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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 認定第１号 

〇田村議長 日程第１、認定第１号 平成23年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

 ９月７日に引き続き審議を続けます。 

 お諮りをいたします。審議に当たりましては、便宜上歳出から入りたいと思います。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、歳出から審議に入ります。 

 説明につきましては、決算書の説明要領に従いお願いをいたします。なお、質疑、答弁

は簡潔かつ的確にお願いをいたします。 

 それでは、１款１項１目議会費から２款６項１目監査委員費までの説明を求めます。 

 議会事務局長。 

〇前田議会事務局長 決算書16ページをお開き願います。歳出、１款１項１目議会費、こ

の科目につきましては議会の運営に係る経費であります。特に説明を加える事項はありま

せん。 

 次に、決算書22ページをお開き願います。22ページの下段から23ページにかけて記載さ

れております。２款総務費、６項１目監査委員費、この科目につきましては監査の運営に

係る経費であります。この科目についても特に説明を加える事項はありません。 

 以上であります。 

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 質疑がないようですので、次に２款１項１目一般管理費から４項４目農業委

員選挙費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 戻って16ページをごらんおき願います。２款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費、この科目につきましては総務所管事務に係る経費並びに庁舎管理、事務

機械借り上げ等に要した科目でございます。補正の主なものにつきましては、人件費及び

燃料単価アップに伴う燃料費、また庁舎自動火災報知機修繕に係る増額の内容でございま
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す。11節需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費につきましては、

説明資料９ページに記載をしてございます。 

 次のページをごらん願います。２目情報化推進管理費、この科目につきましては総合行

政情報システム、庁舎ネットワークシステム等に要した科目でございます。補正の主なも

のにつきましては、個別行政システムにおけるＧＩＳデータセンター及びＧＩＳシステム

運用保守委託、データセンターとの通信費に係る減額内容でございます。13節委託料、14節

使用料及び賃借料、18節備品購入費は、説明資料９ページから11ページに記載をしてござ

います。 

 ５目財産管理費、この科目につきましては公有財産の管理に要した科目でございます。

補正の主なものにつきましては、旧浦幌高等学校教員住宅の取得整備に係る追加の内容で

ございます。11節需用費、13節委託料、17節公有財産購入費は、説明資料11ページに記載

してございます。 

 18ページをごらんおき願います。６目財政調整等基金費、この科目につきましては基金

の積み立て等に要した科目であります。補正の主なものにつきましては、財政調整基金積

立金、ふるさとづくり基金積立金、観光施設整備基金積立金の追加でございます。 

 ９目公平委員会費、この科目につきましては公平委員３名に要した科目であります。特

に説明する事項はございません。 

 次のページをお開き願います。12目職員厚生費、この科目につきましては職員の福利厚

生、職員研修に要した科目でございます。14節使用料及び賃借料は、説明資料14ページに

記載してございます。 

 13目諸費、この科目につきましては行政区振興、地域会館及びコミュニティセンターに

要した科目並びに各種団体の負担金、補助金等に要した科目でございます。補正の主なも

のにつきましては、各地域会館の燃料費、旧オベトン川環境整備に係る支障物件移設、本

別高校通学等に係るバス運行補助負担金の追加内容でございます。11節需用費、12節役務

費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金は、説明資料14ペ

ージから15ページに記載してございます。 

 次に、21ページをごらんおき願います。４項選挙費、１目選挙管理委員会費、この科目

につきましては選挙管理委員会及び選挙管理委員４名に要した科目でございます。14節使

用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金は、説明資料16ページに記載をしてござい

ます。 

 ２目知事道議選挙費、この科目については平成23年４月10日投票の知事、道議選挙に要

した科目でございます。補正の主なものにつきましては、道知事選挙は無投票となったた

め、選挙に係る費用で人件費及び事務費おける需用費の減額でございます。14節使用料及

び賃借料、15節工事請負費は、説明資料16ページに記載してございます。 

 次のページに移りまして、３目町長町議選挙費、この科目につきましては平成23年４月

24日投票の町長、町議選挙に要した科目でございます。補正の主なものにつきましては、
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町長選挙が無投票となったため、選挙に係る費用で人件費及び事務費における需用費、役

務費の減額でございます。15節工事請負費は、説明資料16ページに記載してございます。 

 ４目農業委員選挙費、この科目につきましては農業委員の選挙が無投票となったため準

備に要した費用のみで、補正は投開票に係る費用の減額でございます。特に説明する事項

はございません。 

 以上で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。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 光ケーブルのことについてお伺いいたします。 

 ページ数は、企画費の18ページのところの委託、工事請負費等に入ります。この光ケー

ブルの進捗状況というのですか、各家庭にいろいろと…… 

（何事か声あり） 

〇福原議員 済みません。後からにします。 

〇田村議長 よろしいですか。科目違いますので。 

〇福原議員 はい。 

〇田村議長 後ほどお願いします。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に９款１項１目常備消防費から14款１項１目予

備費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 飛びまして、39ページをごらんおき願います。９款１項消防費、１目常

備消防費、この科目につきましては署員22名、消防車両20台に要する科目であり、東十勝

消防事務組合の負担金に要した科目でございます。参考として、14節使用料及び賃借料、

18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金は、説明資料32ページに記載してございま

す。 

 ２目非常備消防費、この科目につきましては消防団員96名に要する科目であり、消防団

の運営、団員の育成指導に要した科目でございます。参考として、19節負担金、補助及び

交付金について、説明資料32ページに記載をしてございます。 

 ３目消防施設費、この科目につきましては消防庁舎、３分遣所並びに消防ポンプ自動車、

仮眠室増設、消防備品の整備等に要した科目でございます。参考として、15節工事請負費、

18節備品購入費は、説明資料32、33ページに記載をしてございます。 

 次のページをお開き願います。４目災害対策費、この科目につきましては防災、災害対

策に要した科目でございます。補正の主な内容につきましては、避難所の備蓄品整備、東

日本大震災被災地支援物資購入及び輸送車借り上げ、防災行政無線電波伝搬調査委託、避

難所確保に係る鹿柵改修であります。13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費は、
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説明資料33ページに記載をしてございます。 

 次に、飛びまして48ページをお開き願います。12款１項公債費、この科目につきまして

は借入金元利償還金、長期償還利子及び一時借入金利子に要する科目でございます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金、この科目につきましての主な補正内容は平成22年

度障害者自立支援給付等に係る国庫及び道費負担金、森林整備地域活動支援交付金の返還

金でございます。 

 次のページの14款予備費については、特に説明はございません。 

 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 災害対策で被災地に物資等も送りました、この辺に関連しての質問とさせて

いただきたいと思います。 

 大震災の後もう大分たってございますけれども、浦幌町もそういう被災者を受け入れた

りとかというような部分の取り組みということはしてこられていると思いますけれども、

その辺の実績等の部分も含めて状況、現状があるのであれば、まず説明いただきたいと思

います。 

 また、先般も職業安定所のほうとかちょっとお聞きしますと、例えば職安とかで今新し

い人を募集して、そういう被災者の方を募集したりとかすると、短期と長期とあるのです

けれども、１年以上やると半年ごとに45万、45万ずつで90万ぐらいの、被災者を雇い入れ

るとそういう補助があるとかというような国の政策もあるのです。なかなか厳しくて、た

だ十勝のほうへ来ているというような方も実際にいるのです、そういう人も。そういう部

分を災害にかこつけてと言うと失礼になるかもしれないけれども、しかしやっぱりそうい

った方もぜひこの機に心機一転北海道でと、十勝でという方がいらっしゃれば、ぜひ私は

この浦幌に受け入れしていただいて浦幌の町民になっていただければというふうに思うの

です。私は、国のそういう施策がある中において浦幌としてもう一歩踏み込んだ施策を打

てば、ぜひ浦幌に行って働いてみようかなというような方もいらっしゃるのではないかな

というようなことを先般感じました。その辺のこの間物資送った後の震災についての対応

の部分、また今後のそういった部分も私はぜひ考えていく余地があるのではないかなと。

そういったことも含めて5,000人を切らない浦幌町を目指していく必要があるのではない

かなというふうに思いますが、その辺の見解をお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問にかかわりましてご説明をさせていただきます。 

 被災地支援の関係で浦幌町においでになるという方が果たしておられたのかといったよ

うなご質問だったと思います。このことにつきましては、各種いろんな調査の中でも待っ

てきておりますけれども、現実的にはそこまでには現在は至っておりませんというのが事
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実でございます。 

 また、先ほどの補助の関係、就労にかかわる補助の関係等といったこともご質問にあっ

たかと思いますけれども、このことにつきましても企業の方等の事情もいろいろあろうか

と思います。この辺につきましては、今後の対応が果たしてどのような形ができるかと、

いろんな事情があろうかと思いますので、このことについてはそれぞれ状況によっては変

わってまいりますので、このことについて調べながら、対応できるものはあり得るのかと

いう部分については検討課題として勉強してまいりたいなというふうには思っているとこ

ろでございます。いずれにいたしましても、企業との連携等も必要になってくるというふ

うなことで捉えてはいるところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 私は、災害対策費の中で、説明資料でいきますと33ページで、避難所用備品

購入についての考え方をお伺いしたいのですけれども、ここに記載してありますとおり、

厚内地区においてはもう既に避難所として設定されて、そしてこの洗える畳という形で

100枚もう既に設備されている、私ちょっと現物見たことないのですけれども、いろいろ話

聞くと、非常に軽くて、また女性でも扱いやすいし、畳として非常に効果があるという話

を聞いているわけですけれども、前回も避難所の指定を、特に下浦幌地区、あとは吉野の

公民館に集約したけれども、その時間差、吉野にはこういう形の設備がまだされていない

のですけれども、同じ海岸地区、このような形で避難者のために設備するのが、片方はも

う既に設備終わっている、片方はまだそういうことされていない、そういうことの考え方、

それとあわせて下浦幌地区はご存じのとおり吉野の公民館１カ所に集まるわけで、非常に

手狭になるだろうし、このようなすばらしい畳がまた設置されることにおいて吉野の地域

公民館にとってはいろんな形でほかの活動にも使えるのではないかと思っているのですけ

れども、それの考え方と今後どのような対応するのか、まずお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問にかかわりましてご説明をさせていただきます。 

 避難所のいわゆる備蓄品の整備は、どのような形で計画を持って進めるのかといったよ

うな内容だったかと思います。このことにつきましては、平成23年度におきましてはこの

予算の執行のとおり、決算のとおり、厚内等の避難所にかかわる備蓄品の整備を行ってま

いりたいという考えで行ってきました。ただ、ご存じのとおり、北海道の浸水予測図が本

年になりまして公表がされたということがありまして、その浸水予測については平成23年

度段階と大幅に変わったというようなことがございまして、平成24年度後におきましては

それらを踏まえた中で防災行政無線等の整備を図ってまいりたいというような考えもござ

いますし、また防災計画の見直しを進めた中でその浸水予測によっては避難所のいわゆる

変更ということも考えられ得るというふうに捉えておりますので、防災計画の中で避難所
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の特定、そして避難計画、またそれにかかわった整備についてはまた別途予算の中で計画

してまいりたいというふうに捉えておりますので、24年度の防災計画を見た中でその後に

整備をもって進めたいという考えを持ってございますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 今の説明でよく、道自体も災害の予測というのは非常に厳しい段階で逐一変

わってきましたけれども、前回やったとおり、もう最終的な予想図が出まして、そして厚

内地区については場所の選定だとか、また吉野地域、下浦幌についてもやはり域内が非常

に津波の関係あるということでなったわけで、もう既にそれは決定されているわけでござ

いまして、そうするとこの備品の関係、これはもう年度終わったやつですけれども、これ

から先同じような設備をされていくのかどうか、その辺の考え方はそれらに向かってどの

ような形で考えていられるかお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 先ほども申し上げましたとおり、防災計画の中でいわゆる災害の種別、

災害の程度による対応はどのようになっていくかということにつきまして今後詰めていき

たいというふうに考えてございます。また、それにはやはり避難所にかかわる状況がどの

ような状況を保っていくかということも当然のこととして考えていきたいというふうに思

ってございますので、いずれにいたしましても津波にかかわらず、風水害等あらゆる災害

にかかわったいわゆる災害種別、災害程度に応じた避難の体制というものを防災計画の中

で立てていきたいというふうに考えておりますので、それに基づいた中での整備も当然図

ってまいりたいというふうに考えてございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 災害対策のところの防災行政無線電波伝搬調査委託業務ということで伺いま

す。 

 説明資料33ページです。実際やられたと思うのです。行政無線のことなのですけれども、

どのような調査をされて、どのような結果だったのか、今後どうされていくのかをお伺い

したいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問にかかわりましてご説明をさせていただきます。 

 現在の防災行政無線が役場を本局といたしまして、東山を中継局に電波を発していると

いう状況がございます。このインフラをやはりある程度使用していくということも想定し

ながら、特に防災無線の整備されていない下浦幌地区の状況がどのように電波が伝わって

いくだろうということについても今般伝搬調査をさせていただきました。ただいまおっし

ゃいましたとおり、役場から東山、そして東山から電波を発した段階でどこの部分が通じ
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てどこが通じないという地理的なことがございますので、それらを伝搬調査の中で調査さ

せていただいたと。これをもとに今般の防災行政無線の整備にかかわっても活用していく

という前提を持ってございましたので、その中で進めさせていただいたということでござ

いますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時２５分  休憩 

午前１０時２７分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、２款１項３目文書広報費から５項２目指定統計調査費までの説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 17ページをお開き願います。２款総務費、１項総務管理費、

３目文書広報費、この目につきましては広報広聴事業に要した経費でございます。11節需

用費につきましては、毎月１回発行しております「広報紙うらほろ」、町政要覧等の印刷製

本費が主なものでございます。 

 次に、18ページをごらん願います。７目企画費、この目につきましては企画振興及び町

懸案事項、地域情報通信基盤整備事業、地域づくり支援事業補助、まちづくり計画重点プ

ロジェクトにおける補助に係る経費でございます。補正の主なものにつきましては、移住

体験住宅建設事業、移動通信用鉄塔施設整備事業、地域情報通信基盤整備推進事業が主な

ものでございます。15節工事請負費につきましては、投資的経費の内訳表12ページ及び説

明資料12ページ、13ページに記載のとおりでございます。また、工事請負費のうち70万円

につきましては、平成24年第１回町議会定例会におきまして議決いただきまして、平成24年

度に繰り越して執行されるものでございます。８節報償費、13節委託料、14節使用料及び

賃借料、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料12ペー

ジ、13ページに記載のとおりでございます。 

 次に、19ページ、20ページをごらん願います。19ページの下段になりますが、14目地域

活性化交付金（住民生活に光をそそぐ交付金）事業費、この目につきましては平成23年第

１回町議会臨時会において議決をいただいております浦幌町住民生活に光をそそぐ基金条

例によりまして、国からの交付金を基金に積み立てまして、その基金を財源として平成

23年、24年度の２カ年において実施する事業でございます。事業内容につきましては、浦

幌中学校図書館と町立図書館との連携を進め、図書の充実を図る内容でございます。13節

委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費につきましては、説明資料15ページに記

載のとおりでございます。 
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 次に、20ページでございますが、15目地域活性化交付金（きめ細かな交付金）事業費、

この目につきましては地域の活性化ニーズに応じてきめ細かな事業を実施できるように支

援するための交付金で、国から交付された事業費でございます。このことを平成23年第１

回町議会定例会におきまして議決をいただきまして、平成22年度からの繰越明許費事業で

ございます。15節工事請負費につきましては、投資的経費内訳表13ページ及び説明資料15ペ

ージ、16ページ、19節負担金、補助及び交付金につきましては説明資料16ページに記載の

とおりでございます。 

 次に、22ページをごらん願います。５項統計調査費、１目統計調査総務費、この目につ

きましては統計調査に係る管理費で、主に人件費の内容でございます。特に説明を加える

事項はございません。 

 ２目指定統計調査費、この目につきましては法律に基づく指定統計に係る事務費で、特

に説明を加えることはございません。 

 以上で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。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 企画費の中の光ケーブルのことでお伺いいたします。 

 全町におきまして、この工事は終わったというふうに思っております。まだこの光ファ

イバーを各家庭に取り込んでいないというか、未受信の世帯数があると思うのですが、全

体でどの程度あるかお知らせいただければと思っております。ということは、きのうある

住民が見えまして、入れていないらしいのです。そうすると、ＮＴＴの傍系会社というの

でしょうか、そこにすごくしつこく勧誘されているというような話をきのう聞いたもので

すから、どれぐらいの数でまだ入っていない家庭があるかどうかお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 まず、光ケーブルの地デジの話でいいますと、この間補正を

させていただきましたが、上地区において50戸ほど光ケーブルを活用しなくても見れる地

域がございます。 

 また、今言われたのは、多分ブロードバンドのお話かなと、勧誘をされているというこ

とでございますので。 

（「はい」の声あり） 

〇大山まちづくり政策課長 ですよね。ブロードバンドの関係につきましては、町内で今

現在ブロードバンドを利用している……昨年の４月頭の現在では398戸がございました。今

年の３月末では、561戸が加入してございます。また、その後７月末現在で668戸まで拡大

はしてございます。そのほか、光以外のインターネットを活用している方もいらっしゃる

かと思いますけれども、その辺についてはちょっとうちのほうで何戸というのは押さえて

ございませんが、光に関しては今説明したとおりでございます。 
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〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ブロードバンドですが、一般家庭にも非常に入っていなければ、うちも初め

