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基本設計から実

施設計になり、

事業費が 8,000

万円以上増えている。物

価上昇だけの要因か。ま

た、令和２年から令和３

年になるときにも、同程

度の上昇が生じるのか。

●○問 ●○答
実施設計で、ど

うしても杭の工

事 が 出 て き て、

杭製作に時間を要する。

着工も当初より後ろにず

れてしまった。物価上昇

は設計会社である程度見

越している。

教育費 学校建設の概算事業費①
一体型義務教育学校概算事業費 ( 報告 )

コロナの影響で

経済がガタガタ

になりつつあり

大きな懸念材料。大幅に

費用がかさむ事態も考え

られる。期間内に完成さ

せるという気持ちで今年

の予算は計上したのか。

●○問 ●○答
できるだけ上昇

を抑え、町民に

負担をかけない

ように行いたいという決

意をしっかり持ってい

る。令和４年４月１日の

開校はずらさないでやっ

ていきたい。

教育費 学校建設の概算事業費②
一体型義務教育学校概算事業費 ( 報告 )

　総務文教常任委員会 (3/9)、産業厚生常任委員会 (3/10)、予算審査特別委員会

(3/13･16･17) を開催し、新年度予算に関する質疑が行われました。

土木費 新庁舎は複合施設か
新庁舎構想調査業務委託 300 万円

●○答
新年度に結論が

出るとまでは言

い切れない。ま

た、事例としては、基本

複合施設にする

か新年度に結論

は出るのか。今

後のスケジュールは。

●○問
構想、基本計画から設計

業務に入るケースや基本

計画、実施計画、詳細設

計と分けていくケースも

ある。基本構想の策定を

進めながら考えていきた

い。

　新年度予算では、新庁舎構想の調査業務委託が

計上され、新庁舎に求められる機能や必要な規模

を整理するとの説明がありました。

動き始める新庁舎構想

現在の役場庁舎

一体型義務教育学校

新庁舎構想と一体型義務教育学校
当別 150 年 記念すべき年 令和２年度当初予算

現在の当別小学校と当別中学校の校章

　新年度予算では、校舎建設工事や校歌・校章を

作成する予算などが計上されました。

新年度予算審査 代表質問 一般質問 委員会 議案の審議結果

　

　

こ
こ
か
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は

新
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度
予
算
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多
岐
に
わ
た
る
質
疑
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あ
り
ま
し
た
。

