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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 議事については、配付しております日程表により進めますので、よろしくお願いをいた

します。 

 

    ◎日程第１ 議案第３１号 

〇田村議長 日程第１、議案第31号 平成24年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 昨日に引き続き、予算審議を行います。 

 昨日は８款５項２目公営住宅建築費までの審議途中で延会といたしましたので、本日は

この目から引き続き審議を続けます。 

 質疑はありませんか。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 商工費の２目観光費の負担金、補助及び交付金の北海道道の駅連絡会負担金、

それからとかち道の駅連絡協議会負担金、５万と３万でわずかな金額ですけれども、これ

は任意的に入らないとならないものなのか、強制的に入らされるのか、その辺ちょっとお

尋ねしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 これは、任意団体であるということでございまして、そういう中で十勝

と北海道の道の駅の連絡会議に参加する中でスタンプラリー等も行っていると、そういう

中で利用促進というもの。また、そういう中でいろいろな情報も得てくるというふうな中

で、会議の中での情報収集というふうなことも含めまして、これにつきましては設立の平

成21年度から加入しているということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 そういう任意団体のものということであれば、以前から財政健全化というこ

とでこういうものは全部除いてきた経過があると思うのです。とうしても入らないとなら

ないということであれば、今の指定管理者のほうで入っていただくということでよろしい

のでないかと私は思いますけれども、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 これは、この会に入るのは道の駅というふうな形ではなくて、町のほう

の姿勢としてそういう中で参加していくということでございまして、これにつきましては

今後とも町行政として参画していくというふうな考え方でおります。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 
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〇安藤議員 あくまでも道の駅自体は町のものというのはわかるのですけれども、実質運

営なりそういうものについては指定管理者ということですので、できれば指定管理者のほ

うの負担でやっていただきたいと思いますけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 町立の施設、公の施設という観点もございますし、またそういう中で情

報収集した中で、道の駅を指定管理者で受けておりますが、その指定管理者に対する指導

も含めて、そういう情報収集も、町としての情報収集も必要かと思いますので、あくまで

も町のほうで負担金を払って加入していくという方向で考えております。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 昨日に続きまして、転入者ハマナス商品券贈呈事業について伺いたいと思い

ますが、きのうの質疑でも手続上窓口ですぐお渡しするわけにいかないという説明があり

ました。しかし、私は新規に転入してこられる住民の立場になったら、転入届して、その

場所で5,000円のハマナス券が支給されることがいかにうれしいことかという思いをする

のです。ですから、やろうと思ったらできることなのではないかと私は思うのです。例え

ば死亡届のときの弔慰金、これすぐ出しますよね、手続に来た人たちに。出せるのですよ。 

 ですから、私例え話好きですから、１つお話しさせてもらいますけれども、消費税５％

に上がったときに、今セブン＆アイ・ホールディングスの会長ですけれども、鈴木会長、

そのとき社長でした。５％に上がって、さあ、消費落ちる。どうする。当時は、セールと

いえば20％オフセールが常識だった時代、20％オフセールやっても十六、七％しか売り上

げ上がらないのだそうです。そういう時代にあって５％に消費税上がった。さあ、どうす

るか、セブン＆アイ、ご承知のセブン―イレブングループですよ、５％還元セールやった

のです。セブン＆アイ・ホールディングスのグループだけがやったのです。１カ月、２カ

月、売り上げ伸びた。現金バック売り出しセールやったのです。そうしたら、１カ月、２

カ月で10％超す売り上げが伸びた。それで、ほかの同業者も追随してやったという経過が

あるのですが、その当時の鈴木社長は、お客様のためにではなくて、お客様の立場で考え

たら何をしたらいいかわかると言うのです。今会長やっておられますけれども、ご承知の

ようにこのグループは今コンビニの出店だけでなくて、過疎地になった地域に行って出張

販売すると言っていますよね。庭先回るのか、移動販売するのか、それはちょっと私わか

りませんが、コンビニで野菜を刻んで小さくして売る。この事業に取り組むと発表してい

ます。住民のためではなくて、住民の立場に立ったら何がいいかということを考えたら、

転入届したら目の前で町民課で伝票起こしてもらって、出納行って5,000円の商品券受け取

ってください。こんなうれしいことないですよ。できませんか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 転入者のハマナス商品券の贈呈の関係できのうから引き続いてということ
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でございまして、この関係については産業課のほうで今所管でやっておりますけれども、

町民課並びに出納室関連しますので、私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 今ご質問ありましたように、住民の立場に立って迅速に出す方法がないのかということ

でございます。この１年間いろいろとやってまいりました。当初問題点としては、前渡資

金として出す場合に金券として扱わなければいけないということで、基本的には行政とし

ては現金を扱うという中で、金券の受け払いを新たに生じさせてそこまでするのがいかが

かという問題もありましたし、あるいは商工会との関係で、その辺商工会を通して商品券

を購入しますので、その辺の手続上の問題、そしてまたハマナス商品券についても有効期

限があるというようなこと含めましていろいろと検討して、今の形でやろうという形にな

ったわけでございます。ただ、きのうからのご質問等の中でもっと何とかならないのかと

いうことでございますので、１年間やってきた経過を踏まえまして、いろいろともう一回

さらに調査研究させていただきまして、できるものであればできるだけ早く出せるように

できないかということを含めましてちょっと研究をさせてもらいたいなということで考え

ております。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 今回私は、補正のときから一貫して太陽光発電の支援問題、それから住宅リ

フォーム、それから住宅取得の補助、いろいろ新たに取り組んでいる定住、移住促進事業

に対して内部で検討委員会というか、つくっていますよね、そういうところがありながら、

どうも横の連絡とれていなくて、それぞれの部署でそういう規定をつくって利用しやすく

ないような状況になっている。そのことをずっと指摘してきましたけれども、このことも

含めてもっと、そういう組織せっかくつくっているのですから、機能させて、十分横の連

絡もとって、住民が利用しやすい施策、優しい施策を実行していっていただきたいと、ぜ

ひお願いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 いろいろと重点プロジェクト等をまちづくり計画の中である程度つくって

やってきておりますが、町としては最良の考えでつくることについてはやってございます

けれども、やっぱり皆さんのほうでこの計画の中でご指摘されるような問題ということで

あるのかということで、内部的にも既に見直しといいますか、いろいろとそういう問題に

ついては要綱を変えながらやってきているという部分もありますけれども、改めまして今

議会でいろいろとご意見賜っている部分についてもちょっと整理をしながら、改めて検討

していきたいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、次に９款１項４目災害対策費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 90ページをお開きください。９款１項消防費、１目常備消防費、本年度

予算額２億1,164万8,000円。 

 ２目非常備消防費2,503万6,000円。 

 ３目消防施設費、本年度予算額1,329万5,000円。 

 予算説明資料の前のページの参考、東十勝消防事務組合一般会計予算（浦幌町分）をお

開きください。 

 １ページをお開きください。参考、東十勝消防事務組合一般会計予算（浦幌町分）、この

科目につきましては東十勝消防事務組合の浦幌町拠出分を計上している科目でございま

す。 

 歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目消防負担金、本年度予算額２億4,997万

9,000円、主な減額は消防施設費で平成23年度において消防ポンプ自動車購入済みによる

2,919万1,000円の減額であります。 

 ２項使用料及び手数料、１項１目手数料１万円。 

 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入95万1,000円。 

 ２項財産売払収入、１目物品売払収入は、廃目整理でございます。 

 ４款１項１目繰越金は、30万でございます。 

 次のページをお開きください。３ページ、２款消防費、１項常備消防費、５目浦幌消防

署費、本年度予算額は２億434万4,000円、この科目につきましては消防署、消防庁舎、各

分遣所等の管理に要する予算を計上している科目であります。主な減額は、２節給料501万

5,000円の減額、３節職員手当等363万8,000円の減額、４節共済費175万8,000円の減額の内

容でございます。なお、13節委託料、14節使用料及び賃借料は、予算説明資料28ページに

記載しております。 

 次のページをお開きください。２項非常備消防費、４目浦幌消防団費、本年度予算額

2,503万6,000円、この科目につきましては浦幌消防団に要する予算を計上している科目で

あります。主な増減額は、９節旅費30万7,000円の減額、11節需用費29万円の増額、19節負

担金、補助及び交付金の消防団等運営交付金10万円の増額の内容であります。なお、１節

報酬は、予算説明資料28ページに記載しております。 

 次に、６ページをお開きください。３款１項消防施設費、４目浦幌消防施設費、本年度

予算額1,329万5,000円、この科目につきましては消防施設に要する予算を計上している科

目であります。主な増減額は、15節工事請負費で平成23年度消防ポンプ自動車更新による

3,692万円の減、18節備品購入費30万2,000円の減額、19節負担金、補助及び交付金で消防

救急無線デジタル化共同整備事業負担金798万4,000円の増であります。なお、15節工事請

負費、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金は、予算説明資料28ページに記載し
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ております。 

 予算の90ページにお戻りください。４目災害対策費、本年度予算額１億9,448万4,000円、

この科目につきましては防災、災害対策、国民保護に要する予算を計上している科目であ

ります。主な増額は、11節需用費の印刷製本費188万2,000円の増額の防災ハザードマップ

印刷代193万5,000円、15節工事請負費１億8,600万円、18節備品購入費145万9,000円、19節

負担金、補助及び交付金の北海道総合行政情報ＮＷ更新整備負担金242万9,000円の内容で

ございます。１節報酬、11節需用費、13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費、19節

負担金、補助及び交付金は、予算説明資料28ページ、29ページに記載しております。なお、

15節の工事請負費の内容でございますが、別途予算説明資料に基づきまして図面等につい

ては提出しておりますので、後ほどごらん願いたいと思います。また、15節の工事請負費

でございますが、今回の工事につきましては親局は役場、それから中継局改修は東山、そ

れから戸別受信機は豊北地区26個を予定しております。また、25年度以降の事業費につい

ては概算で１億7,500万という形で見込んでおりますが、現在電波の調査を委託で調査中で

ございます。この額については、変更になる可能性がございます。来年度につきましては

十勝太、厚内、直別の一部の予定、直別、厚内の一部地域については集落となっています

ので、集落についてはデジタルの防災無線、それ以外の集落で聞こえない地域については

戸別受信機を設置する考えでいます。次に、厚内避難所の造成工事でございます。施工予

定場所につきましては、厚内パークゴルフ場バーベキューハウスの裏、平均標高16メータ

ーでございますが、５メーターの土盛りをし、土の中に１メーター入りますので、20メー

ターの予定でございます。標高の高さは５メーター、うち土の中が１メーター、盛り土高

の内補強土壁の高さが３メーターという考え方を持っています。それと、上面、上の平面

でございますが、913.6平米を考えています。約二百数十人がそこに退避をできるというふ

うに思っています。また、外側についてはフェンス設置を予定しています。また、厚内避

難所の造成の中では、車が上がれるような通行部分の舗装を予定しております。次に、避

難路の仮設階段設置については、設置場所については浜厚内生活館の裏山を予定していま

す。現在浜厚内生活館の標高が11メーターでございまして、裏山30メーター程度に上がる

ように100メーターの階段を設置をしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願

いします。また、看板等の設置につきましては、津波被害が想定される海岸地域の主要な

地点に標高の看板、避難路等の案内看板等を総体で25カ所を予定しております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 １番、関井議員。 

〇関井議員 厚内地区の避難場所の造成工事なのですけれども、5,000万以上の予算が設け

られているのですが、盛り土だけという説明なのですが、ぜひ計画を見直して、雨風をし

のげる、また冬でも利用できる２階もしくは３階建ての建物を建てて、ぜひしてほしいと

思うのですけれども、どうでしょうか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 今一時避難所につきましては、設置後そこにテント、または一時非常備

用品を置くための仮設の物置等も置きたいというふうに思っています。また、一時的に寒

さをしのぐために避難所の中に非常用にテントも備えつけておきたいというふうに思って

います。また、ご質問あった標高の高さの防災タワーということになるのだろうと思いま

す。防災タワーについても私ども検討したのですが、100人ぐらい乗るのでは大体3,000万

ぐらい。今厚内の地域の住民、１区から４区までの住民が二百七十数名います。250名ぐら

いの方が鉄塔タワー、防災タワーというものに避難するためには、今私どもの手元の設計

資料の中ではおよそ7,000万以上かかるだろうというふうにしております。それで、メンテ

ナンスにはそうかからないのだろうというふうには想定されますが、このタワーについて

は上がった後、それから上がる角度、かなりの高さが要るわけですから、そこに上がって

いくまでに、高齢者の方が実際に上がるまでに容易ではないということも想定されるわけ

です。いろんな防災の関係の積算をしてみましたけれども、津波の避難タワー的なものは

今回はちょっと見合わせようというふうに考えておりますので、今回は一時避難場所を造

成していきたい。5,300万円でしていきたい。それから、浜厚内については階段をつくって、

100メーターですから、角度、傾斜についてはそうならないというふうに思っています。ま

た、冬期間について、私ども若干でございますが、災害対策費の中で賃金を見ています。

そういった形で、夏場の草刈り、冬期間の除雪等を含めた中で管理運営をしてまいりたい

というふうに思っています。これはできてからの分の賃金ですから、10万程度しか見てお

りませんけれども、冬期間についてはそのような対応をしたいというふうに思っています。

避難タワーについては、そういうことで検討したが、見合わせたという状況でございます

ので、ぜひともご理解を賜りたいというふうに思います。また、この避難場所の設置につ

きましては、厚内地区におきましてそれぞれ図上訓練、また10月におきましては地域との

防災連絡会議を行いながら今回の避難場所を設定させていただいておりますので、その辺

もご理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 一時しのぎというか、そういうことなのですけれども、お金何ぼかかろうが、

せっかくここに避難場所つくるのですから、今豊頃地区でも盛り土だけ、住民から建物な

いと冬場での気象条件の中では避難できないのではないかという住民の意見もかなりある

ので、5,000万以上の高額な予算立てているのですから、1,000万、2,000万ふえても建物を

ぜひとも、住民納得しないと思うのですけれども、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 建物という感覚でとらえていなかったものですから、申しわけございま
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せん。防災タワーについては、やふり吹き抜けになるということで、その中の一時的な避

難場所は何ら変わりないのです、方法等。建物を建てるということは、また別な観点で考

えていかなければならないというふうに思います。厚内の公民館について避難場所に指定

をさせていただいています。確かに８メーター以上の大津波が来る場合については、ちょ

っと厚内公民館では無理という判断でございまして、現在一時的な避難場所に逃げてもら

うという形で措置をする。その後については、ある程度津波が引いたときには私どもが対

応してまいりたいというふうに思っています。８メーター以上になった場合については、

厚内地区の建物というのは今浜厚内で11メーターです。それ以上の高さに建物を建てると

いうことになると、それぞれ会館なり施設を建てるということは今ちょっと考えておりま

せんので、その辺をお含みの上、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 考えていなかったら、考えてください。お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 一時避難場所の件ですけれども、これは５メートル盛り土をしてつくるとい

うことです。ここの場所に基礎ある建物を建てるということはできません。というのは、

土地の盛り土の関係でそれはできないということです。それと、先ほど課長が言ったのは、

防災タワーというのはあくまでもらせん型で、いろんな形ありますけれども、そこに上が

っていくということです。先ほど申し上げましたとおり、高齢者の皆さんがそれに対応で

きるのかということになると、対応できないだろうと。それで、一時避難場所として、今

パークゴルフ場の後ろにあるところに一時避難をしてもらう。冬については、テントを置

いて、それでもちろん暖房機も設置をしながら、そこで冬の場合は一時避難をしていただ

くということで考えています。そういう意味では、今防災の避難所のところに２階建て、

３階建てのものを建てるということは困難だということのご理解をいただきたいなという

ふうに思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 今の避難場所の盛り土の関係なのですが、私も、防災タワーといいますか、

そういうので地面から５メーターですから、普通の１階建てと変わらない、１階建ての上

に避難するということだと思うのです。パチンコ屋でもどこでも行けば、そういうふうな

車も上れる駐車場というのいっぱいあるのですよね、今。ああいう形でいいと思うのです。

それで、予算的にどのぐらいかかるのかというのもやっぱり検討するべきでないかと思い

ます。どちらにしても、備蓄するものを置いてあるところもあると思うのですが、それが

今度そういうところに置かさると思うのです。その部分を少し囲ってでも、倉庫なりそう

いうものをつくるとか、あそこはゲートボール場もありますし、避難場所としては適して

いるかなと思うのです。まだこれからやる工事ですから、少し検討していただいて、どう
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してもそれが億金かかるとかそういうことであれば、この盛り土のものを使うとか。盛り

土だから、地震来たら大丈夫だなんていうことは絶対あり得ない。盛ったものは、液状化

なり、今までも釧路沖地震ですか、昭和61年にあった。緑ケ丘で住宅の盛り土地区が住宅

決壊したとか、そういう事例もあります。平成15年の十勝沖のときの十勝川の堤防にして

も、あれだけ頑丈にやったものが地震で平らになってしまったと、そういうこともありま

すから、盛り土なんていうことは地震にとっては一番悪い条件でないかなと私は思います。

たまたま今大津でしゅんせつした砂を使って盛り土をして避難場所にしたと、本当にあれ

でいいのかというのも先ほど同僚議員が言っていましたけれども、ですから検討するとい

うことは方法は幾らでもあると思うのです。ですから、その辺工事前にもう一度ちょっと

検討していただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 防災タワー、確かにゲートボール場の裏、標高16メーターありますから、

５メーターぐらいの防災タワーを建てればいいのだろうというふうに思います。私どもも

地上からの計算でやはり最低でも15メーター以上は要るという中で積算なり、他町村のを

見ていました。ただ、５メーターになった場合は5,300万かかるのかかからないのか、そこ

まではちょっと検討していません。私どもが標準で見ているのは、15メーターで200人以上

が避難できるのは7,000万以上かかるというふうに資料的なものを調べながら設定したと

ころがあります。ただ、私どもの判断としては、防災タワーより永久的に使えるという形

の一時避難場所で設定をさせた。確かに盛り土の問題点も今ご指摘がありました。本当に

震度７で耐えられるのか、その辺も設計段階で検証しなければならないと。今私どもの職

員の中で、この工事部分の設計に当たっては地域の特性を生かした中で、設計指針に定め

た中で指数値について出しています。必ずしもこれが一般で言う震度に値するというふう

にはなっていませんので、その辺も勉強をしてみたいというふうに思っています。ただ、

タワーについては、先ほど申し上げたとおり額より将来的なことを含めた中で盛り土のほ

うの選定をさせていたということで、この辺については再度ご理解をお願いします。よろ

しくお願いします。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 防災タワーについては一応建築構造物ということで、震度７の構造計算すれ

ばもつということは、ここの庁舎もそうなのですけれども、ここも15年の十勝沖のときに

震度６以上になっても耐えていると、震度７の地震になったとき、それは構造計算でやっ

ていけば必ずもつということなのです。盛り土というのは、もつかどうかというのは本当

に未知的なことだと思うのです。ですから、構造計算で耐え得るようなものつくらないと、

せっかく5,000万もかけてつくるのであれば、やっぱりそういうものを考えていただかない

とこういうふうに大きい金額を使った価値がないと思うのです。その辺よく検討していた

だきたいと思います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 それらについて、やはり防災タワーは建築物ですから、はっきりした基

準法がございますので、今安藤議員言われたとおりだと思います。盛り土については、先

ほど説明させていただいたように７までもつという保証は、やはり今のところできないと

いうふうに言わざるを得ないというふうに思っています。ただ、国の指針の設計の単価等

を使いながら７に耐えられるだけの実証実験、盛り土についてなかなか難しいです。実際

私どもが盛り土つくって、これで耐えられるかというのはなかなか難しい判断だというふ

うに思っています。それらについては、十分担当者と協議しながら、７に耐えられるよう

な盛り土を目指していきたいというふうに思っていますので、何とぞご理解を賜りたいと

思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 その辺よく、建築でいえば設計事務所、土木は土木コンサルがあると思うの

で、ぜひそういうところと協議していただいて、震度７以上のもの来ても大丈夫だという

ようなものをぜひつくっていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁はよろしいですか。 

〇安藤議員 はい、いいです。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 同じく防災に関してですが、こうやって私たちが理事者の提案を議会がいろ

んな協議をしているのですが、我々も専門家ではないですよね。震度７に耐えられる建物

あるいは堤防、それが本当にそうなのかということが住民にしっかり伝わっているのかど

うかということが非常に問題ですよね。私も一般質問させてもらった後に、南浦幌地区で

の図上訓練、あるいは厚内地区でもやられた。そういうことも当然必要ですし、こういう

協議をした内容について各行政区に、少なくとも海岸地帯の行政区に再度説明して、こう

いう考えでこういう規模のものをこういう場所に設置するのだということをきちっと行政

区通じて住民に説明責任を果たしてほしいと思うのです。そうでないと、何ぼ議論しても、

それで大丈夫なのか、今年はこれだけだ、あと何か考えているのか。当然十分でなければ、

この後も追加してやっていかなければならない。１年でできないこともあると思うのです

が、そのことは当然必要に迫られると思います。そういうことで、やっぱり住民のために

安心感を与えるような防災サイレンの設置もそうです。それから、もう一つ言わせてもら

えば、前の一般質問でも申し上げましたけれども、特に消防の方々がどこまで防災のため

に対応するのか、多くが今回の東日本大震災で亡くなられましたよね。特に南浦幌の広い

地域の中で消防の方がどれだけ活動しなければならないのか、見えないところへ向かって

車を走らせたり、そういう業務をどこまでするのかということもきっちり基準としてつく

っていなければ切りがなく、求められれば出なければならない、危険に遭わなければなら

ない。もちろんそのことも使命の一つなのですが、非常に難しい問題があります。このこ
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と２点伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 いろんな形で私どもも防災に関して神経をとがらせて精査やっています

が、後手後手ということで行政区に報告をしていたり、協議をさせていただいていること

に対しては、もっと敏速に速やかに今後とも対応してまいりたいというふうに思っていま

す。また、消防署、関係機関、警察等の関係については、今後防災計画見直しの中でも消

防署、当然警察署も入ってくるわけですが、そういった中身で十分協力関係を維持できる、

また消防署の中の対応、それから役割分担含めて再度構築してまいりたいというふうに思

っていますので、よろしくお願いをします。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 やはり防災に関してちょっと質問いたします。私も今回の一般質問でこの部

分を取り上げたのですけれども、あのときに総務課長からご説明いただいて、あの場では

浜の５区のほうの生活館の周りの階段の件について数カ所階段を設ける、丘の上まで上が

っていく階段を設けるというふうに言ったとは僕理解しなくて、浜厚内川の西側の住宅の

裏の土どめ、あれに上っていく階段のことを課長おっしゃっていると勘違いしたのです。

それで、予算を超えてそのことまで言及していただいたということで僕あの場で大変感動

したのですけれども、後で確認して、実はそうでなかったとわかったものですから、再度

同じような質問いたします。 

 浜厚内川の西側の住民が５区の生活館に向かって逃げていくには、どうしても浜厚内川

を越えていかなければならなくて、私の子どものころの記憶で申しわけないのですけれど

も、チリ地震のときに海岸を走ってきた波が引いてからしばらく時間たってやってきた波

がそれはそれはすごいスピードで、高さは大したことなかったのですよ、１メートルもな

かったと思います。それが岸壁にぶつかった途端に、あそこがちょうど狭くなっているも

のですから、橋を超えて波が立ち上がったらしいのです。僕はそのときは山の上に逃げて

いて、その現場は見ていないのですけれども、もう少しで橋の上にいた人が奥に流された

のではないかと周りの人はみんなおっしゃっていたのです。津波が来るぞ、逃げるぞとい

うときに川を越えるというような恐怖に対してちょっと考えていただきたいなと思いまし

て。それと、浜厚内川の西側の住民の方たちは昔から裏山の上に畑をつくっていまして、

僕の家もそうでした。漁業をやりながら、芋、それから少しの豆類、自分たちでつくって

食べていたものです。ですから、各戸が裏山に登るのにそれぞれの道をつくっているので

す、山に関しては。ところが、山の土どめができたおかげで、高さ２メートル50から３メ

ートルぐらいかな、その上に駆け登ることはとても無理なので、それであの質問したので

すけれども、その部分の階段も含めて、できれば家の並びに２カ所ぐらい、もしくは３カ

所ぐらい、住民と相談しながら階段を設置していただけたらなと思います。これがまず１
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点で。 

 もう一点、今度は市街地の避難場所の件なのですけれども、やはり盛り土というのは、

津波の前に来る地震に対しては、それに耐えられるような盛り土というのは僕もちょっと

無理ではないかなと思うのです。ですから、液状化、もしくは側に崩れていった土を越え

て住民がそこを上っていくというときに、設置した階段が安全な盛り土のところに建って

いればいいのですけれども、そうとは限らないですよね。ですから、この点についてもう

一度考え直していただけないかな。その点に関して、私たちアイヌウタリのために用意さ

れている生活館事業ってありますよね。北海道全体見渡しても、しばらくは生活館の新規

着工というのは実はなされていないのです。ある時期随分たくさんつくられたようなので

すけれども、浦河で生活館の大規模改修行われたというのは数年前なのですけれども、私

が提案するのは、その生活館、私たちアイヌウタリのための生活館を建てていただけると

いうことでありましたら、これは国の補助、道の補助、合計４分の３ございます。ですか

ら、残りの４分の１に関して、去年の第３次の国の補正予算で出てきた緊急防災事業、そ

の事業債のお金をもし利用しましたら、４分の１に関して防災事業債のほうから80％の交

付税措置があると聞いております。そうすると、町の負担は残り20％、５分の１ですね。

それで、４分の１と５分の１を単純に計算しますと20分の１で、これは現在の消費税のお

金になってしまうようです。ですから、その５％に関してこれから町が返済していくとい

うことであれば、長たらしく百も承知のことをうだうだ言うこともありませんけれども、

そういった利用法も考えていただいて、それでもう一度盛り土ということについて再考し

ていただければということ。 

 この２点についてよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 ３点について説明させていただきます。 