は入らなかったのですが、ＮＴＴからもすごく何度も何度も電話来てぜひ切りかえるよう

にということでお話がありました。料金のことも含めて、町のそのときにやればお金はか

からなかったのですが、うちは別なところに入っていたものですから、いろいろと後から

ちょっとおくれて入ったのですが、料金のほうはかかりませんでした。ブロードバンドも

よくわからないままに町民の皆さんが非常にしつこくしつこく勧誘をされているというの

が現状らしいので、その辺を町のほうからも何か手だて、勧誘する方法等の手だてという

のでしょうか、入ったほうが皆さんのためになりますよとか、入らなくても大丈夫ですよ

とかと。多分その入らないという方は何のメリットもない、パソコンも使っていないしと

いうことで面倒くさいことは、お年寄りの世帯に多いのですが、そういったことで何かも

う少し理解をしていただく方法を、せっかくこういう設置をしてきたのですが、徐々にふ

えているということはうれしいのですが、何かＰＲの方法を再度これからできるかできな

いかお伺いしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 ブロードバンドに関してでございますが、あくまで加入に関

しては本人の意思だというふうに理解してございます。また、もともと光回線については

町が設置してＮＴＴさんのほうにお貸ししているという状況がございますが、その辺を含

めましてキャンペーンなどを実施しているというお話も聞いてございます。その中でうち

のほうからも誤解を招くような勧誘をしないようにというような指導は今後してまいりた

いというふうに考えてございますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 それでは、まず１点目は、説明資料13ページの定住住宅取得の補助金の部分

についてお伺いをしたいと思います。 

 この説明資料によりますと、新築で新規の移住者が１件、新築の町内の在住者が11件と

いうことでございます。また、中古も新規が１件、町内在住が２件というようなことで、

定住の取り組みとしてこの件数を見て私はこれはそれなりの効果があった成果だろうとい

うふうに思ってございます。あわよくば、もっと新規の新たに浦幌に来ていただく方がい

ればよかったなという気はいたしますが、なかなかそう簡単にできるものではありません

ので、そんな中にも新築で１件、中古で１件という形で２件のそういう方がおられたとい

うことには私は一定の評価をさせていただきたいなというふうに思ってございます。その

中なのですけれども、これはもともとそういう新たな浦幌の定住対策というのでしょうか、

人口をふやしていきたいというような取り組みということは伺っておりますので、結構で

ございます。しかし、私はいつも申し上げるのですが、やはり反面地域の経済効果という

ようなことも私は大きなウエートの一つだというふうに思ってございます。その中におき



 － 12 － 

まして、後のリフォームの部分も絡んではくるのですけれども、例えばこの新築も新規と

在住と合わせて全部で12件ありますけれども、この中においてこの12件の中で何件ぐらい

が地元の企業等にお金が落ちているものなのか、町外のほうに行っているものなのか、こ

の辺補助金の金額も違ってでもそういうことになっているのか、ただいろいろ聞きますと、

町内の業者も件数が限られているものですから、とても忙しくて地元に落としたくても落

とせないような現状もあるというようなことも、そういうことも聞いているのです、やは

り。だから、やっぱりここら辺のミスマッチもあるし、なかなか企業もこれだけ厳しい時

代ですから、現実的に実質２件的な要素になってきていますから、そういう部分もあるの

かなというふうにも思ってもございますけれども、ただ現実的に今こういう部分の町内業

者、町外業者の部分について行政としてどのように押さえていらっしゃるのかということ

を含めて、まず１点お伺いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 町の補助、今の言われていた住宅取得に関する補助金に関し

てでございますが、今言われましたように、昨年から多くの方に利用してもらっておりま

す。ただ、その中で今議員のほうからもお話あったように、町内でまず施工できる業者が

２社ということの中でどうしても時期によっては重なった中で町外の業者を利用されてい

る部分が多いということでございます。その中で町内の業者を使って、元請というのです

か、という部分でやったのは２社ということになります。ただ、その中で町内の部分で下

請で何らかの工事をやってもらった場合助成金をオンしますよということになっています

が、そういう部分が一応６件ほどございますので、全てそれを差し引きするとあれかと思

いますけれども、半分ちょいは何らかの形で町内業者を使っていただいているということ

とあわせまして、今言われましたように、経済効果という部分でいえば、全額現金ではな

くて商品券という形も利用させていただいておりますので、それを活用してまた町内にお

いてその商品券が動いているのではないかというふうに理解してございますので、どうぞ

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 今の説明ですと、要するに地元の業者が元請となって建てられた件数が２件、

２社ということは２件という意味合いかなというふうに思います。それと、あとそれ以外

の例えば水道ですとか、そういうような設備で絡んでいっているものが６件あると。現実

的に水道というのはやっぱり町の指定業者でなければ絡めませんから、そういうことに当

然なるというふうに思いますけれども、その辺で６件ということで、合わせると８件です

から、半分以上の部分については地域に金が落ちているのだということ、また今言われた

ように、商品券も発行されているということでのこの部分についての経済効果というもの

は一定のものがあるというふうに町としては捉えているということだというふうに思いま

す。私もここら辺なのです。地元の業者がいなくてなっていないという、この部分のミス
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マッチというのでしょうか、地域に落としたくても落とせていないのだという、だから業

者が少ないということはやっぱりこういうことになってくるのです。私は、このことをい

つも申し上げているのです。こういうことになるのです。落としたくても、業者が一回な

くなってしまうと立ち上がってくるということはなかなか難しいですし、新規でいくとい

うことはなかなか難しいことなので、だから地域の業者というものをしっかりと支えてい

かないと、一たんなくしてしまったならば、次にまた起き上がってくるということはなか

なか厳しい話ですから、そうするといざいろんな施策を打っても地元にお金が落ちないと

いうような現象になりかねないというふうになると思うのです。だから、ここら辺を私は

事あるごとに細かいことも含めてできるだけ地域に金を落としていただきたいということ

を常々申し上げているつもりであります。また、当然この部分については町の考えとして

今後もずっと続けていくと。また、いろんな部分においてできるだけ町内業者に落として

いくような方策というものを私はより一層強めていっていただきたいというふうに思いま

すし、当然そういうふうにするであろうと。これだけの実績もありますから、来年度の予

算についても当然それなりの方策をとっていくものというふうに私は確信をしております

けれども、この辺の今後の考え方について最後にお伺いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 この補助制度につきましては、まちづくり計画がスタートし

た中で浦幌町の人口5,000人を目標とした中でいかに定住をしてもらうなり移住をしても

らうために新たに始めた事業でございます。当然今の現段階ではまちづくり計画期間５年

間というのは、これからもっと住宅が建設されていろいろ経費かかる場合もあるかと思い

ますけれども、一つの区切りとしては５年間は継続するというふうに考えてございます。 

 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。ぜひ継続をして町の活性化にと思っております。 

 それで、関連してなのですけれども、説明資料の16ページのプレミアム商品券の部分に

ついてもお伺いをしたいというふうに思ってございます。先ほども住宅のほうでも、あと

また出産だとか敬老だとかいろんな部分において商品券を利用していただいて、プレミア

ム商品券、ハマナス商品券を利用していただいているということで、これプレミアムとち

ょっと違いますけれども、ハマナス商品券というのは。ここら辺の部分なのですが、プレ

ミアムというのは一年一年の単発の部分であります。しかし、やはりこれにも一定の効果

があると思うのです。ただ、ここら辺の部分を実際に今986万5,000円という形で出してい

ます。１万円を4,500セット出しているということ、これについての経済効果というものも

当然商工会とも含めてその辺の調査というものはされていると思うのです。私たちがそう

いう地元の商工関係の中を聞いたときに、それはないよりはあったほうがいいのです。し

かし、なかなか単発というのは、やっぱり企業を、商売を継続して続けていく上ではない
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よりはあったほうがいいのです。しかし、継続していくという部分においては、１発の打

ち上げ花火ではないのですけれども、やっぱりそのとき、そのとき、またその内容につい

てもどうしても業者が偏ってしまったりとかという部分において本当の意味で地域にきち

っとしたお金が落ちてくるのかという部分については、私はなかなか難しい部分があると

思うのです。ですから、やっぱりこういうような施策を打ってやっていく上で、今年度は

ないのですから、どうしても毎年毎年このプレミアムをやるわけにいきませんから、こう

いうプレミアムよりも町がいろんな部分においてハマナス商品券なりそういった部分で継

続性のあるような施策を打つべきだなというふうに私は思います。まずは、このプレミア

ム商品券についても町としてどういうような経済効果があったという部分も含め、経済効

果を含めて町がこの辺についてどのような捉え方をされているのかということをお伺いを

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 ただいま中尾議員からのご質問は、プレミアム商品券の効果というふう

な内容だったかと思いますが、商工会のほうでプレミアム商品券、１万円で１万2,000円分

の商品券がもらえるというふうな形の中で10万8,000枚発行いたしました。それで、それは

町民の皆さんに行き渡っております。ただ、この中で未回収というのが５万8,000円分、い

わゆる116枚ございました。これは、期限までに引きかえていないというのがございまして、

そういうのがありました。ただ、引きかえられた10万7,884枚につきましては、これの引き

かえ先を内訳で見ますと、商工会の会員の方、これが回収金額が540万6,000円で、回収率

は10.02％、ハマナスの加盟店、これが５万9,195枚で2,959万7,500円、54.87％、商工会の

会員以外の方、1,472枚で73万6,000円、1.36％、これは大型店といいますか、町外資本の

大型店３店、ここにつきましては３万6,405枚で1,820万2,500円、33.75％ということで、

いわゆる地元資本でありますところでいうと、３分の２は地元の商店なり業者のほうに渡

っているというふうな形、そういう使われ方をしているというふうな結果になってござい

ます。 

 今後につきましては、いろいろと説はあろうかと思いますけれども、やはりこれもいわ

ゆる臨時交付金というふうな形の中で施策を打ってきたというふうな中でございまして、

これは事務費100万、プレミアム分として900万、合わせて1,000万というふうな交付をして

いるものでございますので、やはり相当多額な金というふうなお金の中では単費での継続

というのはなかなか難しいものもございます。そういう中で臨時の交付金等が出た中では、

活用できるような内容があれば、それについてはやはり積極的に活用してまいりたいとい

うふうに考えております。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われますように、こんなことを毎年毎年継続することは当然無理な話で

ありまして、国の施策の中でいろんな補助制度、交付金等を利用した場合にはこういうこ
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とができるということでは、そのとおりだというふうに思ってもございます。しかし、だ

からこそ私は、これ何回か続いたのですけれども、一年一年の打ち上げ花火では企業は成

り立っていかないということなのです。ですから、やはり先ほどの住宅も含めて、私はい

ろんな部分でのそういう活性化の部分を継続してやっていくという部分が欠かせないだろ

うというふうに思っています。今言われましたように、この部分も町内業者にもいわゆる

３分の２が行っているということですけれども、その町内業者の中の部分もより細かな、

町内業者でも飲食なのか何なのかとか、衣料とかそういう部分においても、例えば冬の暖

房用の燃料に行ってしまっているだとかというようなこともお聞きをしていますので、地

域に金が本当に回っているのかというようなことはぜひ私は調査をした上で対応していた

だきたいというふうに思いますし、またそれをこの次いろんな補助制度があったときには

利用していただきたいとも思います。しかし、それとあわせて私は、こういった商品券の

流れというものを読んだ上で、町が先ほど言った住宅だとかいろんな部分での商品券を使

っていく上においては、そういった調査をきちっとした上でその商品券がどういうふうに

流れていくのかということを踏まえて施策を打っていっていただきたいと思いますし、よ

り一層の継続性のある商品券の発行、町内にお金が落ちる仕組みというものをぜひ検討し

ていっていただきたいなというふうに思ってございますけれども、最後にこの辺いかがで

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 過去、これで３回目ですか、そういう中で私どもも報告受けているのは

先ほど言ったような報告の中でございまして、それがどの業種というふうな、どこの誰と

いうふうなところまでは報告求めていないものですから、詳細な業種なり商店なりという

ふうな形の中では、燃料に消えているかもしれないという話もございましたが、やはりそ

ういう部分では詳細な報告は受けておりませんが、ただいずれにしても町内の業者にとっ

ての効果は大きくあるということの事業効果であるというふうに考えておりますので、今

後ともその業種というところまで商工会に過去３回分については把握できるものがあれ

ば、商工会として把握しているものがあれば、回答を求めていきたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 議員からご質問がありますプレミアム商品券の考え方でありますけれども、

３回プレミアムとして商品券を出させていただきました。商工会及び経済効果をもたらす

というのは、一つの起爆剤として考えた中でプレミアム商品券を出させていただきました。

ただ、これに頼るということでは決してなくて、これを起爆剤としてやはり自助努力をし

ていただくというのが私どもの考え方であります。その中で一部ハマナス券の充実も図ら

れたということも聞いておりますし、そういうものを起爆剤にして自分たちも努力してい
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くということがなければ、このプレミアムの意味そのものがないのではないかなというふ

うに考えています。常にこれに頼るということでは、決して商売としての自助努力がなさ

れないわけですから、あくまでもこれは起爆剤という考え方の中で自助努力を中心にして

商店街の発展を図っていただきたいというのが私どもの真なる願いでありますので、この

点についてもそういうことも含めて、今後ともこういう問題については経済効果がどのよ

うに出てくるかということも含めていろいろ勉強をさせていただきながら、どういう形が

いいのかについても研究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 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 やめようと思っていたのですが、一言町長からいただいたので、私も町長言

われるようにこんなことはずっと続かないですから、今町長言われたように、国の要する

にボーナスみたいなものですから、こういうものを今言われたように起爆剤として商店街

が発展していけばいいのです。しかし、現実として今見ていただいて、また皆さん感じら

れると思いますけれども、それが起爆剤になっていないと思うのです、私は。その中の１

発の打ち上げ花火で終わってしまっているのではないかと思うのです。ないよりはいいの

です。だけれども、それでは意味がない。だから、やっぱりこれを起爆剤として発展して

いかせるためには、そういう詳細もきちっと踏まえた上でまたお金を使っていかないとな

らないし、商売を継続していく上では、これはないよりはいいのですから、やっぱりそれ

を起爆剤にして継続させるためにはどうしたらいいのだということをしていかないと、起

爆剤で次へ進む前に今のマイナスを取り戻すのが精いっぱいで、なかなかそこの次の段階

へ、起爆剤で次の一歩を踏み出すところまでは行っていないというのが現状だと思うので

す。だから、これが余り生きてこないように見えてしまうということです。実際にはお金

落ちているのでしょうけれども、だから私もそのことを踏まえて次の一歩が踏み出せるよ

うに、起爆剤になるようなことを踏まえてやっぱりその詳細をきちっと捉えた上でまた商

品券の発行等もぜひ取り組んでいただきたいというお願いでございますので、これは答弁

結構でございます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 説明資料の14ページ、行政区が59行政区ということでございますけれども、

行政区の再編今までもやられてきていると思いますけれども、その進捗状況、最近は余り

合併とかそういうことがなくなってきていると思われます。そういうことで、その進捗状

況をお聞かせいただきたいと。 

 それから、現在行政区に入って町として懇談会を開いているようですが、その中で自主

防災組織の検討をしてもらっているということですが、小規模の行政区について今後どう

いうふうにその組織をやっていくのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 今安藤議員からご質問ありました、まず１点目の関係につい
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て私のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