●○答
開校準備委員会

でも検討してい

るが、作詞は、

教育費 一体型義務教育学校の校歌
校歌作詞・作曲業務委託 50 万円

例えば風景とか子どもた

ちの姿など、とうべつ学

園を象徴する言葉を盛り

込んでいきたい。フレー

ズなどの募集を検討し、

作詞家との面談も行いな

がら、意向を十分に反映

させていきたい。

作詞・作曲の作

詞の部分では、

学校名を入れて

とか、今の校歌の歌詞を

残してとかはあるのか。

●○問



とうべつ議会だよりNo.2018

要望者に議案の

内容が含まれて

いることを事前

に決まったかのように２

月７日に回答するのはど

うなのか。この議会の結

論が出てから回答すべき

ではないか。

●○問 ●○答
回答書が非常に

断定した言い方

だったので、表

現的に配慮が欠け、私の

反省すべきところと思っ

ている。

条例 議会の結論を待って回答すべき
当別町図書館設置条例制定

図書館運営協議

会を作って運営

するかどうかが

条例の肝である。それを

協議した１月 15 日の通

称勉強会は傍聴も入れな

いし、議事録も残らない。

なぜあえてそこで協議し

●○問
●○答

勉強会は教育委

員で議論を深め

るために必要な

場である。議事録等は

とってないが、恣意的な

ものではない。

条例 会議の透明性
当別町図書館設置条例制定

たのか。意図があったの

ではと疑いたくなる。

１月 15 日の勉

強会で、民間団

体からの図書館

運営協議会設置の要望書

をどう扱うか協議した

か。勉強会と称する会議

の会議録がなく何も分か

らない。それでいいのか。

●○問 ●○答
通称で勉強会と

呼んでいるが、

議案に関わるの

で図書館運営協議会など

のことは含まれていた。

定例会や臨時会とは違う

会議であり議事録の作成

は定められていない。

条例 図書館運営協議会
当別町図書館設置条例制定

教育費 ふくろう図書館の内部改修
学習交流センター修繕料 429 万円

●○答
現在の学習交流

センターのふく

ろう図書館には

閲覧スペースが限られて

ふくろう図書館

の内部改修は、

どのように行わ

れるのか。

●○問
いる。交流の場としてあ

まり使われていないこと

から、多くの利用を図る

ため閲覧スペースを設け

たいと考えている。また、

書棚や図書館の看板の設

置などを考えている。

図書室から図書館へ

当別町図書館設置条例の要旨 ( 抜粋 ) 当別町図書館西当別分館（西当別コミセン内）

　当別町学習交流センター内にある「図書室（ふ

くろう図書館）」を「図書館」とする条例案の説

明がありました。図書館の運営や建物内部の改修

などについて質疑が行われました。

改修予定の当別町学習交流センターのホール

新年度予算審査 代表質問 一般質問 委員会 議案の審議結果

（設置）

第１条　当別町における教育及び文化の発展に寄与

　するため、図書館法第 10 条の規定に基づき、当

　別町図書館を設置する。

（構成）

第２条　図書館は、本館及び分館によって構成する。

（名称及び位置）

第３条　図書館の名称及び位置は、次のとおりとす

　る。

　・当別町図書館

　　（錦町 1248 番地 7、当別町学習交流センター内）

　・当別町図書館西当別分館

　　( 太美町 22 番地７、西当別コミュニティーセ

　　ンター内 )

（管理運営）

第５条　図書館の管理運営は、当別町教育委員会が

　行う。
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福祉

いろいろなサー

ビスをマネジメ

ントするその中

心が地域包括支援セン

ター。一番大事なところ

をなぜ委託するのか。職

員を育てていくことが正

しい姿勢では。

●○問 ●○答
社会福祉士や主

任ケアマネ、保

健師を必ず設置

しなければならないこと

もあり、その人員がいる

法人へ委託した。来年度

の計画策定の中で検討を

進める。

介護
特会

職員を育てていく考えは
地域包括支援センター運営業務委託 2,321 万円

利用者は本町地

区で８名、西当

別地区では利用

がない。要望に応えられ

ていないということも聞

いているが、計画策定の

中で、もっと使い勝手よ

く改善する予定は。

●○問 ●○答
試行的に、買物

に連れていく同

行 支 援 を 六 軒

町、弁華別、金沢、中小

屋で行っている。委託先

の社会福祉協議会と協議

しながら範囲を広げてい

きたい。

介護
特会

使い勝手のよい改善を
買い物支援事業 197 万円

役場組織の改編等

給与費 新規職員採用増加の必要性
給与費 15 億 0,855 万円

●○答
ここ３年で職員

を増加させる方

針にシフトして

きた。平成 15 年頃の財

ここ数年新しい

職員を少しずつ

増 や し て い る

が、その必要性は。

●○問
政危機以来、退職者の

1/2 を補充する採用を続

けてきたが、重要な課題

が山積する中で、職員が

足りない状況が明らかに

なってきたため、職員の

増加に踏み切った。

条例 新たに２つの部を設置
当別町部設置条例の一部改正

●○答
部を２つ増やす

改正をする。１

つ は「 町 長 公

部設置条例を変

えることになっ

た経緯は。●○問
一つは「事業推進部」。

すでに走り出している事

業や新駅や新庁舎など、

課題になっている事業を

推進していくために新た

に専門部局を立ち上げ

る。室」。組織に横串を刺す

という意図がある。もう

会計年度任用職

員に期末手当を

出すことになっ

たが、総体の賃金を変え

ないで毎月の賃金を下げ

る自治体があるようだ。

当別町での年間の賃金は

昨年と比べどうなのか。

●○問 ●○答
年収ベースで上

がる試算。ただ、

勤務日数が少な

くなる関係から、一部下

がる人もいるが、全体と

しては全て上がるように

措置をして、予算計上し

ている。

総務費 会計年度任用職員の報酬
会計年度任用職員

４月１日に行われた新規職員の辞令交付式

サービス
特会

当別町デイサービスセンター
デイサービス事業委託 2,224 万円

通所系の施設は

ほぼ赤字。民間

圧迫にならない

ように町がデイサービス

をやめれば、ゆとろも広

く使えるとの声もある。

●○問
●○答

考え方としては

あ る と 思 う の

で、検討してい

きたいと考える。

デイサービスやホームヘ

ルプをやめる考えは。

当別町総合保健福祉センターゆとろの内部

新年度予算審査 代表質問 一般質問 委員会 議案の審議結果
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●○答
受給者証の有効