 神社の裏山についても当初考えてみたのですが、地域の話の中では、神社の裏山、また

線路を渡って斉藤さんの牧場の山、これについては要らないだろうと。それで、林道、子

どもたちが厚内林道、それと浜厚内生活館の裏山、それと今パークゴルフの裏山に盛り土

をする。この３カ所を一時避難所として指定しましょうという協議の中で現在進んでいる

ということでご理解をまず賜りたいと。それから、浜厚内の５区の関係でございます。地

域住民の裏に擁壁あります、ずっと。それは、道の事業で砂防、防災の治水事業で壁がで

きています。そこに道の事業で上がる階段が何カ所かついているということであります。

これについて今道のほうで、上は町の町有林でございますが、そこをかさ上げする際に一

緒に防災の階段を設置していただきたいという要望をしているという段階でございますの

で、この辺についてはまた要望しながら、地域と協議をしながら、採択になる場合につい

てはまた地域に入って協議をさせていただきたいということでございます。 

 それから、２点目の盛り土の関係については、先ほど安藤議員のほうから質問ございま
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したが、私どもはそれ以上、盛り土について十分もう一度精査をしてみたいというふうに

思っています。 

 それから、３点目の生活館の関係、確かに非常にいい補助制度でございます。国の不良

環境整備事業に採択になると国から２分の１、それから北海道からアイヌの補助金で２分

の１と、75、残りの25については起債を仰げると、そうすると持ち出しが先ほど言われま

したとおり何％かの持ち出しで済むのだろうというふうには考えておりますが、果たして

それが地域に今必要なのかどうか検証してみなければならないと。今公民館が活動の拠点

になっております。かつてございました生活館については、今休止状態にしているという

状況も踏まえた中で、今避難所として使われているのは浜厚内生活館と厚内公民館という

中で、今後それらについて地域のニーズ、本当にその建物が活動拠点、また防災の施設で

要るのかどうか検証しないとわからないというふうに思っていますので、それらについて

は今後また調査研究をさせていただきたいというふうに思っています。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 住宅の裏の擁壁に上っていく件については、この前も申し上げましたが、議

会報告会の中でもそういう意見が出てきまして、道に要望されるということで、これを早

急に実現できるように町のほうからもよろしくお願いいたします。 

 それから、生活館に関してですが、その地域、地域のいろんな事情がありまして、私た

ちのアイヌ協会浦幌支部は今話題になっている白老、平取、阿寒、各地と比べますと、そ

れは本当に文化的な活動も大変停滞しております。やはりこれに関して私どもの責任も大

きいものがあるとは思いますが、繰り返し繰り返し申しますけれども、やはり私たちが社

会に出ていけない状況にあるという、この社会に対しても私たちは大変不満を持っており

ます。そうではあるのですけれども、やはり毎年毎年いろいろな蓄積をしてございまして、

刺しゅう、それから木彫り、そういったもの、またいろんな文化的な発信もいたしており

ます。長年そういうことをやっておりますと少ないながらでも蓄積がございます。ですか

ら、そういったものを建物の中に飾る。我々の中からだれかを選んでいただいて管理人と

して置いていただく。そして、ここは白糠と十勝の中間でございます。昔からの歴史を調

べてみても、やはり両方のアイヌの接点になっているところでございます。そういった面

で、幕別も含めていろいろ協力いただきながら私たちもやっているのですけれども、そう

いった文化的な活動をするにも一つの核になると私は考えております。その点で生活館と

いうものは必要性があるかどうかという、いつも費用対効果とかと言われますと、ちょっ

と私たちも考えるところがあるのですけれども、これからもどんどん努力して皆さんの前

でアイヌということを発信していきたいと思っております。それで、今回は生活館という

ことに対して全道的に新築が今停滞している状況なのですけれども、もしこの制度に対し

て町が乗り出してくれれば、私たちもアイヌ協会全道本部を通じてどんどん協力していく

つもりです。この予算の利用、これに関してはぜひもう一度お考えください。建物として



 － 15 － 

も帯広市の生活館、ふくろうの館、これも大変立派にできてございます。地域の人たちが

集まっていろんな活動できる場にもなってございます。そういう面もあわせて、もう一度

返答いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 今防災関係で生活館のお話が出ていました。国が２分の１、道４分の１、あ

と起債ということで、確かに町の持ち出しということになれば大変小さい、小さいといい

ますか、パーセントとしては少ない数字になるだろうというふうに思います。しかしなが

ら、これは国が２分の１、道が４分の１、これも税金です。生活館が必要とされるという

ことであれば、町の持ち出しが少ないということであれば、本当に必要だということなら

ばそれを考えないとならないだろうなというふうに思っていますし、当然それに対するラ

ンニングコストもかかってまいります。そういう意味では、ニーズというより、生活館の

必要性を十分とらえていかなければならないのでないかというふうに私どもとしては考え

ます。そういう意味では、今公民館、そして浜厚内生活館がございますので、それを活用

していただくことがまず当面といいますか、十分それで対応できるのではないかというふ

うに考えておりますので、新たに生活館を立ち上げて行う必要性については今のところ認

識していないということでありますので、ご理解をいただきますというか、そういうこと

で考えているところであります。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっと確認なのであります。階段の件なのでありますけれども、この設計

というのは、構造上とかそういったことに関しての何か基準があって決められたのかどう

かお伺いします。実は、長さについては私ちょっと感覚ないのですけれども、幅55センチ

というふうに私とったのですけれども、その辺がそれが確かなのかということであります。

一応それだけまず１回確認させていただきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 階段工の関係につきましては、説明資料の追加分の中で施工例という形

で載せていますが、これの幅については確かに狭いわけでございます。55センチというこ

とでございます。この程度であれば一人一人が上がっていけるというふうに今考えている

ところでございます。また、これについては、施工については約900万という形で、アルミ

製の階段ということで腐食を防げるのでないかなというふうに思っていますし、建築サイ

ドでこのような形で設計、また予定の中で積算をさせていただいたということでございま

す。55センチで１人十分上がっていけるというふうに解釈をしています。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 55センチのここまで至る経過はわかりました。なぜこれを聞いたかというと、

日本人の性格からいってやはり理路整然と並んで上がっていくだろうというふうに私は思
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います。よその国の方ですと我先にという形になるのでないのかなという気もするところ

でありますけれども、理路整然と上がる。そこはいいのです。ただ、上っていく、本当に

健康な人だったらいいのです。もしそれをサポートする場合、やっぱりもう少し幅があっ

たほうが上がっていくうちにスムーズなサポートをして上がれるのでないだろうかなとい

う感じがいたしたものですから、55センチというとこのぐらいなのです。私よりちょっと

太目の方ですと荷物持ったら上がれませんよね、はっきり言うと。そういうことでちょっ

と危惧するわけなのですけれども、その辺の幅についてご検討願うか、それから施工例の

中に２連、アルミですと、ブリッジですとついているところがあるのですけれども、そう

いうのもあるのかななんて考えるものですから、その辺で今の段階ですと、つくってしま

ったらなかなかこれを改良するの大変です。今のうちにそういう見直しをしていただける

とか、そういったことがあれば、ちょっと確認のためにお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 今の予定では、説明資料の中で施工していきたいというふうに思ってい

ます。ただ、一気に100メーター上がるのではなくて、らせん状に踊り場的なものをつくり

ながら、何カ所になるかまだわかりませんが、そういったことを含めて、休みながらでも

少しずつ上がっていけるような、お年寄りが上がれるような体制、100メーターで20メータ

ーの高さを上っていくわけでございますので、その辺は私も現地実際に行ってはみたので

すけれども、高齢者に対してはやはりお手伝いが多少要るのかなということも感じており

ました。その辺については、お年寄りに無理のないように踊り場的なものを多く使うのか

なということも感じております。その点については、再度これらについては詳細について

は担当とまた協議をさせていただきたいというふうに思っています。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、次に10款２項５目学校保健費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 91ページをごらん願います。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委

員会費、本年度予算額254万2,000円、この目につきましては教育委員４名の報酬、費用弁

償、交際費などの教育委員会の運営に要する経費でございます。１節報酬については、一

般会計予算説明資料29ページをご参照願います。 

 ２目事務局費、本年度予算額6,293万9,000円、この目につきましては教育委員会事務局

の運営や職員人件費などに要する経費でございます。増額の主なものは、９節旅費で小中

一貫教育先進自治体研修視察旅費８万4,000円の増でございます。減額の主なものは、職員

の人件費で26万3,000円の減、11節需用費の消耗品費が４万5,000円の減、印刷製本費で11万

8,000円の減、これらを合わせて16万3,000円の減額でございます。19節負担金、補助及び

交付金については、一般会計予算説明資料29ページをご参照願います。 
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 93ページをごらん願います。２項小学校費、１目学校管理費、本年度予算額7,587万

4,000円、この目につきましては小学校３校、児童数218名、教職員数25名に係る学校経営、

施設維持に要する経費でございます。減額の主なものは、11節需用費の消耗品費が390万

7,000円の減、これは平成23年度は新学習指導要領の実施年度に当たり、教師用指導書、教

授資料物品の改訂があったためでございます。燃料費で210万円の増、光熱水費で25万円の

減、修繕費で46万円の増、これらを合わせて158万7,000円の減、12節役務費の通信運搬費

で１万5,000円の増、手数料で68万7,000円の減、これらを合わせて67万2,000円の減、13節

委託料は保守業務委託料で7,000円の増、管理業務委託料で37万3,000円の増、その他委託

料が230万円の減、これらを合わせて192万円の減、15節工事請負費が570万9,000円の減で

ございます。11節需用費、13節委託料、15節工事請負費については、一般会計予算説明資

料29ページをご参照願います。 

 94ページをごらん願います。２目教育振興費、本年度予算額960万円、この目につきまし

ては小学校３校の教育振興のための事務委託や関係団体への事業支援に要する経費でござ

います。増額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で学校教育推進事業奨励費交付

金で５万円の減、学校経営教育実践研究事業交付金で小中教育推進交付金25万円の増、こ

れらを合わせて20万円の増でございます。減額の主なものは、20節扶助費は要・準要保護

児童学用品等扶助費で対象児童数の減少で３万5,000円の減額という内容でございます。１

節報酬、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費については、一般会計予

算説明資料29ページから30ページをご参照願います。 

 95ページをごらん願います。３目特別支援教育振興費、本年度予算額290万6,000円、こ

の目につきましては特別支援教育推進のための事業費と特別支援学級を浦幌小学校に３学

級開設し、その運営に要する経費でございます。学級の内訳は、知的障がい１学級、言語

障がい１学級、情緒障がい１学級でございます。１節報酬については、一般会計予算説明

資料30ページをご参照願います。 

 ４目簡易水泳プール管理費、本年度予算額75万3,000円、この目につきましては厚内小学

校、上浦幌中央小学校の２校に設置しております学校プールの維持管理に要する経費でご

ざいます。減額の主なものは、11節需用費の修繕料で13万円の減、15節工事請負費で100万

円の減額という内容でございます。 

 96ページをごらん願います。５目学校保健費、本年度予算額277万6,000円、この目につ

きましては小中学校の児童生徒及び教職員の健康診断等に要する経費でございます。13節

委託料、20節扶助費については、一般会計予算説明資料30ページをごらん願います。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 教育委員会のほうの関係に入りまして、今私の手元に小中学校の児童生徒数

推計という中で22年の７月と23年の７月に出した、浦幌広報の対応の中で出されたものが
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ございます。この中で児童生徒数の推計として載っているわけでございますけれども、今

現在どういう状況になっているか、その辺わかれば教えていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 ３月１日現在の浦幌小学校、それから各小学校の状況ですけれども、浦幌小学校につき

ましては７学級で199名、それから厚内小学校が３学級で８名、それから上浦幌中央小学校

が３学級で32名ということで、小学校につきましては３校合わせまして239名という状況に

なっております。また、浦幌中学校につきましては３学級で106名、それから上浦幌中学校

につきましては３学級で24名ということで、中学校は２校合わせまして６学級130名という

状況となっています。 

 以上でございます。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 ただいま次長のほうから説明をいただきました。そんなことで、小中学校の

児童推計の中の23年の７月に出された中身で今お話ししますと、厚内小学校の児童数は

10人前後で推移し、平成24年度からは普通学級２学級編制となるため、教頭、さらには養

護教諭、事務職員の配置がされなくなりますという形が上がっております。義務教育の中

で、厚内小学校についても本当にたくさんの子どもたちが優秀に今まで対応されている子

どももたくさんいます。そういう中で義務教育を通じて、私思うには、こういう厳しい環

境の中でございますけれども、子どもたちが最高の教育を受ける、そういう状況の中でぜ

ひそういう環境の中に育ってほしいと、このように思う一人でございます。さらに学校の

お話ししますと、私の手持ちに今浦幌小学校の一覧表もございます。そういう中には、過

去に浦幌小学校というのは23校といいますか、今現在小学校は３校でございます。浦幌小

学校、そして厚内小学校、上浦幌中央小学校ですね、そういう中で今浦幌の小学校の教育

の場においても３校という厳しい中、さらにはまた中学校においても18校あった中学校が

今現在２校でございます。浦幌中学校、さらには上浦幌中学校ですか、そういう中で子ど

もの教育をする中でそういう厳しい状況の中にございます中に、過去に、私こういうこと

今頭にひらめいたわけでございますけれども、たしか十勝小学校という名称で対応されま

した学校が平成２年に閉校になったと記憶してございますけれども、63年に実は森林公園

で十勝連邦共和国主催のかぼちゃらんどという、十勝教育局を取り入れた中で十勝の小中

高の生徒方に、その中で重量の対応をするのと、そしてもう一つは交通安全標語という、

アトランティックジャイアントパンプキンという、これは農耕用のカボチャでございます

けれども、それに傷をつけることによって、生育すると傷が浮き上がってくると、そうい

う状況の中で交通安全標語を募集した関係がございます。その際に、今はもう閉校になり

ました十勝小学校が最優秀作品に輝いたことを今思い出しました。ゆとり人間事故知らず、

そして優秀賞には十勝管内の更別高校が出しました安全は人と車の譲り合いという名称に
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たしか書いてありました。それが実は今現在も残ってございます。何かといいますと、国

道38号線の吉野の東工連という工場ありますね、あの高台に帯広に向けて、ゆとり人間事

故知らず、これはかつての十勝小学校、十勝太の小学校が十勝小学校ですね、そこの生徒

が考えた。その次の年に要するに閉校になっているわけでございますけれども、その子ど

もたちが書き上げたゆとり人間事故知らず、これが先ほど言ったように最優秀の作品でご

ざいます。これは、先ほど言いましたように浦幌のライオンズクラブの方々がぜひこの中

身をそこに建設をしていきたいという中で、今さん然と浦幌のライオンズクラブの紋章が

上に輝いてございます。20年という歳月がたってもまだそういう状況にあるというのが実

態でございます。そんな形で、できれば私はそういう地域、地域の、先ほど言いました本

当に二十数校あった浦幌の小学校のそれぞれが、浦幌にあった学校それぞれが地域、地域

で名を残していけるような、そういったものも必要でないかなと私は思うわけでございま

すけれども、そういう中で先ほど言いましたように厚内小学校の関係、そういう中で立派

に少ないながらも子どもたちにしっかりした教育をしていきたいという気持ちでございま

す。そんな関係で、教育長、どんなように考えておられますか、ご答弁願いたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 今厚内のお話が出ております。新年度、お話ししましたように複式２学級、

１名減りまして７名になります。教頭、養護教諭が未配置ということでございますので、

子ども７名、教職員６名でスタートすると。その後１名ないし２名ずつ幼稚園のほうから

入ってまいりますので、この形が続いていくのかなと。ただ、２学級ですから教頭未配置

ですが、３学級になりますとまた教頭は配置されるということで、私どもも何とか子ども

たちが減らないように、人事異動の際もそういったことにも心がけて今努力をしていると

ころでございます。 

 それから、十勝小学校の例が出ておりましたけれども、これは学校のほうと、また保護

者のほうとも随時相談をしておりまして、例えば今年度でいいますと冒険家の登山家であ

ります石川直樹さんという方をお呼びして、何回か学校に入っていただいて、そしてサケ

の成長、これを保護者の皆さん方の力もいただきながらずっと継続観察をして、これをア

ルバムにまとめていくというような大きな作業をしてございます。これ全道に発信してお

りまして、ただいま博物館の前にその展示場をつくって、見ていただいているところでご

ざいます。そういったことであるとか、あるいは教育の日にかかわりまして早寝早起き朝

ごはん運動を進めております。早速教職員、子どもたちがこれをとらえて、歌だとか、そ

れから踊り、体操にして、それをＣＤに取り込んで、私ども学校訪問に行きますと８名の

子どもたちがそういう歌や踊りで歓迎してくれると、小さな学校ですけれども、大変活躍

をしていただいております。また、新聞教育なんかも進めておりますし、食育についても

力を入れていただいている。さらには、先ほどから出ております防災教育、これもいち早
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く取り組んで、避難所も町のほうとも協議しながら早々と決めて、避難訓練も何回も重ね

ている。せんだってもそのことがＮＨＫで全国に放映されたところでございます。また、

地域の特性を生かすということでは、地元選出の議員さんなんかのお力もいただきながら、

サケの薫製をやったり、アキアジの解体、そしてそれをまた絵にかいたり、卵を飼育して

川に戻していくと、そういう特色ある教育活動を進めておりまして、私どももこの学校は

人数は少ないけれども、本当に光り輝いている教育活動をしていただいておりますので、

全面的に教育委員会も支援し、また地域の皆さん方大変熱い思いを持って学校を見守って

いただいておりますので、そういった観点から全力を尽くして教育行政を続けていきたい

と、そんなふうに考えてございます。 

〇田村議長 議員各位に申し上げます。簡潔明瞭に質疑されるようお願いを申し上げたい

と思います。 

 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今教育長のお話の中にございますように、本当に浦幌の教育の姿勢の中に早

寝早起き朝ごはんと、これは簡潔明瞭に子どもたちにその対応を教えるということは非常

に大事な中身でないかなと、これはむしろ全道あるいは全国に発信できるような要素の中

身にも思われます。今厚内の小中学校の関係につきまして、私もテレビで見たことござい

ます。なぜかといいますと、サケの薫製、あるいはサケの成長の過程をしっかりと対応さ

れている、そういう小中学校の対応をしっかり見ている状況の中で、ただ言いましたよう

に悲しいかな人員も今言われたように平成20年には10人を見ていたのが今は７名、８名と

いう推移をするという中で、非常に厳しい状況にございます。また、先ほど言いましたよ

うに教頭さん、あるいは養護教諭の関係についてもその辺がないということは、それだけ

人の手が少なくなるということは子どもたちにいい意味での環境の中での教育ができなく

なる状況にあるのかなと、このようにも思ってございます。そんな面で、これからの子ど

もたちの教育に関して、本当に愛情いっぱいな教育を注ぐようにお願い申し上げたいと思

います。そういう意味で、その関係についてもしか何かこういうものまださらにあるとい

うことであれば、教育長のほうからもう一言つけ加えていただきまして、私は終わりたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 教職員の関係でありますが、教頭、それから養護教諭は未配置になります

が、町負担で事務職員、それ新たにこれからご審議いただきます特別支援教育支援員を配

置してまいりまして、今できる限りの人的な支援はしてまいりたいと、そのように考えて

ございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 ２点ほどお伺いをいたします。 

 まず、１点目、教育委員会費の中の嘱託員の報酬の３万円というのがございます。説明
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資料の中にもありますけれども、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

等に関する学識経験者１名の報酬ということでございますけれども、３万円ということで

すから、そんな毎度毎度ということにもならないのでしょうし、きっと１回もしくは２回

がいいところでしょうし、この辺そこで１回、２回において学校の中の教育の事務管理、

執行の状況というものが本当にそれぐらいでちゃんときちっと、学識経験者とはいえども

評価ができるのかなというような気が、ちょっと心配いたしますけれども、この辺の内容、

詳細をまず説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 これにつきましては、平成20年から行っている事業なのですけれども、教育に関する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する教育委員会規定に基づきまして、前年度

１年間の教育委員会に関します事務等の整理をまとめているところでございます。議会に

も９月議会の中で１冊にまとめたものを提示申し上げて説明させていただいておりますけ

れども、これにつきましては１年間まとめたものをもちまして、今言った嘱託職員に点検

等の確認をしていただいて、その中で評価するという中身でございます。基本的に３万円

という中身ですけれども、年に１回ということで、約６日間になりますけれども、その中

でこちらでまとめたものを点検、６日間やっていただいて、それに基づいてご意見をいた

だくと、その中で総括したものを教育委員会にも報告しますし、議会の中で報告というこ

との手続をさせていただいております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうしますと、今の説明ですと、出ているのはあれですけれども、この嘱託

の方は今６日間というお話だったですね。だから、こちらでつくったものをこれがよろし

いですかということ、だから実際のところはわからないということですね。現場に入って

くるわけではなくて、あくまでもペーパーで出てきたもののチェックをするということか

なという気がいたします。ですから、実際に出てきたものをその人がチェックをして、こ

れは違うのではないか、どうだとかという、そういうチェックというもの。当然つくると

きにはそういうふうにつくるでしょうから、そういう部分のものというのが、第三者の学

識経験者という方はどういう方なのかちょっとあれですけれども、こういったものがそれ

が今後の評価の部分にどういうふうに生かされていくのかなという部分。実際つくってや

るのであれば、わざわざここでチェックをしていただく書類的なものだけのそういう部分

が今後のやつに生かされているのかなという、ちょっと疑問がありましたので、その辺ち

ょっと説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 
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〇山本教育次長 基本的には、１年間の教育委員会のいろんな事務の関係、それから学校

教育、社会教育の一連の取り組んだ事業等の計画と、それから実績をまとめたものを見て

いただくような形になりますけれども、昨年までは学識経験者ということで、現在浦幌中

学校に心の教室相談員で、配置しております方にお願いしまして、その中で書類と、それ

から現場のほうの確認とも含めながら、私たちの成果として出したものについて点検をい

ただいて、それについてご意見をいただくという中でまとめている状況でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。今言う中学校のそういう方ということでありますから、そう

いう意味では地域の実情もある程度理解をした上でチェックをされているということで、

そういうことであればこれだけではなくて、６日間の報酬のこの期間だけではなくて、い

ろんな部分で教育委員会としてもいろんな助言なりアドバイスをもいただいたりとか、相

談をしながらとかという部分で、この部分は３万円ですけれども、いろんな部分でまた意

思の疎通をとりながらこの評価というものがしっかりとされているのだろうというふうに

認識をいたしましたので、この質問については終わらせていただきます。 

 それと、もう一点、教育振興費の「生きる力」を育む特色ある教育活動支援事業交付金

ということで、先ほども教育長のほうから厚内の部分でいろんな地域、地域の特色ある取

り組みというものも１つ報告がありました、別な質問でしたけれども。そういったことも

こういう事業の中でやられているのかなという気がいたしますけれども、そこでなのです

が、次の中学校の部分にもかかわってくるのですけれども、あくまでも１事業５万円で３

事業、それの３校ということですよね。中学校も同じなのですよね、１事業５万円で３事

業で学校が２校だから２校という、こういうことですよね。例えば中学校でしたら３事業

というのは例えば１年生、２年生、３年生で３事業なのかなというような気がするのです

けれども、例えば今言った厚内も２学級しかないだとか、そういう部分で小学校がこのよ

うな３事業、３校というようなことになると、例えば浦幌小学校とかになると３事業とい

うのはどういうような割り振りというのでしょうか、どういうような形でなっているのか、

それで足りているのかなというような気がちょっといたしまして、この辺のあくまでも３

事業、３校という、一つの学校が３事業だというような割り振りの状況というのでしょう

か、これが足りているのかどうなのかというか、どういうことでこういうことになってい

るのか、その事業というのはどういう単位でやられているのか、先ほども生徒の数言って

いましたけれども、大きいところは大きいなりにやっているとか、どういう形でこれがな

っているのか説明を求めます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 メニューなのですけれども、確かに浦幌小学校、それから厚内小学校、中央小とそれぞ
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れ児童数違いますので、その辺の関係はあるのですけれども、事業につきましては20事業

あるわけなのですけれども、その中で学力向上フロンティア事業とか、それから読書の活

動推進事業、それから開かれた学校推進事業、また国語の力の向上支援事業とか、それか

ら食育の事業とか、そのほかには郷土の勉強をする事業とか情報教育の関係とか、多種多

様にわたっています。その中で、確かに児童数は違うわけなのですけれども、その中でそ

れぞれの学校のニーズに応じた中で取り組むということになっておりますので、例えば厚

内小学校でいきますと読書活動に力を入れるといえばその活動の事業、それから学力向上

のフロンティア事業、そして食育というような中で昨年は取り組んでいます。また、同じ

ように、学校の規模は違うのですけれども、浦幌小学校の中でいきますと、これに外国語

の活動事業を今回は入れようとか、それから同じく読書活動を推進するとか、その中で児

童数によって規模は違うのですけれども、今言ったメニューの中から学校として取り組む

ものを決めて行っているということで、金額的な配分、それから例えば児童数で割り返し

た場合の案分ということになりますと当然違うわけなのですけれども、学校として取り組

む中ではそういったような教材の取り入れとかも含めながら現行の今の５万円掛ける３、

15万の中で３つの事業に取り組んでいるという内容でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今説明をいただきましたように、いろんなたくさんの事業があって、また地

域、地域だとか学校、学校でのそういう取り組み方、そこそこのここに力を入れるという

取り組み、それはそこそこの学校の考え方であってよろしいと思うのですが、私も言われ

たようにすべてが生徒数に案分して割り返してやって、１人当たり生徒が何百円だとか何

ぼだとかということではないというのも、それはわかるのです。わかるのですが、あくま

でも１事業５万円で３事業という、１つの事業は５万円なのだよというような、その割り

振りというものが今言うように全体で例えば15万というようなことであれば、内容によっ

て２万のところもあれば倍の６万、７万のところもあったりとかとある程度なるのでしょ

うけれども、こういうような１事業５万の３事業の３校ということになると今言う生徒と

かいる状況が違ったときに何かいびつになっているのではないのかなと、もうちょっと広

く規定というものをつくるほうがスムーズではないのかなと、特に生徒の多い浦幌小学校

とか、そういうようなところというのは６学年、１年生から６年生まであるわけだから、

そこで３事業しかないのだということになったときに、もっとこういうこともやりたいと。

だから、１年生と６年生でちょっと違いますよね、いろいろ。読書という意味では同じか

もしれませんけれども、やっぱりある程度違った取り組みをするには、例えば小学校だっ

たら６事業だとか、そういうようなことのほうがいいのではないかなというような部分、

また１事業が５万円だとか、３事業だとかというような、そういう縛りというものがかえ

って弊害を生むようなことにならないのかなという、そういう危惧をしたものですから、

そこら辺の部分の心配。取り越し苦労なのかもしれませんけれども、そういったことでの
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質問をさせていただいているのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 確かに一律５万円の３事業ということですから、児童数、生徒数にかか