 行政区の再編でございます。行政区再編に平成17年度以降取り組みまして、実際には

19年、20年度で行政区が再編されてございます。それを受けて、現在では59行政区という

ことになってございます。再編前は、66行政区でございました。条例上におきまして、市

街地におきましては基本的には50戸以上、それ以外につきましては20戸以上と基本的には

基準がございます。その中で今現在を申しますと、それに該当する行政区というのが27行

政区ほどあります。それで、町の行財政改革プランの中でも行政区の再編については取り

組んでいきたいというふうに考えてございます。ただ、今まちづくり出張説明会にも出向

いてございますが、アンケートをもとに懇談をしてございますが、その中で行政区再編に

ついてもお伺いさせていただいております。その中でまた行政区の方とお話しするのも、

町のほうとしては強制的には実施する考えはないということで、あくまでも地域の中でま

ずお話し合いをさせていただきたいと、その中で町と協議をさせていただきたいというこ

とでお話をさせてもらってございます。それで、今まで回った行政区の中でも、今はまだ

現状のままで頑張りたいと、ただ将来的に今の浦幌町における高齢化率等いろいろ考えま

すと、やっぱり合併を考えていかなければならないのではないかなという行政区は数行政

区ございました。そういうことを受けまして、今後もやっぱり行政区とのいろんなお話し

合いをしていきたい、ただうちのほうから、基本的に条例でいうとそこまで満たしていな

い部分はございますが、強制的にどこの行政区とどこの行政区を合併しなさいということ

で進める考えは今のところはございません。ただ、行政区の再編については今後とも必要

とは考えてございますので、やっぱり地域といろいろな今後ともお話し合いをする中でそ

の辺については進めていきたいなというふうに考えてございますので、よろしくお願いい

たします。 

〇田村議長 総務課長。 

〇鈴木総務課長 私のほうから、自主防災組織のお話がございましたので、そのことにつ

いてご説明させていただきます。 

 自主防災組織、そのとおりでございまして、各行政区単位で自主的な防災組織をぜひお

話し合いを持って組織立てに向かっていただきたいというお願いをもって回ってございま

す。このことにつきましては、国のほうでも自主防災組織についてはまず話し合いからと

いうことで言われております。地域、行政区といっても町内会になりますけれども、町内

会のいろんな事情によってはそれぞれの要素がございます。一律な扱いでこういう形でど

うでしょうかという話は、なかなかなじまないというようなふうにも捉えております。ま

ずは、お話し合いを持ってでき得ることから進めていただきたいということでの説明をさ

せていただいております。その中では、やはり大きな大震災にかかわっては自主防災組織

の役割が大きいということについても、過去の大きな震災の実例から経験の中での言われ

ていることについてもご説明させていただいております。また、そういった説明を行って

きた中では、やはり行政区、町内の状況によってはなかなか難しいですというようなとこ
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ろもございます。そういった中では、まずはお話し合いをしていただく、そのときにはま

たいろんな分でこちらの知り得る情報等もお知らせしながら一緒にお話し合いをさせてい

ただきたいというふうなことで進めさせていただいておりますので、どうかそのことにつ

きましてはあくまで自主防災ということでこちらから強制的にどうのこうのではなくて、

自主防災でき得る話の中での部分としてかかわりを持っていきたいということで進めてお

りますので、ご理解をいただきたいと思います。 

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 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午前１１時０１分  休憩 

午前１１時０３分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、２款１項10目生活安全推進費から３款３項２目老人医療対策費までの説明を求め

ます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 18ページをお開き願います。２款総務費、１項総務管理費、10目生活

安全推進費、この目につきましては交通安全対策、防犯対策及び消費者保護対策に係る経

費でございます。交通安全対策につきましては、交通安全指導員12名によります啓発、巡

視、街頭指導を実施しております。活動実績は、延べ日数で47日、出動人員107名、217時

間の内容でございます。防犯対策につきましては、防犯指導員13名によります啓発、巡視

を実施しております。活動実績は、延べ日数で146日、出動人員363名、699時間でございま

す。消費者保護対策につきましては、浦幌消費者協会に平成22年度より委託をしまして、

毎週火曜日に相談所を開設しております。昨年度の開設日数は、49日間でございます。19ペ

ージの13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料13、14ページ

に記載のとおりです。 

 20ページをごらん願います。２項徴税費、１目税務総務費、この目につきましては委員

３名によります固定資産評価審査委員会の運営に係る経費及び税務業務に携わる職員の人

件費の管理に要する経費でございます。特に説明する事項はございません。 

 ２目賦課徴収費、この目につきましては町税の賦課徴収業務に係る事務的経費でござい

ます。23節償還金、利子及び割引料につきましては、過年度分５個人、決算確定に伴う10法

人に対する還付金でございます。13節委託料につきましては、説明資料16ページに記載の

とおりです。 

 ３項１目戸籍住民登録費、この目につきましては戸籍住民登録などの窓口業務に係る経

費でございます。21ページの13節委託料、18節備品購入費につきましては、説明資料16ペ
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ージに記載のとおりです。 

 23ページをお開き願います。３款民生費、１項社会福祉費、２目国民年金事務費、この

目につきましては国民年金事務及び国民年金制度の啓発等に係る経費でございます。特に

説明する事項はございません。 

 24ページをごらん願います。６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費、この目に

つきましては重度心身障がい者47名、障がい老人117名、ひとり親家庭等の親46名、子ども

68名の医療の助成に要する経費でございます。20節扶助費につきましては、説明資料の17ペ

ージに記載のとおりです。 

 ７目後期高齢者医療費、この目につきましては後期高齢者医療制度に係る本町が負担す

べき広域連合への医療給付費負担金及び後期高齢者医療特別会計に対する繰り出しに要す

る経費でございます。 

 25ページをお開き願います。２項児童福祉費、２目児童措置費、この目につきましては

子ども手当の支給に要する経費でございます。23年９月までの子ども手当につきましては、

中学生まで一律月額１万3,000円でしたが、10月以降につきましては法改正に伴いまして、

３歳未満月額１万5,000円、３歳から小学校修了前までの第１子、第２子につきましては月

額１万円、第３子以降は月額１万5,000円、中学生につきましては一律１万円となっており

ます。13節委託料、20節扶助費につきましては、説明資料の17、18ページに記載のとおり

です。 

 28ページをお開き願います。３項老人福祉費、２目老人医療対策費、この目につきまし

ては法令によりまして平成22年度までの設置が規定されておりました老人保健特別会計の

廃止に伴いまして、平成20年３月までの老人保健に係ります診療報酬の支払いが生じた場

合に対応する目でございます。23年度につきましては、支払いの請求はございません。 

 以上で説明を終わります。 

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 質疑がないようですので、次に４款１項３目環境衛生費から２項２目し尿処

理費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 29ページをお開き願います。４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境

衛生費、この目につきましては葬斎場ほか環境衛生業務に要する経費でございます。30ペ

ージの13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料の20ページに

記載のとおりです。 

 ４目墓地墓園費、この目につきましては町が管理する墓地墓園の維持管理に要する経費

でございます。特に説明する事項はございません。 

 ６目乳幼児等医療対策費、この目につきましては中学生以下の医療費助成に要する経費

でございます。13節委託料、20節扶助費につきましては、説明資料21ページに記載のとお
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りです。 

 ７目公衆浴場管理費、この目につきましては町営公衆浴場健康湯の管理運営に要する経

費でございます。平成23年度の入浴者数は9,188名で、前年度対比1,774名、16.18％の減で

ございます。利用料収入では318万8,920円で、前年度対比62万4,980円、16.39％の減でご

ざいます。13節委託料につきましては、説明資料21ページに記載のとおりです。 

 31ページをお開き願います。２項清掃費、１目塵芥処理費、この目につきましてはごみ

処理の収集運搬から処理に要する経費でございます。11節需用費の修繕料、13節委託料、

18節備品購入費及びごみの収集量、リサイクル排出量の実績につきましては、説明資料の

21、22ページに記載のとおりでございます。 

 ２目し尿処理費、この目につきましてはし尿処理に要する経費でございます。平成23年

度のし尿処理につきましては1,082キロリットルで、前年度対比25.4キロリットル、2.29％

の減でございます。 

 以上でございます。 

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。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 衛生費の７目公衆浴場の件について伺います。 

 今年度８月をめどにいろいろ精査をしながら、継続なのかどうなのかということについ

て十分検討をされてきたのかなという中にあって、公衆浴場を要望する方もかなりおられ

ると思います。そういった方も勘案した中で継続しようとしているのか、その辺をちょっ

とお伺いをしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 公衆浴場の健康湯につきましては、ご存じのとおり、平成３年11月から民間

浴場が整理、廃業されたということから、町がその代替施設として建てかえ、運営をして

まいりました。この継続につきましては、８月までに判断をするということで議会の皆さ

んにも答弁をさせていただいた経緯があります。留真温泉が再開をいたしまして、その１

年間の推移を見ながら判断をさせていただきたいということを常に申し上げてまいりまし

た。健康湯１年間の利用実績が出まして、先ほど課長のほうから答弁をさせていただいた

とおりでありますけれども、開業するまでの前３年間平均としましても約12％の減、約

1,300人減ということでありました。その中でも内訳は町内が11％、町外の利用者が17％の

減ということでありました。１日当たりで見ますと、町内で３人、町外で２人という減と

いう数字でありました。こういうことも含めて、いろいろ検討をさせていただきました。

町内、町外利用者が減になったということは、留真温泉が再開をしましたと、その影響を

受けたものだというふうに思っているところでありますけれども、１年間でありますので、

一時的なものかどうかについては今後の経緯を見なければまだ判断はできないのかなとい

うふうには思っているところであります。また、その間アンケート調査も行わせていただ
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きました。利用者におかれましては、家庭にお風呂のない方というばかりではなく、サウ

ナ等の施設を使いながら大浴場を憩いの場として幅広い年齢層に使われているということ

も明らかになりました。特に50代から70代の利用が43％を占めているという状況でありま

した。また、町外者の利用率を見てみますと、特に夏季、夏の間におきましては全体の60％

から65％にもなるということも明らかになりまして、これは森林公園のキャンパーたちの

利用が多いだろうというふうにも考えているところであります。そのことからいろいろな

ことを考えまして、特に風呂のない家庭もアンケートの中でまだまだ存在するという状況

でありまして、公衆浴場としての存在感、必要性はまだ残っているというふうに考えてい

るところであります。また、年間利用者の30％が町外からの利用者であるということから

考えると、特に夏季においては先ほど言いましたように60％から65％の方が利用されてい

るということも状況として判明しておりまして、これはやはり交流施設の位置づけといい

ますか、森林キャンプ場への集客効果としても機能している部分があるだろうというふう

に考えています。また、年間利用者は減ったとはいえ、延べ１万人ほどの利用者を擁する

施設でありまして、町民の利用頻度も高いということから、愛好者には心の安らぎの場で

あるということも実態としてあるのだろうなというふうに思っています。そういう数少な

い町民の憩いの場を引き続き継続をしたいという思いもあるところであります。 

 また、留真温泉と健康湯の関係でありますけれども、やはり健康湯としては公衆浴場と

して徒歩でいつでも利用できるということから、留真温泉との使い分けがされているのか

なというふうに思っておりますし、また高齢者の利用頻度が高いということから、一種の

閉じこもり防止といいますか、そういう面での健康予防、介護予防にも機能しているとい

うふうに考えているところであります。そういう面も含めまして、特に健康湯は鉄筋コン

クリートづくりということでありまして、今現在建築後21年経過しているわけであります

けれども、耐用年数は31年あるということから、残り10年耐用年数があります。そういう

面では、今現在建物、また附属設備とも管理状態は非常によく、早急な施設改修を今必要

としないと、必要とするのはボイラーのみということでありますので、そういう面から考

えて、今廃止したということになると、一つの遊休施設になってしまうということもあり

ます。 

 以上のことから、健康湯については今年度で指定管理契約は切れるわけでありますけれ

ども、今後とも継続をしていきたいと。常時その利用人数等々も今後とも見守りながら、

指定管理者制度を継続することとしたいということで判断をさせていただきましたので、

ご説明させていただきます。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 同僚議員のほうから、今公衆浴場の関係の質問ございました。町長の答弁の

関係、大変いい答弁をしてくれたなと、私もそういうふうに考えてございます。なぜかと

いいますと、私自身も10日に１回健康湯のほうを利用させていただいております。町長、

そういう中、把握されていることは自分の家にお風呂を持っていながら例えば独居老人の
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方も非常に多く利用されています。それはなぜかといいますと、自分の家で風呂をたくよ

りも、手足をすっかり伸ばして本当にゆっくりゆったり入れるあの健康湯はなくてはなら

ないものだと。常々私も先ほど言いましたように10日に１回健康湯利用しながら、入りに

来られた老若男女の皆さんと話をするわけでございますけれども、あわせて夏場において

は森林公園のキャンパー、さらには大型運転手やら、あるいはこの国道38号線を通勤とい

いますか、釧路方面、あるいは釧路から札幌方面へ向かう途中に湯という看板がある中を

見ながら入られたと、温泉かと思って入ったというお客さんも非常に多いという状況にも

ございます。そんな意味から、ボイラーの絡みございますけれども、先ほど言われたよう

に、もう築二十何がしたっているわけでございますけれども、指定管理者のほうで本当に

きれいに使っていただいています。管理のほう、本当に滞りなくよくされております関係

上、ぜひ継続を願いたいと思います。町長の答弁にプラスして、ぜひ継続できるという、

そういうお話があった関係をまた入っている方々にもお話を申し上げていきたいと思いま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 答弁はよろしいですか。 

〇髙橋議員 もし町長のほうで私に特別何かありましたら、答弁お願いしたいと思います

けれども、いかがでしょうか。よろしいですか。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 髙橋議員の言われたとおりといいますか、私先ほど答弁をさせていただいた

内容だろうというふうに思っています。健康湯の営業継続については、やはり懐疑的な意

見もあることは間違いありません。留真温泉、そして健康湯という２つの温浴施設を維持

するだけの、町としてはできるのかという、そういう心配をされている方もいらっしゃい

ますし、いろいろな懐疑的な意見はあるだろうというふうに思います。特に市街地区に２

つの温浴施設を置いてもいいのかという意見もあります。そういう意見も耳にしていると

ころでありますし、指定管理者委託料の増大ということも当然考えなければならないだろ

うというふうにいろいろなご意見をいただいています。先ほど申し上げましたけれども、

健康湯と留真温泉の使い分けをしっかりしながら、留真温泉については町外からの無料バ

スも運営しているということもありますので、そういう意味では市街だけではなくて町全

体の利用者の便宜を図りながら継続をしてまいりたいというふうに思っているところであ

りますし、同じ目的ではないのかと、健康湯と留真温泉と健康増進ということでは同じ目

的なので、片方でいいのではないかという意見もあるわけでありますけれども、それも先

ほど申し上げましたとおり、日常的に利用する公衆浴場と温泉を利用すると、一つの使い

分けをしていただければ大変ありがたいというふうに思っていますし、両方の施設を有効

に使って町民の方に楽しんでいただくのが一番我々としてはありがたいというふうに思っ

ています。また、指定管理者制度の委託料につきましては、いろんな条件がございますけ

れども、大きく利用者が変わらない限りそれほど大きな委託料の増大もないのではないか
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というふうに判断しておりますし、今後耐用年数10年間、これを見ながら、指定管理者制

度は現在３年間で経緯をしておりますけれども、３年から５年というのが委託契約の一般

的なものでありますので、こういうことも含めて委託料の問題も含めて今後ともよく精査

といいますか、状況を把握しながらこの委託制度を使いながら健康湯の管理を進めてまい

りたいというふうに思っていますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 同じ健康湯の問題ですけれども、町長から何度も懇切丁寧な説明、また過去

の実績もよくわかりました。我々議会に対しましても町民から町民の声として何とか存続、

このまま継続してほしいという町民の声がありまして、内容的に非常にその存続するため

にいろんなアイデアを出された形で町民から声ありまして、これについては行政のほうに

も当然報告してあると思うのですけれども、今お伺いしますと、現状のまま、それから管

理体制もまだ21年、まだ10年はもつだろうということで、だから施設はそのままいじらな

いで現状のまま、ボイラーの関係は別の問題といたしましても、管理から施設から現状の

まま存続していくということでよろしいのですね。その確認だけ１つお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 管理委託制度を利用しながら管理していくという考え方については、変わり

ません。ただ、管理期間を３年から５年にするかということについては、できれば本当は

利用客が昨年から比べて、23年度と24年度の動きを見ないとなりませんけれども、22年度

と23年度が大きく減ったと、これは留真温泉が開業したと、１年間の短期的な理由なのか

なというふうに考えることもできますけれども、特に22年までは利用者が伸びているとい

う現実もありまして、それが23年に一気に落ちたという状況もあります。ただ、平均にす

ると１万人ぐらいの利用客が常にいるという状況でありますから、そういう管理制度を利

用しながら管理をしていきたいというふうに思っています。ただ、ボイラーにつきまして

は、耐用年数というより耐用時間がもう２年しかないという状況でありまして、これは今

すぐということでありませんけれども、このボイラーをかえるとなると、急にボイラーが

とまった場合に長期間の休業をせざるを得ないという状況もありますので、できれば早い

うちにボイラーの交換だけはしていきたいというふうに思っています。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 環境衛生費の火葬業務についてちょっとお伺いいたします。 

 私ももちろん葬儀に親戚の場合は参加するのですけれども、町外の葬斎場、浦幌町内の

葬斎場、たまたま行く機会もございます。葬斎場は、決して古くは見えないのですけれど

も、中に入ってみますと、昼間の間ちょっと休んで時間を待っているのに中の使い勝手が

非常によくないというか、汚れがちょっと目立っているような気がいたします。何回か他

町の人からも指摘されているのですけれども。 

 それと、ちょっとお聞きしにくいのですけれども、残骨の整理、これがどういうふうに



 － 24 － 

やっているのか、冬期間と、それから雪のない時期とその業務にいろんな変化、かなり変

わった部分が出てくると思うのです。はっきり言いますと、残骨を整理して、それを埋葬

する手段は冬の間あるのかどうか、そのことについてちょっとお聞きしたい。 

 以上、２点です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 １点目は、葬斎場がちょっと汚れているということでございますよね。