期限が７月 31

日なので、更新

民生費 子ども医療費助成拡大
当別町乳幼児等医療費助成条例の一部改正

時に合わせ８月１日から

とした。通院費助成は、

未就学児 391 名、小学

生 546 名と想定して予

算計上。入院のみの助成

として、中学生 97 名、

高校生 34 名で予算計上

している。

なぜ８月１日か

らなのか。また、

通院費助成の対

象が満６歳から満 12 歳

となったが対象人数は。

●○問

●○答
ス マ ー ト メ ー

ターは事業者か

らも問い合わせ

水道
事業

スマートメーターと各月検針
水道メーター計量業務委託 1,225 万円

が来ている。今後、費用

や区域も勘案しながら検

討していきたい。検針は、

見守りや漏水の早期発見

などを含め毎月行ってい

るが、札幌市や江別市に

情報を聞きながら継続し

て検討していきたい。

使用料の検針や

料金請求まで自

動 化 さ れ る ス

マートメーターの導入や

各月検針の考えは。

●○問

●○答
駆除頭数で言う

と、 鹿 が 平 成

28 年 102 頭、

衛生費 鳥獣被害対策
鳥獣被害対策協議会負担金 23 万円

29 年 65 頭、30 年 65 頭

で駆除の効果が出てい

る。アライグマは、平成

29 年 122 頭、30 年 137

頭、令和元年 11 月現在

126 頭で、非常に増えて

おり、農業被害について

も増えている。

地域の方々の話

や私も目撃して

いるが非常に鳥

獣被害が増えてきてい

る。当別町での推移は。

●○問

商工
労働費

空き店舗の利活用促進
中小企業特別融資利子等補給 569 万円

●○答
空き店舗対策の

一環として中小

企業特別融資利

空き店舗対策の

予算はどこか。

今後の対応は。●○問
従来の利子補給に加え、

100 万円を限度に元金を

補助する改正である。こ

の中で空き店舗の活用に

は 30 万円を加算。今後、

空き店舗を増やさないよ

う事業承継への支援も進

めていきたい。

子等補給の制度改正を予

定。創業への貸付けに、●○答
現場のパトロー

ルで修繕が必要

な道路の側溝や

土木費 町道の修繕 予算は十分か
道路維持工事 1,900 万円

防護柵、防雪柵等を把握

しながら、また町内会や

地域からの修繕要望箇所

も踏まえて、限られた予

算の中で優先度を決め

て、特に危険度の高いと

ころから対応している。

地域の方々から

道路の改修や修

繕の要望が来て

いると思う。この予算で

十分足りているのか。

●○問

暮らし

子どもが遊んでいる様子

新年度予算審査 代表質問 一般質問 委員会 議案の審議結果

土木費 末広団地建て替えの見通し
住生活基本計画策定業務委託 496 万円

●○答
民間手法などさ

まざまな検討を

重ねてきた。道

と協議した際に、住生活

入居者は不安を

抱えている。で

きるだけ早く見

通しを示すべきでは。

●○問
基本計画と長寿命化計画

を見直さなければ補助の

対象にはならないと指導

をいただき、令和２年度

に計画を見直す予算を計

上した。早く着手できる

ように見直し作業を進め

ていきたい。末広団地
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　令和２年度各会計予算審査特別委員会に付託

された各会計予算案や条例案などの 14 件の議

案について、３月 13 日、16 日の質疑に続いて、

３月 17 日に付託された議案全てが全会一致で

原案どおり可決されました。

【その他の主な質問項目】

庁内情報機器更新整備事業の内容 ( 総務 )、子育て世帯向け町営住宅の入居対象者 ( 産業 )、青年後見制度利用

事業の内容 ( 予特 )、新型コロナウイルスによる中小企業特別融資利子等補給利用の相談 ( 予特 )　など

　

　

次
の
ペ
ー
ジ
は

一
般
質
問　

７
人
の
議
員
が
登
壇
し
、
町
政
に
対
す
る
質
問
を
し
ま
し
た
。

スウェーデンヒ

ルズの都市計画

税の賦課につい

て、地域住民にはどのよ

うな説明をしているの

か。賦課をする考えに変

わりはないのか。なぜ賦

課しないのか。

●○問 ●○答
企画部で住民と

町内会の役員会

等で提案してい

る。役員会でも合意は完

全に得られていない。賦

課したい考えに変わりは

ない。協議をもう少し加

速させていきたい。

町税
都市計画税 5,770 万円

スウェーデンヒルズ

その他の質問

全会一致で原案どおり可決

令和２年度各会計予算審査特別委員会

　委員長 山﨑 公司　副委員長 西村 良伸

　委　員 議長を除く 14 名の議員

起草委員会

　委員長 古谷 陽一

　委　員 山田 明　秋場 信一　佐々木 常子

（予算委員会の報告文書を作成する委員会）

当別町はお金を

出して保育士を

基準より多く配

置して、さらに働きやす

い条件を作っているが、

運営主体はそれに対して

どのようなことをしてい

るのか。

●○問 ●○答
運営主体は社会

福祉法人で、そ

の法人において

も近年給与のベースアッ

プ、通勤手当、期末・勤

勉手当のアップの取り組

みをしている。

民生費 運営主体の取り組みは
保育士等就労支援事業補助金 269 万円

新年度予算審査 代表質問 一般質問 委員会 議案の審議結果

ヒルズ都市計画税の賦
ふ か

課

●○答
全て一般財源で

町 の 負 担 で あ

る。近年、石狩

民生費 保育士確保 現状は
保育士等就労支援事業補助金 269 万円

管内の求人倍率は約６倍

と高く、年々上昇傾向に

ある。新年度当初、夢の

国幼稚園は確保できたが、

おとぎのくにはまだ希望

する数を確保できていな

いと聞いており、逼
ひっぱく

迫し

た状態になっている。

事業の財源は。

また、保育士の

確保は非常に切

実な問題だが、町内の認

定こども園の現状は。

●○問


