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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。 

 昨日に引き続き審議を続けたいと思います。 

 それでは、２款１項11目成人式費から10款３項５目浦幌中学校改築事業費までの説明を

求めます。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 決算書の19ページをごらんください。２款総務費、１項総務管理費、11目

成人式費、この目につきましては平成24年成人式に要した経費で、対象者57名中42名が出

席し、出席率は73.7％でございました。特に説明を加えることはございません。 

 続いて、ページが飛びます。40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、この目につきましては教育委員４名の報酬、費用弁償などの教育委員

会の運営に要した経費でございます。教育委員会の会議は、定例会を12回、臨時会を２回

開催いたしました。 

 ２目事務局費、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に要した経

費で、特に説明を加えることはございません。 

 41ページをごらん願います。２項小学校費、１目学校管理費、この目につきましては小

学校３校、児童数242人、教職員数30人に係る学校経営、施設維持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、15節工事請負費、18節備品購入費については、説

明資料の33ページから34ページのとおりでございます。 

 ２目教育振興費、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した経費でございます。18節備品購入費、19節負担金、補助及び交

付金、20節扶助費については、説明資料の34ページから35ページのとおりでございます。 

 ３目特別支援教育振興費、この目につきましては浦幌小学校に４学級開設しております

特別支援学級の運営経費でございます。学級の内訳は、知的障がい、言語障がい、情緒障

がい、病弱の各１学級でございます。19節負担金、補助及び交付金については、説明資料

の35ページのとおりでございます。 

 42ページをごらん願います。４目簡易水泳プール管理費、この目につきましては厚内小

学校及び上浦幌中央小学校に設置しております学校プールの維持管理に要した経費でござ
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います。15節工事請負費については、説明資料の35ページのとおりでございます。 

 ５目学校保健費、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

要した経費でございます。13節委託料については、説明資料の35ページのとおりでござい

ます。 

 ３項中学校費、１目学校管理費、この目につきましては中学校２校、生徒数130人、教職

員数27人に係る学校経営、施設維持に要した経費でございます。需用費の不用額につきま

しては、光熱水費及び燃料費の執行残でございます。13節委託料、15節工事請負費、18節

備品購入費については、説明資料の35ページから36ページのとおりでございます。 

 43ページをごらん願います。２目教育振興費、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した経費でございます。18節備品購入

費、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費については、説明資料の36ページのとおり

でございます。 

 ３目特別支援教育振興費、この目につきましては浦幌中学校に２学級開設しております

特別支援学級の運営経費でございます。学級の内訳は、知的障がい、言語障がいの各１学

級でございます。 

 ５目浦幌中学校改築事業費、この目につきましては浦幌中学校の旧校舎及び屋内運動場

解体撤去跡地整備に伴う事業整備費及び備品購入に要する経費でございます。15節工事請

負費、18節備品購入費については、説明資料の37ページ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 説明資料の35ページでございますけれども、この中の学校教育事情調査の、

要するに視察事業ですよね、その補助金があります。先般もいろんなところに先進地の視

察に行ったというお話はお伺いをしてございます。それで、私たちもやはり議会としても

きちっとした対応していかなければならないということでいろいろ、これは議会としても

対応する部分においてですけれども、こういう視察の状況、内容というものを、そういっ

たところにどういう目的で行って、そこでどういう成果があったとかということを私たち

が知る、また町民が知る、そういう現状というのですか、これをどういう形でもっと、や

っぱりせっかくそういう取り組みしていることをどういう形で知っていくのかなという気

がいたしまして、当然そういった部分の報告書等も上がってきていると思うのですけれど

も、この辺の内容をきちっと広報していく部分というのはどういう形になっているのかと

いうことをまず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。 

 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。 

 基本的には、教職員がそれぞれ各年度におきまして研修、調査ということで実施してお
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りますけれども、内容につきましてはそれぞれの中学校の研究協議会とか、それからそれ

ぞれ担任において強化しております社会科の教育研究会とかいろいろなものがございま

す。これは、それぞれ教職員から申請が上がった中で補助金の支出ということで決定して

おりますけれども、実績的には教育委員会事務局のほうに研修結果ということで実績報告

をいただいておりますけれども、この点につきましては内部ではそういったことを常置し

ているわけなのですけれども、一般の方々とか、それからホームページを活用しての公表

とか、そういったことは現在におきましては行っていないというのが現状でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 確かにこういったものをホームページとか、そういったところに全てを公に

することがいいとも思わない部分もありますし、しかし私たちも勉強不足といいましょう

か、教育というのはなかなか難しくてわからないところが多々あります。それで、例えば

今小学校とか中学校のお子さんがいる人とかということであれば、いろいろそういう情報

も入ってくるのでしょうけれども、なかなかそういう情報が入ってこなくて、やはり今小

学校でどういう問題があるのか、中学校でどういう問題があるのか、そういう問題を解決

するためにいろんな先進地へ行ったりいろんな研修されるということで、私はぜひそうい

うところには行っていただいて結構だと思うのです。ただ、そういった部分でのこういう

問題があるので、こういうところへ行ってきて、それによってこういう成果があったとい

うことでの問題意識の共有というものを私たち議員も、あなた方が見に来て勉強しないの

が悪いと言われたらそれまでなのですけれども、やはり私はぜひ情報を共有させていただ

いて、そういう問題意識もした上で、私たちも担当の委員会もありますので、そういった

部分ではそういう取り組みというものをしていかなければなりませんし、教育というのは

やっぱり子どもさんがいる部分ですとなかなか難しい部分がありますので、私はぜひそう

いう情報の共有をできるような、情報をいただくような、例えばそういう報告書だけでも

回してもらうだとかと、何かそういうような形というものをしていく必要が、これは例え

ばたまたまこの先進地だけではなくてほかにもありますし、そういう情報交換したとかと

いう部分があるので、そういう情報の共有というものを私たちもというか、できるだけ多

くの人とも共有していく必要があるかなというふうに私は思いますので、今後についてぜ

ひその辺の情報の共有という部分の検討をいただきたいというふうに思いますけれども、

改めていかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいまのことについてお答えいたします。 

 教育委員会が全町的な教育課題として取り上げておりますのは、今年度は小中一貫校教

育の推進でございます。こういったものについては、今議員ご指摘のように、できるだけ

情報を共有してまいりたいと思っております。既に、まず教育委員会の中には報告書を提

示してありますし、また各学校には10月、町研がございます。その中で報告書を提示して
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まいりたい。それから、一般の皆様方、町民の皆様方に対しましては、既にホームページ

で、全てではございませんけれども、飛耳長目というところがございます。その中に今回

三鷹だとか品川、それから三笠回ってきておりますので、一部ですが、その中に経過を報

告してございますが、もう少しまとまった形で今後町の広報紙であるとか、ホームページ

などでもう少し具体的にお伝えできる、そんなことを考えていきたいと考えております。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 私も同僚議員と同じような、今答弁されましたように、小中一貫教育につい