それにつきましては、見まして、その部分については予算もあろうかと思いますので、今

後検討させていただきたいと思います。 

 それと、残骨につきましては、無縁墓地なりありますので、冬も夏もその中に入れてお

ります。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 無縁仏として入れる場所が葬斎場の中にあるのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 葬斎場の手前に墓地ありますので、浦幌の葬斎場、葬斎場ありますよ

ね、道路ありまして、その手前、左のほうに墓地がありますので、その中に入れておりま

す。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 そうすると、葬斎場に向かって入るときの左側手前にあるところがそうなの

ですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 今差間議員のおっしゃったとおりです。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 どこの町に行っても葬斎場で時間を過ごすときにやっぱり食事をしたり休ん

だりしたりしますので、浦幌の葬斎場に関してはちょっとテーブルの数等、私たちは厚内

からあの場所に向かうので、どうしてもあの中で休んでいる方が多いのです。ですから、

その辺に対してももう少し整備してほしいと思いまして、その点についてはどうでしょう

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 ただいまの差間議員の関係につきましては、ちょっと検討させてもら

います。 

〇田村議長 よろしいですか。 

〇差間議員 はい。 
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〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も、話が戻りますけれども、公衆浴場について何点か確認をさせていただ

きたいと思います。 

 継続をされるということ、その理由も町長から今述べられたとおりで、私も継続に賛成

をする立場の者としてはほっとしておるなというところであります。ただ、議員の中にも

それをよしとしない人もいるかもしれませんし、町民の中からもそれをよしとしない意見

もあるのだということは今町長から言われたとおりだと思います。そういういろんな両面

の意見があって当然だというふうに思います。そんな中においても、町として町長が継続

をするというご判断をされたということであります。その中でそういった反対の意見を持

つ方も当然いらっしゃるわけですから、やはりその辺についてこういう議論があった上で、

しかしこういうことなので、継続することにしたのだというような説明というものを私は

ぜひしていただきたいと思うのであります。先般の予算のときですか、８月までには一定

の方向性を出すというようなときにも言われていたのですけれども、私は本来は今回の行

政報告か何かで町長が公衆浴場の方針というものを出されるのかなと思ったら、行政報告

がありませんでして、報告がないのだから、結局質問せざるを得ないなというようなこと

になるのだろうと思っていたのです。会議録をちょっと読み返してみますと、12月に報告

をするというふうに町長言われているのです。８月までに結論を出して12月に議会のほう

には報告できればというような会議録載っていまして、これで多分町長は８月までに方向

性を出すといっても一言も今回なかったのだなというような判断をしていたのです。 

 しかし、議会にもいろんな声もあります。町もアンケートとったときにいろんな意見が

あったりして、やはりこの公衆浴場については町民の関心は高いと思うのです。やはりそ

ういう町民の関心の高いことについては、町長みずからの口できちっとした報告をすべき

だろうというふうに私は思います。やっぱりこのことについて町民にもこうこうこうでこ

ういう理由だから、今言われたことですけれども、これをきちっとこういう理由で継続す

ることにしたのだと。今同僚議員の説明では、まだ指定管理を３年にするのか、通常今５

年にしていますけれども、それを５年にするのかどうなのか、この辺はまだ決めていない

ということでしょうから、この辺もどうするのか。ただ、実際８月までに結論を出すとい

うことは、９月からいろんな手続に入っていく上で８月がリミットということで８月いっ

ぱいに出すということでしたから、ということは９月から手続する上ではやはり今までど

おり３年間の指定管理なのか５年なのかというようなことも当然議論されていると思うの

です。 

 町長何回も言われています。やはり今この公衆浴場を管理していく上で一番の問題は、

ボイラーだと思うのです。もうとうにボイラーの耐用年数というものは過ぎていると、実

際指定管理を受けている者にしてもいつとまってもおかしくはないよと、そういうような

話は聞いています、私も。町長言われたように、時間的な部分はまだあるけれども、やは

り途中でとまるということにもならないというお話でしたから、私もそう思います。とり
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あえず動くところまで動かして、壊れたらその時点で考えますという話にはならない。で

すから、指定管理が今年度、来年の３月31日で終わるのであれば、やはりその時点で一た

んとめてきちっとボイラーを設備して、その上でまた新たな指定管理に向かっていくので

はないのかなというような感じもしていたのですが、やはり今そういったことも含めてし

っかり、そのボイラーだって幾らかかるのかということだってきちんと精査されていると

思うのです。また、配管の部分についても、水はあれですけれども、やっぱりどうしても

お湯というのは高温の部分がありますので、配管もお湯の部分についてはどうしても傷み

が激しいというような話もちょっと聞いております。ですから、やっぱりそういった部分

で今後これを継続するという町長が決断をしたことに当たって、これから今言ったように

ボイラーだとか、こういった部分の設備投資はかかるのだと、それが何百万なのか、何十

万で済むのか、それはわかりませんけれども、だからそういうことも含めてこれだけ経費

がかかってもこういう理由だから継続するのだというようなことをきちっと町民に広報す

る必要があろうかというふうに思いまして、私は本来はこういうことが行政報告か何かで

あるのかなと思っていたのですけれども、ありませんでしたので、やはりこれからこの部

分について町民に対してどういうような広報していくお考えなのか、この辺もまず１点お

伺いをしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 町民の皆さんへの説明ということでありましたけれども、この健康湯につい

ては議会の皆さんからたびたびこの問題についてはご質疑がありました。私は、そのたび

に８月中には判断をさせていただきたいということでありまして、当然この決算の中で出

てくるものだろうというふうに私は考えておりましたし、議会の皆さんとそういう考え方

をお話しする中で町民の皆さんにも当然浸透するものだというふうに思っておりました。 

 なぜ行政報告がないのだろうかというお話でしたけれども、健康湯はあくまでも継続と

いう私の結論でありますから、これが変わるということになると当然行政報告という形に

なると思いますけれども、あくまでも考え方の中でこれを継続したいということでありま

すので、改めて行政報告という形はとりませんでした。 

 指定管理料につきましては、来年３月で切れますので、この予算等々も含めて12月とい

うか、新年度予算案のほうでいかなければなりませんから、12月にはいろいろな問題が出

てくるだろうというふうに思います。ただ、考え方として今お話をさせていただいて、当

然議員の皆さんの関心もあった事件でありますから、こういう議会の中でお互いにお話を

しながら、それが町民の皆さんに伝わっていくというのが私は正しい議会と理事者とのあ

り方かなというふうに思っておりました。基本的にボイラーにつきましては耐用年数とい

うか、耐用時間というものがありまして、これがまだ２年４カ月できると、もつというこ

とでありました。ただ、私は、先ほど申し上げましたとおり、緊急停止した場合これが２

カ月か３カ月、別注でありますから、新たに発注して入れるとなるとかなり長期間かかっ
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てしまうということがありまして、できれば２年というとまだ２年後かということではな

くて、それを緊急停止するようなことのないように事前に入れていきたいと。これは予算

伴うわけでありますから、当然それはできれば来年度予算、当初予算で計上できればいい

のかなというふうに私は思っています。 

 指定管理者制度については、それぞれ考え方がありまして、私もある程度３年から５年

といいますけれども、できれば今まで５年間やっていますから、５年間でやりたいという

思いはありますけれども、ただ問題は原油の問題がありまして、原油が非常に値上がりし

ているということと利用者の減少が特に22年から23年大きかったものですから、それをど

う捉えるかによって今後３年間で指定管理委託料がちゃんとできるのかどうかということ

も大きな問題になるだろうというふうに思っていますので、だからそういう意味で今まだ

ちょっと時間を欲しいなということを申し上げているということであります。 

（「ボイラーの値段は」の声あり） 

〇水澤町長 ボイラーの値段は、今まだこれは出していません。取りかえるということは、

当然ですけれども、これは別注になりますので、今12月に予算出すということでありませ

んので、まだまだこれからだと思っていますので、これが基本としていろんなものも含め

て委託料も含めて出していくことになるだろうと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 ボイラーとか今後継続するに当たってどれだけの経費がかかってくるのかと

いうような部分については、まだ詳細の部分は詰めていないというお話であります。しか

し、町長、結局、だから今その指定管理も３年なのか５年なのか、やっぱりこの１年間の

落ち込みが激しいので、これがどんどん、どんどん落ち込んでいくようなことであるなら

ば、留真温泉と公衆浴場と２つも持っていく意味が本当にそこにあるのかと。そうすると、

３年ぐらいの短い指定管理にしておいて、そこでやはりこれは継続できないという判断も

あるということですよね、町長の今の考えでは。 

 だから、そういう部分も含めて、まだ留真温泉の影響が１年だけしか実績が出てきてい

ないので、やはりこの辺は町長としてももうちょっと考えていかなければならないという

ことだと思うのです。ただ、結局そのボイラーも通常の施設のボイラーと違って、やっぱ

り公衆浴場のボイラーとなると、それ相応の金額はかかってくると思うのです。言われた

ように、別注ということであれば、やっぱり急に話もなりませんから、私はやっぱり今町

長言われたように来年の指定管理の切りかえ時期に合わせてきちっと設備をした上で、そ

の上で例えば１カ月ぐらい休むなら休ませた上で、そこできちっと整備をしてまた新たな

気持ちで、３月ですから４月１カ月休んで５月からとかというような形で新たにきちっと

整備をするものはして、その上でということになるのではないかなというふうに私は思う

のです。でも、そのときに３年で様子見なければならないというのに何百万も何千万も例

えばかけてしまったら、３年でやめるという話になっていかないと私思うのです。だから、

そういうようなこれからのランニングコストとか設備投資とかいろんなことを踏まえて、
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私はぜひやってほしいという立場ですから、町長のご判断に私は賛成する立場なのですけ

れども、一方で町民にもそういうような、しかしやる部分にはこういうコストも実際かか

るのだということも私はやっぱりきちっと説明をしていかなければならないというふうに

思うのです。やっぱりこのことに関心がありますから、これは行政報告したほうがいいの

かどうなのかという部分は町長の考え方の違いですから、町長は当然このことは議員から

今回質問が出てくるだろうから、その中でこういうふうに話をすれば、当然私たちも議会

だよりもありますし、町も広報、当然マスコミのほうにも出て、そういった形で町民には

お知らせできるということなのだろうとは思うのですけれども、当然誰も質問しない人は

いないとは思いますけれども、でもそれは不確定な話でありまして、私はそういう町民の

関心があるものについては、行政報告ではなくてもいいのですが、何らかの方法で町長が

町民にお知らせをするということ、やっぱり８月までに結論を出すということは町民にも

広がっていっていますから、８月終わって９月入ったら、どうなったのだ、どうなったの

だと、こういう声も実際にあるのも事実なのです。ですから、こういう部分の町民の関心

があるものについては、ぜひ私は積極的に町長から広報していただきたいなというふうに

思いますし、この辺についての考え方については町長にお考えをいただきたいと思います。 

 それと、今言ったように、維持経費の部分についても、12月までに３年なのか５年なの

かいろんなことを踏まえて町長がご判断されて、また提示するということなのでしょうけ

れども、でも町民に今これから続けるという説明をする上では、やはり今後の設備投資が

これだけかかるとかということというのは当然セットで説明していかなければならないの

ではないかなというふうに私は思いますし、私たち議員にもどうなのだろうというような

質問は当然来ると思うのです。ですから、今現在していないというものをボイラーの数字

出せ、出せと言ったって、していないというものを出せと言ったって出せないのですけれ

ども、そういう部分については今出ていないのであれば、12月には当然その辺もきちっと

した上で、私はそれを待たずしてもいろんな部分でぜひ町長に町民に対するこういう関心

事については広報をしていっていただきたいというふうに思いますけれども、その辺はい

かがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 ボイラーの耐用年数については、先ほど言いましたように、２年間まだ耐用

年数という、耐用時間があるということでありますので、多分２年間はもつのだろうとい

うふうに思いますけれども、先ほど言っているように、緊急停止するようなことになりま

すと、長期間の休業を要するということと、そういうことのないように事前に注文してや

れば、約１週間ぐらいで設置できるという話も聞いておりますし、燃料効率のいい今ボイ

ラーができているということもありますので、そういうことも含めて燃料費の節約にもつ

ながっていくのだろうなというふうに思っています。値段という問題、価格という問題に

ついては、大体は出ているのですけれども、こういう場でありますから、不確定な数字を
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述べてはいけないというふうに思っていますので、確定した数字が出てから予算計上しな

ければなりませんから、当然そのときに議員の皆さんには審議をしていただくということ

になるだろうと思います。ただ、先ほど言いましたように、指定管理者が３年だから５年

だから、それで全部ストップしますよと、例えば利用者が極端に半分になってしまったと

いうことであれば、また考えなければなりませんけれども、そういうことのないように努

力もしながら、できるだけ町民の憩いの場としての健康湯を維持管理するためにどうして

もらうのかということも含めてやっていきたいというふうに思っていますし、ボイラーは

最低限の必要な施設でありますから、これについては先ほど何回も言っているように緊急

停止しないように整備をしていきたいということでありますから、これについては議会に

も当然予算でありますから予算でしっかり提案をしていきたいというふうに思っていま

す。ただ、考え方としてボイラーはかえていかないとならないということをお話をさせて

いただいているということでありますので、ぜひご理解をいただきたいと。 

〇田村議長 ほかに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、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、暫時休憩をいたします。 

 

午前１１時４６分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 休憩前に引き続き審議を続けます。 

 次に、３款１項１目社会福祉総務費から２項８目子育て支援センター費までの説明を求

めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 23ページをお開き願います。３款民生費、１項社会福祉費、１目社

会福祉総務費、この目につきましては障がい者の自立支援に係る補装具、生活介護、訓練

等サービス給付、各種社会福祉団体に係る補助金及び浦幌町国民健康保険事業特別会計繰

出金等、社会福祉全般に要した経費でございます。13節委託料、18節備品購入費、19節負

担金、補助及び交付金、20節扶助費につきましては、説明資料17ページに記載のとおりで

ございます。19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費の不用額につきましては、障がい

者の自立支援サービスの給付費等に係る執行残でございます。28節繰出金につきましては、

浦幌町国民健康保険事業特別会計への繰出金でございます。 
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 23ページ下段から24ページ上段をごらん願います。３目厚生委員費、この目につきまし

ては民生委員児童委員24名の活動に要した経費でございます。13節委託料につきましては、

社会調査委託料として北海道からの委託料が町に交付され、同額を民生委員各位に支出し

てございます。 

 次に、４目青少年健全育成費、この目につきましては浦幌町青少年問題協議会及び浦幌

町少年補導委員会の運営並びに青少年健全育成事業に要した経費でございます。 

 次に、５目社会福祉施設費、この目につきましては浜厚内生活館の維持管理及びアイヌ

生活相談員に要した経費でございます。13節委託料につきましては、説明資料17ページに

記載のとおりでございます。 

 24ページ下段から25ページ上段をごらん願います。２項児童福祉費、１目児童福祉総務

費、この目につきましては保育園、幼稚園等の入退園及び保育料納付事務等、児童福祉全

般に要した経費でございます。 

 ３目認可保育園運営費、この目につきましては浦幌町立しらかば保育園の管理運営及び

園児87名の保育の運営に要した経費でございます。13節委託料、18節備品購入費、19節負

担金、補助及び交付金につきましては、説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 25ページ下段から26ページ上段をごらん願います。４目へき地保育所運営費、この目に

つきましては浦幌町立上浦幌ひまわり保育園の管理運営及び園児11名の保育の運営に要し

た経費でございます。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、説

明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 ５目児童館運営費、この目につきましては常室児童館の管理運営に要した経費でござい

ます。18節備品購入費につきましては、説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 ６目児童デイサービスセンター運営費、この目につきましては日常生活における基本的

な動作の指導、集団生活への適応訓練、児童の生活等に関する相談や助言及び発達支援事

業を実施する浦幌町児童デイサービスセンターくれよん広場の運営に要した経費でござい

ます。年間222日開設し、一般療育指導、専門指導事業等に未就学児10名、延べ332名、就

学児童６名、延べ270名、合計延べ602名、１日平均約３名の通所でございます。 

 次に、26ページ下段から27ページ上段をごらん願います。７目学童保育所費、この目に

つきましては放課後児童対策として開設している浦幌町立学童保育所の児童50名の保育の

運営に要した経費でございます。年間239日開設し、延べ7,507名、１日平均約31名の通所

でございます。18節備品購入費につきましては、説明資料18ページに記載のとおりでござ

います。 

 ８目子育て支援センター費、この目につきましては親子の遊び等を通じて子育ての不安

の解消や悩みの相談、子育て情報等を提供し、児童の健全育成を推進する浦幌町立子育て

支援センターの運営に要した経費でございます。年間143日開設し、登録世帯数は75世帯、

延べ1,262名、１日平均約９名の利用でございます。 

 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。 
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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 23ページの社会福祉総務費、今全般でということなので、ここでお聞きして

よろしいかと思いますが、前年度ですが、総務委員会で町長が2012年から１年間かけてひ

とり暮らしの老人世帯の調査を約1,000人を対象にして生活実態調査を行うということで

お話がありました。これの進捗状況というのでしょうか、どのような形で行っているかお

伺いいたします。 

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 ひとり暮らしの高齢者の皆様の生活実態、どのように暮らしていら

