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道の駅へ大手コンビニ

委員会 一般質問 議案の審議結果

既存テナントへの影響産業
厚生

道の駅に入るコ

ンビニは、１日

50 万 円、1 年

で 1.8 億円の売上を想定

しているとのことだが、

既存のテナントや道の駅

に商品を納品している町

内事業者などへの影響は

ないのか。

●○問
コ ン ビ ニ は ㈱

tobe が フ ラ ン

チャイズ経営す

るため、商品発注の際、

既存テナント等と重複す

るような商品は、数量を

落として発注するように

していくと㈱ tobe から

聞いている。

●○答

６次産業化へ向けて産業
厚生

自ら商品に付加

価値を付け、販

売する６次化の

趣旨から言えば、商品開

発をコンビニへ丸投げと

なってしまうのでは。ま

た、事業は今年限りでは

なく、さらに違う視点で

６次化を目指す考えは。

●○問
今回は町内加工

につながらない

か も し れ な い

が、企業の力を借りた商

品化も必要。コンビニは

あくまで１つの方法。工

事負担は今回限りだが、

６次産業化に向けて、他

の方法も追及していく。

●○答
商品開発などの計画は総務

文教

大手コンビニの

ノウハウで、商

品が全道展開さ

れると期待しているが、

商品化の計画や今後の予

定は。

●○問

黒豆を使ったパ

ンや米粉を使っ

た ド ー ナ ツ な●○答

ど、既に商品化に向けた

話が出ており、町産品の

種類や必要量を含めた話

を始めている。目標とし

ては、来春のコンビニ開

店時に、第１弾の商品を

ラインナップできるよう

に進めていきたい。

　総務文教常任委員会（5/20、6/16）、産業厚生常任委員会（5/20、6/17）を開催し、

５月臨時会、６月定例会に係る議案や報告について町から説明があり、質疑を行いま

した。特に道の駅へのコンビニ出店、ロイズタウン駅前広場歩道のロードヒーティン

グについて多く質疑がありました。

　道の駅へのコンビニ出店に係る補正予算が計上され、既存テナントへの影響、コン

ビニ利用客をどのように物販エリアに引き込むかなど、多く議論が交わされました。

既存テナントと連携して本会議

既存テナントや

取引先への影響

がないよう、㈱

tobe、既存テナント、取

引先と連携して取り組む

必要があるのでは。

●○問

㈱ tobe と テ ナ

ン ト 等 の 間 で

は、道の駅とコ●○答

ンビニの客層は異なると

互いに認識した上で、コ

ンビニ客をどう引き込む

か連携していくと合意し

ている。マイナスの影響

が出ないよう、㈱ tobe

中心に道の駅を運営して

いくとのこと。

※ p.13 トピックスにも掲載しています。

道の駅とうべつ　販売高・入込者数状況
コンビニの出店予定箇所（写真右側）

※大きな看板等は掲げられず、外観は変わらない。

年度

月開業

年度 １年度 ２年度 ３年度

人数 万人販売高 億円・税抜

㈱

販売高

道の駅・直売所

全館総販売高

入込者数 人

％

％

％

（ ％

％

％
※（ ）内は前年比
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デジタル化へ向けた動き

※２ ヒートポンプ ･･･ 地中や大気中などの熱を集めて移動させる仕組み。

※１ 光ファイバー ･･･ 光の物理的な性質を利用して信号を伝えるケーブル。

委員会 一般質問 議案の審議結果

一般コミュニティ助成事業総務
文教

令和４年度は、

蕨岱町内会の災

害対応等の備品

購入要望が採択された

が、この助成は、いろい

ろな町内会へ順番にされ

ているのか。行政推進員

会議等々で周知はされて

いるのか。

●○問
自 治 総 合 セ ン

ターの補助制度

で毎年秋頃に各

町内会長へ照会してい

る。１年度に１団体のみ

の申請となるため、申請

が複数ある場合は、状況

を見て判断する。制度の

周知は広く行っている。

●○答

高度無線環境の事業費縮減総務
文教

光ファイバー経

路 を 20 ％、 電

柱新設を 90％

縮減できたとのことだが

どう代替したのか。既存

の電柱が使えたのか。

●○問

電話線と同経路

の計画だったが

遠回りであるこ●○答

と、住宅のない山間部も

対象としていたこと等か

ら経路見直しを図った。