わらず同じような形では配付しております。これの考え方で、例えば１学校当たり５万円、

そして人数割で何ぼとか、いろんな方法はあるかとは思うのですけれども、均等にそれぞ

れ学校の中でその年度、年度ごとに取り組む事業、重点とする事業を３つ選定した中で、

取り組み方はまた金額の範囲内ですから、それぞれあるかと思うのですけれども、児童数

に応じてそういった教材を取りそろえる事業もありますし、児童が一つの教材を持って勉

強することもあると思いますので、その中で工夫して使っていただくような形で今後とも

考えていただきたいとは思いますけれども、また学校のこれからの今の取り組み状況とか、

さらに検証しながら、この部分についてはまた検討してまいりたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 昨年総務常任委員会で学校を見学させていただきました。そのときに感じた

のですが、小学校の水洗トイレ、これはどういうふうになっていくのかなと本当に心配し

ております。工事請負費、小学校管理費の中で550万、本当に長年水洗化されていない先生

の住宅を水洗化ということで、喜ばしいことということに私は感じておりますが、子ども

たちはどうしているのかなと、上まで見ていなかったのですが、浦小は一部なっています

よね、全部はなっていないですよね。その辺なんかも、今の時代にやはり子どもたちほと

んどの子どもたちが洋式化されていると思うのですが、その辺どのように考えておられる

かということと、それから昨年から武道の必修化ということで、このごろ新聞紙上にも補

償問題とか、けがした場合にそのようなことが問題になっております。浦幌町は前からや

っている剣道をやっていくということで、そんなに危険がないかなとは思いますが、専門

の指導員がいない中で先生方非常に苦慮して取り組んでいられるのではないかなと思うの

ですが、この辺の対応の仕方というのでしょうか、これからの計画どのようにお考えにな

っているかお伺いしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 まず、水洗化の関係だったのですけれども、小学校と中学校のほうあわせて説明させて

いただきますけれども、浦幌中学校につきましては改築を行っておりますので、当然洋式

化すべて完了しております。あと、上浦幌中学校なのですけれども、平成12年建設という

ことで、この中でいきますと、校舎にあるトイレなのですけれども、10個のうち８個まで

が洋式ということで、残りが和式ということで、設立当初から和式と洋式両方併用という

形で建てております。あと、小学校の関係だったのですけれども、小学校はいずれにして
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も昭和の年代の建物ですから、設置当初はすべて和式ということになっています。それで、

最近直近なのですけれども、浦幌小学校、厚内小学校、中央小学校、それぞれいろんな事

業等を活用しながら和式から洋式へということでの取り組みは行ってきております。現状

で申し上げますと、浦幌小学校の校舎の場合ですけれども、全部で38のトイレがあるわけ

なのですけれども、このうち洋式が14ということで、割合的には36％という割合になって

います。また、厚内小学校は７個あるうち４つが洋式ということで57％、そして中央小学

校は全校で13個ありますけれども、そのうち６つが洋式ということで46％ということで、

総体的には３校合わせまして４割程度は洋式ということでは整理をしておりますけれど

も、現時点では残りの和式を洋式にするとか、そういった計画は今のところは持ち合わせ

ておりません。というのは、もともと洋式を設置する際には、洋式の場合はどうしても幅

がというか、スペースが必要なものですから、和室が２つあった場合、それを１つつぶし

て洋式を設置するような形で進んできていますので、現在も残り和式をつぶして洋式にし

てしまうと総体の数が減ってしまうということがございますし、児童生徒の中には、確か

にご家庭で洋式にはなれているのですけれども、便座に座るということが逆にストレスと

いうか、なれていない子もおりますので、現在のところ今の整理の中で、ある数の中で洋

式と和式併用してまいりたいというふうに考えております。 

 あと、武道の必修化の関係だったのですけれども、新聞等でもいろいろ取りざたされて

おりますけれども、柔道等に関してはかなり事故等もあるということで、新年度から取り

組むに当たって危惧されている部分はあります。浦幌町においては剣道ということではあ

りますけれども、同じく武道ということで、やはりけがとか事故ということが心配されま

すので、これにつきましては教職員がそれぞれというか、十勝全体の研修会とか、そうい

った中で参加しながら、授業の進め方とか、そういったことがないようにという研修を積

んでおります。また、指導者の関係につきましては、浦幌中学校は体育の教師のほかに有

段者がおりますので、そちらと連動しながら取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。また、上浦幌中学校は、体育の教師とあわせて、地域で剣道が盛んですので、以

前からも部活動の中で教師以外ということで地域の方からご協力いただいていますけれど

も、同じく授業の中でご協力いただきながらそういった形の指導をしていただきたいとい

うことで進めているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 トイレの数が少なくなるということで、それも困りますけれども、今ここに

いらっしゃる皆さんのうちで和式を使っている方はいないのではないかと思います。やは

り工夫しながら、お金をかけないようにしながらというのは難しいと思いますので、思い

切って洋式に。そして、我慢して帰ってくるのです。結局和式も冷たい洋式の便座に座る

のも嫌だからというふうに、自宅まで慌てて帰ってきてという例も聞いております。北海

道の寒いところで便座の冷たいのというのは非常に体にもよくないなという感じしますの
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で、お金かかっても子どもにトイレを我慢させるという環境でないほうが私はいいと思い

ますので、なるべく早急に本当にこれ改善していただきたいということでお願いをしてお

きます。 

 それと、武道のほう、一般の方も入ってということで、一般の方の身分保障というので

しょうか、そういったものをされているかどうかということです。何事もなければいいの

ですが、そうやって車を使って指導に行ったり来たりとか、万が一のことも考えるときち

っとしてあげないと、これから必修化した科目というものを軽視しないためにもきちっと

したことをしてあげるというのがやはり教育委員会の仕事でもあると思いますので、その

辺の対応などもう一度確認しておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 先ほど武道の必修の関係で剣道の関係ということでご説明申し上げておりますけれど

も、このほかにもそれぞれ中学校の中でいいますとサッカー部とか、それからアイスホッ

ケー部とか、それからバドミントン、両方の中学校の中でもそれぞれ経験者ということで

部活動指導ということでご協力いただいている方々がおります。これにつきましても、従

前からけがとかそういったことを想定しまして保険対応ということで賄っておりますの

で、同じような形で今後につきましてもその中で対応してまいりたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、次に10款４項１目幼稚園運営費までの説明を求めま

す。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 97ページをごらん願います。３項中学校費、１目学校管理費、本年度予

算額5,782万円、この目につきましては中学校２校、生徒数137名、教職員数29名に係る学

校経営、施設維持に要する経費でございます。増額の主なものは、11節需用費の消耗品費

は新学習指導要領の実施年度に当たり、教師用指導書、教授資料物品の改訂が190万円の増、

教師用教科書が５万円の増などで194万6,000円の増、燃料費で164万9,000円の増、修繕料

で15万円の増、これら合わせて374万5,000円の増、13節委託料の保守業務委託料で10万円

の増、管理業務委託料で35万4,000円の増、これらを合わせて45万4,000円の増、15節工事

請負費で60万円の増額という内容でございます。減額の主なものは、12節役務費の通信運

搬費で１万円の増、手数料が26万8,000円の減、これらを合わせて25万8,000円の減、19節

負担金、補助及び交付金が６万1,000円の減額という内容でございます。１節報酬、13節委

託料、14節使用料及び賃借料については、一般会計説明資料30ページをご参照願います。 
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 98ページをごらん願います。２目教育振興費、本年度予算額965万8,000円、この目につ

きましては中学校２校の教育振興のための事務委託や関係団体への事業支援に要する経費

及び外国語指導助手の配置に要する経費でございます。減額の主なものは、１節報酬で31万

円の減、９節旅費の費用弁償で48万6,000円の減、普通旅費で５万4,000円の減、これらを

合わせて54万円の減、19節負担金、補助及び交付金が16万円の減額という内容でございま

す。１節報酬、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費については、一般会計予算説明

資料30ページをご参照願います。 

 99ページをごらん願います。３目特別支援教育振興費、本年度予算額194万9,000円、こ

の目につきましては特別支援教育推進のための事業費と特別支援学級運営のために要する

経費でございます。平成24年度は特別支援学級を浦幌中学校に新たに病弱障がい１学級と

情緒障がい１学級を開設し、既設の知的障がい１学級、言語障がい１学級と合わせ４学級

となります。１節報酬については、一般会計予算説明資料30ページをご参照願います。 

〇新川施設課長 ４目スクールバス管理費、本年度予算額6,444万4,000円、この目につき

ましてはスクールバス９路線、うち直営２路線、委託７路線に係る人件費及び運行管理経

費でございます。今年度は、２カ年委託契約の更新年度でございます。増額の主なものは、

タイヤ購入に係る11節需用費の消耗品費、燃料単価高騰による燃料費、通学路線の変更及

び燃料費増による13節委託料で、説明資料30ページに記載のとおりでございます。減額の

主なものは、14節使用料及び賃借料で民生費への保育園児の送迎に要する自動車借り上げ

料を通園補助に切りかえたことによるものでございます。 

 以上でございます。 

〇横田保健福祉課長 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、本年度予算額7,298万1,000円、

幼稚園２園の管理運営及び園児35名の保育に係る経費でございます。増額の主なものは、

７節賃金の産休代替臨時職員賃金161万9,000円の増、11節需用費の燃料費は単価高騰によ

り28万9,000円の増額の内容でございます。13節委託料、15節工事請負費、19節負担金、補

助及び交付金につきましては、予算説明資料30ページに記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 １番、関井議員。 

〇関井議員 中学校の心の教室相談のことで中身をちょっとお聞きしたいのですけれど

も、よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 心の教室相談員につきましては、浦幌中学校と、それから上浦幌中学校にそれぞれ１名

配置をしているところでございます。勤務につきましては、月、水、金ということで週３

日の１日５時間ということで勤務をしているところでございます。配置の内容なのですけ
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れども、やはり問題行動の多い中学生ということで、問題行動の原因として挙げられる生

徒の悩みとか、それから不安とかストレスを和らげるということで、第三者的な立場とい

うことで、生徒に身近に接するような方ということで、生徒が心にゆとりを持てるような

環境づくりということで、相談員ということで各校に１名ずつ配置しているという状況で

ございます。相談の職務の内容なのですけれども、基本的には生徒の悩みとか相談、それ

から話し相手になるということと、あと教職員への支援等もございますけれども、あわせ

て学校全体の家庭とか地域、その中の連携の支援ということの中で配置しているという内

容でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 内容はよくわかりました。教室の相談ですか、今現在子どもの相談は結構多

いのでしょうか、それともふえてきているのでしょうか。また、授業のサブ的なこともこ

の相談員はしているのでしょうか。ちょっとお聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 総体的な相談件数的なものはそれほど変わっていないというふうに認識

しておりますけれども、基本的には心の教室相談員と同じような形で養護教諭、保健室に

駆け込む生徒とかおりますけれども、同じような立場で子どもたちのメンタル的な相談と

いうことで日々送っているところでございます。あと、特に自分たちの部屋の中で相談を

受ける体制ではなくて、子どもが相談に来る場合もあるのですけれども、授業に入って後

ろから声をかけたりとか、それからいろんな学校行事の中で常に子どもたちと近い距離に

いながら、ふだんからコミュニケーションをとりながら、そういった中で悩み事があれば

自然に出してもらうような環境づくりというか、雰囲気づくりを行いながら取り組んでい

るところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 スクールバスの管理についてご質問いたします。前のときにもちょっと私質

問させていただいたことがあるのですが、今バスの管理というものも、子どもたちを乗せ

ますから当然しっかりとした管理をしなければならないということの中で、例えば今は事

故があったときのカメラだとかドライブレコーダーですとか、そういったいろんな装置が

ありますよね。いろんな部分は、行政の部分ですから、そういうトラブルがあったときの

ためにそういうものの設置というものは私は積極的に取り入れるべきだと思いますが、何

よりもまずスクールバスというのでしょうか、子どもたちがかかわるものについては早急

に対応して、もしかそういったトラブルがあったときに。今カメラというのは、別にぶつ

かったときだけでなくて、中だとか、大体今いい機械ですと１つの機械でカメラ５つぐら

いつけれるのです。例えば巻き込みするだとか、前も後ろも全部とか、外だけでなく運転
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手も写しておくだとかということで５台ぐらいつけれるように今なってきているのです。

やはりそういったような管理というものも当然必要になってくるでしょうし、また車の管

理とあわせて人の管理です。当然今現在も健康診断とかそういったような部分の書類等も

提出があるのだろうというふうに思います。そのほかにも、例えば日報的な部分で、今そ

ういうものもデジタルで、今スピードが何キロ出ていただとかどうだとか、ＧＰＳで今ど

こにいるだとかというものもホームページで全部出ますよね、そういうような状況になっ

ています、今は。路線が決まっていますから、どこにいるまではできなくてもいいのです

けれども、必要がないのかもしれませんけれども、そういった部分の管理というものはも

っと積極的な取り組みをしていく必要が、車と人もあわせてですけれども、あるのではな

いかなというようなことが考えられます。また、先般もホームページの町の声でもスクー

ルバスの管理について、ドライバーについてちょっと心配な声というものが出ていました

よね、そういったことも含めて、親御さんにすると自分の子どもを預けるわけですから、

交通事故とかそういった部分というのはやっぱり一番心配をされるわけですから、機械で

すから機械をつけていいというものでないのですけれども、あくまでも最後は人なのです

けれども、しかし町としても未然に防ぐためにもこういうような取り組みをしていますよ

というような姿勢というものは示していく必要があろうかというふうに思いますけれど

も、考え方についてお伺いをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今中尾議員の質問なのですが、基本的に直営だろうと委託だろうと子ど

もたちの通学を無事に安全に届けるというのが使命だと思います。その中で、今年も委託

路線契約になりますが、直営が２本ということで全部で９路線がございます。その中で、

安全管理につきましては日ごろからいろんな場面で指導はしてございます。委託業者にお

いても、当然その会社の契約条項の中にも安全管理についてはやるのが当たり前の話で、

それはやっていただくことになってございます。あと、事故、トラブルですか、そういっ

たものの未然の防止のための装置というのですか、そういうについては私どものほうでは

それは今はつけてはございません。ただ、今中尾議員言われたようにいろんな場面が出て

くる可能性があると思います。そういったものについては、今年の予算の中には計上はし

てございませんが、今後検討していくべきものの一つなのかなと、こういうふうに思って

おりますので、ご理解願いたいと思います。 

 それと、あと健康管理というか、運転手の管理なのですが、町の職員は健康診断という

か、脳ドックも行ってございます。体と脳というのはまた別物でありまして、そういうこ

とをやってございます。会社におきましても、今までの委託会社もそういうものをやって

いるというのは当然だと思っています。 

 あと、居場所というか、時間単位の行動、それにつきましては運行ルートが決まってご

ざいまして、どこの家に何時に着いてという、そういう時間帯のものがタイムスケジュー
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ルがありますので、そういう意味では何かあれば随時連絡来ることになってございますの

で、その辺の把握はある程度はできているかなと思っております。 

 あと、ドライバーの関係ですけれども、その年齢というのは、前もお答えしたかもしれ

ませんが、これについてはもちろん契約の中ではうたってございません。しかし、皆さん

子どもたちを安全に通学させるために、親御さんを心配させるようなことはしたくないと

思っておりますので、それについては年齢何歳ということではございませんが、健康管理、

あと年齢的にこの前言った例えば80を過ぎた年齢というのはどうなのかなと、そういった

ことはこれから入札終わって契約した段階で、運転ドライバーの免許証、それから経歴関

係もつけてきますので、その辺のところは十分注視していきたいなと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 話の中で言っていたＧＰＳだとか、私もそれはそこまでは必要はないのかな

というふうには思っています。ただ、そういった部分で安全に対する装置というものも日

進月歩でいろんな進歩しております。ですから、その中において今あるものすべてという

ことにはならないでしょうけれども、今ドライブレコーダー等はタクシーだとかそういっ

たような人を乗せたりとかという部分についてはほとんどついてきています。ですから、

こういう部分は行政としてもやっぱり積極的に取り入れていただきたいと思いますし、来

年度に向けて今年は選定の年ということであれば、当然その選定基準の中にそういった装

置をつけるというようなものも１項目入れていただいて、そういったことに積極的に取り

組む、そういった企業を選定をしていただきたいというふうに思っていますので、この辺

これからの、今年度の予算には入っていないということですけれども、私は来年度に向け

てはそこら辺についてはしっかりと取り組んでいただきたいし、いろんな装置もあります

から、行政としても研究をしていただきたいと思いますし、それはスクールバスだけでは

なくて、例えば救急車だとかそういったものもありますよね、スピード出すやつとか、あ

あいうようなやつというのはサイレン鳴らして赤信号でも入っていくわけですから、そう

いった部分とか。そういういろんな部分、今回スクールバスですけれども、スクールバス

を契機にいろんな部分での研究というものが必要になってくるというふうに思いますし、

業者についてもその部分についてはきちっと１項目入れて、その上で安全に対する取り組

みというものをしっかりと評価した上での選定をぜひ望みたいものだなというふうに思っ

ています。 

 それと、先ほど言っていました人の部分についても、年齢制限はないということであり

ますから、当然であります。60ならいいのか、70ならいいのか、80ならいいのかというの

は、それは人それぞれの健康状態があるわけですから、単純に年齢で線を引っ張ってしま

うということには当然ならないと思います。ただ、今言われるように80過ぎの人を、ドラ

イバーも名簿出してきますよね、そのときにスクールバスの運転手という中に80過ぎた人

の名前を出してくる業者をどう判断するかは行政の判断ですから、そういったことも含め
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て、この会社は安全に対してどういうスタンスなのかということも含めて行政が判断され

ることでしょうから。ただ、今言うように年だけではないですから、年齢ですから、脳ド

ックとか行政はやっていても業者はそこまでやっているのかとか、そこで差があってはい

けないと思うのです。ですから、役場がここまでやるのであれば、やっぱりそういったこ

とも業者にもしっかりと義務づけして、やれやれということでなくて、やったことはきち

っと書類を提出して、本当にやっているのかどうなのかというようなチェックというもの

をしっかりとした上で選定をされていくということが必要だと思いますので、来年に向け

て、先般も８月ぐらいにはという来年のいろんな契約日程の話をしていましたけれども、

それまでにはぜひ研究をして、その取り組みをもって来年度に向かっていただきたいとい

うふうに思いますので、最後その１点と、それと燃料費で今回も増額になっているという

部分です。この辺の部分どういう算定をしているのか、幾らだったのをどういうふうに算

定してどうなのか。それとまた、これが委託の部分についてもどういうような形での反映

がされているのかという、この部分２点説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 まず、最初の第１点なのですが、これにつきましては今中尾議員言われ

たのは当然のことだと思いますので、これから選定された業者とその辺のところは詰めて、

きちんとした対応をしていきたいと思います。 

 ２点目の算定方法ということなのですが、これにつきましては北海道陸運局公示の一般

貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の処理要領というのがございまして、それに基づい

て算定しております。その中身というのは、運賃、料金、あと回送料金、回送というのは

川上川流布線、あと活平のみということなのですが…… 

（「燃料」の声あり） 

〇新川施設課長 済みません。燃料なのですが、額にして20円ぐらい上がったりしている

ものもございます。その中で、路線によって通学の子どもたちの距離とかも変わります。

その距離変更によっても、距離に加算するもの、あともちろん今言ったように燃料単価に

係るもの、そういったものをいろいろ加味しながら計算してございます。それで、例えば

全体的に５％程度の上昇というか、そういうことが見られております。路線ごとによって

は今言ったように通学距離が変わりますので、１遍何ぼというような、そういう単純な感

じの計算でなくて、これは１路線ごと計算しておりますので、そういうような内容でござ

います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 １点目の質問は了解いたしましたので、わかりました。 

 ２点目の燃料費のアップの部分につきましては、自前のところも上がっているから予算

ふえてくると、委託しているところも当然同じですから、一律に幾らということではなく

て、車の大きいちっちゃいによって燃費もリッター３キロしか走らないものと４キロとか
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いろいろあるし、走るキロ数によって、だから燃費のリッター何ぼのキロ数で出てくるわ

けですから、そういった部分も含めて細かい車両ごとで、路線ごとで全然違いますよね、

車の大きさとかいろんな部分で、その辺を細かくきちっとチェックした上で、それで出し

ていると、そのトータルとして大体５％ほどのアップを見込んでいると、こういう認識で

よろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今言われたように、その路線ごとに料金が違うということで、全体とし

てはそういうような考えでおります。リッター当たり距離計算でいうと５キロというよう

な算定の仕方で計算してございますので、細かな計算をしてございますので、そういうよ

うな形で行ってございます。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 ちょっと補足させていただきますけれども、スクールバスのカメラというお

話がございました。カメラを設置するという、今いろんな新しい機材が導入されています。

そういう面では、私の考え方としまして、まず一番先に問題なのは委託業者が安全運転を

履行するということが一番肝心なところでありまして、委託業者の安全管理、これをしっ

かりさせるということが一番大事だろうなというふうに思っています。カメラを設置する

ということは、逆にトラブルになったときの原因を特定するという感覚の中で設置という

ことでありますから、トラブルを起こさないようにするということがまず一番先になけれ

ばならないのではというふうに思っています。そういう意味で、いろんな機材があるとい

うお話ございましたから、これについても研究をさせていただきますけれども、一番先は

やはり委託業者の安全管理、これは健康管理も含めてこれを徹底させるということが一番

肝心だというふうに考えておりますので、私の考え方として述べさせていただきます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 せっかく町長がご答弁いただきましたので、今言うようにカメラは確かに実

際に事故が起きたときにどっちがいい、悪いという部分もあるのですけれども、私も商売

柄うちの車両は全部つけているのです。これによっての効果というのは、実際に事故が起

きたのでなくてドライバーの意識が変わるのです。何かあったときには全部映っています

から。例えば今まで黄色の信号で入っていたものがとまるようになるのです。それで、何

かあったら指導が入るということで意識が変わるという、この効果のほうが絶大に大きい

のです。ですから、そういった意味でもこのカメラは、事が起きたときのためにもなりま

すけれども、予防にも大きな効果があらわれるということもありますので、町長ご検討い

ただくということですから、ぜひ検討いただきたいと思います。 

 答弁は結構です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩をいたします。 

 

午前１１時５６分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎発言の訂正 

〇田村議長 最初に、午前中に中尾議員のスクールバスのモニターの件についての質問が

ございましたけれども、施設課長のほうから訂正の発言の申し出がありますので、発言を

許します。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 大変申しわけありません。 

 スクールバス関係で先ほど中尾議員からのドライブレコーダーについてのご質問で、私

ちょっと間違って説明いたしまして、スクールバス２台直営車、それと町民バスも含めて

なのですが、全部で３台につきまして23年５月にドライブレコーダーについては搭載され

てございます。ただし、委託車については、ついているかついていないか今後確認いたし

まして、ついていない車にはつけていただくよう指導していきたいと思います。 

 認識不足で大変申しわけございません。 

〇田村議長 よろしいですか。 

〇中尾議員 はい、結構です。 

 

    ◎日程第１ 議案第３１号（続行） 

〇田村議長 それでは次に、10款５項７目図書館管理費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 102ページをごらん願います。５項社会教育費、１目社会教育総務費、本

年度予算額3,677万9,000円、この目につきましては社会教育、文化振興及び文化財保護並

びに関係団体への事業支援、そして職員人件費に要する経費でございます。増額の主なも

のは、９節旅費で社会教育主事講習研修旅費24万8,000円の増額の内容でございます。減額

の主なものは、職員の人件費で476万7,000円の減額の内容でございます。１節報酬につい

ては、一般会計予算説明資料31ページをご参照願います。 
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 103ページをごらん願います。２目公民館運営費、本年度予算額3,085万4,000円、この目

につきましては町内４つの公民館の管理運営と施設維持に要する経費でございます。増額

の主なものは、７節賃金で常勤の中央公民館長兼博物館長の賃金272万4,000円の増、11節

需用費は燃料費で68万5,000円の増、印刷製本費は隔年で発行しております町民文芸誌「樹

炎」第31号の印刷代などで90万5,000円の増、光熱水費で２万4,000円の減、修繕料で26万

8,000円の増、賄い材料費で5,000円の増、これら合わせて184万8,000円の増、18節備品購

入費は吉野公民館のいす用収納台及び厚内公民館の展示パネル支柱購入ほかで57万

3,000円の増額という内容でございます。減額の主なものは、13節委託料は保守管理業務委

託料で32万1,000円の減、管理業務委託料で10万9,000円の増、これらを合わせて21万

2,000円の減額という内容でございます。１節報酬、７節賃金、11節需用費、13節委託料、

18節備品購入費については、一般会計予算説明資料31ページをご参照願います。 

 104ページをごらん願います。３目博物館費、本年度予算額172万5,000円、この目につき

ましては博物館の企画展や資料収集及び保存などの管理運営に要する経費でございます。

１節報酬については、一般会計予算説明資料31ページをご参照願います。 

 ４目高齢者学級開設費、本年度予算額46万4,000円、この目につきましては高齢者を対象

として４つの公民館ごとに開設している４寿大学の運営費と寿大学生が一堂に会する４寿

大学交流会の事業に要する経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

 ５目青少年教育費、本年度予算額356万6,000円、この目につきましては、子ども会活動

奨励や少年教育に要する経費でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金に

ついては、一般会計予算説明資料31ページをご参照願います。 

 106ページをごらん願います。６目家庭教育学級開設費、本年度予算額29万4,000円、こ

の目につきましては小中学校の校下に開設されている家庭教育学級４学級の運営に要する

経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

 ７目図書館管理費、本年度予算額3,858万7,000円、この目につきましては図書館の管理

運営及び教育文化センターの維持管理に要する経費でございます。増額の主なものは、職

員の人件費で459万3,000円の増、11節需用費の消耗品費で９万7,000円の増、燃料費で45万

7,000円の増、光熱水費で36万円の増、修繕料で22万円の減、これらを合わせて69万4,000円

の増、12節役務費は通信運搬費で16万2,000円の減、手数料で33万円の増、これらを合わせ

て16万8,000円の増、13節委託料は保守管理業務委託料で33万3,000円の増、管理業務委託

料で７万6,000円の増、これらを合わせて40万9,000円の増、18節備品購入費は図書購入費

で15万円の増、一般備品でピンマイク及びアンプセットの購入３万円の増、合わせて18万

円の増額という内容でございます。減額の主なものは、７節賃金で168万9,000円の減額と

いう内容でございます。１節報酬、13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費

については、一般会計予算説明資料31ページをご参照願います。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ２点について伺います。 