っしゃるのかということで、お元気でお暮らしだと思われるだけではまずいということで、

いずれにしても要介護認定サービスを受けている方の状況はわかる、把握している、だけ

れどもサービスを利用していない方がどのように暮らしているのかはわからないというこ

とで、やはり包括支援センターを含めて高齢者全般どのように暮らしているのかというこ

とをまず把握して、その方がサービスが必要ないのか、これからもお元気で１人で暮らし

ていけるのか、２人暮らしで暮らしていけるのかということの生活実態を調査するという

ことでございます。この調査の中で実際にサービスが必要だという方もいらっしゃれば、

すぐに認定調査を行い、サービス利用につなげていくということもこの調査の中には入っ

ているかと思います。 

 進捗状況でございますが、今年の６月から生活実態調査に入ってございます……進捗状

況でございますが……お時間とらせて申しわけございません。失礼いたしました。実態調

査の進捗状況でございますが、聞き取り内容につきましては本人の健康状態、生活の様子、

あるいは公共施設の利用の状況等を聞いてご本人がどのような社会参加をされているか含

めて聞き取りを行っております。現在109人訪問を行ってございます。また、継続支援が必

要な方については17人ということで把握してございます。この中には介護保険の申請にな

った方、介護保険の申請はしないが、経過を見ていくことが必要な方、あるいは介護につ

いて聞いてみたかったということも感じていらっしゃる方もいらっしゃいました。また、

今後の将来の不安、地域で生活、ご自宅で生活していくために医療機関や周りの人たちと

の助け合い、そういったことも話しされる方もいらっしゃいます。いずれにしても、一人

一人に話を聞く中で地域での支え合い、つながりも見えてくるということで今後地道にこ

の生活実態調査を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 せっかくこういうふうに聞き取り調査をしていただいても、現実にはやはり

みずから命を絶っているお年寄りもあるということが浦幌町の現状です。本当にそういっ

た方を何とか救えないかなというふうに思っているのですが、町のほうで調査をするとい



 － 32 － 

うことですので、民生委員の方もいらっしゃるので、その方々が状況は把握していたので

はないかなとは思いますが、現実にはそうやって孤独死、それからそうやってみずから命

を絶ってしまう方なんかも発生しているのが浦幌町の実態だと思います。それで、本当に

この調査の方法でいいかどうかということを私も非常に疑問に感じています。速やかに全

町内の聞き取り調査をこれからも、対象1,000人ですから、百何人といったらまだ１割、２

割にもいっていない、私は新聞の情報で1,000人と書かれているのを見て言っているのです

けれども、どういった状況でこれから進めていかれるのか、本当に速やかな対応が必要か

と思いますが、今後の町の調査方法とかというのはどのようにお考えになっているかお聞

きしておきたいと思います。 

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 進め方につきましては、現在も包括支援センター職員がそれぞれの

ご自宅にご訪問しているわけでございますけれども、民生委員協議会の民生委員さんにご

協力をいただきまして、事前に包括支援センターの職員がご自宅を訪問するというチラシ

を写真を載せてこういう職員がご自宅を訪問するということで、いきなり訪問すると全く

知らない、見たこともない人ということで勘違いされる場合もありますので、こういった

ことを未然に防ぐということで包括支援センターの職員が訪問するということでチラシを

配付していただくことに民生委員さんにご協力をいただいております。また、民生委員さ

んに声を事前にかけてもらうことによって訪問した際も話をよく聞かせていただいている

ということもございます。また、社会福祉協議会のご協力もあり、友愛訪問ということで

の70歳以上の独居高齢者の方を定期的に訪問し、安否の確認を行っていただく際にも訪問

時にこの実態調査のこともお話をしていただいているということでございます。 

 先ほど孤独死、あるいはみずから命を絶つということのお話もございましたけれども、

みずから命を絶つというところはやはりご本人の病状、ご家族が支え切れなかった場合も

あるでしょうし、このみずから命を絶つということは未然に防ぎたいところではございま

すが、専門の医師の診断、治療もそこにはあったのではないかなと思います。周りの支え

もあったけれども、そういう結果に結びついてしまったのかなと思います。ただ、１人で

何事も周りの方と接触を拒んで、そしてみずから命を絶つだとか孤独死ということは、浦

幌町においては孤独死ということはないかと思います。病気で突然亡くなってしまう突然

死、あるいは１人で亡くなってしまうというところは結果的に１カ月、２カ月わからなか

ったということではなくて、次の日ご自宅の茶の間のカーテンがあかない、寝室のカーテ

ンがあかない、おかしいということでご近所の方がお知らせいただいたり、そういったこ

とで発見が１日後、２日後ということはありますけれども、その方が孤独死だったかとい

うと、周りのご近所の方のおつき合いもきちんとされている方であったり、決して周りと

のかかわりを持たないで孤立させてしまった状態で亡くなっていたということでは私はな

いと解釈しております。 
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 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 町内にお住みのご老人の人たち、いろいろな方がいると思います。生活実態

調査は、当然やらなければならない、本当に必要なものだと思います。 

 今回の決算の中で社会福祉総務費の13節委託料、うらほろ幸寿会の請負になっている身

体障がい者デイサービス事業、それから日中の一時支援事業、移動支援事業、この２件に

関してちょっと質問いたします。両方とも予算とはちょっと離れておりまして、実績とし

て１名になっているのですけれども、やっぱり予算の立てられたときにはこの１名という

ことはわかっていたことなのでしょうか。 

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 ただいまの質問に際しましては、担当の坂下課長補佐から説明をさ

せていただきます。 

〇坂下保健福祉課長補佐 ただいまのご質問でございますけれども、日中一時支援事業、

移動支援事業、これにつきましては町のほうからうらほろ幸寿会さんのほうに障がい者福

祉としてご委託をしている事業でございまして、日中一時支援につきましては主にデイサ

ービス関係、移動支援につきましては自宅からそこの施設まで通う部分の経費を助成して

いる事業でございます。当初の人数というところでございますけれども、これにつきまし

ては町のほうで把握している方ということで１名という形でなってございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 そうすると、予算の段階で58万ほどであった日中一時支援事業が28万で済ん

だ、それから移動支援事業が予算の段階で20万ほどであったものが４万4,000円で済んだ、

こういうふうに理解してよろしいのですか。 

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 当初の予算におきましては、このサービスを利用される方は１名と

いうことで把握して予算化しております。この方がこのサービスを１年間満度に使うとし

たら、幾らかかるという経費を１年分計上させていただいております。現実的には、その

満度、こちらで予算を見た分に達しないで、利用はされているのは間違いないのですけれ

ども、実績に満たない利用サービスでしたということでございます。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 わかりました。このサービスをされるうらほろ幸寿会の皆さんとサービスを

受ける町民の間のことですから、双方の了解のもとに進んでいることだと思います。こう

いったサービスがサービスを受ける側から見て満足のいくものであるように、サービスを
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するほうもそのサービスを受ける皆さんがどういう状態なのかしっかり把握してやってい

ると思いますので、そこら辺はまた先ほどの生活実態調査の話に戻りますけれども、やっ

ぱり実態に即した予算で、それを執行されるように望むものであります。 

 以上です。回答は要りません。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 先ほどから同僚議員の質問に対していろいろ説明をいただいた中で、先ほど

来生活実態について百数件の実態調査が行われたという中で、その中で出てきた中で自殺

防止対策として医師の判断を仰がなければならない部分も多分にあるのかなというふうに

は思いますけれども、ただ身近にいる人間がいかに相談してあげられるかあげられないか、

これは個人的になりますけれども、私ども理容業界としてもゲートキーパーという形の中

でいかに、お客さんに接する時間が長いので、その中でちょっとした話でも聞きながら、

そのきっかけづくりがないものかということで今10月に立ち上げるわけですけれども、町

としてただ医師に任せるといいますか、そういったものも当然あるでしょうけれども、行

政として当然相談窓口等は設けてはいるのですけれども、話しづらいとかいろんなものも

あるのかと思いますけれども、今後そういったちょっとしたきっかけづくりといいますか、

そういったものを含めてどのように考えられているのか、当然この中にあっては自主防災

等々の絡みも出てくるかと思いますけれども、隣近所も含めてそういった役割のお願いも

あるかと思いますけれども、行政としてどのように今進めようとしているのか、ちょっと

お聞きしておきたい。 

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 生活実態調査を通して、包括支援センターの役割を含めて訪問した

際ご本人に説明をさせていただいております。その中でやはりお困りのときは相談先がな

かなか、誰に相談したらいいのかわからないとか、いろんな悩み事だとか相談の内容によ

って違うかと思いますけれども、いずれにしても包括支援センターでは相談支援というこ

とでの業務も役割として担っておりますので、お困りの際については高齢者の方含めて包

括支援センターを窓口に相談支援していきますということでこれからも推進していきたい

と考えております。 

 また、自殺防止というところでいけば、先ほど専門医師といいますか、お医者さんの指

示もあるかと思いますけれども、それに至るまでの間もそういった悩みだとか相談を包括

支援センターが受けて、そしてそのときの精神状況、身体状況も含めて病院だとか治療が

必要であれば、包括支援センターがもともとの要介護だとかというサービスではなくて、

必要な治療、あるいは病院を紹介して、そしてその方が自立して生活していけるような取

り組みで今後とも進めていきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 
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〇安藤議員 私は、各公共施設のバリアフリー化についてお聞きしたいと思います。 

 第３期まちづくり計画に各施設等のバリアフリー化を図るということで載っております

けれども、具体的にどうしていくのかというのがちょっと、これ担当課が保健福祉課とい

うことになろうと思うので、保健福祉課が主体となって保健師だとか理学療法士、建築、

土木も含めて、あと担当課、教育委員会だとかいろいろあると思いますけれども、そうい

うところも含めて具体的にまだ進んでいないバリアフリー化をどのようにやっていくかと

いうことを年次計画でもいいですし、１年でも早くそういうバリアフリー化を実現してい

ただきたいと思っております。そういうことで、そういう協議会なり検討会をつくる考え

があるかどうかお聞きしたいと思います。 

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 ただいまの公共施設におけるバリアフリー化ということでございま

して、現在施設の表玄関といいますか、スロープを設置したり、車椅子で玄関の中に入っ

ていけるように、あるいは１階から２階への階段に昇降機を設置したりということは、そ

の公共施設の施設ごとにあるかと思いますけれども、現実的には数センチの段差が支障に

なる場合も障がいをお持ちの方、要介護の足腰が弱っている方、そういった段差解消も含

めてこの公共施設におけるバリアフリー化はそれぞれ実施されているかと思いますけれど

も、役場内部で今後各公共施設のスロープあるいは手すりが必要だとか、そういった具体

的なところも含めてバリアフリー化に向けて内部検討を進めていきたいというふうに思い

ます。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 今の同僚議員の形の中でお答えいただいたのですが、その中で段差、段差と

おっしゃられたので、できれば少しスペースを余分にとっていただきたいなというふうに

私考えます。例えば同じ玄関口にいたしましても、狭いというのはそれを補助する方にと

ってもやはりなかなかつらいものがあります。高さばかりでなくて、やっぱりスペースの

余裕もつくっていただけるような形というのはいかがなものかお伺いします。 

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 確かにスロープをつければ全てが解決するかというと、スロープの

傾斜といいますか、角度といいますか、そこら辺の技術的なところも、あるいは面積的な

ところもあろうかと思います。そういった余分なスペースというよりは、介助しやすいス

ペースが必要なところについても技術的なところも、あるいは面積的なところも含めて十

分配慮して検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 質疑がないようですので、次に３項１目老人福祉総務費から10款４項１目幼

稚園運営費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 27ページ下段から28ページ上段をごらん願います。３項老人福祉費、

１目老人福祉総務費、この目につきましては浦幌町福祉有償運送運営協議会及び第５期浦

幌町老人福祉計画・浦幌町介護保険事業計画策定審議会の運営、高齢者福祉、在宅福祉支

援事業、浦幌町介護保険特別会計繰出金に要した経費でございます。８節報償費、13節委

託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助

費につきましては、説明資料18ページから19ページに記載のとおりでございます。28節繰

出金につきましては、浦幌町介護保険特別会計への繰出金でございます。 

 次に、３目老人福祉施設費、この目につきましては養護老人ホームの入所措置等に要し

た経費でございます。入所者数については、３施設、43名でございます。20節扶助費につ

きましては、説明資料19ページに記載のとおりでございます。 

 ４目老人ホーム費、この目につきましては浦幌町養護老人ホームらぽろの管理運営に要

した経費でございます。平成24年３月末現在、入所者50名、うち浦幌町出身者は41名でご

ざいます。13節委託料、18節備品購入費につきましては、説明資料19ページに記載のとお

りでございます。 

 28ページ下段から29ページ上段をごらん願います。４款衛生費、１項保健衛生費、１目

保健衛生総務費、この目につきましては各種健康診査、浦幌町簡易水道特別会計繰出金に

要した経費でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説

明資料20ページに記載のとおりでございます。13節委託料の不用額につきましては、各種

健康診査に係る委託料の執行残でございます。28節繰出金につきましては、浦幌町簡易水

道特別会計への繰出金でございます。 

 ２目予防費、この目につきましては予防接種等に要した経費でございます。13節委託料、

18節備品購入費につきましては、説明資料20ページに記載のとおりでございます。13節委

託料の不用額につきましては、各種予防接種等に係る委託料の執行残でございます。 

 30ページをごらん願います。５目医療対策費、この目につきましては患者輸送業務、日

曜当番医等の医療対策及び浦幌町浦幌町立診療所特別会計繰出金に要した経費でございま

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、説明資

料21ページに記載のとおりでございます。28節繰出金につきましては、浦幌町浦幌町立診

療所特別会計への繰出金でございます。 

 31ページをごらん願います。８目保健福祉センター管理費、この目につきましては浦幌

町保健福祉センターの維持管理に要した経費でございます。13節委託料、15節工事請負費

につきましては、説明資料21ページに記載のとおりでございます。 

 次に、44ページをごらん願います。10款教育費、４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、こ

の目につきましては浦幌町立浦幌幼稚園、厚内幼稚園の管理運営及び浦幌幼稚園31名、厚



 － 37 － 

内幼稚園５名、園児合計36名の保育の運営に要した経費でございます。15節工事請負費、

18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料37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。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 説明資料の20ページの予防費の中の予防接種業務のことについてお伺いいた

します。 

 23年度529万8,000円という事業費が記載されております。その中に子宮頸がんの予防の

ことが記載されていないということは、これは実態がなかったのかなというふうに思って

おります。この子宮頸がんのことについて、もし実態がないのであれば、今後どのような

方法で進められていくか、24年度から国のほうでも定期予防接種の無料化ということで今

年になってから意思表示があったと思います。前年度は全くなかったのか、もしなかった

としたら、どのような経過のもとでこのようなことになったのかお話を聞いておきたいと

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 予防費の委託料に関して予防接種業務のところでございますが、

23年度から新たに実施しておりますここの事業内容の中に子宮頸がん予防ワクチンの予防

接種につきまして数字が未掲載ということで漏れておりました。この場をおかりしまして

……予防接種ですよね……それで、この場をおかりしまして、心からおわび申し上げます。

今お話のございました任意接種の子宮頸がん予防ワクチン接種につきましては、中学１年

生から高校３年生に相当する年齢の女性を対象にして23年度から新たに実施しておりま

す。開始時期につきましては、ワクチンの供給確保が整った昨年の８月１日から開始しま

して、６カ月のうちに３回の接種が必要となります。接種対象者につきましては137名で、

接種者75名、接種率27.7％でございます。大変失礼いたしました。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 それで、ただ掲載漏れということで、金額的には変わらないのでしょうか、

それを１点お伺いしておきます。 

 それと、27.7％の中学１年生から高校３年生までの接種ということで非常に低いという

か、現実に婦人科のがんになっている方が町内でも発生しております。その方は、もう高

齢と言ったらあれなのですが、このワクチンの対象にはなるような年齢ではなかったので

すが、やはり今の段階から子どもたちにしっかりと教育をさせて、いかに自分の体が大事

かということを事業としてＰＲしていく必要性がまだまだあるのでないかというふうに思

っておりますので、この点について再度確認をしておきたいと思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 事業費の中には、この子宮頸がん予防ワクチンのかかる費用も含ま

れております。また、接種率が低いというところもお話ございましたけれども、任意予防

接種というところで開始する前に町といたしましてはこの予防ワクチンの効果、副反応を

十分理解していただくために説明会を開催し、参加された方に十分ご理解をしていただい

た上で接種をしていただくと。そして、来れなかった方についてもお電話で確認をさせて

いただいて、十分理解していただいた上で接種をしていただくということで取り組んでま

いりました。このワクチンの効果という中身で、このワクチンを接種すれば、全ての子宮

頸がんに対応できるというものではございません。ただ、確率的にこの予防接種を行うこ

とが予防につながるということでございます。そういった効果、副反応も含めて保護者の

方にご理解をいただいて接種していただいた方が75名という結果でございます。また、今

後におきましてもこの接種につきましては説明会、あるいは保護者への出席がない場合に

ついても電話で確認をさせていただいた上で接種をしていただくという取り組みを行って

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 接種費用も来年度から、2013年度から無料ということですので、受ける方に