また、新規に開発された

ケーブルの採用が間に合

い、既存の電柱に一緒に

乗せられるようになり、

大きく縮減できた。

太美の地中熱で融雪総務
文教

ロイズタウン駅

にヒートポンプ

を設置し、地中

熱を用いた歩道の融雪を

行う事業について、西当

別の方々から非常に期待

されているが、これを太

美駅にも拡大していく考

えはないか。

●○問
太美地区に地中

熱 が あ る と 分

かってから、道

の駅等で使用し、データ

を集められるようになっ

てきたが、融雪について、

まずはロイズタウン駅で

の効果を検証し、次の施

策へつなげていきたい。

●○答

マイナンバーカード普及促進産業
厚生

町の現在のマイ

ナンバーカード

交付率は。高齢

者の交付率が低いなら、

スマホ教室で手続きを行

うなどを検討しては。ま

た、カードは役場で受け

取るが、平日昼間しか対

応していないのか。

●○問
６月１日現在、

交 付 率 37.1 ％

で、70 代 以 上

が低い傾向。シニア向け

スマホ教室でチラシを配

布し、今後も連携する予

定。また、受け取りは要

予約だが、火曜と木曜は

午後６時半まで対応。

●○答

地域資源活用 と 地域活性化

※１

※２

整備が進むロイズタウン駅前広場（当別太）
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とうべつ学園グラウンド部分（下川町）

委員会 一般質問 議案の審議結果

グラウンドの芝生と土総務
文教

とうべつ学園の

グラウンド整備

について、最終

的に芝生と土がどのよう

な形で配分されるのか。

また、当別中学校の旧校

舎解体とグラウンド整備

は、それぞれいつ頃終了

する予定か。

●○問
グラウンド全体

2 万 9,195 ㎡の

うち 1 万 5,050

㎡、約 51％が芝生にな

る予定である。校舎解体

工事が令和５年１月 31

日、グラウンド整備が令

和５年 11 月 15 日に完

了する予定である。

●○答

介護タクシーも支援対象総務
文教

一般旅客自動車

運送事業者支援

事業について、

一般旅客自動車が対象と

のことだが、町内の介護

タクシー事業者は対象に

なるのか。

●○問
一般乗用旅客自

動車運送事業の

許可を得ている

介護タクシー事業者につ

いても、対象としている。

●○答

介護サービス事業特別会計の赤字

　令和３年度介護サービス事業における約

2,544 万円の収支不足について、令和４年度会

計から繰り上げ補填すると説明がありました。

　不足の要因は、訪問介護の利用回数大幅減、

通所介護の１日平均利用者数の減、令和３年度

はコロナ関係の交付金がなかったことなどで

す。ここ数年の収支悪化から、町直営の維持や

事業縮小について検討を行い、その検討にあ

たっては利用者を第一に考え、町内事業者の負

担が増えないように総合的に判断していくとの

ことでした。

学校の抗原検査キット総務
文教

購入する抗原検

査キットは児童

生徒用か職員用

か。また、購入数はいく

つか。４月、とうべつ学

園で感染爆発が起きた

が、当時、抗原検査キッ

トはあったのか。あった

としたら使用したのか。

●○問
キットは職員も

子どもも使うも

の。60 個 を 購

入予定。４月当時は関係

機関から 20 個ほど集め

て対応したが、キットを

使い状況を把握する範疇

を超えており、そこまで

使用はしていなかった。

●○答

子宮頸がんワクチン助成産業
厚生

接種時期を逃し

た方への接種に

ついて６月広報

に掲載されたが、今回の

補正予算については、こ

れとはまた別に、自費で

接種していた方にお金を

還付するなどの周知がさ

れるのか。

●○問
子宮頸がんワク

チンは国で積極

的勧奨を控えて

きたが、令和３年 11 月

頃から再開の動きが出て

おり、町も同様の動きを

している。今後、還付な

ど、より詳しい情報を周

知していく。

●○答

とうべつ学園　グラウンド整備

感染症対策と福祉助成

【その他の主な質問項目】

感染症対策用アクリル板の購入枚数と使用場所（総務）、バス停留所の自動音声案内導入事業（総務）、庁内Ｌ

ＡＮ更改整備（総務）、新型コロナウイルスワクチンの廃棄の有無（産業）、地域集会施設の負担軽減支援（産

業）、道の駅の自動販売機の収入見込み（産業）、コンビニ出店による道の駅の外観への影響（産業）