 まず、１点目ですが、以前にも質疑対象になったことありますが、ご承知のように昨年

社会体育施設の喫煙問題がホームページに投稿されまして、このことについてホームペー

ジで回答もされております。先般の教育委員会の執行方針にも社会教育の建物内禁煙につ

いての対応について施設の管理者や協議会と協議を進め、実施してまいるというように執

行方針の中で触れております。ただ、私もこの問題、高額納税者の方たちがおられますか

ら、なかなか質疑も大変だと思うのですが、社会体育施設、教育施設だけでなくて、もう

ご時世として全般的な公共施設の対応について議論をしていかなければならないのでない

かと、そういう時期に来ているのだと思うのです。教育委員会だけで特定の施設の扱いに

ついて協議していけばいいのかなということでちょっと思っておりますが、ほかの部署の

方、理事者の方、どのようにお考えでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今教育関係の予算の審議ということでございますけれども、全体の質問で

すので、私のほうから答えさせていただきます。 

 今教育委員会のほうで先行して、教育委員会管理の施設の関係についてはそれぞれ関係

する団体等と今議論している最中でございまして、それがどういう形で進んでいくのかと

いう部分についてはまだはっきりしていない部分もあるようでございます。ただ、社会全

体の趨勢としては公共施設については禁煙あるいは分煙という流れになっているのかなと

いうことについては私ども認識しているところでございます。そういう中で、教育関係以

外では当然庁舎あるいは保健福祉センター、それと消防関連施設あるいはコミュニティ関

係施設といいますか、教育委員会関係以外の部署についても町として管理しているわけで

ございまして、全体の中では禁煙という流れになっているわけですけれども、教育委員会

としても関係する団体等と今協議している最中でございますので、そういう流れを受けて

町としても今後検討していく課題かなというふうに思っておりまして、ただ当面来年度に

ついて町の関係する教育委員会以外の施設については今すぐ禁煙という形をとるというふ

うには考えておりませんけれども、全体的な流れについてはそれぞれ関係する機関、団体

とも協議をしながら進めていかなければいけないのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ごく無難なご答弁であろうかと思います。たばこ値上がりになりましたけれ

ども、意外と減収にならずに維持できているという面、これは高額納税者の皆さんのおか

げだということは重々わかりますが、社会情勢としてはやはりだんだん、特に教育、学校、

公共施設、学校はもちろんですけれども、全体的な公共施設も考えていかなければならな

い時期に来ているということでは理事者の皆さんも認識は同じかなと思っております。そ
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ういうことになれば議会はどうなのだということに当然なると思いますが、そのことも含

めて一緒になって協議を進めていかなければ済む話ではないと私は思っておりますから、

余り町民から、この間もホームページにあったではないか、今度もあそこでそういう意見

出たぞということにならないような時点に一定の判断はすべきだなというふうに思ってお

ります。いかがでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 たばこを吸われる方につきましては、俗に命をかけて吸っていると言われ

るわけでございまして、その人にかかわってはそういう形かなというふうに思うのですけ

れども、ただ問題なのは受動喫煙という問題でございまして、これの方法については全面

禁煙というのが一番解決策としては早いのでしょうけれども、分煙という方法もあるでし

ょうし、そういう意味では町のほうもそれぞれ既に禁煙をしてきている施設もありますか

ら、そういう中ではある程度順番というのも変でしょうけれども、当面禁煙をしなければ

いけない施設については段階的にやっていくというようなことで、その辺は先ほど申し上

げましたように関係する機関、団体等の皆さんとも協議しながらやっていきたいなという

ふうに思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 今副町長のほうから説明ありましたけれども、段階的に分煙という方法をき

ちっとしながら進めていくというのも一つの理解を得る方法だというふうに私も思ってお

ります。この問題については以上にしたいと思います。 

 もう一点です。これどこの部署になるかなと思いながら、ちょっとわからないですから、

この場所で質問させていただきます。浦幌町子どもの読書活動推進計画、これただいま、

この２月に公表されましてパブリックコメント中でありますね。ですから、余り深入りす

るつもりはございません。ちょっと一部だけ確認をしていきたいのですが、この中で子育

て支援センターや児童デイサービスセンターとの連携を深めていくというような部分があ

るのですが、今までこれらの部署とのかかわりはどんなのだったのかなと思って、ちょっ

とお伺いしたいのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 町議の申したとおり、浦幌町子ども読書活動推進計画につきましては、今パブリックコ

メントを行っておりますけれども、この策定に当たりましては昨年の６月に要綱を策定い

たしまして、その中に基づきまして町職員、それから関係者、それから幼稚園、保育園等

の教諭にも入っていただきながら検討を重ねた結果、こういった計画ということの策定を

もってきたところでございます。これからということの中身ですけれども、策定にかかわ
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りましてもこのような形でかかわってきておりますので、この計画が今年度まとまり次第、

また同じような形でともに情報を共有しながら取り組んでまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいま報告ありましたように、委員の方13名、調査資料だけでも52ページ

ですか、それから推進計画書18ページ、膨大な資料によって作成されております。ほぼ専

門家と言われるような人たちばかりが集まって将来計画を立てたわけですから、ぜひいい

パブリックコメントも来ていただきたいと思いますし、この計画どおりに実施されれば図

書館が、先般紹介しました長野県のまちは24時間図書館開館しているという対応をしてい

るところもございます。どんな方法でやっているのかなと興味あるのですが、そこまでい

かなくても、やっぱり読書の推進運動大変大切だと思いますので、ぜひ実効のある制度に

なるように努力していただくことを望んでおります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 一昨年から浦幌町教育の日ということで、浦幌町の地域についての教育

ということで進めているわけなのですけれども、来年度につきましてはこういった形で読

書の推進計画ということで策定しますけれども、浦幌町教育の日の中でも読書活動に力を

入れていくということで、先般の役員会の中でも確認したところでございます。昨年もそ

れぞれ実践発表ということで、夏場と、それから秋に発表させていただいておりますけれ

ども、また新たな形で、新年度取り組むものですから、実践発表とまではいかないかもし

れませんけれども、読書活動を推進していくという体制と、それから幼小中高と、それか

ら一般の方々も含めて読書活動に深くかかわっていただくような取り組みをしてまいりた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 公民館運営費の中での質問をさせていただきます。 

 公民館の運営費の中の報酬、吉野、上浦幌、厚内公民館の館長さん３名で281万円であり

ます。それで、その下の賃金というところになりますと、厚内公民館の管理人さんと、先

ほど説明ありました272万4,000円という話だったと思いますけれども、中央公民館の館長

さん、これ博物館長兼務ということで416万1,000円ということでしたよね。ですから、先

ほど二百七十何がしですから、厚内公民館の管理人さんには大体10万ちょっとぐらいの報

酬になるのかなというふうに認識をいたしますけれども、吉野、上浦幌、厚内の館長さん

は報酬であり、中央公民館は賃金であるという、こういうことですよね。同じ公民館であ

りながらこれが違うということ。それとまた、先ほども言っていましたけれども、上の吉

野、上浦幌、厚内は３名で二百八十何ぼですから、８万いかないですよね、７万何ぼです
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ね、お一人。中央公民館は確かに規模が大きいですけれども、それにしても二百七十何ぼ

ということになりますと20万以上ですね。そうしますと、余りにも同じ公民館でも差があ

り過ぎるかなと、兼務するところもありますからですけれども、余りにも差があるのかな

という気がちょっといたしますので、この辺の兼ね合いというのでしょうか、整合性も含

めて、新たにこういう形をとるということですから、どういうような業務でこういう形を

とっているのかということの業務の内容も含めて詳細な説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 まず、報酬の関係だったのですけれども、これにつきましては吉野、それから上浦幌、

厚内のそれぞれの公民館長の報酬ということでトータルで280万9,000円ということで計上

させていただいております。上浦幌公民館と、それから吉野公民館、厚内公民館につきま

しては、火曜日から金曜日までの週４日の勤務ということで、午前10時から午後４時まで

ということで１日６時間の勤務体制ということの非常勤の嘱託職員ということで館長を充

ててきているところが現状でございます。また、中央公民館につきましては、今職員が館

長発令受けているわけなのですけれども、新年度からは新たに臨時職員、これは非常勤で

はなくて常勤という形で考えております。ですから、先ほどの上浦幌、吉野、厚内とは違

いまして月曜日から金曜日までフルで、曜日もフルで時間も私たちと同様に８時30分から

５時15分までフルの時間ということで、非常勤の扱いではなくて常勤の臨時職員という扱

いで職員を充てていきたいというふうに考えているところでございます。これにつきまし

ては、博物館長との兼職ということで今予定をしておりますけれども、公民館につきまし

ては学校と、それから地域との連絡体制を構築するということで、地域コミュニティの核

としてこれまでも地域住民の触れ合いの場ということの拠点として活動しております。特

に昨年の６月からは、公民館を中心に浦幌町学校支援実行委員会、地域ネットワークとい

うものを構築しながら、さらに学校、家庭、地域ということで密接なかかわりを持って進

めているところでございます。また、今年度からは新たに小中一貫教育ということで進め

る中で、各公民館を核にして行っていくわけなのですけれども、特に中央公民館長につき

ましてはこれら４つの公民館のうち３公民館に対して中心的で、また中枢的ということで

指導的立場の人間を、専門職員を配置してもらいたいというふうに考えたものですから、

ほかの３公民館とは勤務体系、勤務時間とも違いますけれども、常勤というような形で賃

金の中で組ませていただいたという内容でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今の説明をいただきまして、吉野、上浦幌、厚内と中央公民館とは働く日数

も違うし、内容も違うのだと、今まで職員を派遣していたものを今度はこういう形で外部

の形での賃金という形でするというお話であります。それで、そういうことで内容的には
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わかります。ただ、今まで職員を派遣しながらこういう管理をしていたという部分につい

て、そういう管理が今後もしっかりやっていけるのかというような心配もありますし、仕

事の内容的な部分、博物館も含めてでありますけれども、実際にそこまでの部分が必要な

のかなというとこら辺がいま一つ私たちには見えないところもあるのです。私たちも実際

その業務内容というものをどれだけ精査しているのかと言われてみれば、確かにそのとお

りなのでありますけれども、この辺の部分のほかの公民館と同じ館長さんでありながらも

その辺が違うのだよという部分です。館長さんをそういう形で置きながらも、保守業務だ

とか管理業務にもそれ相応の報酬も払いながら管理をしていただくわけですよね。だから、

そこら辺も含めて全体的な管理業務、委託業務というものが本当にここまで必要になって

くるのかなというような、例えば博物館にしてもそういう全体の中でその辺の対応ができ

ないものなのか、こういう形で別に人を置かないとできないものなのかというようなこと

で、こういう清掃も含めて。これ厚内もそうですよね、館長さんを置きながら、今言った

賃金で管理人さんも置くと。だから、ここら辺がそこまでこういう形をとらざるを得ない

ものなのかということが、これ私の認識不足なのかもしれませんけれども、そこまでこう

いう形をとって清掃もまた別に出すという、ここまでしなければならないものなのかなと

いうような気がいたしますけれども、この辺の業務の内容についての認識、説明を求めた

いと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 全体的な業務の関係と、それから管理的なことということですけれども、

それぞれ４つの公民館の中では年間を通して成人講座とか、それから世代間交流、それか

ら中には青少年講座とか、それから幼児教室とか、さまざまな年代層ごとの事業を展開し

ていただいております。そういったことであると、館長につきましてはやはりそういった

中で各団体や地域とのパイプ役としていろんな企画を立てたりとか、そういった形で業務

をいただいておりますので、それに関しては公民館長ということでその業務に徹底してい

ただきたいというふうに考えております。その中で、あわせて管理人等につきましては、

それぞれ施設ありますけれども、たくさんの方がご利用されますので、その中で清掃等を

中心にきちっと徹底してまいりたいという形で管理人を配置しているという内容でござい

ます。また、あわせて、中央公民館長につきましては、それぞれの公民館の中でも今言っ

たような成人講座とか各種世代間交流の講座を行っているところなのですけれども、中央

公民館長に関してはさらにこれから市街地を統括する中でいろんな文化団体との調整と

か、それから文化講演会とか、それからいろんな講座等の開設も行っているところであり

まして、中央公民館の中の行事とあわせて３つのそれぞれの公民館の指導とか連絡、それ

から協調性を図りながら進めているところでありまして、これまでも専門的な職員の方々

を配置してきたということもありますけれども、これからもそういった専門的な地域と精

通した方のお力をかりたいという中で今回のような提案をさせていただいた次第でござい
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ます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。今その部分の説明いただきましたので、一つ一つの大切な事

業ということでありますので、こういう形をとったということについては理解をいたしま

した。 

 それで、最後にですけれども、そういう形で今浦幌に４つの公民館があって、その中で

中央公民館は中心的な役割だから、こういう形をとるということも今理解はできました。

それで、今賃金の、厚内の公民館の管理人はここに賃金で出てきますよね、だけれどもほ

かの上浦幌と吉野はそういう人は出てこないですよね。だから、その辺が同じ公民館なの

だけれども、中央公民館はちょっと別格ですよということの説明は理解ができました。こ

こにこういう人を置くのも、今説明いただいたような事業もきちっとしていくのだと、そ

ういう中心的な役割も果たすのだということで理解できましたが、整合性がとれないと思

うのです。ここはこうだけれども、ここは違うとかということの違いになるとそれにはそ

れなりのきちっとした理由があると思いますから、厚内は賃金として別枠で厚内公民館長

のほかに管理人をここに置いているわけですから、先ほど言いましたように報酬でいうと

10万ちょっとの報酬を支払いしていくという、こういう形をとっているけれども、ほかの

地区にはないという、この辺の整合性の違いというものがあると思うので、そういう違い

があるのであれば、ここはこうだからこう、ここはこうという、その辺の部分の違いのあ

る部分での整合性の説明というものを最後に求めて、終わらせていただきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 管理人の賃金に関しましては、現在のところ厚内公民館の分しか充当していないような

状況ですけれども、これまでも段階的にそれぞれの地域の中で管理人さんをお願いしてい

たという経過もありますけれども、今中央公民館、それからそのほかの吉野公民館、上浦

幌公民館につきましては委託の中で、委託料の中で清掃委託という中で見させていただい

ているという状況でございます。ただ、本来的であると、町議おっしゃるように一体的に

例えば厚内公民館についても同じような形の委託ということがされるわけなのですけれど

も、これまで地域との経過等も踏まえながら、今の段階では厚内に関しては直接というか、

地域の方に管理人をお願いしているという状況と、上浦幌とか吉野に関しては委託を通し

て地域の方にお願いするような形ということで、確かに整合性はとれていないのですけれ

ども、現状としてはそういった中身でございます。申しわけございません。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいまの公民館に関して関連でちょっとお聞きしておきたいと思います。

それぞれの公民館において、私も一度一般質問の中でもお話しさせていただいた経緯もご
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ざいますが、災害時も含めて各公民館というのは大変であり、大切な業務内容にかかわっ

てくるのかなと、そういった中で正職員を置いてはどうかというお話をさせていただいた

経緯もございます。そういった中で、正職員の難しさというものも答えられてきたかと思

います。そういった中で、今中央公民館の館長につきましても臨時の方にお願いをすると

いうような内容でございました。これは外部ということなのですけれども、博物館の館長

も兼務という中ではある種専門的なものも当然含まれてくるのかなと。当然そういう方々

も検討されてはいるとは思うのですが、たまたま退職される方が専門であった。しかしな

がら、役場の職員が退職されるわけですから、それにかわる外部の方というのはそう簡単

に見つかるのかなと思いつつも、幸いにしてそういう方がいれば結構なのですけれども、

本当に専門職をなぜ育ててこれなかったのかなと。教育長も以前から、子どもに対しても

地域総ぐるみで育てていかなければならない。そういった中で教育委員会としてなぜそこ

までの準備段階できなかったのかなという言い方も失礼な言い方かもしれませんけれど

も、職員として十分な育て方ができなかったのかなという思いも含めて、今後現在いる職

員の中でそういった方向づけに持っていけるのかどうなのか、ちょっと伺っておきたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 お答えをいたします。 

 後継者の育成ということでございます。専門的職員ということもありまして、難しいこ

とは承知のことでありますが、今議員指摘のようなところ、私どもも重く押さえておりま

す。今後につきましては、次の３点を考えてございます。１つは、学芸員等の資格を有す

る新規の職員を何らかの形で採用することはできないかということを探ってまいりたいな

と。ただ、この件につきましては、なかなかこれに該当する応募者というのはいないとい

うのが実態でございます。それで今日まできているわけですが、これは探ってまいりたい。

２点目につきましては、今いる現職の職員、これに社会教育主事の認定資格といいますか、

資格を取得させていくということも今考えておりますし、予算にも計上させていただいて

いるところでございます。３点目ですが、実際に専門的な職員、そこについて指導員の養

成講座あるいは実践研修、これに基づいて徐々にそれを伝えていくと、そういうような形

で後継者を育成し、専門職をつくっていきたいと、そのように考えてございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、次に10款６項３目給食センター管理費までの説明を

求めます。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 108ページをごらん願います。６項保健体育費、１目社会体育総務費、本

年度予算額678万6,000円、この目につきましては社会体育事業及び関係団体への事業支援、
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そして職員人件費に要する経費でございます。増額の主なものは、職員の人件費で15万

2,000円の増、８節報償費で９万3,000円の増額という内容でございます。減額の主なもの

は、９節旅費で４万3,000円の減額という内容でございます。１節報酬、19節負担金、補助

及び交付金については、一般会計予算説明資料31ページをご参照願います。 

 ２目社会体育施設費、本年度予算額7,442万円、この目につきましては町民球場、アイス

アリーナ、町民スケートリンク等及び学校開放事業並びに指定管理者に管理を委託してい

るパークゴルフ場、総合スポーツセンター、浦幌スイミングプール、健康公園に要する経

費でございます。増額の主なものは、７節賃金で健康公園支障木伐採賃金14万4,000円の増、

11節需用費のうち消耗品費で24万円の増、燃料費で８万3,000円の増、光熱水費で４万円の

増、修繕料で214万2,000円の増、これらを合わせまして需用費総体で250万5,000円の増、

13節委託料の管理業務委託料は５万2,000円の減、指定管理委託料の総合スポーツセンター

分で97万3,000円の増、その他委託料の町民球場芝生整備委託で９万7,000円の増、これら

を合わせまして委託料総体で101万8,000円の増、15節工事請負費は総合スポーツセンター

パネルヒーターガード設置などで290万円の増額という内容でございます。11節需用費、

13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費については、一般会計予算説明資料32ペー

ジをご参照願います。このうち総合スポーツセンター及び周辺施設の指定管理料、町民球

場磁気反転スコアボード基板修繕につきましてご説明させていただきます。総合スポーツ

センターの燃料費につきましては、Ａ重油単価の上昇及び温水ボイラーの冬期間の夜間運

転に伴うＡ重油使用数量がふえたことによりまして指定管理料の追加補正を今定例会で議

決いただいたところでございます。今後の対応についてでありますが、Ａ重油単価が高ど

まりで推移していることや冬期間の夜間運転に伴うＡ重油使用数量が当初計画よりふえた

ことなどを総合的に判断しまして指定管理者と協議の結果、平成24年度から平成27年度ま

での指定管理期間の総合スポーツセンターの燃料費につきまして、Ａ重油に係る経費につ

きましては指定管理料から除いて、町が直接納入業者に支払う方法により行いたいと考え

ております。しかしながら、このことにつきましては平成24年度当初予算に計上すること

が間に合いませんでしたので、補正対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解の

ほどよろしくお願いしたいと思います。また、町民球場磁気反転スコアボード基板修繕の

ことですが、平成22年度予算の審議の中で、町民球場のスコアボードにつきましては平成

20年の夏ごろから壊れており、基板部分から全部の取りかえなどで約3,300万円の工事費が

必要であり、また当時施工した業者が倒産するなど対応が難しいということで説明させて

いただいております。当時施工した業者がいないということで、修繕の見積もりを算出し

ました業者を介しまして昨年９月にメーカーによる調査を行った結果、点数表示にかかわ

る基板の一部分であるトランジスタが損壊しているということで電動系統に支障を来して

いることが判明いたしました。このため、原因となっている部分を切除しまして接続した

ところ、切除した部分を除いて得点表示板の数字が反転して数字が読み取るがことができ

ました。以上のことから、当初は基板部分から各回の得点表示板の取りかえや電気配線工
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事など一体的な改修ということで約3,300万の工事費という説明をさせていただきました

が、今回は得点表示をするためということで、基板の一部分の修繕ということで修繕費45万

円を計上させていただきましたので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 110ページをごらん願います。３目給食センター管理費、本年度予算額9,130万3,000円、

この目につきましては学校給食センターの管理運営及び施設維持に要する経費でございま

す。増額の主なものは、職員の人件費で868万2,000円の増、11節需用費のうち消耗品費で

27万5,000円の増、燃料費で56万9,000円の増、印刷製本費で6,000円の増、光熱水費は水道

料で34万8,000円の減、ＬＰガス料金７万9,000円の減、電気料67万8,000円の増で、合わせ

て25万8,000円の増、修繕料で10万6,000円の減、賄い材料費は児童生徒数の減少及び幼稚

園、保育園の園児数の減少により52万5,000円の減、これらを合わせまして需用費総体で

47万円の増、13節委託料は保守業務委託料で60万円の増、管理業務委託料で30万8,000円の

増、検便検査委託料で15万8,000円の増、学校給食用食材定期点検委託料等で10万8,000円

の増、これらを合わせまして委託料総体で117万4,000円の増額という内容でございます。

減額の主なものは、７節賃金で47万2,000円の減、15節工事請負費で120万円の減、備品購

入費で73万8,000円の減などで241万円の減額という内容でございます。１節報酬、11節需

用費、13節委託料、15節工事請負費については、一般会計予算説明資料32ページをご参照

願います。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 それでは、社会体育施設の指定管理の部分です。Ａ重油の部分、今説明をも

らって、この部分は27年までの指定管理の期間その部分を抜いて指定管理に出すと、この

部分は行政、役場のほうで直接お支払いになるという説明でありましたけれども、私先ほ

どからいろいろと整合性がとれないのでないかというような質問もしているのですけれど

も、これに至っても燃料が上がっているのはさっきのバスもそうだし、いろんな部分で全

部上がってくるわけですよね。それで、当然燃料というのはどうなるかわからない。上が

ったり下がったりすれば、前回の補正のときのように当然そういう形で対応していくのが

筋というか、今までもそうなわけですから、それが今回業者との打ち合わせの結果こうな

ったのだといっても、ここだけという話にはやっぱりならないと思うのです、私は。それ

だったら、きちっとほかのほうも整合性とらなければならないだろうし、なぜ今までどお

りの補正というような、アップすれば補正組めばいいだろうしという、下がれば減額補正

でもいいでしょうと、なぜそれでだめなのか、どうなのかという、その辺の意味合いとい

うものがきちっと説明されないと、それこそほかとの整合性がとれないと。油というのは

みんな一緒ですから、そこら辺をまず１点、先に説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 
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〇山本教育次長 先般の補正のときにもお話しさせていただいているわけなのですけれど

も、スポーツセンターの場合当初73円の単価で見ているものが今は94円と、現実的にいい

ますと３月に入りましてからさらに単価はアップしております。そういったこともありま

して、当初の73円から大幅な開きがあるということもございますし、冬期間たかなければ

ならないという量的なアップもあります。そんな中で、今回最終的には３月補正で取り組

ませていただいたわけなのですけれども、基本的には昨年の11月から行ってきた中に最終

的にぎりぎりまできて、冬場のたき方とか、故障もありましたけれども、そんなものを見

ながら最終的に年度の一番最後でまとまったものをお支払いするというような追加の形で

やってきましたけれども、いずれにしましても量的なものがふえるというのは間違いござ

いませんし、単価もずっと高どまりでいくということが明らかなことですから、これで考

えますとこれから４年間の中で常に例えば途中で補正するということもなかなか難しいも

のですから、おおよそ実績を見込みながら、今年度のような形で最後のほうに補正という

ようなことも考えられるわけなのですけれども、毎年毎年同じような形で、スポーツセン

ターは大変リッター数も多いものですから、総体的には今回の補正では９万まで見させて

いただきましたけれども、これで10月の冬期間たくということを考えますと、９万7,000リ

ッターぐらいの年間の使用を考えておりますので、そういった単価的なこと、量的なこと

も含めて総体的な金額が大きくなるものですから、その中でいうと毎年度毎年度業者にそ

ういった協議の形でご迷惑をかけるのもいかがなものかということもありますし、今まで

の状況を考えますと燃料がこれから安くなるということもなかなか見込みづらいものです

から、協議の中で現在のものから外出しというか、直接お支払いさせていただくというこ

との中で結果的にはまとまったところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われた部分で、そのとおりなのです。先般もボイラーの関係で夜たかな

ければならないものをたくというような話もされていましたから、使用量、また単価とい

うものも３月入ってからでももう５円以上上がっていますよね。私は肌で感じているタイ

プなものですから、本当に大変な話だなと思っているのですけれども、しかしだからとい

って、量が出たからといったって、だからといって補正するのに何の問題が出てくるのか

なと、ここだけ外すことに何の意味があるのかなと思うのです。補正を組むのが毎年大変

だといったって、毎年補正、毎度議会でも補正組んでいくわけですから、必要に応じて補

正を組んでいけばいいだけの話であって、結局それをすることによって意味的には同じと

いえば同じなのかなという気もしますけれども、ただほかとの整合性もとれないだろうし、

であればほかのところも、留真温泉にしてもそうですけれども、いろんなところも、では

うちもそうしてくださいと言えば、話し合いによっては全部そういうことでいいのですか、

そういうこともすべてができるのですか、そういうふうに。ここだけはそういうふうにす

るけれども、ここはしないという、そういう整合性、これはだめというのでなくて、ほか
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の組織との整合性というものをとれないということにはならないと思うのです。やっぱり