て若干お伺いしたいと思っております。 

 これは、今年度の初回の定例会で先ほど言いましたように今年度の取り組みということ

なので、決算認定とは若干離れるかと思いますけれども、問題はその辺のスケジュール的

な問題を具体的にどのような形で進捗されているのか。ということは、この決算における

工事費、いろんな備品購入も決算の立場から見ると、もう謹直に来年度からとなれば、若

干のスケジュール、学校施設の利用も大きく絡んできますけれども、設備が翌年度回しで

ということでできるのではないかという考えもありますし、ただ具体的にこのような決算

出られたら、そのときにやらなければならない、本当に教育の現場で必要なことだから、

どんどん備品も工事もやらなければならないということは大いに理解できますけれども、

ただいま言われましたように、将来的に小中一貫教育を目指すということで調査研究を行

うという形で進んでいるわけでございますけれども、決算の認定は予算にも絡んでくる、

事業にも絡んでくると思いますけれども、大まかなスケジュール的なものはどのように考

えて進捗状況的なものはどのようなことなのか、まずその点を先にお伺いしたいと思うの

ですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 小中一貫につきましては、本年度が初年度ということで調査研究に着手し

てまいりますということで、委員長のほうからその方針を述べさせていただいたところで

す。これまで調査研究といいますと、やはり先進的に進んでいるところを見てくるという

ことから始まっておりまして、５月の段階では三笠市教育委員会、それから岡山小学校を

視察してきております。これは、教育委員会の職員、教育委員、それから校長会の代表と

いうことで７名で行ってまいりました。その後６月に入りましてからは、施設一体型の小

中一貫校ということで品川区の日野学園、それから三鷹市、これは施設分離型でございま

すが、三鷹市の第七中学校教育委員会等視察してまいりました。まずは、本年度教育委員

会職員、それと校長会の代表で先進地域を見てくるというところが第１段階でございます。

これを予算に反映していくというところまでは、まだ至っておりません。来年度以降今度

は、町に教育研究所がございますので、そこの任務として小中一貫教育を研究していくと。

その必要性は何であるのか、どのような利点があるのか、何が問題であるのか、そういう

ものを時間をかけて徐々に進めてまいりたいと考えております。今直接的にかかわってお
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りますのは、生徒指導を小学校と中学校９年間で進めていくと。どうしても今までは小学

校は６年間、中学校３年間で切れてしまうのです。そこが中学校に行くときに教科担任制

になって子どもが登校渋りを起こすと、中１ギャップの状態が起きておりますので、これ

をまず解決していくと。当面はそのことに力を入れて生徒指導面の小中一貫型、それから

時間をかけて９年間を目指した教育課程の作成、編成に向けていきたいと。当面今すぐ予

算に反映しなくてはならないというのは、視察費であるとか研究費、そんなことになろう

かなと、今の時点ではそのように考えております。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 取り組み、それから大まかなスケジュール、ただいま説明いただきましたけ

れども、私は基本的に教育というのは先ほども議員が言いましたようになかなか見えない、

全国の学力テスト的なものの比較しかないということで大変な成果をすぐ求めるというの

は難しいということはよく理解しております。私の持論としては、当然一貫教育というの

は中高、これがやっぱり年齢的に、体力的に、いろんな知力的、知識的に見ても中高とい

うのが一番一貫には向いているのではないかなという持論でございますけれども、いかん

せん浦幌高校がなくなって、それは現実的に無理でございまして、今本当に小中一貫とい

うのは各地でいろいろ議論されてそれぞれ実践されておりますけれども、さあ、いざ研究

の段階でこのような発言するのはまことに失礼ですけれども、我が町浦幌はとっても縦横

に長い、ある程度の学校の施設統合はまず一段落終わった段階ですけれども、その根底に

はこれからの少子化を見ていくともう少し進めていかなければならないというのがよく理

解できます。それであるならば、小中一貫を全町的に行うのか、部分的に行っていくのか、

はたまた別の方法として小中併置校というのですか、昔よくいろんな地域でありましたけ

れども、それも視野にできる、何だかんだ小中一貫という形で全町的に行っていくことの

距離的な問題だとかいろいろあるのですけれども、その辺の調査研究というのは先進地、

資料も一部いただきましたけれども、ある程度大きな地域で統合できるようなエリアとい

うふうに認識しておりますけれども、我が町の場合は非常に縦横長い、特に中学３年生の

15歳、入学したての６歳、７歳の子どもたちとのその辺の今度併置した場合のいろんなリ

スクというか、子どもの受ける負担というのは大きいのではないかなと認識するのですけ

れども、それはどのようなエリアを考え、将来的にどうしなければならないかという、教

育長の教育方針では研究という段階で、そこまで追及して求めるのは非常に、今説明のと

おり初年度は研究、まず研究してどれがいいかやってみようという段階ですけれども、や

っぱり将来的に研究した後には最終的な学校配置、一貫教育をどうするかという大命題も

議論しなければならないと思うのですけれども、現時点ではそういう現状の地域における

エリア的な問題も含め、どのようなお考えするのかお伺いしたいと思うのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 小中一貫の形は、先ほども少し触れましたけれども、大きく分けて２通り
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ございます。品川のように施設一体型、ここは小学校１年生から９年生まであります。児

童生徒1,000名、校長１人、副校長３名、主幹教諭７名、こういう形で運営をしております。

これは、校舎を建てるときから建物を１カ所に集めて統廃合した形、これが代表的な形で

す。もう一つは、三鷹のように既存の施設を使うのです。小学校と中学校離れているけれ

ども、施設は合体しないけれども、中身を生徒指導とか教育課程を共通していく、例えば

今浦幌は学校評議員ございますが、そういった評議員を小学校、中学校別々に任命してお

願いしておりますが、それを一体化すると。これは、建物は離れていても機能面で一体化

できるのです。ですから、今私ども結論は出しておりませんが、今の段階ではやはり三鷹

のような校舎分離型、お金はかけなくても内容は充実していけるというような形をとるの

が理想的なのかなと今の段階では考えておりますが、まだ調査に着手したばかりですので、

明言は避けたいと思いますが、そんな実情にございます。いずれにしましても、今北海道

もこの小中一体からコミュニティ・スクールに７校指定を全道で受けております。これが

これから先５年間で全国でまず１割の学校に普及していくという文科省の考えでございま

す。早晩そういう形になっていくと思いますので、いろいろな課題もありますので、そう

いったことをしっかり研究し、また財政面でお願いをしなければならない時期が参りまし

たら、ご相談を申し上げたいと、そのように考えております。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 説明資料の34ページ、備品購入費の中で学校理科実験安全指導図ということ

で、こういった中では実験用に用いるものの中でいかに安全に取り扱い等もできるかとい

うような指導図集だと思います。しかしながら、子どもたちにとっては、より興味を示す

ものとなれば、危険と背中合わせといいますか、そういったものも当然出てくるのかなと。

そういった中にあっては劇薬とか、以前テレビ、新聞等でも報道されましたけれども、や

っぱり実験材料を持ち出す生徒がいたという話も聞いております。そういった面において

管理状況というものはどのようになっているのか、ちょっとお聞きしたいなと思います。 

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。 

 劇薬の扱いということなのですけれども、基本的には各学校におきまして施錠のできる

金庫等に、そういったところに入れておりまして、取り扱いについても管理職が行うなど、

そういった共通の中で扱って、そして盗難等がないような形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 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 今次長のほうから説明いただいたように、盗難等がないように管理をしてい