は四、五万かかるところが本人負担がなくて非常に有利かなと。一生のうちに半年間に１

回受けて、３回ですか、注射はするのですけれども、半年間の間で１回受ければ一生は完

全に安心だというわけではないのですが、非常に有効な手段かなというふうに思っており

ます。万一がんになった場合は、そんな３万や４万のお金で済まなく、何百万もいろんな

費用がかかって町のほうの負担にもなると思いますので、137名、また人数がふえるかと思

います。小学生が中学１年生になったら、またＰＲのほどよろしくこれからもしていただ

いて、受診率を上げるようにお計らいをしていただきたいというふうに思っております。 

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 今お話がございましたように、接種開始から６カ月のうちに３回の

接種が必要となります。この間24年の３月までに３回目の接種が終わっていない方につい

ても、24年度４月以降も引き続き公費負担で接種できるようにいたしております。今後に

おきましても保護者への接種前、接種後の効果、あるいは副反応のことについてきちんと

説明をさせていただいた上で接種していただくように取り組んでまいりたいと思います。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 説明資料で19ページですが、老人福祉総務費、この関係で高齢者緊急通報シ

ステム、これにつきましては本定例会の初日に補正を審議したところであります。この関

連について少々お聞きしたいのですが、この説明書によりますと、先般の補正のときもそ
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うでしたが、23年度末で61台の設置、それから補正のときには65台までふえていますよと

いう報告でありました。そのために設置費の13万何がしを補正したと。 

 そこで、その下ですが、この緊急システムのリース料として75台、これは75台保有して

いるということだと思うのですが、使用していないものも町で保管しているからリース料

払っている、そういう解釈でよろしいのでしょうか。 

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 ただいまのご質問でございますが、運用しているのが74台で、契約

台数は75台ということでございます。１台未使用といいますか、現実的には使われていな

い状態で、75台の契約を持っていると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 先日の補正の説明のときには、24年度になって増設したのを含めて65台とい

う報告だったと思うのですが、74台運用というのはどういう意味ですか。 

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 端末機器リースにつきましては、契約台数が75台リース契約してお

ります。その中で運用しているのは、各高齢者のご自宅につけているのが61台だというこ

とでございます。その中で補正時期につきましては65台、そしてその間新規に取りつけ、

そして浦幌町から転出された、あるいは亡くなられたということも含めて新規設置、撤去

ということが繰り返しございますけれども、今後８月以降来年の３月までに設置がふえる

ということで来年の３月末74台になる、運用という見込みでございます。 

 以上で説明終わります。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 運用しているのと見込みというのはちょっと違うと思うので、先ほどの説明

ちょっと言葉足らなかったのでないかなと私は思うのですが、それでこの設置基準という

のはどんなふうになってされているのでしょう。ちょっとお伺いしたいと思いますが。 

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 ただいまのご質問ですけれども、原則的に65歳以上のひとり暮らし

高齢者のご自宅に設置するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 その説明では、65歳以上31％いるのですから、複数夫婦いるとしてもちょっ

と説明にならないと思うのです。61台設置、あるいは74台までの設置見込みがあるという、

その設置をする基準、申し込みがあってするのか、申し込みでも何らかの基準があって、

もっと61台の設置なり74台になるための基準というのを知りたいのですが。 
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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 この件につきましては、担当の熊谷課長補佐から説明をさせていた

だきます。 

〇熊谷保健福祉課長補佐 緊急通報システムの設置基準といいますか、設置に至るまでの

経過というような形になりますが、ご本人様からの申請はもちろんのこと、そのほか社協

の訪問介護の方の情報等、また包括支援センターの職員がとりあえず設置が必要なのかど

うなのかというようなところの調査というか、各お宅に訪問しまして、それでそういうよ

うな形でのこの方につきましては設置が必要だというようなものがございましたら、設置

をしていくというような形で、各社協の職員の方の情報等、またうちの職員の包括支援セ

ンターの方々の訪問における実態というようなものを含めまして、設置をするかどうかと

いうようなところを検討しまして、設置に至っているというような状態でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 この件についてわかりました。 

 もう一点です。保育所、幼稚園に関係しまして、監査委員さんが定例監査の報告の中で

この４年間の出生数を報告されております。いずれも、４年間とも30人台しか出生されて

おらないと、そういう中で将来的に保育所、幼稚園の統廃合について検討が必要というよ

うなことが載せられております。その辺について何か内部協議、今後の対応としてしてい

るのか、まだ将来的なことだと思われているのか伺いたいと思います。 

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 幼稚園、保育園の施設管理も含めて幼保一体化という言葉、あるい

は幼保一元化という言葉も過去あったかと思います。国の動きにつきましても、総合こど

も園あるいは認定こども園というような言葉の推移もありますけれども、浦幌町におきま

しては第３期まちづくり計画策定時におきまして認定こども園の設置検討を行って、今後

幼稚園の利用人数の推移、そして保育園との人数的な格差生じているということもござい

ますので、将来的に乳幼児数の減少等を考えますと、幼稚園施設のみ認定こども園とする

のがいいのか、あるいは幼稚園、保育園を一体にして管理していったほうがいいのか、国

の動向を見据えながら、見きわめながら第３期まちづくり計画の後期計画において検討し

ていくということとなってございます。 

 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 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 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） 
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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 １時５３分  休憩 

午後 ２時０５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。 

 次に、５款１項１目労働諸費から２項５目林道上厚内線改良事業費までの説明を求めま

す。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 31ページをごらん願います。５款労働費、１項１目労働諸費、この目に

つきましては労働者対策及び職業病対策並びに緊急雇用創出推進事業に要した経費でござ

います。主なものは、緊急雇用創出推進事業の直営事業に要した賃金等の人件費等と委託

事業として実施した定住移住促進調査研究ほか２事業に係る委託料でございます。13節委

託料、19節負担金、補助及び交付金については、説明資料22ページに記載のとおりでござ

います。 

 32ページの中ほどをごらん願います。６款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費、

この目につきましては農政担当職員の人件費及び各種関係団体に対する負担金でございま

す。 

 ３目農業振興費、この目につきましては農政全般と畑作を主とする農業振興に要した経

費でございます。19節負担金、補助及び交付金については、説明資料22ページから23ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 33ページをごらん願います。５目畜産振興費、この目につきましては酪農等を主とする

畜産振興に要した経費でございます。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、説明資料23ページから24ページに記載のとおりでございます。 

 ６目土地改良費、この目につきましては土地基盤等の整備促進に要した経費でございま

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、説明資料24ページ

から25ページに記載のとおりでございます。 

 ８目道営土地改良事業費、この目につきましては道営中浦幌地区担い手支援型畑地帯総

合整備事業及び道営浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業の土地改良事業に要した経

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、説明

資料25ページに記載のとおりでございます。 

 10目団体営土地改良事業費、この目につきましては農業の競争力、体質強化を目的とし

た農業体質強化基盤整備促進事業が創設されたことを受けて、本町では町内全域を対象と

した排水不良対策として暗渠排水32ヘクタールの整備、排水路２条、延長226メートルの老
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朽化による更新整備を行うものですが、全額を翌年度へ繰り越して事業執行するものでご

ざいます。 

 次に、２項林業費、１目林業総務費、この目につきましては林業行政一般及び有害鳥獣

駆除等に要した経費でございます。８節報償費、13節委託料、19節負担金、補助及び交付

金、28節繰出金については、説明資料25ページから26ページに記載のとおりでございます。 

 ２目林業振興費、この目につきましては民有林の振興に要した経費でございます。19節

負担金、補助及び交付金については、説明資料26ページに記載のとおりでございます。 

 ３目林道維持費、この目につきましては19路線、延長７万1,537メートルの林道の維持管

理に要した経費でございます。15節工事請負費については、説明資料26ページに記載のと

おりでございますが、説明資料27ページ、５目林道上厚内線改良事業費の14節使用料及び

賃借料については、この目であります林道維持費に記載すべきものでしたので、ご訂正方

をよろしくお願いいたします。大変お手数を煩わせまして、申しわけございませんでした。 

 次に、４目うらほろ森林公園管理運営費、この目につきましてはうらほろ森林公園の管

理運営に要した経費でございます。11節需用費、修繕料、13節委託料、15節工事請負費並

びにうらほろ森林公園利用実績については、説明資料26ページから27ページに記載のとお

りでございます。 

 ５目林道上厚内線改良事業費、この目につきましては林道上厚内線の改良工事、延長

180メートルに要した経費でございます。15節工事請負費については、説明資料27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ので、よろしくご審議をお願いいたします。 

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 土地改良費について伺いたいと思います。 

 説明資料で24、25ページです。国営農地開発事業の負担金、これに関して私もほぼ毎年

ぐらいいろいろと質疑をさせていただいております。まず、毎年なのですが、本年も123万

の未収金が発生しております。それで、まず伺いたいのは、請求手続、これはどうなって

いるのか。税金でありませんし、俗に言う私債権と言えるのでしょうか、借入金の償還で

すよね。これについてちょっと確認したいのですが、説明資料の国営農地開発事業負担金、

地元負担6,175万3,000円、これは町道、農道の整備をしたり舗装した、あるいは水路の整

備をした、そういうものの町の負担分が大半だと思うのです。しかし、滞納分もこれに含

まれて、町が道や国に資金の返済として含まれて払っているのかどうかということをまず

確認したいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 これにつきましては、十勝総合振興局のほうから請求が参りまして、３

月中にこの負担金、町の負担金として全てを払わなければならない、請求が来るというこ
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との中でございます。そういう中でこちらといたしましては、２月の時点でそれぞれの方

にお支払いをいただくような形で納付書を送っております。それで、最終的に現年分、滞

納繰越分は先に行っておりますけれども、ただそういう中で納めていただけないという実

態があって現年分ぎりぎりの満額納まらない方もおりますし、４人以外については現年分

についてそれぞれ農家の方については納めていただいているということでございまして、

現在滞納繰り越しが残っている４名の方についてはやはり現年分についても満度に納めて

いただいていないというふうな状況でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 これの関係につきまして請求の段階で、たしかこの資金の償還始める手続の

最初に口座を指定して、あなたの何々口座から引き落としさせてもらいますというような

手続の承諾、判こというか、書類をつくったというふうに覚えているのです。そういう手

続だとしたら、今後この未収金になっている部分についての手続として不備がないのかど

うか、その辺を法的に手続不備がないのかどうか私確認しておきたいのです。といいます

のは、ご承知のように、商工事業組合の大きな貸付金も本当に連帯保証という文字がない

だけで大半が回収できないで終わってしまったという手続ミスといいますか、あったのも

ご承知だと思います。これも既にご承知のように15年間かけて、据置期間含めて15年で終

わる、もう２年ぐらいで償還期限が終わると思うのですが、その時点でどういう事態が起

きるのかということを想像したときにこういう手続ミスがないのか、現状の納付通知書だ

けで済ませれて、後どうするのかということが心配なのです。そのことで現状の納付通知

出すと言いましたけれども、本人が元気で払っているのか、納付されない方は口座に残高

なければ払わなくても済んでしまうということが続いているのか、その辺についてちょっ

と実態を知りたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 納付書を送ると言いましたけれども、実際には組勘なり普通預金の口座

への振替の依頼をします。ただ、そういう中で農業者の方で組勘を使っている方の中で、

最初の償還時のときに指定された口座が組勘であればいいわけです。組勘であれば、その

都度落ちていきます。ただ、それが普通口座だったというふうな形の方もいます。そうな

ると、残高がなければ当然振替できません。そういうことの中でどうしても今残っている

方々については、農業経営して途中から離農された方、そういう方についてはやはり通常

の形の中で普通口座でもなかなか一遍に払えるような金額ではないと、償還額ではないと

いう中でこつこつと納めていただいている方等もおりますが、ただ同じ農業者の方でも指

定された口座が普通口座である場合についてはやはりそういう部分で口座振替を依頼して

も落ちないということの中ではそういう中で滞納繰り越しになっているというふうな状況

はございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 
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〇杉江議員 この問題について、私毎年いろんな方向から質疑しています。先ほどからも

説明あるように、離農された方についてはそれなりに農協等を含めて土地の賃貸をされた

りいろんな対応されていると思いますから、それはそれとして別の処理の方法があるのだ

ろうというふうに思います。ただ、健全に経営をなされている中でそういう状況でお支払

いをいただけないという方が残りおられるということですから、これ総額で1,600万、

1,600万の農業負担金の中にはほかの畜産公社営の事業のも少し入っていると思いますが、

何十万か入っているのだろうと思います。ただ、いずれにしても1,500万以上の金額が国営

事業の未収金として常にあると。仮にこれが償還期限まで先ほど課長説明ありましたよう

に浦幌町に来る請求を全額払うわけですから、農家から回収できないお金も含めて払って

いるわけですね。間違いないですよね。そうすると、その後は浦幌町はどうするのだと、

償還期限過ぎてずっと、では金利どうするの、これたしか担い手資金だったと思うのです。

その当時安い金利の担い手資金だよということで対応したと思うのですが、浦幌町は税の

滞納みたく6.5％を徴収するのか、何ぼかけても徴収できないものはできないのですけれど

も、もう本当に今目の前に償還期限、制度資金の償還期限が終わってくるのが目に見えて

いるのです。どういう対応するかということです。まだ先のことだから考えていない、そ

れも答弁の一つですけれども、何か対応はしないと。特に私たちも常に言っている現年滞

納をふやさないことということは原則ですが、これだけ続いているのです、何年も。非常

に残念なことですが、どんな考えなのか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 今後の対応についてということも含めて説明させていただきますが、や

はり日ごろから、これまでもそうでしたけれども、それぞれ滞納されている方とのコンタ

クトをとりながら、そういうところでやはり実態、例えば今年は作柄がよくなかっただと

か、今年は長雨に当たってというふうな話もございますけれども、そういうふうな中の状

況も鑑みて今までこのような実態になってきているのかなというふうには思っておりま

す。そういう中で今後につきましては、基本原則としてはやはり現年分については払って

ください、滞納繰越分についてはプラスアルファで払ってくださいというのが本来の形だ

と思っております。それで、その金額も多い方につきましては230万余りというふうな形の

中で非常に高額ともなっております。そういう中では、その作柄によってうまくこの現年

分が払えるかどうかというふうな年もあるかと思いますけれども、やはり私どもとしては

連絡を密にして何とか、これについては終わりの期限が26年度というふうに決まっており

ますので、その時点をめどに整理、回収したいというふうには思っておりますが、相当な

滞納額にはなっております。そういう中では、実際の問題としては一遍にそれだけのもの

を回収されるのかと、例えばやめたときに回収できなかったら、もうもらうことはできな

いだろうというふうに感じます。それぐらいの金額になっています。そういう中では、や

はり営農継続中の間に何としてでもこの分については支払っていただくというふうな形の
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中で進めていきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 毎年答弁、説明は変わらないのですね。何とかして少しずつ、それは原則で

すが、私が心配するのは国に対する償還期限が過ぎた後、先ほども申しましたが、本当に

どうするのかと。金利も含めて、今は制度資金の金利対応でそれが上乗せされて残ってい

っているのだろうと思うのですが、年によっては金利分払ってもらったり、そういう状況

の報告がありますから、全額積み上がっているということではないと思うのですが、その

期限が過ぎた後町は利息対応どうするのかとかいろんなことあります。このことについて

は、今課長言われましたように、本当に真剣に対応しないと、ほかの滞納金額から見て飛

び抜けて大きな数字になりました。そういうこと考えると、また後で歳入の部分で私債権

についての質疑をさせてもらおうと思っています、ほかのほうもいろいろありますから。

しかし、町長にも一言この辺の対応について、私債権については今後議会の活性化の中、

あるいは条例の中でも検討して扱うような協議をさせていただきましたが、私債権のこと

についても後で質疑しますが、町長にもその辺の今後の対応の考え方について伺いたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 滞納の関係については、歳入の関係含めまして全体の問題だというふうに

思っていますけれども、特にこの国営農地開発事業の償還金については滞納の方もいらっ

しゃいますけれども、その多くは払っているという現状ですので、そこら辺がなぜなかな

か払えないのかという部分については毎年当然当事者と会ってやっているわけでございま

すけれども、その年、その年の状況の中で厳しいというお話で聞いております。ただ、そ

うはいっても先ほどお話ししたように納めている方々との関係含めまして、やはり滞納の

整理については今後この関係については重点的に考えていく必要があるのかなというふう

に思っていまして、滞納プロジェクトの関係で私債権の関係について今後どう整理してい

くかということについて今検討中でございまして、今後具体的にどう進めるかという分に

ついてはより具体的に議論をしていくという段階に入っていきますので、そういう中でも

これらの問題についてどういうふうに整理していったらいいか検討していきたいなという

ふうに思っております。いずれにしましても、滞納の関係については私債権の整理の仕方、

あるいは条例含めましてどういうふうにつくっていくかということを検討中でございます

ので、そういう中で整理をしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしま

す。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私のほうからも今の滞納に関連しながら農業振興費の部分も絡めての質問を