みんな平等にしていかなければならないだろうし、ここはそうするのであれば、ほかのと

ころもうちも別にしてくださいということであれば、それだったらいいですよ。 

 だけれども、ある程度は皆さん方も今までのアップ分も、健康湯にしても何でもそうで

す。ある程度のものは自分たちでかぶりながら、企業努力をしながらしのいで、その中で

やっているわけですから、だけれども今回これを外すということは、１円上がろうが２円

上がろうがすべてですよね、企業努力なしですべて行政に来るわけですから、そうなると

やっぱり、ではおれもと当然なってくるのではないですか。ほかの指定管理なり委託を受

けているところも、そうなのか、ではおれも頼むということになってきてしまうと思うの

です、私は。だから、いろいろ今までも委託を受けるに当たっては、そういうリスク、燃

料上がったときには協議するというふうになっているというふうに私も認識していまし

た。ですから、当然そういう部分できちっと協議をしてやっていけばいいから。今の説明

では、なぜスポーツセンターだけがこういう形になるのかということがちょっとわかりま

せんし、それによって金額も、もう一回金額も、この金額で幾らの部分が抜けてこうなる

のかという、今後減額の補正もという話後からしますということでしたけれども、今現在

で数字もつかめているのでしょうし、指定管理の委託というのは燃料も入った全体の中で、

また管理費みたいな形でなってくると思うのです、それは。当然そういうものもその金額、

燃料費がどんと抜けるとウエートが大きい分、そういった部分というのもまた変わってく

るのではないかと思うのです。だから、そういったものももろもろ、かなりいろんな部分

で問題が生じてくるのではないかなということで、特に一番はほかの委託業者との整合性

というものが私はどうしてもとれるとは思えないのであります。だから、この辺もうちょ

っと、私たちも聞かれたときにきちっとこうだからこうなりましたという説明できるよう

に、きちっとした説明をいま一度求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問で大きく２点ほどあったかと思います。最

初の前段のほうの全体にかかわっての指定管理の扱いという部分の中でご説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 このことにつきましては、さきの補正予算の審議の中での質疑にかかわりましたご説明

の中でもお話をさせていただきましたけれども、平成20年の燃料高騰の際にも同じような

質問があった中で、このことにつきましてはお互いの協議という中でリスク分担にはなっ

てございますと。そのことを受けて、今般も燃料高騰があったという中でどういう対応を

すべきかという部分を改めて近隣の市町村なりにお聞きしながら調査をさせていただきま

した。たしかに平成20年においては、全道的なこともございましてなかなかその対応も進

まなかったという市町村が全道的にはほとんどだったというふうにも調査の中では判明い

たしました。そんなことも踏まえた中で、今般この燃料高騰に対してどう取り扱っていく



 － 46 － 

かということにつきましては、各施設の指定管理にかかわる施設の中でそれぞれ関係課集

まりまして、理事者と協議を重ねた中で、その協議に進めていこうという形になった次第

でございます。特に大きく燃料にかかわる施設として、Ａ重油を扱っているところ、大き

な施設でございますけれども、総合スポーツセンター、それから健康湯、留真温泉、こう

いったところは暖房等を含めて大きな数量を示しているという中で、特にその部分には細

心の注意を払ってきたわけでありますけれども、そこの中でそれぞれ各指定管理者との協

議、所管課でそれぞれ協議をしていくということの確認をとった中で進めてきた次第でご

ざいます。ほかのところにつきましては、恐らくは協議の結果としては先ほど質問もござ

いました経費の中でのやりくりの部分もあるのかなということで、これは今回のケースに

当てはまらなかったと。ただ、総合スポーツセンターにつきましては、燃料の数量が相当

な量だということで、この単価の変動によっては相当、指定管理を受ける受託者において

もかなりの神経も使ってきているといった部分ではないかと思われます。そんな中で、協

議の中では指定管理者のほうからの申し出を踏まえた中で、スポーツセンターについては

そういった形で進めてまいりたいということで、協議の経過をたどった中でそういう形に

なったものでございますから、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 教育次長。 

〇山本教育次長 先ほどの燃料代を差し引くことによっての経費の関係なのですけれど

も、来年度でいきますと当初指定管理料が4,133万7,000円ということで今説明資料に載せ

ておりますけれども、そのうち燃料代が約560万ほど抜けます。また、これにあわせまして

一般管理費ということで上乗せしていますので、この分が39万円ほどになりますので、ト

ータルでいきますと全体的には3,500万円ほどの需用費という中身になります。５年間でト

ータルしますと、もともと予定している指定管理料の中から2,500万円ほど減額というよう

な中身でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 協議の結果としてこうなったということでありますから、それはわかりまし

たけれども、今回こういう形をとるのであれば、ここでほかの指定管理者にも、そうして

ほしい人は協議しますから、来てそうしますからということで、要するにみんな平等にす

ればいいのですよ、私は。これだけがだめというのではなくて、不平等がいけないと言っ

ていることでありますから、スポーツセンターもいろんな協議をしたのでしょう、そうい

う指定管理者からの要望もあったり、いろんな協議の結果としてこの形がいいということ

になって行政がこういう判断をしたのであれば、量は違っても今言うようにＡ重油を使う

のは健康湯とかそういうところも使うということであって、そこもそういう形にしてほし

いということであれば、そういうふうにしますという、それでみんな平等ですというのな

ら、私は何にもどうのこうのということではなくて、こっちはするけれども、こっちはし

ないという、そういう不平等はいけないということだけを。だから、今回のこれをいいと
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か悪いというのではなく、不平等がいけないということを私は申し上げたいので、それで

あれば、協議の結果こうなったというのであれば、ほかのほうもぜひそういう希望のある

人は言ってきてくださいと、そういうところは協議してそういうふうにいたしますという

答弁がいただければ、私は何も問題がないというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問についてご説明させていただきます。 

 先ほどの説明がちょっと説明不足で、大変申しわけございません。こちらの説明の中で

は、すべての施設とすべての所管課が協議を行ってきたと、その結果としてスポーツセン

ターだけが協議の調った内容になったという形で、ほかのところについては現行のままで

進めていくという部分の協議も調っているということでなってございますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。それであれば、全部のところと今のスポーツセンターのこう

いうことも全部協議をした上で、スポーツセンターさんはこうするし、ほかのところはう

ちは外さないで今までどおりでいいし、ある程度の燃料アップは今までどおり企業努力し

て、それ以上なったときには相談してくださいよということですべての委託業者と、バス

とかそういうのもそうですね、燃料たくところはみんなたくのですから、量の大小はあっ

たのとしても、そういうところがすべてそういうことで皆さん方が了解をした上で、そう

いう要望があったのはスポーツセンターさんだけでこうなったと、こういうことで間違い

ないのですね。そういうことであればわかりました。理解いたしました。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、次に14款１項１目予備費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 111ページをごらんおきお願いします。11款災害復旧費、１項公共土木施

設災害復旧費、１目公共土木施設災害応急費、本年度予算額21万5,000円、この目につきま

しては災害発生時における応急費に係る経費でございます。15節工事請負費につきまして

は、説明資料32ページに記載のとおりでございます。 

〇亀山産業課長 ２項農林水産施設災害復旧費、１目農業施設災害応急費、本年度予算額

24万5,000円、この目につきましては農業施設における災害時の応急対策に要する経費でご

ざいます。15節工事請負費については、一般会計予算説明資料33ページをご参照願います。 

 ２目水産業施設災害応急費、本年度予算額50万円、この目につきましては水産業施設に

おける災害時の応急対策に要する経費でございます。14節使用料及び賃借料、19節負担金、

補助及び交付金については、一般会計予算説明資料33ページをご参照願います。 

〇上村総務課長 12款１項公債費、１目元金、本年度予算額７億1,210万円、比較1,423万
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9,000円の減でございます。23節償還金、利子及び割引料でございます。 

 ２目利子、本年度予算額１億98万9,000円、前年度比較991万8,000円の減額でございます。

23節償還金、利子及び割引料でございます。 

 ３目公債諸費、本年度予算額５万9,000円、比較2,000円の更正減でございます。役務費、

手数料でございます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金、本年度予算額２万円でございます。 

 14款１項１目予備費、本年度予算額100万円でございます。 

 次のページ、附表をごらんください。１ページ、黄色いのをはぐってください。債務負

担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み

及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書については、１ページ、２ページ、３ペー

ジ、４ページまで記載しておりますので、ごらんおき願いたいと思います。 

 次に、５ページ、地方債の前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末にお

ける現在高見込みに関する調書、前年度末現在高計71億844万9,000円、前年度末現在高見

込額68億2,097万1,000円、当該年度中の増減見込額、当該年度中の起債見込額６億5,300万

円、当該年度中の元金償還見込額７億1,210万円、当該年度末の現在高見込額計67億6,187万

1,000円でございます。 

 以上で歳出の説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 以上で歳出の審議を終了いたします。 

 これより歳入の審議を行います。 

 初めに、３月９日に説明を受けた一般会計予算書８ページ、第２表、地方債までの質疑

を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に１款町税から12款使用料及び手数料までの説

明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 11ページをお開き願いたいと思います。あわせまして、予算説明資料２

ページから３ページをご参照願います。 

 ２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人、本年度予算額１億7,235万円、前年度当初

予算対比1,800万円の減でございます。9.5％の減の内容でございます。平成23年度分課税

標準所得の見積もりに当たりましては、気象要因による農業所得の減、秋サケ漁の不振に

よる漁業所得の減、経済動向からの給与所得等の伸びを見込みまして積算した内容でござ

います。 

 ２目法人、本年度予算額2,562万7,000円、この税目は法人数146法人に係るものでござい

ます。前年度当初予算比4,000円の減の内容でございます。この法人につきましては、現在
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の経済動向から課税標準等を勘案し、昨年同様の額を見込んだものでございます。 

 ２項１目固定資産税、本年度予算額２億4,977万8,000円、現年度課税分で前年度当初予

算対比1,933万6,000円の減、7.22％の減の内容でございます。内容といたしましては、平

成24年度は評価替えの実施年でございます。この税額の内訳といたしましては、土地

4,149万8,000円、対前年度比10.64％の減、家屋１億569万2,000円、前年度比12.77％の減、

償却資産１億183万8,000円、前年度比1.06％の増の内容でございます。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額112万1,000円、この目につきましては

国等が所有する固定資産の貸付資産に対する固定資産税相当額分として市町村に交付され

る内容でございます。 

 ３項１目軽自動車税、本年度予算額1,154万9,000円、この税目につきましては原動機付

自転車を初めとする軽自動車11車種3,070台の登録に係るものでございます。前年度当初予

算比で登録台数30台の減、税額にいたしまして現年度分４万2,000円、0.37％の減で、主な

ものといたしましては原動機付自転車の減少でございます。 

 ４項１目町たばこ税、本年度予算額4,050万円、この税目につきましては紙巻きたばこで

850万本、旧３級品紙巻きたばこで60万本のたばこの消費を見込んだものでございます。た

ばこにつきましては、年々健康への高まりから減少傾向にあったわけでございますが、昨

年からたばこの消費の動向が上向き傾向にあったということ、また平成22年10月に価格改

正がされているということを受けまして、前年度当初予算に対しましては1,004万2,000円、

32.96％の増の内容でございます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。５項１目入湯税、本年度予算額220万5,000円、

この目につきましては留真温泉において中学生以上の入浴者１人につき70円を納付してい

ただくものでございます。入浴者数については、３万1,500人を見込んでいるものでござい

ます。 

〇上村総務課長 ２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税、本年度予算額2,600万円、

前年度比較、差し引き０円でございます。１節地方揮発油譲与税でございます。説明資料

３ページに記載しております。 

 ２項１目自動車重量譲与税、本年度予算額6,700万円、前年度対比500万円の減でござい

ます。１節自動車重量譲与税でございます。説明資料３ページに記載しております。 

 ３款１項１目利子割交付金、本年度予算額170万円、前年度比較ゼロでございます。１節

利子割交付金でございます。説明資料３ページに記載しております。 

 ４款１項１目配当割交付金、本年度予算額25万でございます。前年同額でございます。

１節配当割交付金でございます。説明資料４ページに記載しております。 

 ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、本年度予算額10万円、前年度同額でございます。

１節株式等譲渡所得割交付金でございます。説明資料４ページに記載しております。 

 ６款１項１目地方消費税交付金、本年度予算額5,000万円、前年対比100万円の減でござ

います。１節地方消費税交付金でございます。説明資料４ページに記載しております。 



 － 50 － 

 ７款１項１目自動車取得税交付金、本年度予算額1,300万円、前年度比較500万円の減、

１節自動車取得税交付金でございます。説明資料４ページに記載しております。 

 ８款１項１目地方特例交付金、本年度予算額700万でございます。前年度対比500万の減

でございます。１節地方特例交付金でございます。説明資料４ページに記載しております。 

 ９款１項１目地方交付税、本年度予算額32億1,000万円でございます。前年対比5,000万

円の増でございます。地方交付税でございます。普通交付税30億3,000万でございまして、

前年度対比5,000万の増、1.68％の増でございます。特別交付税１億8,000万、前年対比同

額でございます。 

 10款１項１目交通安全対策特別交付金、本年度予算額110万でございます。１節交通安全

対策特別交付金でございます。説明資料４ページに記載しております。 

 次のページをお開きください。11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費

分担金、本年度予算額1,619万6,000円、前年度対比1,223万6,000円の増でございます。１

節農業費分担金の1,619万6,000円でございます。説明資料４ページに記載しております。

主な増は、浦幌地区担い手支援型畑総整備事業受益者分担金でございます。 

 ２項分担金、１目民生費分担金、本年度予算額１億1,960万8,000円、前年対比169万

4,000円増、１節社会福祉費負担金510万円、２節児童福祉費負担金1,113万4,000円、３節

児童福祉費負担金滞納繰越分20万円、４節老人福祉施設費負担金1,428万円、５節老人保護

措置費負担金8,889万4,000円、説明資料４ページから５ページに記載しております。 

 ２目衛生費負担金、本年度予算額30万円、前年度比較10万円の増でございます。１節保

健衛生費負担金30万でございます。説明資料５ページに記載しております。 

 ３目農林水産業費負担金、本年度予算額2,637万5,000円、前年対比278万2,000円の増で

ございます。１節農業費負担金2,288万1,000円、２節農業費負担金滞納繰越分349万4,000円

でございます。説明資料５ページに記載しております。 

 ４目教育費負担金、本年度予算額2,295万9,000円、前年対比51万7,000円の減額でござい

ます。１節教育費負担金2,275万8,000円、２節教育費負担金滞納繰越分20万1,000円でござ

います。説明資料５ページに記載しております。 

 商工費負担金につきましては、廃目整理とさせていただきます。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料、本年度予算額119万5,000円、前

年対比80万6,000円の増でございます。１節町有バス使用料1,000円、２節行政財産使用料

114万4,000円、３節地域会館使用料５万円でございます。説明資料５ページに記載してお

ります。 

 ２目民生使用料、本年度予算額2,862万9,000円、前年対比350万4,000円の増、１節社会

福祉使用料1,000円、２節児童福祉使用料252万1,000円、３節介護サービス使用料2,610万

7,000円でございます。説明資料５ページに記載しております。 

 ３目衛生使用料、本年度予算額50万4,000円、前年対比同額でございます。１節保健衛生

使用料でございます。説明資料５ページに記載しております。 
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 ４目農林水産業使用料、本年度予算額11万円、前年対比1,000円の減額でございます。１

節農業使用料11万円でございます。説明資料５ページに記載しております。 

 ５目土木使用料、本年度予算額9,286万5,000円、前年対比123万3,000円の増でございま

す。１節公営住宅使用料4,656万、２節改良住宅使用料2,910万でございます。次のページ、

３節特定公共賃貸住宅使用料846万7,000円、４節公営住宅等駐車場使用料172万8,000円、

５節住宅使用料滞納繰越分160万、６節道路河川使用料540万9,000円でございます。説明資

料、いずれも６ページに記載しておりますので、ごらんおきください。 

 ６目教育使用料、本年度予算額421万8,000円、前年対比15万1,000円の減、１節幼稚園保

育使用料214万9,000円、２節幼稚園保育使用料滞納繰越分7,000円、３節社会教育使用料

100万2,000円、４節保健体育使用料106万円でございます。説明資料６ページに記載してお

ります。 

 次に、１目総務手数料、本年度予算額305万9,000円、前年対比９万8,000円の減額でござ

います。１節総務手数料303万7,000円、２節税務手数料２万2,000円でございます。 

 次に、２目衛生手数料、本年度予算額819万2,000円、前年対比13万5,000円の増でござい

ます。１節衛生手数料26万2,000円、２節清掃手数料793万でございます。説明資料６ペー

ジ、７ページに記載しております。 

 ３目農林水産業手数料、本年度予算額１万2,000円、前年対比同額でございます。１節農

業手数料の１万2,000円でございます。説明資料７ページに記載しております。 

 ４目教育手数料、本年度予算額1,000円、前年同額でございます。１節図書館手数料の

1,000円でございます。 

 以上で手数料までの説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ちょっと飛躍した話になりますが、町税にもかかわると思いますので。実は、

３月11日の東日本大震災による原発事故によりまして畜産関係の風評被害がありました。

そのことについて北海道も農協中央会を通じて賠償の手続をし、このお金が入っているは

ずでございます。私はちょっと把握しておりませんが、既に入っているお金、これからも

まだ請求すると言っておりますから、これから入るお金のめどといいますか、金額でなく

ても、そういう事実があるのか、浦幌にも何がしかの賠償金が支払われているというふう

に確認をしております。大きなお金でないはずでありますが、町税にもかかわりますし、

把握している事実があればご報告願いたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今杉江議員のほうからご質問あった関係でございますが、うちのほうに

も直接詳細なことについては情報は入ってきてございませんが、今お話があったように農

業団体等のほうからの情報を得ている部分がございますので、その辺含めまして若干説明
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させていただきたいというふうに思います。 

 今言われましたように、３月11日の東日本大震災の中で原子力発電所の事故ということ

がありました。その中で、今回東京電力において原子力発電所において被害があった方に

損害賠償するということになってございます。その中で、今現在取りまとめをやっている

最中というふうにも一部聞いてございますが、その賠償金の取り扱いについてまず国税庁

のほうで判断をしている部分がありますので、その部分をまず説明させていただきます。

まず、心身に障がいを受けた場合の慰謝料、その他の損害賠償金、また不正行為、その他

突発的な事故により資産に加えられた障がいに対する損害賠償金、これについては非課税

扱いをするということで国税庁のほうで見解を出してございます。今回今言われましたこ

とでございますが、事業所得にかかわることかなというふうに思いますが、事業所得の収

入金額に対する賠償金でございますが、支払いを受ける賠償金のうち必要経費に補てんす

るためのものや営業損害のうち減収分に対するもの、これについては事業所得の収入金額

とみなしますよということでございます。と申しますのは、今回のことでもし賠償金が出

た場合は、通常のこの辺で言いますと天候不順による共済金の掛金で共済が補てんされた

ときと同じような扱いをされるということで国税庁のほうで一応見解が示されているとい

うことでございます。それは、当然所得税、地方税について同じということでございます。 

 それと、北海道における部分でございますが、本町においては、本町といいますか、北

海道においてのことになるかと思いますけれども、原発事故を受けて肉牛の個体販売に関

する部分の市場価格が非常に下がったということで、その下落分について損害賠償をする

ということになっているというふうに聞いてございます。その中で、今現在浦幌町におい

ても、当然昨年被害を受けておりますので、ご存じのとおりあすまでですけれども、確定

申告時期ということもございまして、今現在取りまとめをしているというふうに聞いてご

ざいます。ただ、その中で浦幌町総体で今現在農業団体さんのほうで取りまとめている数

字につきましては、対象者は49名、そのうち賠償金を断った方が９名というふうにも聞い

てございます。牛でございますが、対象頭数が327頭、金額にいたしますと357万8,997円と

いうことで聞いてございます。これについては、あくまでまだ数字をまとめて東電のほう

に申請をしているということでございますので、このままの金額で賠償がされるかどうか

というのはまだ未定だというふうにも聞いてございます。ということで、当然３月15日の

今言いました確定申告の関係も、とりあえずこの中で確定申告をしながら、賠償金が変わ

ったら修正なり更正申告をするという中で事務を進めているということになります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 私たちも新聞等でニュース見ながら、我が町はどうなっているのかなという

ことの中で、詳細についてお知らせいただきました。確定の３月15日までに間に合わない

分については、修正をするということですよね。そのほかのこの後追加の請求をするとい

うようなことは、聞いていないのでしょうか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今現在私ども聞いているのは今回の申告に係る部分までしか聞いてござ

いません。今言いました賠償金も、まだ23年の所得に関しても賠償金が決まっていないの

で、とりあえずその申請額と同額で確定申告はするのですが、それに増減、東電さんでう

ちのほうでまとめた数字、農業団体さんのほうでまとめた数字でそのまま賠償をしていた

だければいいのですが、そうでない場合には当然修正申告なり更正申告をせざるを得ない

ということになるかと思います。今後のことについては、まだちょっと把握してございま

せん。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ほかの業界のことはよくわからないのですが、農業関係の場合は例えば共済

金あるいは本精算が年度をまたいで12月31日を越しても、支払い額が決定されている場合

は、３月31日までに確定されている場合は前年度収入として申告すれというふうな手続を

しているということはご承知だと思うのです。そういう中で、先ほど９戸の方が拒否とい

うか、断ったということは、どれだけになるかわからない範囲の中で手数料だけかかって、

少しぐらい１万、２万もらうのだったらいいわということがあったのかなというふうに私

は勝手に解釈しておりますけれども、北海道までこういう肉牛なり流通の障がいなり起き

たということで賠償まで対象になっているということは、非常に悲しい出来事でありまし

た。私たちもこのことを深く受けとめて、今後原発がどうなるのかということをしっかり

と考えていかなければならないと思うのですが、特に北海道十勝の場合は食料基地として

の自負を持って、安全な食料を生産するという意義を持ちながらこのことを重く受けとめ

てやっていかなければならないのかなというふうに思っているところです。いろいろ手続

上今後も複雑なというか、修正、更正もあると思うのですが、手続大変ですが、よろしく

お願いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 まず、たまたまうちのほうにはなかなか情報が入りづらかったというこ

とがあった中で、今後の今現在のことが把握されていないということ自体についてはおわ

びをしたいなというふうに思います。 

 それで、今後についても農協さんなり関係団体さん、あと連盟さんと連携を密にしなが

ら、本人として賠償を求めている方についてはそのことがスムーズにいくような形の中で

協力体制をとっていきたいなと思っていますし、修正申告、更正申告に対しましても各団

体と協力しながらスムーズにいくような形をとらせていただきたいなというふうに思って

います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 
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〇中尾議員 歳出のほうの中でどこでどういうふうにしていいのかわからなかったもので

すから、衛生費の道補助金の中の自殺対策の緊急の補助金で13万2,000円というのがありま

して、道のほうも緊急に対策をということで、本当にこれも問題でありますよね。この辺

についての浦幌町としての取り組みについてお伺いをしたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 ただいまのご質問に関しまして、自殺予防対策ということで道の補

助を受けまして、まず自殺に関するうつ病だとかそういった病にある方に向けての予防、

防止するという意味でのパンフレットの作成ということで、補助を受けてパンフレットを

作成するという意味合いのものであります。町といたしましては、精神保健担当しており

ますけれども、うつ病の方、抑うつ状態の方、それぞれ家庭におられる方、そして仕事を

されている方、そういう中身でそれぞれ相談業務ということで精神保健の中で保健師が受

けて、あるいは通院ということに結びつけて、そして、その方の状況によっても違うので

すけれども、自殺を未然に防ぐということでの対応を随時行っている次第であります。そ

れに向けてのパンフということで今回補助を受けて事業を実施しているものでありますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 道からの部分で13万2,000円という金額、多いのか少ないのかと、私は少ない

ような気もするけれども、要するに町としてはこの補助金を使った部分の13万2,000円の使

い道としてはパンフレットを作成するのに使っているということですね。そのパンフレッ

トというものは、どこら辺にどういう形でなっているのか。それとあと、先般から介護と

かいろんな部分での調査もさせていただいておりますけれども、うつとか、そういうよう

な、ある程度兆候があるというのでしょうか、そういった方というのをある程度把握しな

がら対応できる部分もあるのでしょうけれども、そうでない方はいろんな事情の中で痛ま

しい事故につながっていく部分がありますし、何かあったら電話をここにしなさいとかと、

国としてもいろんな取り組みがされているのですけれども、浦幌町としても、パンフレッ

トも決して悪いことでもありませんし、つくったのであればきちっとした形で対応される

ことが望ましいと思いますし、またそれ以外にも、これは町だけでどうのこうのというと

ころは、大変本当に難しい問題であるということは認識はしているのですけれども、やは

りこれは浦幌町にとってもほってもおけない大きな問題だなという認識を私もしているの

です。ですから、町としても、このパンフレットもいいのですけれども、やはり何がしか

のもうちょっと踏み込んだ対応というものも検討する必要が私はあるというふうに思いま

すけれども、その辺いかがでしょうか。 

〇田村議長 中尾議員、申しわけありませんけれども、まだ出ていない部分なのですけれ

ども。 
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〇中尾議員 済みません。申しわけございません。 

〇田村議長 後ほど質問してください。 

〇中尾議員 いいです。済みません。後ほどお願いします。ごめんなさい。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 今すごくいい話しした後で、ちょっと私夢物語を語るかもしれません。実は、

負担金の中の教育費負担金、そのことでよろしいでしょうか。４目…… 

（「何ページ」の声あり） 

〇阿部議員 15ページの一番先にあります分担金の中の教育費負担金、学校給食費につい

てちょっと。この件ですけれども、さきにも医療費ということで同僚議員のほうからこれ

も面倒見てはいかがかというお尋ねがありました。私もそういうふうに心ならずも思って

おります。なぜかといいますと、給食費につきましてもとりあえず半額、最後には全額面

倒見ていただきたいというのが気持ちなのでありますけれども、なぜかといいますと、働

き手、働いている方、特に若い方、これから子育てをしようとされている方のための私の

気持ちなのでありますけれども、将来的にはその人たちにこの浦幌の町をしょっていただ

かなければいけないために、浦幌でとにかく子育てをしようというような気持ちに燃えて

いただける若い方にこの浦幌の町に住んでいただく、その一つのもとになるというか、そ

ういうことの中で私は教育は浦幌でと、福祉の町でもあるのですけれども、教育も浦幌で

という若い方に対するアピールとして提案をしたいと思います。まず、せめて半額、ここ

までくる間にいろいろと滞納とかなんとか問題ありました。でも、職員の方の努力で解決

されているように思います。その中で、それに見合うものとしていかがかなとお伺いした

いと思います。よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問ですけれども、基本的には学校給食に関しましては賄