ると。これは当然のことなのですけれども、これはほかのことなのですけれども、それを

壊してでもとられることのないようにやっぱり十分な管理が必要なのかなと。そういうた
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めに、多分ある程度学校にお任せしている部分もあるのかなと思いますけれども、十分に

管理の面で委員会としても注意を促していただければなというふうに思いますし、どの程

度の鍵か、施錠なのかわかりませんけれども、やはりそういった面においては十分な管理

が当然必要だと思いますので、それとまた裏腹な言葉になるかもしれませんけれども、子

どもたちが望むものというのはある程度学校としても用意、準備をしていかなければなら

ないだろうと。先ほどから言われているように、小中一貫となれば、子どもたちも当然興

味を示すだろうし、その興味を示したものに対してやはりこの浦幌においても実験なりそ

ういったものができるような体制というのはやっていかなければならないなと思うのです

けれども、その辺の考えというのはどのように今、今までのそういった資材どおりでやっ

ていくのか、また新しい分野の中でそれらも取り入れて、そうなると当然管理においても

大変になるとは思うのですが、その辺のことを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。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 今般いろいろな町内外の情勢の中でも学校に侵入とか、器物破損とか、ふえている状況

ではございますけれども、外部的な犯行に対してもそうですけれども、今二瓶議員からお

っしゃられるとおり、内部的、児童生徒の取り扱いに関してやはり注意深く監視していく

ことが必要だと思います。現行の中では、先ほど申し上げたように、施錠のかかる金庫等

で整備しているところなのですけれども、現在定期的な学校の見回り等は実施しておりま

せんけれども、やはり定期的に学校を見回ったりとか、それから各種の校長会議や教頭会

議の中でそういった取り扱いについての周知徹底ということ、さらに内部で確認した中で

今後はまた取り扱っ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 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 小学校費の学校管理費、説明資料34ページの教員住宅集合排水処理施設設置

工事についてお聞きしたいと思いますが、この関係の供用開始はいつでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 この点につきましては、昨年度調査を行いまして、上浦幌中央小学校の

教員住宅と、それから上浦幌中学校の教員住宅の調査を行いまして、昨年度は合併浄化槽

それぞれ共有のものを整備しておりますけれども、今年上浦幌中央小学校分の個々の整備

を行っておりまして、中央小学校につきましては今年度からの供用開始、そして上浦幌中

学校につきましては来年度また工事を施工するという予定でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 その際一般財源が全てということですので、結構お金もかかっているという
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ことで、公営住宅などは供用開始のときに家賃改定ということをやっておりますけれども、

この教員住宅についてもそのような考えはあるの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。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまの家賃改定の関係ですけれども、工事整備に伴いまして、まだ

具体的には正直なところ詰め切れておりません。ただ、今安藤議員からおっしゃるとおり、

公営住宅等の均衡等もございますので、この点につきましては関係課と協議をしながら検

討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 ６番、福原議員。 

〇福原議員 中学校が新しい学校になって太陽光の外灯をつけているということで、37ペ

ージの工事請負費のところを今見ているのですが、中学校の太陽光のパネルを非常にいい

場所、図書室のところに設置していろいろと活用されているかと思います。教育的にどの

ような形で現在も実施されているかお伺いして、これからもどのような形で教育的環境か

ら地球の環境を守るような温暖化防止の教育をなされていく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。 

 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。 

 ３月の定例議会の中でも太陽光パネルを活用した事業の展開とか、そういったことに関

しましてご質問受けておりましたけれども、昨年度から設置した中で具体的には踏み込ん

だ中の取り組みというのがなされていなかったというのが実態でございます。それで、平

成24年度、今年度につきましては学校からそれぞれ年間の事業計画ということで提出をし

ているところでございます。中身につきましては、太陽光パネルとあわせまして環境教育

の実施ということで、特別活動の中で太陽光発電のデータを利用した出力電力量やそうい

ったものの調査をしてグラフ化する、また生徒会活動の中でこれから文化祭等が実施され

ますけれども、その中で報告ができるような形をとるとか、そういった中で報告を受けて

おります。また、各教科の中でいいますと、それぞれ社会科とか理科とか、そういった中

で太陽光パネル、そして環境教育とつながるものがないかということで模索できないかと

いうことの計画でございます。これにつきましては、計画上がっていますけれども、年度

末には成果報告ということで学校から提出を求める予定でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 教育的見地から非常にすばらしい教育をなされているかと思います。ただ、

外灯１基20ワットでここに設置されております。このことについても子どもたちに周知し

ながら、太陽光でこれだけの外灯が、夜ですから子どもたちが見る機会がないので、ちょ
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っと残念かなとは思うのですが、これから暗くなるのが早くなります。それで、こういっ

たものも生かしながら、今後もせっかく浦中に太陽光のパネルを設置したということで教

育的見地から続けていっていただきたいということで、この外灯の件について子どもたち

にＰＲというか、周知しているのかどう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いたします。 

 この外灯の件につきましては、そういったものを活用しているということで生徒の中に

は周知されているところなのですけれども、この外灯自体がどのような機能とか、それか

ら出力になっているかとか、その部分につきましてはまだまだ周知不足ということは否め

ませんので、全体的な校舎の太陽光パネルとあわせまして、そういったことも環境教育の

一環として取り組めるような形ということで今後学校の中に周知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 １番、関井議員。 

〇関井議員 交付金のことなのですけれども、各学校に「生きる力」交付金行っているの

ですけれども、具体的にどのような事業をなされているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 済みません。申しわけありません。聞き取れなかったものですから、ペ

ージ数を教えていただけませんでしょうか。 

〇関井議員 「生きる力」の交付金が払われているのですけれども、具体的に各学校でど

のような事業をしているのでしょうか。 

（何事か声あり） 

〇関井議員 小学校も中学校もあるのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 申しわけありません。ただいまの「生きる力」の関係ですけれども、こ

れにつきましては小学校３校、それから中学校２校ございますけれども、それぞれ１年間

の中で３つの事業を取り組むこととなっております。具体的につきましては、学校向上フ

ロンティア事業とか、それから読書活動事業、そして学校によってなのですけれども、国

語の学力向上対策など、多くの課題の中から３つのそれぞれ学校ごとの取り組む内容を年

度ごとに上げていただきまして、それに対しての交付金の活用でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 もう一つ、34ページの備品購入費なのですけれども、図書購入のことでちょ
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っと聞きたいのですけれども、東栄堂さんと杉山商会２つに分かれているのですけれども、

