○問 ●○答
制度対象業種の拡大産業

厚生

由については、新規・増設

の差別化を図り既存企業

もより活用しやすい制度と

しているところであるので、

ご理解いただきたい。

客観的に見れば

適用となると考

える。分ける理

その後、1,500万円で増設

した場合は、対象になるの

か。その場合、新設と増設

で金額を分ける意義がなく

なるのではないか。

1,500万円で起

業する場合、一

度町内で起業し、●○問 ●○答

スウェーデン館の情報発信 防災備蓄倉庫の設置場所本会議

体は道路情報や地域観光

など、スウェーデン館は町

の北欧イメージ定着に向け

た情報発信と整理してい

る。重複や抜け落ちがな

いよう検討を進めたい。

㈱ tobeと協議し

ており、基本的

には、道の駅本

を発信するとのことであっ

た。道の駅本体の情報発

信と重複や抜け落ちがな

いよう整理する必要がある

と思うが、そのような考え

はあるか。

スウェーデン館

ではスウェーデ

ンに関する情報●○問 ●○答

道の駅の防災機能充実に向け、北海道開発局に対し、

平成 31年度の設置に向けた要望及び必要な規模、配

置等の協議・検討作業を行う旨の説明がありました。

ある農村風景を維持でき

るよう配慮する。また、備

蓄倉庫の外観については、

開発局に最大限配慮して

もらうよう申し入れをした

いと考えている。

交流広場からの

景観については、

道の駅の強みで

や防災備蓄倉庫の外観も

道の駅のイメージ等を損な

うことがないよう配慮する

必要があると思うが、その

ような考えはあるか。

道の駅の裏側に

ある芝生の交流

広場からの景観●○問 ●○答

道の駅の客単価総務
文教

本会議

施設を見に行こうという

方が多いと思われる。㈱

tobeにて、客単価向上に向

け商品数を増やすことな

どを考えている。

㈱ tobe よ り 約

800 円と聞いて

いるが、まずは

が、頭打ちの状態か。改

善するための対策は。

道の駅の一人当

たりの客単価が

約 500 円である●○問 ●○答

企業誘致をすすめるために
～企業立地促進条例の改正～

（仮称）スウェーデン館立面図（案）

スウェーデンハウス株式会社から、道の駅の敷地内に

（仮称）スウェーデン館を建設し、町に寄贈する旨の

申し出があり、これに併せて、建物の外構工事を行う

ことが提案されました。

※ １ ＣＣＲＣ…Continuing Care Retirement Community の略で、高齢者が移り住み、健康時から介護・医療が必要となる時期まで継続
的なケアや生活支援サービス等を受けながら生涯学習や社会活動等に参加するような共同体のこと。

道の駅
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委員会

当別川かわまちづくり計画産業
厚生町道の舗装修繕産業

厚生

町道の修繕料1,100万円と維持工事 500万円を増額

する補正予算が提案され、道路の穴の補修や舗装に

ついて質疑が行われました。

上した。また、昨年調査を

し、特に幹線でひどい状態

のところは、オーバーレイ（舗

装のやり直し）等の改修計

画を１０ヵ年で策定したので、

その計画を基に進めている。

修繕料は、穴など

の危険な箇所の

応急処置のため計

険だと思われる穴もある。

提案した金額で済むのか。

説明があったよ

うに、道路の傷

みがひどく、危●○問 ●○答

市街地に隣接する区間を中心に、当別川とパンケチュ

ウベシナイ川を管理する北海道により、親水護岸や河

川沿いの管理用道路の整備が行われます。

り、その間、関係する６つ

の町内会や商工会、建設

協会などの関係者にお集

まりいただき、意見交換を

３回行い、計画の申請をし

て登録された。

29年６月に北海

道札幌建設管理

部から打診があ

意見を聴取したとの報告

があったが、その詳細は。

かわまちづくり

計画を作るにあ

たって、関係者の●○問 ●○答

ふるさと納税サイト総務
文教 歯科健診の無料化は？産業

厚生

助成額については、効果

的な方法を検討していきた

い。

歯の定期健診を

実施するにあた

り、健診内容や

で実施しているところがあ

ると聞くが、当別町で無

料の歯科健診を実施する

予定はあるのか。

近隣の市町村で

高齢者等の歯の

定期健診を無料●○問 ●○答

【その他の質問項目】

札沼線沿線４町合同視察（総務）、水田の沢線の林道整備

（産業）、一体型義務教育学校基本構想校舎の耐用年数・

人口規模（公共）など

　６月議会より、定例会中の常任委員会をインターネッ

ト配信設備のある議場で開催しています。今後、町の

提案説明や審議内容など常任委員会の様子をインター

ネット配信するか検討します。

常任委員会のインターネット配信に向けて！

築は、1回だけの支出であ

ふるさと納税サ

イトさとふるに対

してのシステム構

入費ということか。

システム改修の

19万5,000 円は

最初にかかる導●○問

●○答

る。ふるさと納税のユーザー

はどこに納税するかを探す

前に、どのサイトでするか

を検討すると聞いている。

新たにさとふるのユーザー

の中から当別町の寄付者を

募りたいと考えている。

一般質問ページをリニューアルしました。
モニターアンケートを基に改善中。

　議会広報特別委員会では、議会だよりモニター
の皆様のご意見を基に改善をすすめています。
今回は、多くのご意見を頂いている一般質問をリ
ニューアルしました。
　これまで、議員の質問を800文字以内で掲載
しほぼ同じ文字数の町長・教育長答弁を掲載し
ていました。今回からは、前号でリニューアルし
た代表質問と同様に、文字数を概ね半分にした
上で、質問の意図を「質問のねらい」として掲載
しました。

一般質問

その他の質問

「質問のねらい」で質問の意図を説明改
善

文字数を減らし、見出しで分かりやすく改
善