い材料分をそれぞれ給食費として負担をいただいた中で全児童生徒に供給しているという

状況でございます。要保護とか準要保護の対象者の方とか、それから特別支援の方々で申

請があった場合につきましては、そういった補助という形で行っている中身でございます

けれども、ただいま町議から貴重なご意見いただいたわけなのですけれども、原則はそう

いった形で賄い分を負担していただくような形ということで現在のところは進んでいると

いうことなものですから、この点についてはご理解願いたいというふうに思います。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 もちろん私どもも全くそれは無視しているということではございません。少

しでも働いている方、結構浦幌の町は、低賃金と言ったらおかしいのですけれども、でお

仕事されている若い方いらっしゃいます。その中で、１食にしてみたらさほどの額ではな

い、１軒にしてみたらさほどの額ではないのかもしれません。でも、どこかでそういうこ

とも町のアピールとして私はあったほうがいいのでないかなと思います。教育関係なので
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すけれども、理事者のほうにも伺ってみたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 給食費負担金でありますけれども、いろんな考え方あると思います。歳出の

部分でもいろいろお話が出ておりました。浦幌町としては子育て支援ということには力を

入れてきているつもりでありますし、そういう意味では医療費も含めていろんな施策をと

ってまいりました。今この給食費につきましては、先ほど次長が申し上げましたとおり賄

い材料代だけいただいているということでありまして、すべての経費をいただいていると

いうことになっておりません。そういう意味では、一部助成が入っているというふうにと

らえていただければいいのではないかなというふうに私は思います。これは、あくまでも

給食費ですから、普通の家にいてもかかる経費であります。そういう意味で、その部分の

給食代の一部をいただいているというふうになっておりますので、これをすべてフリーと

いうか、無料にするということにはなかなかならないだろうなというふうに思っています

し、それがアピールにつながるのかどうかというのは、私の考え方の中ではちょっと疑問

があるだろうなというふうに思っていますので、私の考え方の一端としてそのように考え

ております。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、次に20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 17ページ下段を見ていただきたいと思います。13款国庫支出金、１項国

庫負担金、１目民生費国庫負担金、本年度予算額１億1,517万9,000円、前年度対比2,980万

9,000円の減、１節子ども手当国庫負担金の主な減でございます。２節障害者福祉費国庫負

担金6,329万円、３節国民健康保険事業保険基盤安定国庫負担金328万1,000円でございま

す。説明資料７ページに記載しております。次のページをお開きください。４節保育所運

営費国庫負担金15万3,000円、説明資料７ページに記載しております。 

 ２目老人医療費国庫負担金、本年度予算額13万3,000円、前年同額でございます。１節老

人医療費国庫負担金の13万3,000円でございます。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、本年度予算額200万円、前年対比200万円の増

でございます。１節総務費補助金の200万円の増でございます。説明資料７ページに記載し

ております。役場庁舎耐震に伴う補助金でございます。 

 ２目民生費国庫補助金、本年度予算額717万9,000円、前年対比168万8,000円の減額でご

ざいます。１節障害者福祉費補助金167万9,000円でございます。説明資料７ページに記載

しております。２節児童福祉費補助金550万円、説明資料７ページに記載しております。 

 ３目商工費国庫補助金、本年度予算額137万5,000円、前年対比137万5,000円の増でござ

います。１節商工費補助金の137万5,000円の増額でございます。説明資料８ページに記載
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しております。社会資本整備総合交付金の新設でございます。 

 ４目土木費国庫補助金、本年度予算額２億3,721万円、前年対比１億5,132万4,000円の増

になっております。１節土木総務費補助金２億3,721万でございます。説明資料８ページに

記載しております。 

 ５目教育費国庫補助金、本年度予算額10万円、前年対比１万7,000円の増でございます。

１節小中学校費補助金９万9,000円でございます。説明資料８ページに記載しております。

２節幼稚園費補助金1,000円でございます。 

 次に、３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額１万7,000円、前年対比４万3,000円

の減額でございます。１節総務費委託金１万7,000円でございます。 

 ２目民生費委託金、本年度予算額151万円、前年対比37万円の減額でございます。１節社

会福祉費委託金149万8,000円、２節児童福祉費委託金１万2,000円。 

 ３目土木費委託金、本年度予算額530万円、前年度対比同額でございます。１節河川費委

託金の530万でございます。説明資料８ページに記載しております。 

 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金、本年度予算額2,911万7,000円、前

年度対比1,403万8,000円の増額でございます。１節地籍調査事業道負担金の2,911万

7,000円でございます。説明資料８ページに記載しております。 

 ２目民生費道負担金、本年度予算額8,300万円、前年対比205万7,000円の増額でございま

す。１節社会福祉費道負担金160万3,000円、２節子ども手当道負担金1,160万4,000円、３

節障害者福祉費道負担金3,164万5,000円、４節国民健康保険事業保険基盤安定道負担金

1,990万4,000円、５節後期高齢者医療保険基盤安定拠出金1,816万8,000円、６節保育所運

営費道負担金７万6,000円でございます。いずれも説明資料８ページから９ページに記載し

ております。 

 次のページをお開きください。３目衛生費道負担金、本年度予算額12万円、前年対比１

万2,000円の減額でございます。１節保健事業道負担金の12万でございます。説明資料９ペ

ージに記載しております。 

 ４目老人医療費道負担金、本年度予算額３万3,000円、前年度同額でございます。１節老

人医療費道負担金３万3,000円でございます。 

 ２項道補助金、１目総務費道補助金、本年度予算額５万8,000円、前年度対比138万1,000円

の減額でございます。１節総務費補助金５万8,000円でございます。減額の主なものは、消

費者行政活性化事業補助金終了に伴う118万1,000円の減額、また地域づくり総合交付金、

ＩＣ旅券用交付窓口末端機器の購入事業20万の減額となっております。 

 ２目民生費道補助金、本年度予算額1,295万3,000円、前年対比79万4,000円の増額でござ

います。１節社会福祉費補助金980万でございます。説明資料９ページに記載しております。

２節児童福祉費補助金233万1,000円、今回子ども手当準備事業補助金の200万の増額となっ

ています。説明資料９ページに記載しております。３節老人福祉費補助金82万2,000円でご

ざいます。説明資料９ページに記載しております。 
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 ３目衛生費道補助金、本年度予算額475万8,000円、前年対比57万円の減額となっており

ます。１節衛生費補助金475万8,000円でございます。自殺対策緊急強化事業補助金13万

2,000円が増額になっております。 

 ４目労働費道補助金、本年度予算額666万7,000円、前年対比2,481万6,000円の減額でご

ざいます。１節労働費補助金でございます。緊急雇用創出事業臨時特例交付金、９ページ

でございます。前年より2,481万6,000円の減額となっております。 

 ５目農林水産業費道補助金、本年度予算額4,418万6,000円、前年対比1,470万の増でござ

います。１節農業費補助金2,434万8,000円の増額になっています。説明資料９ページから

10ページにそれぞれ説明資料がございます。特に中段から下の食料供給基盤強化特別対策

事業、浦幌地区、また食料供給基盤強化特別対策事業、中浦幌地区、また農業委員会活動

促進事業補助金、これらについての増額になっております。次に、２節林業費補助金1,983万

5,000円、説明資料10ページに記載しております。また、21世紀北の森づくり推進事業補助

金につきましては、今回未来につなぐ森づくり推進事業補助金という科目に変更、補助金

内容が変わっております。説明資料10ページに記載しております。３節水産業費補助金

3,000円でございます。説明資料10ページに記載しております。 

 ６目教育費道補助金、本年度予算額10万円、前年より10万円の増でございます。１節社

会教育費補助金10万円でございます。説明資料10ページに記載しております。新規で10万

円ふえております。 

 次のページをお開きください。３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額882万

3,000円、前年度対比464万8,000円の減額となっています。この関係については、知事道議

選挙の終了に伴う委託金の534万6,000円の減額となっています。１節総務費委託金７万

9,000円、２節徴税費委託金742万2,000円、３節選挙費委託金106万1,000円、４節統計調査

費委託金26万1,000円でございます。いずれも説明資料10ページから11ページに記載してお

ります。 

 ２目衛生費委託金、本年度予算額１万5,000円、前年同額でございます。１節環境衛生費

委託金１万5,000円でございます。 

 ３目農林水産業費委託金、本年度予算額1,626万3,000円、前年度対比96万の減額でござ

います。１節農業費委託金1,562万2,000円でございます。説明資料11ページに記載してお

ります。２節林業費委託金45万9,000円、３節水産業費委託金18万2,000円でございます。 

 ４目商工費委託金、本年度予算額135万5,000円、前年対比10万5,000円の増、１節商工費

委託金1,000円、２節観光費委託金135万4,000円でございます。説明資料11ページに記載し

ております。 

 ５目土木費委託金、本年度予算額241万2,000円、前年度対比２万8,000円の減額でござい

ます。１節道路橋梁費委託金8,000円、２節河川費委託金233万9,000円、３節都市計画費委

託金4,000円、４節住宅費委託金６万1,000円でございます。 

 次に、15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、本年度予算額3,343万でご
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ざいます。比較増減430万8,000円の増となっています。１節土地建物貸付収入1,237万

7,000円、２節教員住宅貸付収入569万4,000円、３節職員住宅貸付収入324万4,000円、４節

町有住宅貸付収入223万2,000円、５節情報通信基盤設備貸付収入988万3,000円となってい

まして、光伝送路の貸付収入が472万5,000円の増になっております。説明資料11ページに

記載しております。 

 次のページをお開きください。２目利子及び配当金、本年度予算額539万1,000円、前年

対比149万5,000円の増、利子及び配当金でございます。基金利子に伴う149万5,000円の増

になっております。 

 ２項財産売払収入１目不動産売払収入、本年度予算額10万円でございます。前年対比同

額でございます。１節土地建物売払収入10万円でございます。 

 ２目物品売払収入、本年度予算額258万2,000円、前年対比２万9,000円の増、１節物品売

払収入でございます。説明資料11ページに記載しております。 

 16款１項寄附金、１目一般寄附金、本年度予算額1,000円でございます。前年同額でござ

います。１節一般寄附金でございます。 

 ２目指定寄附金、本年度予算額300万1,000円、前年対比170万の増でございます。１節指

定寄附金1,000円でございます。２節ふるさとづくり寄附金300万でございます。前年対比

170万の増でございます。 

 17款繰入金、１項他会計繰入金、１目後期高齢者医療特別会計繰入金、本年度予算額

1,000円でございます。前年対比同額でございます。１節後期高齢者医療特別会計繰入金

1,000円でございます。 

 ２目介護保険特別会計繰入金、本年度予算額1,000円、前年対比同額でございます。１節

介護保険特別会計繰入金の1,000円でございます。 

 次に、２項１目基金繰入金、本年度予算額3,239万8,000円、前年対比102万1,000円の減

額でございます。１節基金繰入金でございます。住民生活に光をそそぐ基金繰入金の112万

1,000円の減額の内容となっております。 

 18款１項１目繰越金、本年度予算額、前年同額の100万円でございます。前年度繰越金で

ございます。 

 19款諸収入、１項延滞金加算金及び過料でございます。１目延滞金、本年度予算額20万

円、前年度同額でございます 

 ２目加算金、本年度予算額1,000円でございます。前年度と同額でございます。 

 ３目過料1,000円でございます。前年度同額でございます。 

 19款諸収入、２項１目町預金利子、本年度予算額10万円でございます。前年同額でござ

います。 

 次のページをお開きください。１目中小企業融資貸付金元金収入、本年度予算額4,000万

円、前年対比同額でございます。１節中小企業融資貸付金元金収入4,000万円でございます。 

 ２目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入、本年度予算額31万5,000円、前年対比13万
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3,000円の減額でございます。１節ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入滞納繰越分でござい

ます。 

 ３目介護経営貸付金元金収入、本年度予算額200万円、前年同額でございます。１節介護

経営貸付金元金収入でございます。 

 ４目株式会社ユーエム貸付金元金収入、本年度予算額65万円、前年度同額でございます。

１節株式会社ユーエム貸付金元金収入でございます。 

 ５目医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入でございます。本年度予算額78万円でご

ざいます。１節医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入78万でございます。いずれも説

明資料11ページに記載しております。 

 ４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入、本年度予算額367万4,000円、前年対比２

万2,000円の増、１節総務費受託事業収入367万4,000円でございます。説明資料12ページに

記載しております。 

 ２目民生費受託事業収入、本年度予算額35万円、前年同額でございます。１節後期高齢

者医療広域連合受託事業収入35万でございます。説明資料12ページに記載しております。 

 19款諸収入、５項１目雑入、本年度予算額714万8,000円、前年対比1,619万4,000円の減

額でございます。この関係につきましては、釧路産炭地域基盤整備事業補助金1,480万の減

額によるものでございます。１節滞納処分費5,000円、２節医療費等交付金30万4,000円、

３節雑入683万9,000円。 

 ２目過年度収入、本年度予算額１万円、前年同額でございます。１節過年度収入でござ

います。 

 20款１項町債、１目総務債、本年度予算額２億1,420万円、前年度対比3,882万2,000円の

減額でございます。１節総務債２億1,420万円。 

 ２目民生債、本年度予算額1,160万円、前年より1,160万の増でございます。１節老人福

祉債1,160万でございます。 

 ３目衛生債、本年度予算額2,660万円、前年度対比2,010万円の増、保健衛生債の2,660万

円でございます。 

 次のページをお開きください。４目農林水産業債、本年度予算額2,080万円、前年度比較

400万円の減でございます。１節農業債1,030万円、２節林業債1,050万円でございます。 

 ５目土木債、本年度予算額１億8,700万円、前年度対比１億4,360万の増でございます。

１節道路橋梁債9,530万、２節町道維持補修事業債2,000万円、３節公営住宅建設事業債

7,170万円でございます。 

 ６目消防債、本年度予算額１億8,500万円、前年対比１億4,660万の増でございます。１

節消防債１億8,500万円でございます。 

 次に、７目教育債、本年度予算額780万円、前年対比780万の増でございます。１節小学

校債360万円、２節保健体育債420万でございます。 

 以上ですべての歳入の予算の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜ります
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ようお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 先ほどは失礼いたしました。まず１点、先ほどの半分答弁いただいています

ので、残りの半分の説明求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 自殺予防対策のパンフレットにつきましては、全戸配布ということ

で考えております。随時保健福祉センターでご相談を受けているわけなのですけれども、

まだまだ知られていないということもありますので、この補助金を機に全戸に向けてのパ

ンフ、このパンフにつきましてはこれからどういう内容にするかというのは決めていくこ

となのですけれども、まず相談窓口となる保健福祉センターの電話連絡先、そして担当を

お知らせするということでご案内したいと思います。また、現状も町として精神面といい

ますか、メンタルヘルスということで今社会情勢の中ではいろんな職場の中で取り組み、

そして家族の中での悩みだとか、意外とうつだとか抑うつ、あるいは統合失調症だとかい

う精神面においては本人が気づかないうちに病になっている。意外とご家族の方がご相談

に来られるという場合もあります。本人が来られるというのは、本当にご家族に支えられ

て、そして病院に通院だとかいうことで、予防含めて病気前段といいますか、抑うつ状態

のときに病院に通院されるというようなところでご相談を受けている状況です。ただ、必

ずしもこれが自殺には結びつかないということは言い切れないところがございますので、

そういった意味で相談窓口の明確化ということで取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 まずは、パンフレットについては全戸配布ということでございますので、そ

れを契機に、それをきっかけとして町としてもそういった方々の連絡先とかきちっとした

周知、ホームページ等も含めていろんな形がとられていくというふうに思いますけれども、

この浦幌町においても決して人ごとではない状況だと思いますので、しっかりした対応を

求めたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それと、もう一点でございます。この中のトータル的な話になろうかと思いますけれど

も、基金の繰入金ということであります。今回も3,239万8,000円ということで基金を取り

崩して、繰り入れて事業を行っておるということでございますけれども、この中の要する

に浦幌の貯金を取り崩してまでもきちっとこういう事業をするという上においてなのです

が、先般浦幌乳業の株券の収入がありますよね、同僚議員からの今回の質問の中でも浦幌

町の畜産農家さんが多数離農されるという話の中で、タイミングが悪く今浦幌乳業さんが

大きな設備投資をして、乳量をアップしなければならない状況の中で、向こうも20億から
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の設備投資をするというような状況の中において、そのやさきに、来月の17日には地鎮祭

が行われるという、このやさきにおいてそういう多数の離農者が出てしまうと、乳量が逆

に減ってしまうというようなこの状況を踏まえたときに、今回もこの予算の中である程度

は農業振興、畜産振興についても例年どおりのような形の中で予算の計上がされています

けれども、これがこのままでは、今後ＴＰＰの問題もありますし、畜産、農業振興という

ことをしっかりとした形で本当に大幅に転換するような大なたを振るわなければ、これか

らの１次産業を守っていくということにはならないだろうと。その上において、浦幌は今

言われたように浦幌乳業の株の部分の２億何がしのお金もあるわけですから、今使わなく

ていつ使うのかなというような、私はそんな思いをしております。 

 ただ配ればいいというものではないですけれども、長期的な視野に立ちながら、予算も

今までどおりつけていていいのかと、今までどおりにつけていた結果として今回だって何

軒もやめていくのだったら、何のために今までやっていたのだということで、やめるには

いろいろな諸事情もあるから、そんな簡単なものではないのだと、おまえに何が農業がわ

かるのだと言われたらそれまでなのですけれども、そういう厳しいご指摘もあるのです、

実際、おまえに何がわかるのだというような話もあるのですが、しかし第三者的に見れば

今浦幌乳業がこれだけの設備投資をする中において乳量を逆に減らしてしまうなんてい

う、そんな政策があるのかなというように、何やっているのだろうというふうに、やっぱ

り一般の人方はそういうふうに思いますよ。だから、その中において、そういうようなお

金もあるですから、本当に180度転換するぐらいの思い切った政策も打っていかなければ、

企業なんていうのは地元にメリットがなければ、何もいる必要もないわけですから、そう

いった部分で今浦幌乳業さんあるし、また例えばサンマルコさんだとか、そういう部分も

あるではないですか、そういったところだって本当に浦幌にいる意味があるのかなと、意

味がなかったら出ていってしまいますよ。実際にそういうところだって、ほかの地区では

大がかりな設備投資の工場の建設をやっているのです、今実際に現実に。そんな形になっ

たら、何もここにいる必要がなくなってしまったら、撤退なんていうことは企業は早いで

すよ、やり始まったら。ですから、そういった意味からもせっかくした企業誘致のそうい

う部分をしっかり守るためにも、私は今後そういう部分は長期的な視野に立ちながら、使

うものは使いながらしっかりとした転換をしていかなければならないというふうに思いま

すけれども、いろんな質問をしてきましたけれども、最後にこの辺については町長にぜひ

答弁を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 酪農振興も絡めてということでございます。先日も答弁をさせていただきま

したけれども、まさに酪農家の方がこのたび５軒離農されるということでありまして、そ

の中でいろんな諸事情があって離農されるということで、現在59軒残っているということ

であります。まさに私どもとしては、１次産業すべてにかかわることでありますけれども、
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１次産業の基幹産業でありますから、これを守っていくということは大切だというふうに

認識をしています。そういう意味では、どのようにして守っていくかというのがまさに私

どもの課題、またＪＡさんの課題であります。浦乳さんの株の資金があるではないか、そ

れをどんどん使えばいいのでないかというお話でありますけれども、これをどのように使

っていくかというのが一番の問題であります。私前にも申し上げましたけれども、経済的

に不安定になって離農していくという方ではなくて、これは高齢化とか後継者不足という

ことで、将来含めて離農せざるを得ないというような状況でありました。そういう面では、

そこに資金注入すればそれで離農が防げるのかという問題では決してありません。そうい

う意味で、大きな資金を投じたからといって離農がなくなるということは今の現状ではな

かなかないのかなというふうに思っておりまして、そういう意味ではＪＡさんとも本当に

いろんな面で話をさせていただいています。 

 小手先のものではなかなか、議員も言われるようになかなか離農を防ぐということには

ならないだろうなというふうに思っていまして、そういう意味では、前にもちょっとお話

ししましたけれども、法人化という組織を立ち上げるとか、手間かかるという草地の問題

も含めて本当に基本的な部分をしないといけないのではないのかなというふうに思ってい

ます。ただ、それを受け皿として農家の皆さん、酪農家の皆さんがそれができるのかどう

かという問題がありまして、そういう面では大変私どもも、またＪＡさんもどういう方策

があるのかということで悩んでいる状況だというふうに私どもも認識しております。決し

て地域振興資金を使わないで、そのために使わないということではなくて、どのように使

っていくのかというのが今なかなか方策が見出せないというのが現状であります。ただ、

小さな政策というのは今までやってきましたし、これからも目に見える施策は打っていき

たいと思いますけれども、本当に基本的に抜本的な対策、これがなかなか見えないという

のが現状であります。そういう意味では、なかなか行政としてだけではできませんので、

ＪＡさんといろいろ協議をさせていただいているところであります。先日もそういう意味

では組合長さんといろいろ話をさせていただきました。農協さんの地域懇談会でもいろい

ろな話が出たということは聞いておりますけれども、そういう中で行政としてできるのが

何がいいのか、これが常に問われているところでありますし、それが見出せれば本当に資

金含めて、財源含めてやっていける、そういうものが出てくれば大変私どもとしてもあり

がたいし、そういうことが見出せる道をこれからも模索してまいりたいというふうに思っ

ています。 

 いずれにしても、酪農家の皆さんがこれからの将来にわたって経営を続けていける体制

づくり、これは後継者の問題も大きな問題だろうというふうに認識していますので、後継

者をつくるということ、これをどうしたらいいのか、もう一つは新規就農、これが離農さ

れた方の後を埋めるために新規就農をどうしていくかということが大きな課題であります

ので、新規就農についても管内の中では浦幌町としては大きな制度をつくってきたつもり

でありますけれども、これはこのままでいいのかどうかということの見直しも含めて検討
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を今重ねているところだというふうに思っていますので、ご理解をいただきたいなという

ふうに思っています。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 ＪＡさんも含めて今も協議をしていただいているということでございますか

ら、今後とも協議をしていただきたいし、今年１年、やっぱり勝負の年になってくるだろ

うというふうに思います。私は１次産業の振興といろんなときに言っているのですけれど

も、１次産業の振興をする、畜産振興をするということは、それが結局は浦幌乳業さんの

加工、そこにもやっぱり雇用があるわけですから、１次産業、２次産業、それから３次産

業と、柱があることによってそれが２次、３次と広がっていくということにおいても、や

っぱり柱になるそこをしっかり支えるということ、そこだけ、そういう部分、それが経済

として回っていくということを常々申し上げているつもりなのですけれども、やはりその

ためにもこの柱の部分をしっかりと支えていくということは本当に浦幌町にとっても必要

なことだろうというふうに思います。今も協議を進めているということでございますし、

これは本当に今年１年町長にとっても大きな課題でありますし、それを成果としてまたこ

の１年出していかなければならない。形として出さなければならない。協議したけれども、

結果が出なかったというようなことにはならないだろうと思います。そんなことでは今の

ＴＰＰも含めてスピード的には間に合っていかないと思いますので、そういった面では本

当に大切な１年、24年度になろうかというふうに思いますので、答弁は結構でございます

が、ぜひお願い申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 １年と言わずに、本当に短期的に集中的な方策ができれば一番問題ありませ

んし、そのようにいろんな方策を模索をしていきたいなというふうに思っています。浦乳

さんの問題も、これは生乳はホクレンが一元集荷しているわけでありますから、それの配

分ということで、浦幌だけではなくて十勝全体が103％の目標を達成していかなければ、今

10万トンを目標にしているということでありますから、それに届かないということになり

ます。10万トンでいけば浦幌町だけでも５万トン、半分だけでも５万トンという必要があ

るわけですけれども、それに向けていかないとならない。ただ、今のところ３万トン台と

いうことでありますから、大きな乖離があるということも含めて、そういう面では本当に

安心して酪農経営ができる道、そして将来にわたって、先ほども言いましたけれども、で

きる道はどういうものがあるかと、これは今のところウルトラＣが見つからないというの

が現状でありますから、農家の皆さんに財源を注入すればいいということでは決してない

ということはぜひご理解をいただきたいなというふうに思っています。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 以上で歳入の審議を終了いたします。 
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 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時０１分  休憩 

午後 ３時２０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けます。 

 ここで議案第31号 平成24年度浦幌町一般会計予算全体を通じての質疑を受けたいと思

います。質疑はありませんか。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 説明附表で平成24年度一般会計予算説明資料というところの１ページをお開

きください。ちょうど中ほどかちょっと後かと思います。本当に全体的なこと、お願いを

申し上げたいと思うのですが、この欄に歳出記載内容の３番目、修繕料は１件30万円以上

の施設等の修繕を記載となっていますね、30万以上。８番目、備品購入費は１件20万円以

上の物件について記載。それぞれの部署の記載の内容を見ますと、項目は４つほど挙げて

いるのですが、まとめて400万とか、そういう記載が多くて、例えば１つ200万で、あと30万

か40万なのかもしれないのに、わからないのです。ぜひ親切な説明附表にしていただきた

い。 

 もう一点、事業の項目というか、表題です。ちょっと略して説明附表に記されますと、

例えば今回地域づくり支援事業となっています。表題は笑顔輝く地域づくり支援事業なの

ですけれども、頭がわからないと検索できないです。そういうことがほかにもありますか

ら、そういう説明資料に十分ご配慮いただきたいというお願いでございます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 説明資料については、親切丁寧にわかりやすくということで各課連携を

もとにしてつくっておりますが、私どもももう一度今指摘された事項についてもそれぞれ

再点検させていただきながら、来年度に向けて検討してまいります。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 もう一言、全体の部でしないと、私のところの部署だけでないだろうという