これはどうしてですかということと、あと図書購入に当たって一般的な基準とか、そうい

うのはあるのでしょうか。 

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。 

 図書購入の関係ですけれども、これにつきましては各学校でそれぞれ教諭、それから生

徒会等を通じまして選書を行います。その中で、ここで杉山商会と東栄堂が分かれていま

すのは、それぞれ日にちが違いますけれども、まとまった冊数を発注する中でそれぞれ見

積書を出していただいて、全体的に東栄堂さんが安価な場合、それから杉山商会が安価な

場合ということで、その中でそれぞれがこの図書購入について請け負うという形になって

いるところでございます。 

 また、選書というか、図書に関しての基準ですけれども、それぞれ学校の中で予算に基

づきまして年間でいきますと大体200冊程度になりますけれども、教職員が主体に選書を行

いますけれども、その中で児童生徒とも相談しながらまとまった冊数の発注ということで

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 図書購入なのですが、金額的とか、そういうのも関係しているのですか。例

えば学校側からある程度この予算の中でやってくれとか、そういうのはあるのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 もともと予算を執行する中で、それぞれ備品購入費だけではなく、いろ

んな需用費の関係もそうですけれども、学校からの要望に基づきまして、それで教育委員

会内部で検討いたしまして、それに基づきまして配当予算の決定ということで、その中の

範囲で購入しているところでございます。ただ、本の単価につきましては、まとまったも

のであると高いものもございますけれども、単価についてはおおむね1,500円ぐらいが平均

ということの内容でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 いろいろ備品、学校側ではあると思うのですけれども、やっぱり現地に行っ

てヒアリングとかは行っているのでしょうか、その購入に際して。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 全体的な予算については、当然ヒアリングということで実施しておりま

すけれども、本に関しましてはそれぞれ学校で選書するということで、学校の意思を一番
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に尊重するような形で学校で選書されたものがそれぞれ発注ということになっています。

ただ、本につきましては、文科省の中で決めますそれぞれ学校ごとの学級数に応じまして

基準冊数というのがございますので、それにつきましては購入とあわせて今までの冊数、

それから今年度購入したことによってどのぐらいの達成率になるとか、そういった監視と

いうか、点検は行っ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 １番、関井議員。 

〇関井議員 ちょっと違うのですけれども、スポーツ表彰のことなのですけれども、これ

はちょっと違うか、社教のほうかな…… 

（何事か声あり） 

〇関井議員 そしたら、社教で聞きます。 

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５項１目社会教育総務費から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 44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、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職員人件費に要した経費で

ございます。19節負担金、補助及び交付金については、説明資料の37ページのとおりでご

ざいます。 

 45ページをごらん願います。２目公民館運営費、この目につきましては町内４つの公民

館の管理運営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、18節備品購

入費については、説明資料の37ページのとおりでございます。 

 ３目博物館費、この目につきましては博物館の管理運営に要した経費でございます。15節

工事請負費、18節備品購入費については、説明資料の38ページのとおりでございます。 

 ４目高齢者学級開設費、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

開設している寿大学の運営と４寿大学交流会に要した経費で、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、この目につきましては子ども会や少年教育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、説明資料の38ページのとおりでございます。 

 46ページをごらん願います。６目家庭教育学級開設費、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学級の運営に要した経費で、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、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管

理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、15節工事請負費、18節

備品購入費については、説明資料の38ページのとおりでございます。 
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 ６項保健体育費、１目社会体育総務費、この目につきましては社会体育全般及び職員人

件費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、説明資料の38ペ

ージのとおりでございます。 

 47ページをごらん願います。２目社会体育施設費、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、パークゴルフ場、総合スポーツセンター、スイミン

グプール、健康公園の管理運営及び学校開放事業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、18節備品購入費につい

ては、説明資料の38ページから40ページのとおりでございます。 

 ３目給食センター管理費、この目につきましては給食センターの管理運営に要した経費

でございます。13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費については、説明資料の40ペ

ージのとおりでございます。平成23年度の学校給食センターの稼働日数は前年度比１日増

の206日間で、製造食数は前年度比2,564食減の９万7,364食でございました。 

 以上で説明を終わりますので、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。 

 12番、野村議員。 

〇野村議員 私は、全般的なことというか、情報によりますと、過日浦幌町の教育委員会

に対しまして文部省の係長か課長クラスの方が視察か調査か内容よくわかりませんけれど

も、浦幌町の教育委員会にわざわざお見えになって懇談していったという情報をお伺いし

たのですけれども、どういう内容で、それはまたどういうことだったのか、情報公開も先

ほど言ったとおりできる範囲で結構でございますし、今までやってきた浦幌の教育行政、

また社会教育行政に対してすばらしい先進的な視察なのか、また何かの指摘があったのか、

また本省の課長なり係長が来るということはよっぽどのことだと考えるのですけれども、

いいことであれば、そういうことの人的なつながりもできたわけでしょうけれども、今後

教育行政において何かメリットがあるのかどうか、その辺わかる範囲で結構でございます

けれども、お伺いしたいと思うのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいまのご質問ですが、８月28、29の両日、文部科学省のほうから係長

がお一人お見えになりました。その目的は、地域ぐるみで行っている教育の実情調査とい

うのが本題であります。特に地域・学校支援推進室というところの係長さんなのですが、

今どのように学校を支援しているか、地域ぐるみで、そういう実例を実際に集めておられ

ると。ご自分の部署の仕事としては、学校支援ボランティア、それから放課後居場所づく

り、そういうものを担当しておられるわけです。私どもの見ていただいたのは、１つは放

課後の居場所づくり、オーラポロ広場、これの活動を中央公民館でやっている部分を見て

いただきました。それから、うらほろスタイルの教育というものを施行しておりますので、

中学生あるいは小学生が提案したものをどのように実現しているのか、子どもの想い実現
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プロジェクト、この方々がワーキングをしている部分も、夜ですが、実際に20名ぐらい集

まった中に入っていただいて、そして最後にご助言もいただいております。それから、学

校、浦幌小学校並びに浦幌中学校、地域の方々がどのように入って教育を盛り上げている

か、そういう実践も見ていただいたところであります。なかなか規模の割には本当によく

やっているという言葉もいただいておりますが、いろいろな今後の課題もご指導いただい

ておりまして、今後これだけでなくて文部科学省あるいは道教委のご指導いただきながら

一層地域総ぐるみの教育を進めていく、その契機にしたいと、その契機になっていく訪問

であったな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 青少年の教育に関して伺いたいと思いますが、決算に出てくる項目ではござ

いません。ただ、一時期青少年の海外派遣という事業を進めておった時期がありました。

主に財政的な理由で中断をしたというふうに私は理解をしておりますが、私はこの事業は

将来的に子どもを、若い人たちを、世の中に出たときに広い幅の見地で活躍してくれる子

どもたちを育てるためにぜひ再開をしていただきたいなと。研修事業全般について私は思

っているのですが、非常に財政難を理由に井の中のカワズになるような研修事業の抑制時

期が長く続きました。この辺のことをそろそろ解消して、財源が基金が全体で28億になっ

たからやれとか、そういうことではなくて、今後も財政の抑制は当然必要なのであります

が、子どもたちの教育、あるいは全体的な研修事業についての見直しをそろそろしていた

だきたいなというふうに思っております。まず、ここは教育関係ですから、青少年教育の

海外派遣を再開する意向ないかどうか、教育委員会さん、また町長にもその辺の見解を伺

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 ただいまご指摘いただきました、子どもたちの海外派遣事業の再開という