させていただきたいと思いますけれども、今滞納があるということの中で、それと絡めて

農業振興費にも例えば心土破砕等を含めていろんな補助金がありますけれども、要するに
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滞納している方がこういった行政の補助金を受けてこういう事業をされているというよう

な部分というのがどういうような実績として、そういう滞納している方はこういう補助制

度は受けれないということになっているものなのか、そういうことは一切関係なく受けれ

ることになっているものなのか、いろんな補助制度がありますけれども、その辺の町の考

え方というか、状況というのはどういう形になっているのかお伺いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 農業関係でいいますと、やはりこれらの具体的に申し上げれば、国営農

地開発事業の滞納がある方、農業者２名でございますが、こういう中ではここでそういう

補助制度を使えませんというふうな形の中では整理はしておりません。そういう方につい

ても、毎年やるということではないので、何年かに１回はそういう補助制度にも乗っかっ

ているというふうな状況であります。農業関係については、そういう状況です。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 町の制度的には、滞納があったとしても町のいろんな施策、農業振興の施策

の補助金を受けて事業ができるというのが町のスタンスであると。滞納していても町の補

助金はいただけるのだと。それをいただいて活性化していかないと、また払うものも払え

ないからというようなことが町の考え方なのかなというふうに思いますけれども、実際に

今そういう部分においても、例えば今回の決算においてもこういうような事業を受けてい

るという実績としてそういう部分が実際にあるのですか。この辺現状としてどうなのでし

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 この中で個人そのものにというふうな形の中で新規就農者の営農促進補

助金だとか、そういうのは個人に対して行きますが、ただ、今の良質堆肥生産奨励事業補

助金であるとか、高級菜豆産地づくり事業補助金だとか、心土破砕事業補助金等につきま

しては農協が事業主体で行っている関係上、その先というのは町としてもどなたがという

ことの中で農協の中の判断でもあるということでございます。ただ、そこで町に対する滞

納、それが農協の中では当然わからないことですので、これについてはそういうふうな措

置はないというふうになっております。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。要するに町は、あくまでも農協ですから、農協に誰々さんと

誰々は滞納がありますからというようなことも当然教えてもいないし、もしそれが農協の

ほうでわかっていたとしても、それは農協さんどうぞ、それは町としては構いませんから、

どうぞ補助を使って事業やっていただいても滞納があっても構いませんよというようなこ

とであると。それは、あくまでも農協に出している部分なので、その辺の実績として滞納

している方がそういう事業を行っているかどうかの把握までは調査はしていないと。ここ
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ら辺の、先ほども私言いましたけれども、滞納している方が新たに町の補助を使って事業

をされるということの考え方について、やはりきちっとしてやっている方との整合性です、

これは。しかし、やっぱり厳しいから払えない、では補助を使えなかったら余計厳しくな

ると、ここら辺がなかなか難しい問題もあります、確かに。しかし、実際に今副町長も言

われたとおり大半が払っているのです。大半が払っている中で、なぜこの人方が払えない

のかということも、その辺も本当によく踏まえて、なるほどそのとおりだというものがな

いと、これはそうですねと、これは払えませんねというきちっとしたものがないと、やっ

ぱり払っている人と払っていない人という部分のここら辺の整合性とれないと思うので

す。ですから、町としてもその辺の部分というのはきちっとした原因究明というものを私

は強く求めたいというふうに思いますし、監査委員のほうからも出ていますけれども、根

気強くその原因を含めて町としても現状の把握をぜひきちっとやっていただきたいという

ふうに思ってございますので、お願いをいたします。 

 それと、もう一点お伺いいたします。高級菜豆の産地づくりの補助金、これも毎年私も

いろいろ質問をしております。白花豆の事業で、これを浦幌の特産にしようと、特産品に

しようというようなことで新しいこういう取り組みをすることに当たって補助金を出し

て、今回の決算では三十何ぼですけれども、前までは70万円の補助金を出してやっている

と。しかし、現実問題としては、浦幌の産地というところまではなかなかいっていないと

いうのが現状ではないかと思うのです。この部分について、町としてこの三十何万の補助

金で新しくまた一つの産地をつくろうといっても、なかなかこれも厳しいのかもしれませ

んし、しかしこういう形の中で、これも農協が主体で取り組んでいる事業ですから、これ

が不十分なのかどうなのか、もともとこれを産地にしようとしたこと自体が間違っておっ

たのか、無理だったのか、やはりそういったこともきちっと私は検証すべきだというふう

に思っているのです。今この現状においてこの部分についての町としての考え方、本来は

浦幌にまた一つの産地ができて、名物ができて、それが加工になってと、こういうことだ

ったですよね。しかし、現状としては、やはりいろいろ難しい部分があるということもお

伺いをしていますけれども、町としてこの部分について今の現状をどのように捉えている

のかということも１つお聞きをしたいと思いますので、お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 白花豆の生産の状況でございますが、22年、23年産をそれぞれ比較しま

すと、面積的には１ヘクタール程度の伸びであったというふうな形の中で、また23年産に

つきましては９月の長雨によって発芽してしまうというふうなことで品質的にも低下して

収穫できなかったものもあると、製品にならなかったものと言ったほうが正しいと思いま

すが、そのような状況もございます。そういう中で、この白花豆そのものの市場における

価格的な優位性というのはやはり高いわけです。高収益を上げられると。ただ、そこに至

るまでの労働力という問題がどうしても出てきます。やはり後継者もいて手がたくさんあ
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れば、そういう部分ではこういう手のかかる作物もつくっていけるというふうな状況はあ

ると思います。ただ、議員さんたちも先般の産業建設常任委員会の所管事務調査の中でも

実際に白花豆の畑を見ていただきましたけれども、あの竹を立てて、また竹を外して、そ

れから脱穀というふうな形の中で非常に手間のかかる作物であるという中では、これは産

地として奨励していこうといったときからわかっている話でありますから、それを理由に

はできないわけでありますけれども、ただなかなか伸びていないという実態の原因として

はやはりそういう部分がどうしてもあるのかなというふうには把握しております。それで、

反当たりの生産額でいいますと、通常のいわゆる豆類、金時、手亡類よりは非常にいいと

いうところもあって、そこにやはり産地としてのこれからいろんなものはつくれないとい

うふうな状況の中を考えたときに優位性があるのでないかというふうには考えておりま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 優位性がある、手間がかかるからその分いい値段になる、当然な話というか、

それはそのとおりだと思います。しかし、浦幌の農家さんの現状の今言う、これは手間が

かかるので、その手間のことを考えるとなかなか、だから結局これだけのものを30万や何

十万レベルの竹の補助をしたぐらいではなかなかそこへふやしていくことにならないとい

うこと、これが現状ですよね、実際に。だけれども、これは先ほど言われたように最初か

らわかっておったことなのです、人手が足りないなんていうことは。ここら辺なのです。

だから、これをやるという、これを産地にするということを目標にしてやるときに、結局

この金額が中途半端なものなのか、そもそも人手が足りないことがわかっているのにこの

人手のかかるものを産地にしましょうといったこと自体が間違っておることなのか、現実

的にお金を使っているけれども、なっていないという現状があるということですよね。だ

から、やっぱりここら辺をきちっと踏まえてやっていかないと、何十万かかけて産地にし

てという、そういう方向はいいのですけれども、現実はならないということ、これはやっ

ぱりそういう手間の問題がある、でもそれはわかっていたということになってきたら、こ

れどういうことになるのですか。やっぱりこういうことをきちっと、事業主体は農協さん

がやっているわけですから、その部分できちっとその辺の精査をした上で取りかかってい

かないと、結局そういうふうにならなかったら、何のためにやったのかという話になって

きてしまうし、こういうことだと思うのです、これは。竹串も基本的には最初にやったら、

もうそれで終わりだということですよね。ずっと畑つくり続けても１回やったらもうその

人はだめなわけだから、ただこの竹串だって毎年毎年何年も使えるわけではないというこ

とですよね。そうすると、１回しか補助が出せないというこの制度もまずいのかもしれま

せん。何年かに、毎年はだめだけれども、３年に１回はよしとするとかというふうにして、

産地にするということなら、きちっとそういうことをやって、現実を踏まえて３年に１回

の竹串は補助の対象にすると、毎年はだめだとかというようなことで、産地にするという
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のだったら、きちっとその現状を踏まえてするような手を差し伸べないと、最初に１回だ

け竹串やったけれども、後はだめだということだったら、結局その負担が出てきてしまう

ということで、だからなぜ伸びないのかということもよくよく踏まえて現状をきちっと把

握した上でせっかくお金をかけたものというものを無駄にしないような、そういうような

形を来年度の予算においても、これ何年間かという期間がありますから、その期間はとい

うことではなくて、私は一年一年見た上でそういうものが伸びない現状があって、そこに

まだ手を加える余地があるなら、ぜひ加えてやっていただきたいと。産地になることはい

いことですから、それは。ぜひ私はそういうふうに望みたいというふうに思いますけれど

も、その辺最後に伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 この高級菜豆産地づくり事業につきましては、平成20年度から22年度ま

での３年間事業ということでスタートしまして、それで23、24と１年ずつ継続してきてお

ります。それで、今年度で５年目というふうな中で、やはりこれを一区切りとしまして、

事業主体である農協のほうとこの辺の事業の内容、そしてこれまでの生産量等の実態、そ

して面積の伸びの状況等を勘案した上で新年度以降も事業を継続するのか、もちろんしな

いのかという判断もございますけれども、私どもとしては事業をなるべく継続したいとい

う考え方の中で農家の皆さんにとって何が一番望ましいのか、そういうことも含めながら

やはり農家の方の意見も聞きながら、そういうことを事業主体を通しながら把握した上で

事業継続をしていきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 私は、畜産振興費の説明資料の24ページ、一番上の段でございますけれども、

町家畜伝染病自衛防疫推進協議会負担金ということで、この推進協議会のほうにつきまし

ては町、農協と伝染病予防対策ということで各農協の組織、酪振協さん、また和牛組合、

また馬産振興さんが入っておりまして、７月から９月にかけまして畜舎消毒をやるという

ような事業でございますし、また伝染病についての啓蒙啓発ということでいろんなお知ら

せをいただいたりしてございます。そんな中なのですけれども、畜舎消毒の対応というの

は農協の組合員が原則ということで今まで実施をされた経緯でございます。今回国内最大

級と思われます安愚楽牧場さんが破綻によりまして、町内にも多くの預託をやられた方々

がいらっしゃいます。そんな関係で今年の１月だったと思うのですけれども、それぞれ預

託料と相殺になりまして自分の所有の牛になったということもございます。この畜舎消毒

からいきますと、組合員外ということなのですけれども、やはり町内にいながら、消毒と、

また自防にする考えというのですか、町はこれどのように考えて、今もう既に行っている

のか、また考えておられるのか、その辺を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。 
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〇亀山産業課長 浦幌町家畜伝染病自衛防疫推進協議会の事業の中であります畜舎消毒の

関係でございますが、これにつきましては昨年度の実績としては動力噴霧器による畜舎等

の消毒が１日で１戸、そして防疫車による畜舎消毒が延べ54日で88戸と、それぞれ酪振協、

和牛改良組合の方が実施していただいております。そういう中で今元預託農家というふう

な方についての対応ということのお尋ねかと思いますが、これにつきましては町と農協が

構成していますものですから、農協とも相談しまして、今年度につきましてはやはり畜舎

消毒の希望を取りまとめして、そういう方の取りまとめした上で行うということで、基本

的には動力の噴霧器を貸しますよと、当然薬剤も必要ですから、薬剤もつけてお貸ししま

す。そういう中でやっていただきたいというふうなことです。また、あと実際に例えば疾

病が発生しているというようなところにつきましては、農協の職員、そして町の職員とも

組合員、非組合員関係なく行って消毒に当たるというふうな基本姿勢でもっております。

今後のことでございますが、来年度以降につきましては、町と農協の負担金が今同額とい

うふうな形の中でやっておりますが、どうしてもそういう部分で非組合員の方が多くなる

と、加入者の中に、そういうふうになるとやはり農協としてもその辺のところ同額という

ところは難しいものがあるのかなという中では、町の負担を増額してでもそういう方のた

めの対応は考えていかなければならないかなと。薬剤代については、その分を町のほうで

見ていくと、その分負担金として増額してでも対応していきたいと、新年度に向けてはそ

のようなことを考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 説明がよくわかりました。いずれにいたしましても、病気に関しましては出し

てはいけない、また入れてはいけないということも、これはもう絶対に必要だというふう

に思います。どうか今課長からもお話がありましたように、ぜひ続けていっていただきた

いなと思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 もちろん予防することによってそういう伝染病等が全く発生しないのが

一番いいわけですが、ただ日常の中でもそういう思想の予防のための啓蒙、農家に対する

啓蒙、そしてまた今衛生管理基準が厳しくなっております。そういう中では、そういうと

ころの普及啓蒙、そしてまた畜舎等の消毒についてもやはり町と農協が協力し合いながら

進めていきたい、またそれぞれの酪農振興協議会、和牛改良組合とも連携をとりながら、

関係団体とも連携をとりながら進めていき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 質疑がないようですので、次に３項１目水産業総務費から11款２項２目水産
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業施設災害応急費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 35ページをごらん願います。６款農林水産業費、３項水産業費、１目水

産業総務費、この目につきましては水産行政に係る人件費等に要した経費でございます。

特に説明を加えることはございません。 

 ２目水産業振興費、この目につきましては厚内漁港の維持及び水産業の振興に要した経

費でございます。13節委託料、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、説明資料27ページに記載のとおりでございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費、この目につきましては転入者定住支援及び商工業の

振興並びにコスミックホールの運営補助に要した経費でございます。８節報償費、19節負

担金、補助及び交付金については、説明資料27ページから28ページに記載のとおりでござ

います。 

 ２目観光費、この目につきましては観光振興及び観光施設の維持管理等に要した経費で

ございます。11節需用費の修繕料、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、

16節原材料費、19節負担金、補助及び交付金については、説明資料28ページに記載のとお

りでございます。あわせまして、道の駅うらほろ利用実績、留真温泉利用実績及び留真温

泉送迎バス運行実績についても記載しております。 

 ３目工業対策費、この目につきましては企業対策に要した経費でございます。23節償還

金、利子及び割引料については、説明資料28ページに記載のとおりでございます。 

 次に、48ページをごらん願います。11款災害復旧費、２項農林水産施設災害復旧費、１

目農業施設災害応急費、この目につきましては農業用施設に対する災害発生時に応急的に

復旧を行うために必要となる経費でございますが、平成23年度の執行はございませんでし

た。 

 ２目水産業施設災害応急費、この目につきましては水産業用施設に対する災害発生時に

応急的に復旧を行うために必要となる経費でございますが、平成23年度の執行はございま

せんでした。 

 以上で説明を終わりますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

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 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時４８分  休憩 

午後 ２時５０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、２款１項４目自動車管理費から８款２項３目道路建設補助事業費までの説明を求
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めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 17ページをお開き願います。２款総務費、１項総務管理費、４目自動車

管理費、この科目につきましては施設課で維持管理している車両41台分の経費でございま

す。車両の内訳につきましては、説明資料11ページに記載のとおりでございます。11節需

用費につきましては、修繕費及び燃料費が主なものでございます。なお、不用額の27節公

課費10万7,000円につきましては、自動車重量税が減額となったものによるものでございま

す。 

 28ページをお開き願います。３款民生費、３項老人福祉費、５目町民バス管理費、この

科目につきましては町民バスの運行に関する経費でございます。運行管理実績につきまし

ては、説明資料19ページに記載のとおりでございます。なお、不用額の14節使用料及び賃

借料につきましては、団体の研修、視察等に係るバス借り上げ料補助金の執行残です。 

 次に、33ページをお開き願います。６款農林水産業費、１項農業費、７目飲料営農用水

対策費、この科目につきましては営農用水施設の用地借り上げ料と農業振興対策事業規則

による簡易給水施設設置補助に係る内容でございます。 

 次のページをごらん願います。９目地籍調査費、この科目につきましては事業継続地区、

オコッペ及びチプネオコッペ6.04平方キロメートルの地籍調査の実施内容でございます。

13節委託料、14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料25ページに記載のとおりで

ございます。 

 37ページをお開き願います。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、この科目

につきましては施設課に係る人件費、事務費及び道路台帳修正業務に係る内容でございま

す。13節委託料につきましては、説明資料29ページに記載のとおりでございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、この科目につきましては維持係の人件費、建設

機械13台の年間維持管理費の内容でございます。18節備品購入費につきましては、説明資

料29ページに記載のとおりでございます。なお、不用額の11節需用費につきましては、土

木維持車両の消耗品及び燃料費の執行残でございます。 

 ２目道路維持事業費、この科目につきましては町道255路線、実延長303キロを維持管理

する内容でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費につきまし

ては、説明資料29ページ、30ページに記載のとおりでございます。なお、14節使用料及び

賃借料の不用額は、除雪に係る機会借り上げ料の執行残です。 

 次のページをごらん願います。３目道路建設補助事業費、この科目につきましては国の

補助及び社会資本整備総合交付金で道路改良３路線、舗装４路線を実施した内容でござい

ます。13節委託料、15節工事請負費、17節公有財産購入費につきましては、説明資料30ペ

ージ、31ページに記載のとおりでございます。 

 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。 
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 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 説明資料19ページ、町民バス管理費についてお伺いをしたいと思います。 