ことがあったら困りますから、全体のところでお話を申し上げました。よろしくお願いし

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 
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〇上村総務課長 総務課がこれ作成しております。各課連携をとった中でそのような対応

をしてまいりたいというふうに思っていますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 今般の予算の中で、まちづくり計画の中にも入っていました模範牧場に関し

て一切予算上計上されていないわけですけれども、今後の中で何か考えがあったらちょっ

とお聞かせだけいただいておきたいと思うのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 今年度の当初予算には計上しておりませんが、まちづくり計画の中で計

画された内容については先般も所管事務調査の中で一度ご説明を申し上げまして、開会日

当日森常任委員長のほうからの所管事務調査の報告もございましたが、担当課といたしま

しては現在その見直しについて、ご指摘のあった点の見直しについて進めている段階でご

ざいまして、これがこの後補正になるのか、もしくは来年度当初予算というふうな形にな

るのかも含めて、もう少しお時間をいただいてじっくり煮詰めてまいりたいというふうに

考えております。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第31号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２ 議案第３２号 

〇田村議長 日程第２、議案第32号 平成24年度浦幌町町有林野特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 まず、町有林野特別会計予算書の１ページをごらん願います。議案第32号 

平成24年度浦幌町町有林野特別会計予算。 

 平成24年度浦幌町の町有林野特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 
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 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,443万2,000円とする 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 ２ページと３ページの第１表、歳入歳出予算については説明を省略させていただきます。 

 ４ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は説明を省略させて

いただきます。 

 この町有林野特別会計は、制限林を含めまして町有林3,875ヘクタールの管理、造成を行

うための特別会計でございます。 

 それでは、６ページをごらん願います。２、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目

造林補助、本年度予算額3,315万2,000円、この目につきましては町有林野に係る植栽、下

草刈り、除伐、間伐、地ごしらえ、野そ駆除及び基金間伐に対する道補助金でございます。

１節造林補助、２節野そ駆除補助、３節森林整備加速化・林業再生事業補助金につきまし

ては、町有林野特別会計予算説明資料35ページをごらん願います。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、本年度予算額41万1,000円、この

目につきましては北海道電力に対する町有林野の土地貸付料でございます。 

 ２目利子及び配当金、本年度予算額５万円、この目につきましては町有林野事業基金に

係る利子でございます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、本年度予算額2,375万円、この目につきまして

立木売り払い並びに間伐素材売り払いの代金でございます。１節立木売払収入につきまし

ては、町有林野特別会計予算説明資料35ページをごらん願います。 

 ２目素材売払収入、本年度予算額666万円、この目につきましては町有林野の間伐素材売

り払い代金でございます。１節間伐材売払収入につきましては、町有林野特別会計予算説

明資料35ページをごらん願います。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額370万円、この目に

つきましては職員人件費の一部に係る一般会計からの繰入金でございます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額1,670万7,000円、この目につきましては町有林野事

業基金からの繰入金でございます。 

 ４款１項１目繰越金、本年度予算額1,000円、この目につきましては前年度からの繰越金

でございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入、本年度予算額1,000円、この目につきましては雑入でござい

ますが、100万円の減額につきましては昨年度はニトリ北海道応援基金がございましたの

で、この分の減額でございます。 

 ８ページをごらん願います。３、歳出、１款１項１目財産管理費、本年度予算額1,569万

3,000円、この目につきましては町有林野の維持管理に係る人件費及び事務費等に要する経

費でございます。増額の主なものは、人件費で32万9,000円、12節役務費で植栽本数の増加



 － 68 － 

に伴い、森林共済保険料14万4,000円、13節委託料で間伐調査対象箇所の増加により町有林

野管理委託料31万4,000円、14節使用料及び賃借料で帯富町有林土砂除去に伴い、機械借り

上げ料16万円増額の内容でございます。12節役務費、13節委託料、14節使用料及び賃借料

については、町有林野特別会計予算説明資料36ページをご参照願います。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費、本年度予算額5,981万1,000円、この目につきまして

は町有林野の造成に要する経費でございます。増額の主なものは、15節工事請負費で工事

数と施工面積の増加により196万4,000円、16節原材料費で植林用苗木の購入本数の増加に

伴い、274万円増額の内容でございます。13節委託料、15節工事請負費、16節原材料費につ

いては、町有林野特別会計予算説明資料36ページをご参照願います。 

 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額664万9,000円、この目につきましては公有林

整備事業債に係る償還元金でございます。対前年度比31万円の減額でございます。 

 ２目利子、本年度予算額222万9,000円、この目につきましては公有林整備事業債に係る

償還利子でございます。対前年度比16万7,000円の減額でございます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額５万円、この目につきまして予備の支出に備えるた

めの科目でございます。 

 10ページをごらん願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書。区分、公有林整備事業債、前々年度末現在

高9,329万2,000円、前年度末現在高見込額8,633万3,000円、当該年度中増減見込み、当該

年度中元金償還見込額664万9,000円、当該年度末現在高見込額7,968万4,000円となります。

計の欄については同額ですので、説明を省略させていただきます。 

 以上で議案第32号 平成24年度浦幌町町有林野特別会計予算の説明を終わりますので、

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 この会計で２年続けて補正をとっていますね、消費税に関して。毎年事業計

画、予算書もそう数字的には変わらないのです。しかしながら、消費税の補正が２年続け

てあるということは、私ら行政の消費税対応というのはよくわかりませんが、私らでいえ

ば本則計算で収支のはっきりしたものを差し引いて消費税となるのか、あるいは簡易課税

といって得なほうを選択できるというふうな方法があって対応するのか、どう見ても特殊

な、売り上げの収入が特殊にふえない限りそう差がないと思うのです。そういう中で２年

続けて補正が出てくるということはどういうことなのか、収入に対する見積もりが甘いの

か、今年見ますと多少事業費のところはありますけれども、昨年度までの話ですから、そ

の辺がどうしてこういうこと続けて起きるのかということをちょっとお伺いをしたいなと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 
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〇亀山産業課長 また平成23年度におきまして町有林野特別会計におきまして追加補正を

お願いするというふうなことでは、大変事務的にこちらのほうのミスがあったということ

で、おわび申し上げたいと思います。ただいまの杉江議員のご質問でございますが、これ

は平成21年度の申告に際してこれが売上高が多かったということによって、平成22年度の

消費税の確定申告においていわゆる簡易課税を選択していたわけですが、この簡易課税で

はなく売り上げ増に伴って正式な申告になると、それによって消費税も当然上がると、そ

してそれが今度は翌年の中間申告にも影響してくると。それで、９月の段階で22年度の確

定申告をした段階で消費税額が足りなくなったと、23年度予算80万の中では足りないとい

うことで補正させていただきました。そして、その時点で本来であれば、営業やっていら

っしゃる方は皆さんご存じだと思うのですが、これは次３月の中間申告のときには当然簡

易課税分のもので終わらないなというふうな計算をされるのだと思います。そういうふう

な計画を立てるのだろうと思いますが、その辺のところが私どもの認識不足でございまし

て、そのようなことでの追加の補正予算をお願いしなければならなくなったということで

ございます。消費税に関して私どものほうの知識が不足しているというところの点でござ

います。その点については、今後とも十分気をつけてまいりたいと思います。そういうこ

とでよろしくお願いします。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいま実情を説明されましたので、そのとおりだと思うのです。私たちも

前の年収入があったら、次の年収入なくてもそれにかぶって半分の予定納税といいますか、

払わなければならなくなってくる。その辺はそこそこ想像ができるはずですから、しっか

りと予備計算をして予算を上げてください。それにとどめます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 今後はこのようなことがないような形で事務を進めたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 13節の委託料の中で町有林管理委託料、その中の造林事業測量等計画現況調

査報告とありますが、これは新規に何か事業を起こすために測量等を始めるのか、詳細に

ついて説明をお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 先ほどもお話ししましたが、この13節の委託料につきましては間伐調査

対象箇所の増加ということで町有林の管理委託料がふえるということでございまして、こ

れは31万4,000円ふえております。これは、それぞれその年に行う事業量によってその調査

対象箇所、面積等も変わりますので、この辺についてはどうしても流動性がある。固定し

た委託料というふうにはならないというふうになりますので、ご理解いただきたいと思い
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ます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 毎年発生していたということですね。今までは町有林管理委託料ということ

で一括して計上されていたと思うのですが、今年度測量等とかというふうに入っていまし

たので。新規発生で何か現況を調査するということではなくて、今までも生じていたけれ

ども、たまたまこういう掲載をしたということでよろしいのですね。わかりました。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 私としては、この事業内容の説明資料につきましてはなるべくわかって

いただこうということで詳細な記載を心がけているつもりでございまして、若干前年度と

比較したときにその点については記載内容が変わっていて、あれっと思われたのかもしれ

ませんが、私の意図するところはそういうことでございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 森林施業計画についてですが、ご承知のように森林施業計画は経営計画に変

更するよということが公表されました。従来ですと町有林野も森林法の規定する５年を１

期とする森林施業計画を作成し、この計画に基づき実施するということになっていますね。

町有林野もそうです。民間もそうですから、今森林経営計画に沿って計画を立て直すよう

になると思うのですが、この制度というか、名前が変わるのですが、制度がどんなふうに

変わるのかというについては把握でしょうか。私たちのところにはまだ全然内容について

聞こえていないのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 森林法の改正によってこの４月１日から森林施業計画が森林経営計画に

なるということの中で、森林施業計画につきましては今現行走っているものがあると思う

のです。それにつきましては、森林計画に変えたものということでみなすという規定あり

ます。ですから、既存の森林施業計画そのものを新たにつくり直さなければならない。今

５年間のものを立てているものについては、そういう扱いができます。ただ、あと新たに

出す方については、森林経営計画という形の中でつくっていかなければならない。そうい

う中では、市町村森林整備計画も今縦覧中ですが、これに合った形の中で、今までは３区

分、それが５区分に変わっていくという中で、役場の中でも縦覧場所としてしております

ので、産業課のところで見れるわけですけれども、そういう中で、制度の中全部わかって

いないものですから大まかなことしか言えませんけれども、そういうふうなエリア分けと

いいますか、エリアを分けて、そして今後は例えば水源涵養だというふうなところであれ

ば簡単に伐採はできませんよというふうな形の中で制限されてくるというふうな形になっ

てきます。あとは、伐採して販売するという目的のエリアについては、それは経営計画を

出して施業し、その後植林してくださいということの形になっています。大まかな話とし
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てはそういうことでございます。 

（何事か声あり） 

〇杉江議員 確認させてもらいます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第32号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３ 議案第３３号 

〇田村議長 日程第３、議案第33号 平成24年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 議案第33号 平成24年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算。 

 平成24年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億482万9,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 本特別会計予算につきましては、加入世帯1,084世帯、被保険者数2,186名にかかわりま

す国民健康保険の運営、医療費収支に係る特別会計でございます。本特別会計の予算説明

資料につきましては、37ページから40ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをごらんおき願います。第１表、歳入歳出予算につきましては省略させてい

ただきます。 

 次に、６ページをごらんいただきたいと思います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総

括についても省略させていただきます。 

 次に、８ページをお開き願います。２、歳入、１款１項国民健康保険税、１目一般被保

険者国民健康保険税、本年度予算額２億350万円、２目退職被保険者等国民健康保険税、本
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年度予算額560万4,000円、これらの目につきましては一般被保険者及び退職被保険者にか

かわります医療給付費分並びに後期高齢者支援分、介護納付金の現年度課税分及び滞納繰

越分にかかわります国民健康保険税でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、本年度予算額１億6,946万

1,000円、この目につきましては療養給付費及び介護納付金等の負担金でございます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、本年度予算額603万8,000円、この目につきましては北

海道国保連への共同事業拠出金に対しまして国から交付されるものでございます。 

 ３目特定健康診査等負担金、本年度予算額70万円、この目につきましては町が実施する

特定健康診査等に要します経費に対しまして国が負担するものでございます。 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額3,111万7,000円、この目につきま

しては市町村間における財政力の不均衡を調整するため、国が交付するものでございます。 

 ２目出産育児一時金補助金、本年度予算額２万円、この目につきましては平成23年度出

産分をもって国庫補助が終了となりますが、平成24年３月出産に係る２件分の一時金の支

給額42万円のうち４万円に対しまして国から４分の１の補助率で交付される内容でござい

ます。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金、本年度予算額2,571万円、この目につきましては療養

給付費等に対しまして社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。 

 次のページをお開き願います。４款１項１目前期高齢者交付金、本年度予算額１億

8,019万4,000円、この目につきましては各市町村の前期高齢者の加入者の割合によりまし

て保険者間の負担の不均衡調整のため、社会保険診療報酬支払基金から交付されるもので

ございます。 

 ５款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金、本年度予算額603万

8,000円、この目につきましては国庫負担金と同様に共同事業拠出金として道から交付され

るものでございます。 

 ２目特定健康診査等負担金、本年度予算額70万円、この目につきましては国庫負担金と

同様に健康診査にかかわります経費について道から交付されるものでございます。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額4,287万9,000円、この目につきまし

ては市町村間における財政力の不均衡を調整するため、道から交付されるものでございま

す。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額３万7,000円、国

民健康保険事業基金の積立金にかかわります預金利子でございます。 

 ７款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金、本年度予算額2,300万円、こ

の目につきましては高額医療費にかかわります保険者間の財政運営の不安定化を緩和する

ために国保連合会から交付されるものでございます。この財源につきましては、各保険者

からの拠出金をもって交付されるものでございます。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金、本年度予算額１億100万円、この目につきましては
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市町村国民健康保険保険者間の保険料の平準化と保険財政の安定化を図るために国保連合

会から交付されるものでございます。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額9,383万1,000円、

この目につきましては一般会計からの繰入金でございます。１節保険基盤安定軽減分繰入

金2,435万3,000円、この節につきましては国民健康保険税の軽減分の繰り入れでございま

す。２節保険基盤安定支援分繰入金656万2,000円、この節につきましては低所得者を多く

抱える保険者間の財政安定化を図るため、支援金として繰り入れるものでございます。３

節その他一般会計繰入金、この節につきましては6,291万6,000円、内訳としましては職員

の人件費、出産一時金、普通交付税措置をされております国保財政安定化支援分、事務費

等の内容でございます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額961万8,000円、この目は国民健康保険事業基金の繰

入金でございます。 

 ９款１項１目繰越金、本年度予算額500万円、この目につきましては前年度からの繰越金

でございます。 

 10款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、本年度予算額20万

円、２目退職被保険者等延滞金、本年度予算額1,000円、これらの目につきましては保険税

にかかわります延滞金の科目でございます。 

 次のページをお開き願います。３目一般被保険者加算金、本年度予算額1,000円、４目退

職被保険者等加算金、本年度予算額1,000円、これらの目につきましては返還金に対します

加算金でございます。 

 ５目過料、本年度予算額1,000円、この目につきましては過料を課した場合の科目でござ

います。 

 ２項受託事業収入、１目特定健康診査等受託料、本年度予算額1,000円、この目につきま

しては社会保険等の被扶養者分の特定健康指導等を本町の保健センター等に委託された場

合に係ります委託事業収入を見込んでいるものでございます。 

 ３項雑入、１目一般被保険者第３者納付金、本年度予算額10万円、２目退職被保険者等

第３者納付金、本年度予算額５万円、これらの目につきましては交通事故等の第三者行為

による納付金でございます。 

 ３目一般被保険者返納金、本年度予算額1,000円、４目退職被保険者等返納金、本年度予

算額1,000円、これらの目につきましては被保険者の資格喪失等の理由により医療給付費等

が受けられなくなった場合にかかわります返納金でございます。 

 ５目雑入、本年度予算額２万5,000円、この目につきましては健康実態評価検査自己負担

を見込んでいる内容でございます。減額の主な内容につきましては、老人保健拠出金精算

に伴う社会保険診療報酬支払基金から納付される拠出金369万4,000円の減額でございま

す。 

 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額2,680万6,000円、
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この目につきましては特別会計にかかわります人件費及び事務費等の経費でございます。

主な増減といたしましては、人件費による増及び13節委託料、共同電算事務処理業務委託

料33万9,000円の増の内容でございます。 

 次のページをお開き願います。２目連合会負担金、本年度予算額32万3,000円、この目に

つきましては北海道国保連に対します負担金でございます。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、本年度予算額237万4,000円、この目につきましては国民

健康保険税の賦課徴収にかかわる経費でございます。主な増額でございますが、12節役務

費におきまして平成24年４月から実施するコンビニ収納、クレジット収納に係る導入、利

用手数料88万1,000円の増でございます。なお、このコンビニ収納、クレジット収納に係る

経費につきましては、道の財政調整交付金で全額助成されることとなってございます。12節

役務費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料40ページに記載のと

おりでございます。 

 ３項１目運営協議会費、本年度予算額14万8,000円、この目につきましては町国民健康保

険運営協議会に係る経費でございます。１節報酬につきましては、説明資料40ページに記

載のとおりでございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、本年度予算額４億9,200万

円、２目退職被保険者等療養給付費、本年度予算額2,640万円、これらの目につきましては

保険者が負担する医療費の７割について北海道国保連合会に支払う経費でございます。 

 ３目一般被保険者療養費、本年度予算額264万円、４目退職被保険者等療養費、本年度予

算額18万円、これらの目につきましては被保険者が補装具等を必要と判断されたときにそ

のときの費用や、保険証を持たずに医療機関を受診されまして10割を被保険者が支払った

ときに保険者負担分の７割を被保険者に支払う費用でございます。 

 ５目審査支払手数料、本年度予算額160万9,000円、この目は審査機関であります国保連

合会が行う審査のために支払う手数料等でございます。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、本年度予算額6,000万円、２目退職被保

険者等高額療養費、本年度予算額360万円、これらの目につきましては１カ月に支払う医療

費の負担限度額を超えた場合の支払いに要する経費でございます。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費、本年度予算額100万円、次のページをお開き願い

ます。４目退職被保険者等高額介護合算療養費、本年度予算額10万円、これらの目につき

ましては医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がおりまして、国保医療保険と介

護保険、それぞれ限度額の適用後自己負担額を合算いたしまして限度額を超えた場合に、

その超えた分について支払う費用でございます。 

 ３項移送費、１目一般被保険者移送費、本年度予算額５万円、２目退職被保険者等移送

費、本年度予算額３万円、これらの目につきましては被保険者が病気やけがで移動が困難

であり、医師の指示で別の医療機関に移送されるときに支払う経費でございます。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、本年度予算額630万円、この目は被保険者の方
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が出産された場合に42万円の一時金を支払う経費でございます。19節負担金、補助及び交

付金につきましては、予算説明資料40ページに記載のとおりでございます。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費、本年度予算額20万円、この目は被保険者の方が亡くな

られた場合に１万円を葬祭給付費として支払う費用でございます。19節負担金、補助及び

交付金につきましては、予算説明資料40ページに記載のとおりでございます。 

 ３款１項１目後期高齢者支援金、本年度予算額１億716万9,000円、２目後期高齢者関係

事務費拠出金、本年度予算額9,000円、これらの目につきましては後期高齢者医療制度に対

しましての支援で、社会保険診療報酬支払基金が算出した額を同支払基金に支払いまして、

支払基金のほうから広域連合に支払う経費でございます。あわせて事務経費も含まれてご

ざいます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料40ページに記載のとお

りでございます。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金、本年度予算額11万4,000円、２目前期高齢者関係事務費

拠出金9,000円、これらの目につきましては社会保険診療報酬支払基金が交付する前期高齢

者交付金にかかわります負担金でございます。19節負担金、補助及び交付金につきまして

は、説明資料40ページに記載のとおりでございます。 

 ５款１項老人保健拠出金、１目老人保健事務費拠出金、本年度予算額１万円、これらの

目につきましては老人保健事業事務に係る費用でございます。 

 次のページをごらん願います。６款１項１目介護納付金、本年度予算額5,141万2,000円、

この目につきましては介護保険事業における２号被保険者分として社会保険診療報酬支払

基金に納付する費用でございます。 

 ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業拠出金、本年度予算額2,415万

5,000円、この目につきましては過去３年間の推移を見て全道対比で保険者が拠出する費用

となってございます。 

 ２目退職者医療事務費拠出金、本年度予算額1,000円、この目につきましては退職者医療

事務の共同処理にかかわり拠出する費用でございます。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金、本年度予算額8,999万2,000円、この目につきまし

ては市町村国保保険者の保険料の平準化と保険財政の安定化を図るための事業に被保険者

として拠出する費用でございます。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、本年度予算額473万7,000円、この目

につきましては特定健康診査、特定保健指導にかかわります費用でございます。13節委託

料につきましては、予算説明資料40ページに記載のとおりでございます。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費、本年度予算額191万1,000円、この目につきまし

ては被保険者の総合検診事業に係る経費でございます。13節委託料につきましては、説明

資料40ページに記載のとおりでございます。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金、本年度予

算額50万円、２目退職被保険者等保険税還付金、本年度予算額５万円、これらの目につき
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ましては過年度にさかのぼりまして、資格を喪失した場合に過納となった保険税を還付す

る費用でございます。 

 ３目償還金、本年度予算額50万円、過年度分の療養給付費等交付金の精算に要する費用

でございます。 

 次のページをお開き願います。10款１項１目予備費、本年度予算額50万円、予備の支出

に備えるための経費でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第33号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第４ 議案第３４号 

〇田村議長 日程第４、議案第34号 平成24年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 議案第34号 平成24年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算。 

 平成24年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,639万8,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 本特別会計につきましては、被保険者数1,088名にかかわります後期高齢者医療制度にか

かわりまして、後期高齢者医療広域連合に対します収支会計を処理する特別会計でござい

ます。本年は、保険料の改定年に当たってございます。内容といたしましては、所得割が

10.28％から10.61％、均等割が４万4,192円から４万7,709円となり、限度額が50万円から

55万円に改正される内容でございます。これら改正内容に沿った予算措置となってござい
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ます。なお、予算説明資料につきましては、41ページ、42ページをご参照願います。 

 次のページをおめくり願いたいと思います。第１表、歳入歳出予算につきましては省略

させていただきます。 

 次に、４ページをお開き願いたいと思います。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括に

ついても省略させていただきます。 

 次に、６ページをお開き願います。２、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料、本

年度予算額4,287万6,000円、この目につきましては75歳以上の高齢者及び65歳以上75歳未

満の一定の障がいのある方からいただく保険料でございます。 

 ２款繰入金、１他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額3,346万8,000円、１

節事務費繰入金924万3,000円、事務費繰入金につきましては広域連合の共通費、事務費と

１人分の人件費となってございます。２節保険基盤安定繰入金2,422万5,000円、この保険

基盤安定繰入金が軽減分に対します繰入金でございます。内容につきましては、予算説明

資料42ページに記載のとおりでございます。 

 ３款１項１目繰越金、本年度予算額1,000円、この目につきましては本特別会計における

前年度繰越金の科目でございます。 

 ４款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円、この目に

つきましては保険料が納付期日まで納付されなかった場合に係るものでございます。 

 ２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額５万円、２目還付加算金、

本年度予算額1,000円、これらの目につきましては、保険料につきましては町を経由して広

域連合へ納付する仕組みとなってございますが、過誤納があった場合には広域連合から納

付されるものでございます。 

 ３項１目雑入、本年度予算額1,000円、この目についてはその他雑入の科目でございます。 

 ８ページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額499万9,000円、この目につきましては特別会計にかかわります１名の人件費

及び事務経費でございます。この主な増減の内容につきましては、人件費による減、12節

役務費における通信運搬費41万8,000円の減でございます。13節委託料につきましては、後

期高齢者医療システムの保守業務委託料となってございます。 

 ２項１目徴収費、本年度予算額72万3,000円、この目につきましては後期高齢者医療保険

料の賦課徴収に係る事務経費でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額7,062万3,000円、この目に

つきましては広域連合に納付する納付金でございます。19節負担金、補助及び交付金につ

きましては、説明資料42ページに記載のとおりでございます。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額５万円、

２目還付加算金、本年度予算額1,000円、これらの目につきましては保険料の過誤納があっ

たときの還付金及び加算金でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円、一般会計への繰出金の内容でご
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ざいます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額1,000円、予備費の対応となってございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第34号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第５ 議案第３５号 

〇田村議長 日程第５、議案第35号 平成24年度浦幌町介護保険特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 議案第35号 平成24年度浦幌町介護保険特別会計予算。 

 平成24年度浦幌町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億1,551万6,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 本特別会計予算につきましては、第１号被保険者数1,855名にかかわります介護保険の運

営、介護給付費の収支及び地域支援事業に係る経費の会計を処理する特別会計でございま

す。予算説明資料につきましては、43ページから46ページをご参照願います。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算につきましては省略させていただ

きます。 

 次に、４ページをごらんいただきたいと思います。歳入歳出予算事項別明細書、１、総

括についても省略させていただきます。 

 次に、６ページをごらんいただきたいと思います。２、歳入、１款１項介護保険料、１

目第１号被保険者介護保険料、本年度予算額8,811万6,000円、この目につきましては65歳
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以上の第１号被保険者の方から納めていただく介護保険料でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額9,622万9,000円、

この目につきましては保険給付費の20％もしくは15％が国から交付されるものでございま

す。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、本年度予算額5,100万6,000円、この目は原則として

保険給付費の５％が国から交付されるものでございますが、75歳以上の後期高齢者の割合

や所得段階の構成割合が全国平均と比較して多い場合は５％を超えて交付され、逆に全国

平均より少ない場合は５％を下回って交付されるものとなってございます。本町におきま

しては、9.3％を見込んでいるものでございます。この内容につきましては、国から示され

た内容でございます。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額447万8,000円、この目につきましては介護予防

事業に係ります対象経費25％、任意事業にかかわりましては対象経費の39.5％がそれぞれ

国から交付されるものでございます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額8,201万7,000円、

この目につきましては介護給付費の12.5％もしくは17.5％が道から交付されるものでござ

います。 

 ２項財政安定化基金支出金、１目交付金、本年度予算額2,000円、この目は３年間の財政

運営期間において収納率の悪化による保険料不足や給付費の増加による財源不足により財

政収支の不均衡が生じた場合に資金の交付を受けるものでございます。 

 ３項道補助金、１目地域支援事業交付金、本年度予算額223万8,000円、この目につきま

しては介護予防事業にかかわります対象経費の12.5、包括的支援事業・任意事業費にかか

わりましては対象経費の19.75がそれぞれ道から交付されるものでございます。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、本年度予算額１億5,905万2,000円、