ことであろうと思います。かつての事業の経過もお聞きしておりますし、大きな成果を上

げてきたということも承知してございます。今まちづくり計画前期に入っておりますが、

そういった声は部署の中でも話は出ておりますが、前期はもう既に計画が進んでおります

ので、後期の中にでもこういったことが可能なのかどうなのか、これは検討していきたい

なという考えでおりますが、今ここでどうしますということにはなりませんが、検討課題

として考えさせていただきたいと思います。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 青少年の海外派遣という問題でありますけれども、ご存じのとおり、浦幌町

で海外派遣をやっていたということでありました。ただ、これは財政的に厳しくなったの

で、やめたということではなくて、相手の受け入れ先の問題がございました。やはり有効

な海外教育をするということであるとすれば、相手の受け入れ先がしっかりしたところで

なければならないということで、なかなか当初受け入れていただいた先が校長先生の転勤
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等々ありまして受け入れ態勢ができないということになりまして、それで海外派遣をやめ

たという経緯がございます。そういう意味では、今再開するということになると、単純に

どこに行って、観光目的で行くわけではありませんから、教育目的とすれば、相手の受け

入れ先とのコンタクトを非常に図っていく必要があるだろうというふうに思っています。

そういう面では、そういう相手先をどうやって見つけていくかという問題もありますし、

ただ今後そういう問題も含めて海外派遣、子どもたちの海外留学ということも考えていく

必要があるのだろうなというふうに思っています。私もこの海外留学ということ、派遣と

いうことについて当初中断するといったときに、それについては問題があるのではないか

という指摘をした経緯がありますし、本来であれば子どもたちの今後の教育も含めて再開

が果たせるのであれば果たしていきたいなという思いはありますけれども、ただ先ほど言

いましたように受け入れ先、これをしっかりしたところを見つけるということが最優先課

題かなというふうな思いもありまして、今後まちづくり計画の中で後期計画の中に盛り込

んでいくかどうかも含めて検討していきたいというふうに考えておりますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 今町長説明されたとおり、町長も議員の立場のときにそのような話をしてい

た経過があったと思います。ただ、今後今説明ありましたように受け入れ先の問題という

ことも説明あったと思いますが、よその町村、市もそうですが、まず姉妹都市としての交

流を図っていって、そういう受け入れ先と交流しているという場合が多いと思うのです。

大人の場合でしたら、派遣事業として民泊先、かつては農村女性のヨーロッパ派遣という

ことで随分たくさんの人に支援をいただいたと思っておりますが、そういう事業で民泊先

に泊まらせていただいて帰ってきた女性が、農家の主婦たちが花をたくさんつくったりと

いう、いろんな効果があったというふうに聞いておりますけれども、青少年事業では高校

生の高校が派遣しているというものに浦幌の子どもたちも派遣される場合もあるでしょ

う。しかし、町独自としてそういう交流の手だて先を見つけていくという方法を段階的に

やっぱり努力していく必要があると思うのです。ただ観光旅行で派遣して回ってきたよと

いうことでは、派遣される子どもたちも、それから実質的に内容のあるものにするのには

親たちもその意義を感じてやっぱり家庭の雰囲気もそういうふうになっていくだろうと思

いますし、そういうことの逆で浦幌もそういう人たちを受け入れる環境ができるのでない

かと、そういうことの相互交流ができるような体制のための努力をしてもらいたいなと思

っております。再度伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 当初やはり受け入れ先の問題と申し上げましたけれども、ほかの町のケース

も当時いろいろ調査をさせていただきました。そのときにやはり問題だったのは、業者任

せになるケースが多いということでありまして、本当に教育的な観点、教育的な効果につ
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いて疑問だというのが多くありました。そういうメンテも含めて、やはり長期的な観点か

ら継続をしていくということになると、しっかりした受け入れ先を町独自で見つけるのか、

より業者との接触を深めながらそういう受け入れ先を見つけるのかということが問題だろ

うというふうに思っています。最近の事例は、私もわかりませんけれども、少なくても業

者に全て任せるということであれば、教育的効果を発揮するということにはならないだろ

うというふうに考えていますので、民間外交ということでありませんけれども、姉妹都市

提携ももちろん町はありませんので、そういうところとの受け入れ先といいますか、長期

的に継続できるような、そういう体制が構築できるのかということがこれから調査検討し

ていかなければならない大きな課題だろうなというふうに思っていますので、その辺につ

いての今後検討を行ってまいりたいというふうに思っています。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 先ほどの子どもたちのスポーツ表彰のことでちょっとお聞きしたいのですけ

れども、具体的な表彰される基準をちょっと教えてほしいのですけれども、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 今子どもたちというお話でしたけれども、浦幌町のスポーツ賞規則に基

づきまして年度末に各種表彰を行っているところでございます。このことにつきましては、

スポーツの普及振興に関して業績とか特に顕著であった者ということで、その年度の中で

全国大会とか、そういう大会に出場した選手に対しまして、個人、それから団体等から推

薦をいただきまして、その中で審議会の中で決定し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 １番、関井議員。 

〇関井議員 全国、全道、十勝大会といろいろあるのですけれども、一応３位までとか入

賞とか基準はない、推薦されればどんな人でも表彰されるのでしょうか。 

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つきましては、教育次長補佐の高橋のほうからご説

明申し上げます。 

〇高橋教育次長補佐 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 年間を通しましてスポーツ賞、奨励賞については、全国大会で入賞、８位以内、また全

道大会では３位以内といった基準を設けまして、推薦をいただいて審議会で決定をさせて

いただくというような措置をとらせていただいております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 今全道と全国言ったのですけれども、十勝大会優勝は推薦受ければ表彰され

るのでしょうか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

〇高橋教育次長補佐 十勝大会優勝も候補として挙げられ、可能でございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 今の内容わかったのですけれども、推薦されないと表彰されないということ

なので、一部の人にはなかなか推薦者いないと例えば全国大会優勝しても表彰されないと

いうことらしいのですけれども、それもちょっと、もうちょっと教育委員会のほうでちゃ

んと子どもたち把握して表彰されるべきではないか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。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 基本的には団体等を通じての推薦ということでございますけれども、こ

れまでもやはり町民全体の周知ということに関しましては足りなかった分があるかという

ふうに捉えております。今後につきましては、さらに私どものほうでも各学校と連携をと

ったりとか、それから新聞等の記事等を見逃さないような形はとりたいと思いますけれど

も、広く町民の方からご意見をいただくとか、推薦をいただくような形を再度内部で検討

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 １番、関井議員。 

〇関井議員 わかりました。表彰されると子どもも大変うれしくて次のスポーツ頑張ろう

という気持ちになるので、ぜひそういう面も、親から推薦するというのもなかなかしにく

い面もあるのかなと思って、公式戦というか、中学校なら中体連以外の試合でも結構大き

い大会あるので、ちょっと見逃す試合も結構あるので、そういう子結構今までいたのです、

実際。だから、もうちょっと教育委員会でも推薦だけではなくて幅広く表彰してほしいと

思います。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 ただいま関井議員からご質問ありました今までもそういった方々がいた