 助成団体33団体ということでございます。その助成団体というのですか、その利用する

に当たっての範囲というのですか、利用可能条件というのでしょうか、そういったものが、

昔はいろいろ使っていたのだけれども、いつのころからか日曜日とかそういうのはだめだ

よとか、いろんな制限が入ってきて使えなくなったりとかした経緯があると思うのです。

それで、現実的に今現状で33の団体の人がこの助成を受けて町民バスを利用しているとい

うことでありますけれども、どちらかというと毎年毎年決まったことがこういっていて本

来使える人が使えていないというのでしょうか、こういう人が使えるということすらもわ

かっていないのではないかなというか、そういうような現状がないのかなというような部

分があります。それで、この町民バスの利用についての考え方というのでしょうか、その

基準というのでしょうか、その辺の部分をいま一度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 今の中尾議員のご質問なのですが、まず初めに利用の条件といいますか、

どういう場合に利用できるかということだと思いますが、まず利用団体につきましては１

団体年１回の使用ということを原則にしてございます。これにつきましては、ある程度人

数も10名以上というような団体の方についてお受けしています。一応町民バスは大きいで

すので、場合によっては町民バス以外のというか、例えばスクールバスがあいているとき

とか、そういうときは利用する場合もございます。それで、この町民バスについてなので

すが、これは要綱の中身で日帰りを原則とするということと、あと土日は運行しないとい

うような要綱になってございます。そういうことで、平常の運行ということになってござ

います。あと、目的なのですけれども、これはあくまでも慰安とかということではなくて

視察、研修というのが主な目的となってございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われたように、１団体年１回と、これは昔からそういう決まりだったで

す、たしか。私たちも利用させていただいたときがあったのですが、昔からそうでした。

それで、そんな個人では使うことになりませんから、当然10名以上ということ、これもわ

かります。それで、結局この部分が毎年使っている人というのは毎年わかっていることだ

から、こういくのです。しかし、こういうものをこういう団体の方がこういうふうに使え

るという広報というのは、例えばホームページなり何か広報とか、どういう段階でどのよ

うに広報されているのかなと、毎年決まった人が決まったようにしか利用されていないの

ではないかなというふうに思います。 

 それと、あくまでも今言ったように土日の休みの日は運行しないという、これもバスを

出すほうの理屈ではそういうことになります。しかし、利用するほうは、研修だとかそう
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いうものの行事が日曜日にぶつかっていたら、どういうことになるのかと。そういうとき

には行けないということになるのでは、私は本来の意味からちょっと違ってくるのではな

いかなというふうに思うのです。だから、無理やり日曜日にする必要はないけれども、そ

の研修とかが日曜日にぶつかっていたら、それはやっぱりそこに行くのであれば日曜日に

行かざるを得ないわけですから、平日の人はいいけれども、ほかの日曜日はだめという、

ここの線引きというのでしょうか、この辺が私はちょっと曖昧過ぎるのではないかなとい

うふうに思います。やはり町民バスとして利用してこういう助成をするのであれば、あく

までも目的がきちっとしていれば、その目的によってその曜日が決まってくることである

から、最初から土曜なり日曜日は動かないのだと、休みの日は動かないのだというのは私

は当初の考えに合わないのではないかなという気がいたしますので、この辺の町民バスの

利用の広報の部分、また日曜日の運行の部分の考え方についていま一度お聞かせをいただ

きたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 まず、使用につきまして各団体１団体年１回ということでございますが、

その周知方法といいますか、それについてなのですが、これにつきましては毎年１月から

２月にかけまして各課にそれぞれ要綱等を流しまして、計画書を流しまして各団体の取り

まとめをしてくださいということで、行政区もそうですし、学校関係もそうですし、農業

団体、いろいろあるのですが、そこに取りまとめをするような形で皆さんに行き渡るよう

な、周知されるような形では行っていると思います。 

 次に、土日の運行なのですが、原則として土日は運行しないということになっておりま

すが、現状といたしましてはやっぱり行事等ありまして、土日、祝祭日にかかわってもど

うしても運行しなければならない場合というのがございます。その場合には、原則は土日

運行しませんが、実際は運行しているような状況でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 土日の部分については、状況に応じて臨機応変に現在も対応しているという

ことでございますので、その辺については理解をいたしますし、今後もやっぱり臨機応変

に対応していただきたいと思います。 

 それと、あと広報の部分については、要するに施設課としてはあくまでも各課に連絡を

して各課で取りまとめをする。ということは、各課は担当の部分でその団体だとか各産業

団体とかも含めてきちっとそういう情報を落として、そこで取りまとめをすると。逆に言

うと、利用者からすると、行政はあなた方は私の担当だということがある程度わかるので

しょうけれども、町民にするといま一つわからないですよね、それは。だから、やっぱり

そういうような町民の人方がなったときに、だから多分各課は今までの実績でいくと思う

のです、私は。去年も使っているから、今年はどうなのと、今年もこういうやつに行かな

いのですかどうなのですかというようなことでいくと思うのです。だけれども、やっぱり
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いろんな団体ができたりとか、例えば福祉の部分だとかもボランティアでいろんなことを

したりとかという方も出てきているのです。そういった方々を集めて例えばどこかへ行く

とかというようなことも、私は町民バスを有効に使われたらいいと思うのです。だから、

そういうときにそういうものがあるのだったら、ぜひ利用させていただきたいという人も

出てくると思うのです。だから、多分各課は実績でいくから、全く新規の部分のそういう

声を吸い上げるための何か広報をひとつするべきではないかなということを私は感じます

けれども、いかがでしょうか。新たな広報をすべきではないかなというふうに思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 周知方法なのですが、私たちのほうでは各課におろした段階でそういう

新規の団体も、恐らくそういう団体は、例えば福祉団体にしてもその担当がつかんでいる

というような認識でございますが、ただ、今言われたように、新しい団体ができて把握し

ていないということも中には現状あるかもしれません。予算立てをしますので、いつも２

月末までには取りまとめて、次の予算がありますし、日程調整もしますので、その辺でも

しかしたら周知ができないとかありますので、それにつきましては今後来年に向けて例え

ば広報紙もそうですし、町のホームページ、そういったものにも周知関係はしていくよう

な形を考えていきたいと思います。 

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 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０３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たいと思います。 

 次に、３項１目河川管理費から11款１項１目公共土木施設災害応急費までの説明を求め

ます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 引き続き、38ページをごらん願います。３項河川費、１目河川管理費、

この科目につきましては町が管理している215の普通河川の維持管理及び道河川の樋門管

理委託業務を行う科目でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負
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費につきましては、説明資料31ページの記載のとおりでございます。なお、13節委託料の

不用額は、緊急時対応に係る救急排水施設管理委託業務の未執行分でございます。 

 ４項都市計画費、１目都市計画総務費、この科目につきましては都市計画に係る経費で

ございます。特に説明する内容はございません。 

 ２目公共下水道費、公共下水道特別会計への繰出金でございます。 

 ３目公園緑地管理費、この科目につきましては中央広場、駅前広場、ポケットパーク、

児童公園、遊園地の維持管理及び森林公園ほか町有地の草刈りに係る内容でございます。

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31ページ、32ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 続きまして、５項住宅費、１目住宅管理費、この科目につきましては町営住宅489戸、ほ

か雑種家屋61戸の維持管理に係る内容でございます。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、説明資料32ページに記載のとおりでございます。

なお、19節負担金、補助及び交付金の不用額117万7,000円は、木造住宅耐震診断補助の未

執行によるものと住宅リフォーム補助金の執行残です。 

 43ページをお開き願います。10款教育費、３項中学校費、４目スクールバス管理費、こ

の科目につきましてはスクールバス９路線に係る人件費及び運行管理費でございます。

13節委託料につきましては、説明資料36ページに記載のとおりでございます。なお、13節

委託料の不用額は、学校業務外の行事に係るバス委託料の執行残です。 

 48ページをお開き願います。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、この科目につきましては災害が発生したときの応急費でございます。

平成23年度は、大雨による河川及び道路被災箇所の復旧に支出はありませんでしたので、

特に説明する内容はございません。 

 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。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 住宅管理費のリフォーム補助について質問いたします。 

 近隣町村にも先駆けてせっかくこのようなよい制度を始めたのですから、できましたら

予算を消化できるほどの申請を受けれるような制度にしてほしいと思います。資料により

ますと、22件の申請で655万の事業の消化になっているとのことですが、やっぱりこの制度

を利用することによりまして建物を改築するほうは自分の住居を住みやすく生活しやすく

することになると思いますし、この事業を受ける業者にとりましては浦幌町内において事

業をやるということでやっぱり事業者のためにもなる、この両者にとってよい制度だと思

います。できれば執行残のならないように、周知かたがたというのですか、これをよろし

くお願いしたいのですけれども、この点につきましてどう考えているか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 
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〇新川施設課長 今の差間議員のご質問なのですが、制度をつくりまして１年がたち、２

年目になってございます。１年目は、説明資料に記載させていただきましたが、22件とい

うことで、執行につきましてはここに金額があるとおり、1,000万という予算を組みました

けれども、まだ65％ですか、350万程度若干余裕があるような形になっています。去年につ

きましては、７月から始めましたので、４月から６月の３カ月分というのは実際この申請

は受け付けてございませんので、今年につきましては今のところ８月末現在で17件という

申請が来てございまして、まだこの先出てくることは伺っております。制度の利用のしや

すいようにということなのですが、金額につきましては去年要綱つくりましたので、その

ときご説明させていただいたとおりでございます。周知ということなのですが、今広報も

新たに出させてもらったのと、あとホームページにも出させてもらいました。商工会です

とか、そういうところにも足運んで何かのときにこういう宣伝させてくださいというご説

明もしながら行かせていただいています。まだ周知が足りないと言われれば、全員に行き

渡るかわかりませんが、今年になってから皆さん結構ご承知になっている分があるかなと

思います。それで、これ補助ですので、20％、50万円というのが限度額ですので、自分が

よくするのにそれ以上、以外の８割の50万を超えた分、自己負担というのも伴いますので、

補助だけでこれが例えば８割とかできるのであれば、もっとふえる可能性ありますが、そ

の辺の自己負担というのも伴いますので、なかなかちょっとやっぱり手出しの分でふえな

い現状もあるのかなとは思っています。それで、今年度予算審査のときにも議員から指摘

を受けた点で制度を利用しやすいようにということで、一部要綱を改正をいたしまして、

皆さんのところに流させていただきましたけれども、今まで町民が町内に所有する住宅と

いうことだけにしていたのですが、今度は浦幌町内の住宅ということにさせてもらったの

と、あと住基があって現状で住んでいるという状況から今度工事完了までに転入して居住

する予定である方というのも設けさせてもらいました。そういうふうにも広げていきまし

た。要は自分の持ち物でなくても、あと使用貸借があれば利用できるよというような範囲

の広げ方というのですか、そういうのを拡大させていただいて使いやすいようには協議し

て要綱を改正させてもらいましたので、金額と補助率については改正はちょっと今できま

せんが、こういう要綱の中を広げながら、また今年は２年目ということで４月から始まり

ましたので、この後も追っていろんな場面で周知するような機会があればしていきたいな

と思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 私もこの場で何回も同じことを繰り返しておりますが、震災前の宮古でこの

事業をとっておりました事情を私たちも聞いていたものですから、これはぜひ浦幌町でも

とってほしいということで私選挙のときから随分訴えてきたのですけれども、いち早く浦

幌町がこの制度をとっていただいて本当によかったなとは思ったのですけれども、その宮

古の事情を申しますと、補助の分だけでも１億を超えて、事業者の方たちはそれまで家を

離れていた子どもたちも家に帰して自分の事業に向かう、そういった事情も宮古で行われ
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ていたようです。町職員の方の協力でいろいろな手続もやっていただくことによって、そ

の事業を各設備業者、いろいろな業者さん、その人たちが事業主体になってその工事を請

け負うことができるという体制をとることによって小さな規模の工事も可能になってい

る、そういうふうに聞いていたものですから、これはぜひやってほしいなと思ったもので

す。実は、私も自宅で去年工事をやろうと思って、それまで気になっていた雨漏りとかい

ろいろな部分を大工さんと相談していまして、大工さんと一緒にこれ幾らかかる、これ幾

らかかるといっていたら、大工さんから窓をかえると50万超えるよと言われたのです。私

も考えまして、そのリフォーム補助を使うためにこの窓枠をかえるのと聞いたら、やっぱ

り大工さんも黙ってしまったのです。そうですよね。そのお金を出すのは私ですから、業

者の立場からこの事業をやることによって50万を超えるからリフォーム補助を使えるよと

いうことになりますと、そのリフォーム補助をとるために事業をやるという、また別の見

方からくるものですから、私それはちょっと今回は諦めるよと返事したのですけれども、

そのほかにでもこのリフォーム補助に関しましては、もうちょっと金額が低ければ私たち

も利用できるのにね、やはり年寄りの方たちが階段を歩きやすくするためにスロープの角

度を変更するとか、それから手すりをつけるとか、玄関にスロープをつけるとか、いろい

ろな工事を考えるとき、それでも50万を超えるというのはなかなか難しいものがあると思

います。それで、この金額をもう少し下げる、それから１件当たりの補助率をもう少し上

げる、それで補助の限度も50万いかなくても例えば40万まで下げる、そうすることによっ

てより小さいいろいろな工事に対してこの補助が使えるような形になる、そういうことで

私これで２回ほど提案申し上げているのですけれども、ぜひそういったふうなことの変更

も加味して、それで住民に周知していただければもっともっと、せっかく町が取り上げた

この補助制度、たくさんの住民に使っていただけるような制度になる、そう私は思うもの

ですから、この場で発言させていただいているのですけれども、そういう考えはあるかど

うかご質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今の差間議員の言われた質問なのですが、去年も同じようなご質問をい

ただいています。言われるように、多くの町民の方が利用しやすいようにというか、利用

できるような条件をつくれということでご質問受けたかと思うのですが、去年と同じよう

な答弁になりますが、今言われた窓枠１つとか、そういうことでも50万を超えるというよ

うなことで、あくまで備品的な単品的な附属的なものというか、そういうもののために設

定したようなリフォームでないものですから、あくまでも長年自分たちが気持ちよく住み

続けるための家を増改築というか、そういったための補助金ということで設定いたしまし

たので、それで50万という額はいろいろ検討した結果こういう金額になったということと、

あと補助率についても自分の居住住宅ですので、やはりある程度の負担をしてでも自分た

ちが住み続けるためには仕方ないというか、やむを得ないというか、それはしていただく



 － 59 － 

のはやむを得ないことかなと思っていますのと、補助の制度の中身からいって例えば国が

行うものについては２分の１とかというのはある程度多いかもしれませんが、町単独費と

いうことですので、町民の人のある程度ご負担もいただくということになれば、２割とい

うことで設定させてもらいましたので、今すぐそれについて考えを改める気あるかという

ことにつきましては、今すぐはやるというような考えはここでは申し上げることはできま

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 質疑がないようですので、ここで説明員退席のため暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時３５分  休憩 

午後 ３時３５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 次に、２款１項８目支所費から６款１項４目農業団地センター管理費までの説明を求め

ます。 

 上浦幌支所長。 

〇佐藤上浦幌支所長 決算書18ページをごらん願います。２款総務費、１項総務管理費、

８目支所費、この目につきましては上浦幌支所の業務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13ページ記載のとおりでございます。 

 決算書32ページ下段から33ページをごらん願います。６款農林水産業費、１項農業費、

４目農業団地センター管理費、この目につきましては農業団地センターの施設管理に係る

経費でございます。13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料23ページ記載

のとおりでございます。 

 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申し上げます。 

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 質疑がないようですので、次に６款１項１目農業委員会費の説明を求めます。 

 農業委員会事務局長。 

〇賀下農業委員会事務局長 32ページをごらんください。６款農林水産業費、１項農業費、

１目農業委員会費、この科目につきましては農業委員13名の活動費及び事務局費と農業者

年金業務にかかわる経費でございます。13節委託料、18節備品購入費につきましては、説

明資料22ページに記載のとおりでございます。なお、農業委員の活動内容といたしまして

は、農業委員会総会を12回、農地の移動やあっせん等にかかわる農用地利用調整会議を

13回、権利者調整委員会を12回開催してございます。また、農業者年金業務につきまして

は、平成23年度末におきまして年金加入者は232名、年金受給者は244名でございます。 
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 以上でございます。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） 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここでお諮りをいたします。 

 議事の都合により、本日の会議はこの程度にとどめて延会とし、あす９月11日午前10時

から本会議を開きたいと思います。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、本日はこれをもって延会とし、あす９月11日午前10時から本会議を開くことに

決定をいたしました。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会といたします。 

延会 午後 ３時３９分 