この目につきましては介護給付費の29％が社会保険診療報酬支払基金から交付されるもの

でございます。なお、この交付金の財源は、医療保険各法からの拠出金を財源としてござ

います。 

 ２項地域支援事業交付金、本年度予算額216万1,000円、この目につきましては介護予防

事業における対象経費の29％が社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございま

す。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額６万円、この目

につきましては介護給付費準備基金にかかわる利子でございます。 

 次のページをお開き願います。６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、

本年度予算額１億2,356万4,000円、この目につきましては介護給付費繰入金として介護保

険事業に係る保険給付費の12.5％、地域支援事業のうち予防事業については12.5、任意事

業につきましては19.75を市町村負担分として一般会計から繰り入れるものでございます。

職員給与費等繰入金として介護保険事業に係る職員５名の人件費を一般会計より繰り入れ
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するとともに、事務費繰入金として介護保険事業に係る事務経費を一般会計から繰り入れ

するものでございます。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金、本年度予算額655万8,000円、この目につ

きましては介護給付費準備基金を取り崩して繰り入れるものでございます。 

 ２目介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金、本年度予算額ゼロ、この目につきまして

は保険料の平準化のため国から交付されておりました交付金を基金に積み、それを取り崩

して繰り入れておりましたが、基金の繰り入れが平成21年度から23年度までで終了したこ

とに伴いまして廃目処理するものでございます。 

 ７款１項１目繰越金、本年度予算額３万円、この目につきましては前年度からの繰越金

を見込んだものでございます。 

 ８款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、本年度予算額1,000円、

２目第１号被保険者過料、本年度予算額1,000円、これらの目につきましては第１号被保険

者の介護保険料に係る延滞金及び過料を課した場合の科目でございます。 

 ２項雑入、１目第３者納付金、本年度予算額1,000円、この目は第三者行為にかかわりま

す納付金でございます。 

 ２目返納金、本年度予算額1,000円、この目は介護保険施設等からの不正請求等があった

場合に不正利得等の徴収金を返納してもらう科目でございます。 

 ３目雑入、本年度予算額1,000円、この目につきましてはその他雑入の科目でございます。 

 次のページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費、本年度予算額1,775万9,000円、この目につきましては介護保険事業に係る人件費、事

務経費でございます。主な増額の内容につきましては、人件費による増の内容でございま

す。 

 ２項１目賦課徴収費、本年度予算額100万9,000円、この目につきましては保険料の賦課

徴収に係る経費でございます。主な増額につきましては12節役務費でございまして、平成

24年４月から実施するコンビニ収納に係る導入、利用手数料28万1,000円の増でございま

す。12節役務費につきましては、予算説明資料46ページに記載のとおりでございます。 

 ３項１目介護認定審査会費、本年度予算額566万9,000円、この目につきましては東部４

町で構成する認定審査会にかかわります経費の内容でございます。12節役務費、14節使用

料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料46ページに記

載のとおりでございます。 

 ２目認定調査費、本年度予算額236万1,000円、この目につきましては要介護等の認定調

査に要する経費でございます。１節報酬、13節委託料につきましては、予算説明資料46ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ４項１目介護保険運営協議会費、本年度予算額２万2,000円、この目につきましては委員

６名の運営協議会１回の開催に要する経費でございます。１節報酬につきましては、予算

説明資料46ページに記載のとおりでございます。 
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 次のページをお開き願います。５項１目趣旨普及費、本年度予算額７万3,000円、この目

につきましては第１号被保険者に対します介護保険制度の趣旨普及、啓蒙に要する費用で

ございます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス等給付費、本年度予

算額１億5,181万2,000円、２目居宅介護サービス等計画給付費、本年度予算額2,857万

6,000円、３目地域密着型介護サービス等給付費、本年度予算額9,778万円、４目施設介護

サービス等給付費、本年度予算額２億2,053万5,000円、１目居宅介護サービス等給付費か

ら４目施設介護サービス等給付費までのうち２目の居宅介護サービス等計画給付費を除

き、被保険者が指定事業所から受けたサービスの費用の９割をこの保険給付費で支払うも

ので、国保連合会を通じて各事業所に支払われる内容でございます。 

 ５目福祉用具購入費、本年度予算額161万円、６目住宅改修費、本年度予算額400万円、

これらの目につきましては原則として被保険者本人が一たん費用の全額を支払い、申請に

より保険給付費分として後から９割を被保険者に支払うための経費でございます。ただし、

本町におきましては受領委任制度により本町の契約業者であれば被保険者が一たん費用の

全額を支払うのでなく、自己負担分の１割だけを支払えばいいという制度に取り組んでご

ざいます。限度額におきましては、総費用が福祉用具購入費が10万円、住宅改修費が20万

円となってございます。 

 ７目審査支払手数料、本年度予算額44万2,000円、この目につきましては国保連合会へ明

細書の審査枚数等に応じまして支払う手数料でございます。 

 ２項１目高額介護サービス等費、本年度予算額1,130万円、この目につきましては、介護

保険制度における各世帯の所得状況に応じて１カ月に支払う費用の限度額が定められてお

り、その限度額を超えた額を高額介護サービス費として保険者が支払う経費でございます。 

 ３項１目高額医療合算介護サービス等費、本年度予算額240万円、この目につきましては、

介護保険制度において１年間医療保険、介護保険を利用した際に自己負担額が年間で高額

になった場合、それらを合算して年額が限度額を超えた場合に支払う経費でございます。 

 次のページをお開き願います。４項１目特定入所者介護サービス等費、本年度予算額

3,000万円、この目につきましては、居住または在宅費用及び食費の負担が低所得者の方に

とって過重負担にならないように所得に応じた定額の負担限度額を設けることにより負担

軽減を図るための費用でございます。 

 ３款１項財政安定化基金拠出金、１目財政安定化基金償還金、本年度予算額1,000円、こ

の目は財政安定化基金から貸し出しを受けた場合に係る償還金の科目でございます。 

 ４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費、本年度予算額745万5,000円、この目に

つきましては要支援、要介護認定者を除き、自立した生活を送られている方を対象に調査

を行い、虚弱な高齢者には介護予防サービスを提供するとともに、一般の高齢者には介護

予防のための健康づくりを行うための経費でございます。13節委託料、14節使用料及び賃

借料につきましては、予算説明資料46ページに記載のとおりでございます。 
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 ２目任意事業費、本年度予算額482万5,000円、この目につきましては家庭内における介

護に伴いまして家族が受けるであろう身体的、精神的、経済的負担を軽減し、家族介護を

継続していただくための支援に係る経費でございます。20節扶助費につきましては、予算

説明資料46ページに記載のとおりでございます。 

 ３目包括的支援事業費、本年度予算額2,767万4,000円、この目につきましては町地域包

括支援センターの職員人件費及び業務運営に係る経費でございます。業務といたしまして

は、被保険者が要介護状態等になることを予防し、要介護状態になった場合においては自

立した生活を営めるよう支援するとともに、介護予防支援の実施を図っていくものでござ

います。１節報酬、13節委託料につきましては、予算説明資料46ページに記載のとおりで

ございます。 

 次のページをお開き願います。５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金、

本年度予算額６万円、この目は介護給付費準備基金を積み立てる科目でございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者還付金、本年度予算額

５万1,000円、この目につきましては過年度にさかのぼりまして第１号被保険者の資格を喪

失した場合における保険料の還付金及び還付加算金でございます。 

 ２目償還金、本年度予算額1,000、この目につきましては過年度分の国、道に対します介

護給付費負担金等の償還に係る科目でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円、この目は過年度分の保険給付費

の精算確定に伴い、一般会計からの繰り入れを返還するための科目でございます。 

 ７款１項１目予備費、本年度予算額10万円、この目につきましては予備に備えるための

科目でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第35号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第６ 議案第３６号 

〇田村議長 日程第６、議案第36号 平成24年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算を議
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題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 議案第36号 平成24年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算。 

 平成24年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億4,976万2,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 この会計につきましては、町立診療所の管理運営及び診療の収支の会計を処理する特別

会計でございます。 

 ２ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算は省略いたします。 

 ４ページをお開き願います。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括につきましても省略

いたします。 

 ６ページをお開き願います。２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金、本年度予算額7,569万8,000円、一般会計からの繰入金でございます。普通交付税、

特別交付税の措置見込額につきましては、説明資料47ページに記載されておりますので、

ごらんおき願います。 

 ２款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金でございます。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入、本年度予算額１億7,353万円、この科目につきまし

ては診療行為に伴います各種診療報酬の収入科目でございます。説明資料の47ページに記

載のとおりでございます。 

 ２項１目雑入、本年度予算額２万4,000円、２目過年度収入１万円、特に説明を加えるこ

とはございございません。 

 ８ページをお開き願います。３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費、本年度

予算額4,563万2,000円、この科目につきましては事務職員の人件費及び診療所の維持管理、

運営にかかわる経費でございます。主な増減でございますが、まず増額につきまして人件

費で59万7,000円、燃料高騰によりまして11節需用費の燃料が92万円、工事請負費につきま

して玄関自動ドア装置取りかえ工事で90万円の増額でございます。総額で241万7,000円の

増額となっております。減額につきましては、11節需用費、修繕料におきまして32万3,000円

の減、13節委託料で保守業務委託料28万3,000円の減になり、総額で60万6,000円の減額と

なります。13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料48ページに記載のとお

りでございます。 

 ２目医業費、本年度予算額２億408万円、この科目につきましては医療業務従事者の人件

費及び診療業務に伴います医薬材料、医療機器などの経費でございます。主な増減でござ
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いますが、まず増額につきましては人件費で740万6,000円、看護師１人分の給料、職員手

当等の増並びに共済費の負担率アップに伴う増額でございます。７節賃金におきましては、

４月以降現所長に月２回程度の午後、外来診療をお手伝いをいただく賃金と、それから新

所長の長期休業の代替医師の賃金で315万円の増、また11節需用費の医薬材料費が保険診療

収入増額見込みに伴い240万円の増額となっており、総額で1,295万6,000円の増額となって

おります。減額につきましては、７節賃金の医師賃金におきまして所長、整形外科医、週

末の代替医師等の賃金の一部を減じまして1,270万円の減、14節使用料及び賃借料におきま

して医療機器借り上げ料125万1,000円の減、18節備品購入費におきまして昨年内視鏡洗浄

消毒器を購入いたしましたので112万8,000円の減となっており、総額で1,444万9,000円の

減額となります。13節委託料、14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料48ページ

に記載のとおりでございます。 

 ２款１項１目予備費、本年度予算額５万円。 

 なお、公債費の元金、利子につきましては、町立診療所建設等事業債が平成23年度をも

って償還が終了いたしましたので、廃目となりました。 

 以上でございますが、４月から所長がかわり、新体制により診療業務が始まります。医

療機器等の必要なものにつきましては、今後の補正の中で協議させていただきます。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第36号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第７ 議案第３７号 

〇田村議長 日程第７、議案第37号 平成24年度浦幌町公共下水道特別会計予算を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第37号 平成24年度浦幌町公共下水道特別会計予算。 

 平成24年度浦幌町の公共下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
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 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億6,665万8,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページをごらんください。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等の資金とし

て帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成24年度、限度額50万円。

事項、水洗便所改造等の資金として浦幌町農業協同組合が融資する貸付事業に対する損失

補償、期間、平成24年度、限度額50万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業、公共下水道事業、限度額3,100万円、起債の

方法、証書借入または証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れ

る資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償還の方法、

政府資金または金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び

償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利債に借りかえすることができる。 

 次のページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 この会計は、浦幌町公共下水道の建設及び維持管理をする特別会計でございます。 

 ７ページをごらんください。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目公共

下水道費分担金、本年度予算額1,000円、この目につきましては吉野処理区における新規受

益者に係る分担金で、当初予算では科目の設定のみとなってございます。 

 ２項負担金、１目公共下水道費負担金、本年度予算額68万4,000円、１節公共下水道受益

者負担金64万8,000円、２節滞納繰越分３万6,000円でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水道使用料、本年度予算額6,810万

8,000円、１節現年度分6,805万8,000円、２節滞納繰越分５万円で、説明資料49ページに記

載のとおりでございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費補助金、本年度予算額3,430万円、

この目につきましては公共下水道事業における社会資本整備総合交付金でございます。 

 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額1,000円、この目

につきましては水洗便所等資金貸付金のうち帯広信用金庫50万円、浦幌町農業協同組合

50万円に対する預託金の利子でございます。 
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 次のページをお開きください。５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、

本年度予算額２億3,106万円、一般会計からの繰入金でございます。 

 ６款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金でございます。 

 ７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円。 

 ２目過料、本年度予算額1,000円でございます。 

 ２項１目貸付金元利収入、本年度予算額100万円、水洗便所等資金貸付金元利収入で、内

訳は、帯広信用金庫50万円、浦幌町農業協同組合50万円でございます。 

 ３項１目雑入、本年度予算額2,000円、仮払消費税還付金及び雑入でございます。 

 次のページをごらんください。８款１項町債、１目公共下水道事業債、本年度予算額

3,100万円、公共下水道事業債でございます。 

 次のページをお開きください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費、本年度予算額508万6,000円、この目につきましては公共下水道運営に係る経費でござ

います。増額の主なものは、前納報償金に伴う８節報償費、27節公課費の消費税でござい

ます。 

 ２目普及推進費、本年度予算額101万1,000円、この目につきましては水洗化に向けての

普及推進に係る経費でございます。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費、本年度予算額416万5,000円、この目につきましては

下水道管渠の維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは、管渠高圧洗浄延長の

増に伴う13節委託料でございます。11節需用費の修繕料、13節委託料につきましては、説

明資料50ページに記載のとおりでございます。 

 ２目処理場管理費、本年度予算額2,568万3,000円、この目につきましては終末処理場の

維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは、薬品の単価アップとタイヤ購入の

科目がえによる11節需用費の消耗品でございます。減額の主なものは、11節需用費の修繕

料及び委託職員の人事異動に伴う13節委託料でございます。なお、11節需用費の修繕料、

13節委託料につきましては、説明資料50ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをお開きください。２款事業費、１項１目下水道建設費、本年度予算額8,376万

8,000円、この目につきましては公共下水道建設費に係る経費でございます。増額の主なも

のは、人件費及び13節委託料、15節工事請負費でございます。減額の主なものは、12節役

務費の通信運搬費、14節使用料及び賃借料の印刷機械借り上げ料で月支弁単価の減による

ものでございます。なお、13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料50ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 次のページをごらんください。３款１項公債費、１目元金、本年度予算額２億658万

4,000円、この目につきましては長期債償還金元金で、事業債償還金が減額になっておりま

す。 

 ２目利子、本年度予算額4,031万1,000円、この目につきましては長期債償還利子で、償

還金が減額となっております。 
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 ４款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に備えるための費用でございま

す。 

 次のページをごらんください。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高見込みに関する調書、区分、公共下水道事業債、前々年度末現

在高20億6,775万3,000円、前年度末現在高見込額18億8,640万7,000円、当該年度中起債見

込額3,100万円、当該年度中元金償還見込額２億658万4,000円、当該年度末現在高見込額

17億1,082万3,000円。 

 以上で説明を終了させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 10ページの一般管理費の中の27節の消費税、これについて昨年は120万という

ことでしたが、今年400万、どういう意味合いでふえたのか説明をお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 この消費税でございますが、確定申告は９月の30日、前年になります。

中間申告ということで３月末となりまして、これは収入に対して支出の経費の割合という

もので、要するに収入額が経費に係るものを上回ったということで金額が増額になってご

ざいます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 収入額がふえたということは、一般町民の下水道の使用料がふえたというこ

との解釈でよろしいのですか、それとも全然違うのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 単純に使用料がふえて収入が上回ったということではなくて、かかる建

設費だとか、いろんなそういう経費として落ちるものが余計に課税の対象から除かれたと

いうことですので、一概に収入が上回ってということではございません。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第37号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 



 － 88 － 

 よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第８ 議案第３８号 

〇田村議長 日程第８、議案第38号 平成24年度浦幌町個別排水処理特別会計予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第38号 平成24年度浦幌町個別排水処理特別会計予算。 

 平成24年度浦幌町の個別排水処理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,388万5,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページをごらんください。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等の資金とし

て帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成24年度、限度額50万円、

事項、水洗便所改造等の資金として浦幌町農業協同組合が融資する貸付事業に対する損失

補償、期間、平成24年度、限度額100万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業、個別排水処理施設整備事業、限度額1,460万

円、起債の方法、証書借り入れまたは証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し

方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利

率）、償還の方法、政府資金または金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合に

より据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利債に借りかえすること

ができる。 

 次のページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 ７ページをごらんください。この会計は、浦幌町個別排水処理施設の設置及び維持管理

をする特別会計でございます。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別排水処理分担金、本年度予算

額30万円、個別排水処理受益者分担金でございます。 
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 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目排水処理施設使用料、本年度予算額1,023万

4,000円、排水処理施設使用料の１節現年度分と２節滞納繰越分で、説明資料51ページに記

載のとおりでございます。 

 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額2,000円、この目

につきましては水洗便所等資金貸付金のうち帯広信用金庫50万円、浦幌町農業協同組合

100万円に対する預金利子でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額2,704万5,000円、

一般会計からの繰入金でございます。 

 ５款１項１目繰越金、本年度予算額20万円、前年度繰越金でございます。 

 次のページをお開きください。６款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、

本年度予算額1,000円、２目過料、本年度予算額1,000円でございます。 

 ２項１目貸付金元利収入、本年度予算額150万円、この科目につきましては水洗便所改造

等資金貸付金元利収入で、帯広信用金庫50万円、浦幌町農業協同組合100万円でございます。 

 ３項１目雑入、本年度予算額2,000円、仮払消費税還付金及び雑入でございます。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債、本年度予算額1,460万円、この目につ

きましては施設整備に係る事業債でございます。 

 次のページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費、本年度予算額42万4,000円、この目につきましては個別排水処理施設に係る一般管理費

でございます。 

 ２目普及推進費、本年度予算額202万1,000円、この目につきましては水洗化に向けての

普及推進に係る経費でございます。19節負担金、補助及び交付金は、説明資料52ページに

記載のとおりでございます。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費、本年度予算額1,711万4,000円、この目

につきましては人件費及び合併処理浄化槽等の施設の維持管理に係る経費でございます。

増額の主なものは、人件費及び13節委託料です。委託料につきましては、説明資料52ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費、本年度予算額1,600万円、この目につき

ましては合併処理浄化槽10基の建設費に係る経費でございます。15節工事請負費につきま

しては、説明資料52ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをごらんください。３款１項公債費、１目元金、本年度予算額1,410万4,000円、

長期債償還金元金で、償還金が増額となっております。 

 ２目利子、本年度予算額417万2,000円、長期債償還利子でございます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に備えるための費目でございま

す。 

 次のページお開きください。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書、区分、個別排水処理施設整備事業債、前々
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年度末現在高２億3,735万8,000円、前年度末現在高見込額２億3,833万6,000円、当該年度

中起債見込額1,460万円、当該年度中元金償還見込額1,410万4,000円、当該年度末現在高見

込額２億3,883万2,000円。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第38号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎会議時間の延長 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 審議の途中でありますが、会議規則第９条第２項の規定により、本日の会議時間は議事

の都合によりあらかじめこれを延長したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議時間は延長することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第９ 議案第３９号 

〇田村議長 審議を続けます。 

 日程第９、議案第39号 平成24年度浦幌町簡易水道特別会計予算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第39号 平成24年度浦幌町簡易水道特別会計予算。 

 平成24年度浦幌町の簡易水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億6,777万8,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 （地方債） 
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  第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 平成24年３月５日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページをごらんください。第２表、地方債、起債の目的、簡易水道事業、限度額１億

6,940万円、起債の方法、証書借り入れまたは証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率

見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し

後の利率）、償還の方法、政府資金または金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の

都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利債に借りかえす

ることができる。 

 次のページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括は省略させていただきます。 

 ７ページをごらんください。この会計は、浦幌町簡易水道における施設の建設及び維持

管理をする特別会計でございます。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易水道費負担金、本年度予算額

130万円、この目につきましては水道管移設に伴う工事負担金で消火栓移設工事に係る工事

費の一般会計が負担する工事負担金が減額になってございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、本年度予算額１億4,467万8,000円、

１節現年度分、２節滞納繰越分でございます。説明資料53ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料、本年度予算額10万円、給水工事設計審査に係る手数

料でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目簡易水道事業費補助金、本年度予算額3,683万

9,000円、統合簡易水道事業における国庫補助金で補助対象事業費が減額になってございま

す。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億1,495万8,000円、

一般会計からの繰入金でございます。 

 次のページをお開きください。５款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越

金でございます。 

 ６款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目過料、本年度予算額1,000円でございます。 

 ２項１目雑入、本年度予算額2,000円、雑入及び仮払消費税還付金でございます。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債、本年度予算額１億6,940万円、この目につきまして

は簡易水道施設整備に係る事業債で起債対象事業費が増額になってございます。 

 次のページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費、本年度予算額2,630万9,000円、この目につきましては簡易水道事業に係る人件費など

の一般管理費でございます。増額の主なものは人件費、減額の主なものは27節公課費の消

費税でございます。 
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 次のページをお開きください。２目施設管理費、本年度予算額7,399万2,000円、この目

につきましては簡易水道施設における維持管理に係る経費でございます。増額の主なもの

は、薬品及び燃料の単価アップに伴う11節需用費の消耗品費及び燃料費、機械設備等の修

繕料、水質検査及び汚泥等処理手数料の増による12節役務費、委託職員の人事異動に伴う

13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費でございます。減額の主なものは、監視シ

ステム通信料の減額による12節役務費、手数料でございます。なお、11節需用費、修繕料、

13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費につきましては、説明資料54ページに記載

のとおりでございます。 

 次のページをごらんください。２款１項事業費、１目給水事業費、本年度予算額２億

2,469万9,000円、この目につきましては簡易水道施設整備に係る建設工事及び給水装置に

係る量水器取りかえ工事などに関する経費でございます。増額の主なものは、17節公有財

産購入費、19節負担金、補助及び交付金でございます。減額の主なものは、15節工事請負

費、水道メーター購入数減による16節原材料費でございます。なお、13節委託料、15節工

事請負費、17節公有財産購入費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料

54ページに記載のとおりでございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額9,730万6,000円、長期債償還金元金で、事業

債償還金が減額になってございます。 

 ２目利子、本年度予算額4,542万1,000円、長期債償還利子でございます。 

 次のページをお開きください。４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付

金、本年度予算額1,000円、還付金でございます。 

 ５款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備費の支出に備えるための費目でござい

ます。 

 13ページをごらんください。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書、区分、簡易水道事業債、前々年度末現在高

20億7,448万円、前年度末現在高見込額21億624万2,000円、当該年度中起債見込額１億

6,940万円、当該年度中元金償還見込額9,730万6,000円、当該年度末現在高見込額21億

7,833万6,000円。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 下浦幌地区の営農用水の切りかえ工事を行っていただいております。膨大な

予算で進めていただいておりますが、これの進捗状況と今後の工事計画というのですか、

おおよそわかる範囲でお知らせをいただきたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今宝生地区と十勝太地区とやってございますが、23年度から25年度とい
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う事業予定の中で事業費の国庫予算がつく補助金の関係もございますが、今年度におきま

しては十勝太地区のほうは静内地区までいく予定でございまして、予定どおりいけば25年

度で完了して、26年度中にできれば供用開始ができるかなというふうに思ってございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 当初から静勝地区、機械の老朽化ということで先にやらなければならないと

いう協議でしたが、そのことはいいのですが、そのほかの地区の予定はどうなのでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 宝生地区においても23年から25年ということでございまして、計画どお

り進んでおりまして、これにつきましても予定どおり25年には完成して、26年度からは供

用開始というような形になってございます。それと、老朽化に伴って計装装置ですとか、

そういった機械の更新は随時予算の範囲内でやっていくような予定でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 今宝生地区と言われましたけれども、南浦幌地区の関係で供用開始めどが十

勝太、静内地区26年と言われましたけれども、万年、統太、朝日までありますから、その

辺も含めての話なのですか。 

〇田村議長 答弁調整のため休憩いたします。 

 

午後 ５時０３分  休憩 

午後 ５時１８分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 勉強不足で大変申しわけございません。 

 それで、下浦幌地区についてなのですが、23年の繰り越し分と24年度の一般会計分で水

道管につきましては4,805メーターを実施します。配水池につきましては１カ所ということ

です。25年度につきましては水道管が2,668メートル、26年度につきましては3,573メータ

ーを実施します。それで、今ご質問あった下浦幌地区、万年、統太、養老、朝日、これら

につきましては26年までに整備が完了いたしまして、27年度に供用開始というふうになっ

てございます。それで、進捗率でございますが、24年度末で残り32％、25年度終了時で残

りが16％、26年度最後残りますが、これについては16％ということで、27年度にはいずれ

にしても供用開始するような、実施するような予定でございます。 

 申しわけありません。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 申しわけありません。余り難しいことを聞くつもりはなかったのですが、道
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営事業ということで途切れ途切れで仕事やっていることも存じておりましたし、また国営

防災事業で朝日地区は先に水道管を入れて、その上で道路の補修をしたということも存じ

ておりました。途切れ途切れなので、質問したすぐにはパイプがつながっていなかったの

だろうなと私は想像するのですが、そういうことでほぼ工事の概要というのわかりました

ので、かえって通告せずにややこしい質問したことをおわび申し上げます。 

 終わります。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 宝生のほうも何年度から供給が開始できるのか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 宝生のほうも一応25年度終了とはなっておりますが、今の進捗状況でい

くともしかすると26年に終わるかもしれません。一応予定といたしましては26年に供用開

始の予定でございますが、ちょっとその辺は何ともまだ正式には言えません。終わったと

ころから随時ということではなくて、ある程度料金設定ですとか管路のつながり関係がご

ざいますので、全部終了した時点で供用開始ということになってございますので、今の時

点では26年か27年ということでご返事させていただきたいなと思います。よろしくお願い

します。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第39号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員でございます。 

 よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 ここでお諮りをいたします。あす３月15日は午後２時から本会議を開きたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、あす３月15日は午後２時から本会議を開くことに決定をいたしました。 



 － 95 － 

 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ５時２２分 