ということにつきましては、全体的なものはまだ把握できていない状況でございますけれ

ども、答弁が重複いたしますけれども、そのような形がない形で周知徹底を図りたいとい

うふうに考えておりますし、これまでもその審議会を通じてその中で名簿の確認、また教

育委員会の中でも最終決定という段階を踏んできておりますけれども、いずれにしまして

も調査の段階でそういったことがないように内部的な周知の仕方、それから検証の仕方に

ついて詰め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 １番、関井議員。 

〇関井議員 38ページの負担金、補助及び交付金の体育団体活動奨励補助金なのですけれ
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ども、今12団体いるのですけれども、今全部活動しているのでしょうか。昔は、結構休ん

でいる団体とかにもあって、休んでいてもお金を払われるあれだったので、現在はどのよ

うになっているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 こちらの説明資料に載っております12団体につきましては、活動を行っ

ている団体ということで理解をしております。ただ、体育協会の中で加盟する団体につき

ましては、実際の活動を行っていませんけれども、理事として出席している団体もござい

ます。こういった団体につきましては、体育協会の事業には協力していますけれども、独

自の活動的には休止している団体があるということも内部にはありますけれども、この

12団体の中でいきますとあくまでも交付をしている団体ということでご理解願いたいと思

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 39ページの13委託料の体育施設管理業務のところなのですけれども、スポー

ツ活動施設、レアスでやっているのですけれども、旧農村環境改善センターと旧吉野中グ

ラウンドも含まれているのですけれども、これはどのような業務をしているのでしょうか。 

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。 

 基本的には農村環境改善センター周辺、それからアイスアリーナも一体的になりますけ

れども、それから旧吉野中グラウンドということで草刈り等の全体的な環境整備というこ

との内容でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 農村環境改善センターは、あそこは使っていないのですけれども、草刈りは

必要ではないかなと思うのですけれども、旧吉野グラウンドは使用することはあるのでし

ょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 吉野中グラウンドにつきましては、現在は主に活用するというか、使用

の度合いは低いのですけれども、全体的な環境整備も含めて、そのまま放置している状況

にはおいておけないものですから、全体的なやはり環境整備ということの中で周りの均衡

等もありますので、その中で整備を進めているという状況でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、１点目、説明資料37ページの公民館の運営費であります。これは、基



 － 20 － 

本的な教育委員会の考え方といたしましてなのですが、公民館というのは各地域の公民館

がありまして、その地域、地域によっては例えば結婚式場にもなれば、お葬式会場にもな

れば、地域のいろんな行事等、いろんな形があるわけです。公民館といっても、その地域

によってはいろんな使われ方がしていると。その中でなのですけれども、しかし教育委員

会の所管施設ということで例えば何か１つ決まりますと、もう全て公民館は教育委員会の

所管施設ですから、一律こうですと。例えばたばこのことについては、後で収入のほうで

私改めてたばこ税のほうでまた質問させていただきたいと思いますけれども、例えばたば

こ一つとってもそうなのですが、教育施設と公民館と教育委員会の所管施設といってもや

っぱり私は違うと思うのです。それは、やっぱり地域地域の実情に応じたりとか、そうい

う使われ方に応じて私は対応していくべきだと。本来そもそもは公民館の運営については、

委員さんがいて、そこで審議されているということなのですが、私もごく一部の委員さん

しか聞いていませんからあれですけれども、しかし教育委員会の所管施設なので、こうな

のですよというと、それはだめですとかということでひっくり返すような話にもなかなか

ならないのだと。これは、教育委員会の姿勢としてこういう姿勢であれば、やっぱりそれ

はそれにのっとってやっていきますということになると思うのです。私は、これ臨機応変

に対応するということが必要で、あくまでもこれは教育委員会の所管施設だからこうでな

ければならないのだということにはならないと思うので、というような感じを私は受けて

おるのですけれども、教育委員会さんでは、いや、そんなことないですよと、ちゃんと臨

機応変にやっていますよということなのかどうなのかという部分もあると思うのですけれ

ども、各公民館というのは私は教育委員会の所管施設としてはちょっと別ではないかなと。

やっぱり地域の実情に応じた対応が必要だなというように感じておりますけれども、その

辺はどのような見解お持ちでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 非常に難しいお答えになると思うのですけれども、今年の６月から公民

館につきましては全面禁煙ということでさせていただいております。中尾議員がおっしゃ

るとおり、その地域、地域の使い方、集まる方もいろいろ子どもから若い方、それからご

老人とたくさんの方がいらっしゃると思いますけれども、最終的にたばこの件につきまし

ては小学校、中学校につきましては既に行っておりますけれども、ほかの公民館を利用す

る方々の中からもたばこを吸わない方、吸われる方も当然いらっしゃるのですけれども、

方々からもやはり非常ににおいとか、そういったものが気になると。また、公民館それぞ

れ事業展開しているのですけれども、やはり子どもたちが出入りする施設ということもあ

りますし、子どもたちを対象とした事業も展開されているというのも事実でございます。

平行線になるかもしれませんけれども、基本的にはその中で教育委員会から全く別なもの

という形ではなくて、教育委員会の中では学校教育事業、それから社会教育事業というこ

とで進める中の一つの施設ということで共通の基準の中で進めてまいりたいということ
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で、今回につきましては全面禁煙ということでさせていただいております。そういったこ

とでご理解のほど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 今どうしてもたばこのことが前に出てしまうのですが、たばこのことは後の

収入でまたと思ってはいるのですけれども、今ちょっと出ましたからお話をするのですけ

れども、だから基本的に今の答弁ですと、公民館というのは特別扱いしないで、教育委員

会が所管する施設についてはたばこに限らず、いろんなこれから決まり事があったりとか

したときには、あくまでも実情に応じないで教育委員会の所管施設という枠の中で一律に

判断をしていくと、こういうふうに私は答弁として捉えますけれども、そういうことでよ

ろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 実情に応じないでというところが非常に難しいところだと思うのですけ

れども、地域とかかわる中で今浦幌町に４つの公民館がある中でいろいろな事業が展開さ

れたりとか、それぞれの地域の方がいろんな交わりをしている大事な施設だというふうに

思います。その中でいきますと、そこがあくまでも独立的な地域というか、そういう形で

なくて、地域のいろんな思いとか進めることを重々捉えながらも、社会教育全体の中の一

つの施設ということであれば、やはり一定のルール、基準の中でその取り扱いをしていた

だきたいというふうに考えておりますので、いずれにしましてもちょっと中尾議員のおっ

しゃることと私の今答弁していることは当然食い違っているような部分はあるかとは思い

ますけれども、基本的にはそのような形で今後につきましても各地域で有効な活用を図っ

ていただき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 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 答弁いただいて、そういう考えであるということであれば、それはそれでと

いうか、そういう考えでしたし、これはあくまでも審議委員さんが、今委員さんがいます

から、委員さんの中でもやっていることですから、教育委員会の施設についてそういうこ

とであるということであれば、これは理解しましたというか、それしかないです。ただ、

後ほどたばこの収入のほうでは厳しいことを言わざるを得ないなと。当然教育施設がこう

であるのに、役場庁舎が吸っているなんていう話にはならないわけですから、私は状況に

応じて臨機応変な対応すべきだと。私はたばこ吸いませんから、全面禁煙で構わないので

すが、私は吸う人の権利も守るべきだなと思うから、やっぱり施設施設、状況に応じたり、

ふだんは吸わなくてもこういうときは吸ってもいいとかというような形で臨機応変に対応

することが皆さん平和ではないかなと思うのですが、教育委員会として、これも町の一、

一緒ですから、町民にしてみたら、その中であくまでもそういうふうにしていくというこ

とであるならば、やはりそれは一律に町民に理解得れるような対応せざるを得ないだろう



 － 22 － 

なと思いますので、たばこについては後ほど収入のほうでまた質問しますので、この部分

についての教育委員会の考え方は理解いたしました。わかりました。 

 それと、もう一点お伺いをいたします。説明資料の39ページといいましょうか、委託料

の指定管理の部分であります。監査委員さんの報告の中にもありますけれども、指定管理

の部分でパーク場も含めていろいろ利用者が減っているという報告があります。そういう

ような部分というのは、私たちもいろいろ利用者とかからも含めて耳にするところであり

ます。これ指定管理期間がありますから、その間はその指定管理を受けた業者が努力をし

てやっていくということで、それは当然の話なのですが、しかしこれはあくまでも町の施

設でありますから、ただ頑張ってください、頑張ってくださいよと、利用者下がっていま

すよというだけでは済まされないと思うのです、やはり。では、何がそこに減っていく原

因があるのか、パークゴルフであるならば利用者人口が減っているのだというような監査

報告もありましたけれども、ただ本当にそれだけなのかどうなのか、それも一つの要因で

はあると思いますけれども、やはりそういったことをきっちりと調査をして利用者増に向

ける努力をすべきだし、それを指定管理者にただ頑張りなさい、頑張りなさいという話に

はならないと思うのです。ですから、やっぱりそこら辺の指定管理者と教育委員会、担当

の部分とのかかわり方というものをどういうふうに指導して、どういうような形をとって

いって、その新しい取り組みをしたことが実際よかったのか悪かったのかということをし

っかりしていかなければならないと思うのです。これは、ここの部分だけではなく、あく

までもいろんな指定管理これからふやしていこうという部分においては、状況が落ちてい

るのであれば、やはりそこに問題があるのですから、その問題をきちっとお互いに解決し

ていかなければ、指定管理５年間、この期間内はあなたらの責任なのだよということだけ

では済まされないというふうに私は思います。今年度の下がっているという現状は、今こ

の決算でなく、前からもうわかっていることだと思いますけれども、これについて今まで

の指定管理者との取り組みの仕方、また今後の部分についてどのように考えていらっしゃ

るのか。また、当初指定管理を受けるに当たってはこういう取り組みもします、ああいう

こともしますということで民間の活力を活用するということなのです。ああいうこともや

ります、こういうこともやりますということで提案して、そこで選定されていくわけです

から、ただ一回継続されると、一回出ると２社出てきて比較はなかなか難しいのですけれ

ども、今回だってこれはこういうこともやります、ああいうこともやりますということは

出てきているわけだから、ちゃんとそういうことが本当に言われたことができているのか

どうなのかということも、本当はこれ留真温泉のときもちょっと聞こうかなと思っていた

のですが、やはり指定管理を受けたということはこういうことをやりますということを前

提に選定されているわけだから、きちっとやることをやった上で言ったことを努力してや

って利用者も減っているのかどうなのかということも含めて、私はきちっと検証して行政

としても深くかかわっていく必要があるというふうに思いますけれども、その辺の利用者

をふやす部分に当たっての取り組みについて説明を求めたいと思います。 
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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。 

 総合スポーツセンターとか、それからパークゴルフ場等の入り込み数の減少ですけれど

も、確かに中尾議員のおっしゃるとおりパークゴルフでいきますとパークゴルフ人口の減

少というのも一つの要因にはあるかと思います。また、総合スポーツセンターにつきまし

ても、やはりその年度によって例えば十勝大会的な大きな行事が来たりとか、それから日々

の一般の方々の入り込み等の減少ということがいろんな要因として考えられます。今年の

２月にレアス杯のシンプルバレーボール大会が行われていますけれども、やはりこの中で

も全体的には高齢化というか、やっている方々が町内の方々ですけれども、高齢化になっ

てきていると、なおかつその中でもやっているチーム数がやはり減少しているということ

もございます。その中でいきますと、当然利用される人数的なものが減少傾向にあるのだ

なということは強く感じているところでございます。いずれにしましても、指定管理のほ

うからは協定書に基づきまして月次報告、それから年度末にはその年度の事業報告という

ことで報告をいただいていますけれども、その中であわせまして総括評価ということでモ

ニタリングを実施しております。この中でどういった事業を展開しているのかだとか、そ

ういったことを指定管理者の中でも評価をしていただいて、そのことに関して発注者であ

る教育委員会のほうで点検を行うということで進めているところではございますけれど

も、なかなか減少に歯どめがかからないという部分はございますけれども、なおかつさら

にやはりこういった部分の指定管理者との連携といいますか、そういった評価的な確認を

充実して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。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうしますと、今の答弁ですと、パークゴルフ人口が減っている、高齢化し

ているということは、これはやむを得ない話ですから、一年一年年をとっていくのですか

ら、やむを得ないので、そうするとこの減少していくということはやむを得ないと、教育

委員会としても今現状の部分についてはこれからもやむを得ないなというような捉え方を

されているのかなというふうに感じました。確かに高齢化して人口が減っていくわけです

から、それは当然そういうことになってしまうのでしょうけれども、だからやはりその中

でもどういうふうにするかということです。ですから、今も指定管理者と協議するという

ことでしょうけれども、やはりこの辺の部分を指定管理者任せではなくて、町としてもい

ろんなそういう提案をする、またモニタリングもしながら利用者の当然意見も聞いている

と思いますけれども、やはりそういった努力を今以上にしていただいて、せっかくある町

の施設を有効に使っていただくということにこれは尽きると思うのです。だから、人が減

った、高齢化した、だから人口が減った、それはそのとおりですけれども、やはりその中

でどうするかということの知恵がどれだけ出せるかということだというふうに思いますの

で、この辺についてはきちっと所管する教育委員会さんが入った上で指定管理者と、指定
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管理者の自主性もありますけれども、私はやっぱり預けっ放しではいけないと思うのです。

やはりきちっと入った上で利用増に向けてのお互いの努力が欠かせないだろうなというふ

うに私は思いますので、今後もしっかりと調査をしていただきながらやっていただきたい

し、またそういう大会とか、やっぱりそういうのがあったら、それを目指して練習もする

わけだから、そういったことでのふやす努力というものも私は必要になってくるだろうな

というふうに思いますので、いま一度取り組みについて深く取り組んでいただきたいとい

うふうに思いますので、お願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 確かに私の先ほどの答弁でいきますとパークゴルフ人口の減少とか、そ

れから高齢化に伴うということで弱腰の部分があったとは思いますけれども、常々月次報

告等の報告を受ける中でも単純に書類でいただくのではなくて、その中でも数字的な推移

とか、それから１カ月間の利用状況について担当が指定管理者から聞き取りを行いながら

行っているところでございます。この点につきましても月々のそういった点検につきまし

てさらに確認といいますか、そういったものを慎重に進めてまいりたいと思いますし、先

ほども申し上げましたけれども、モニタリングの関係につきましてもやはり指定管理者が

評価する中、それを任せる形ではなくて、そういった評価に基づきまして町としてもどう

いった形が取り組めるのか、またどういった改善点があるのかということを共通理解の中

で取り入れるような形を進めてまいりたいというふうに思いますので、ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 パークゴルフ場とスポーツセンターの利用料金についてですが、既にご承知

のように監査委員さんの指摘でもパークゴルフ場は１日利用できるよと、200円で１日で

す。スポーツセンターは、１回200円です。このことは、私も住民から何かおかしくないか

いと、片方１日で片方は１回でという指摘を受けておりました。たまたま今回監査委員さ

んの月例監査の中にもこのことについての指摘がなされておりますけれども、この辺の考

え方、特に気づかなかったというのか、パークゴルフ場ですと１日券200円で買いますと、

ちょっと午後からまた来ますからと、券持っているとそれで午後からまた行けるのです。

しかし、スポーツセンターは違うらしいです。１回200円となっています、条例でも。この

ようなことについて、今も指定管理者の運営の問題ありましたけれども、指定管理の期間

があるから改定できないのか、料金については町が決めて委託することですから、当然不

都合があれば改定もできるし、その辺の相談もしていっていただきたいなと思うのですが、

既に７月の17日に監査委員からも報告書出ているのです。私たちもそういう指摘を受けて

いますから、この辺について何か対応あったのか、今後どういう考えで進めるか伺いたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 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。 

 杉江議員がおっしゃるとおり、パークゴルフ場は１日券、そしてスポーツセンターが１

回200円ということで、今回監査委員からご指摘がございましたけれども、正直なところそ

ういった取り扱いというか、それぞれで１日券、１回という扱いにつきましては条例に基

づいて行ってきたわけなのですけれども、町民の方々からそういったご意見があるという

ことを教育委員会自体としては認知していなかったところでございます。ただ、どうして

も私たちの使う感覚としてスポーツセンターにつきましては夜間に行って例えばトレーニ

ングルームを使うとか、そういったときは団体の場合は団体で料金払うのですけれども、

個人で行う場合は１回払って、そしてまたそういったトレーニングの利用が終わると帰る

ということの中で繰り返したものですから、正直なところ疑問というものを持っていなか

ったというのが実態でございます。ただ、いろいろな検証する中で、現在におきましては

監査委員から指摘のあった後、具体的な方策というのはまだ見出せていないわけなのです

けれども、杉江議員がおっしゃるとおり、指定管理が今やっている最中ということもござ

いますけれども、いずれにしても管内的な状況とか、そういったものもまだつかめていな

い部分がございますので、そういったものの調査研究を今後に当たっては進めてまいりた

いというふうに考えるところでございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 今まで何の改善もされてこなかったということは、認識していなかったとい

うことが正しいのだと思います。私たちも言われて、そうだったかいということで私も調

べた経緯がございますが、ただ、今の答弁の中で管内的にも調べるというけれども、これ

は浦幌町がパークゴルフ場とスポーツセンターの利用料の関係がどうもおかしいよという

ことなのだから、管内の状況でなくて、浦幌としてこの辺の一貫性をどういうふうに説明

するのか、改善するのか、そういう問題ですから、できるのなら実施するということで対

応していただきたい、改善していただきたいと思うのです。管内の状況を見て判断するよ

うな材料ではないです、これは。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 確かに町民の方々からの貴重なご意見でございますので、管内的という

のは弱腰の考えかもしれませんので、今後につきましてはさらにこういった利用の声がど

のような形から出ているのかということも踏まえながら調査研究のお時間をいただきたい

というふうに思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員                   
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〇田村議長         

      

〇久門教育長                                    

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                    

〇田村議長          

〇差間議員                                     

                   

 それと、もう一点、これはアイヌ語の地名表記ということで以前私も町に対して要望も

いたしましたが、今回その地名のことで浦幌の百年史では既に90カ所以上の知見を浦幌町

は有しております。最近アイヌ語地名について大変研究していらっしゃる帯広の方がいら

っしゃって、その方が浦幌関連の地名をどういった部分を押さえているかということで浦

幌町の教育委員会でその方の資料を取り寄せたと聞いております。その中で、もしよろし

かったら、その地名の数について教えていただければありがたいのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 半月前に帯広のアイヌ語研究家の方が来られまして、浦幌町の地名につい

てアイヌ語記述したものをご寄贈いただいております。今議員のほうから90カ所というふ

うにお話がありましたが、ちょっとその資料を持ってきておりませんので、定かな数字は

申し上げられませんが、模造紙でいいますと３枚ぐらいつながった大変大きなもの、それ
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に浦幌町の全図が入っておりまして、その中に私どもも聞いたことのないような地名、そ

れから名前がついていない地名も19カ所でしたか、ございます。それで、今博物館にとり

あえず置いてありますが、これをどのように保存し、町民の皆さんに見ていただくかとい

うことを今考えております。これは、予算を伴うことであります。ただ、お見せすること

はいつでもできますので、博物館、学芸員室においでいただきますと、ごらんいただきま

して、いろいろまたお教えいただきたいと、そんなふうに考えております。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 もちろん私どもも近隣のアイヌ同胞と集まって各地の地域の名前を確認した

りもしております。でも、ほとんどが既に研究され尽くしたと思っていたものですから、

今回もし新たな地名が出てくるということであれば、私たちにとっても大変大きな力にな

ります。全町民への周知、もちろん私たちも協力できることはどんどん協力していきます

ので、ひとつよろしくお願いいたします。これは、回答は要りません。 

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 以上で歳出の審議を終了いたします。 

 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） 

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。 

 

午前１１時３２分  休憩 

午前１１時４２分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 これより歳入の審議に入ります。 

 初めに、１款町税から10款交通安全対策特別交付金までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 ５ページをお開き願います。１款町税、１項町民税、１目個人、収納

率では現年度課税分98.90％、滞納繰越分といたしましては25.23％、合計では95.94％でご

ざいます。平成22年度の決算と比較いたしますと、合計の収納率で0.33％の減であります。

収入済額につきましては、2,596万5,264円の減でございます。この主な要因といたしまし

ては、農業所得、給与所得の減によるものでございます。収入未済者につきましては、実

人員94名の内容でございます。 

 ２目法人、法人数147法人に係るものでございます。収納率は、現年課税分99.36％、滞

納繰越分12.32％、合計では98.62％でございます。平成22年度の決算と比較いたしますと、
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合計の収納率で0.48％の減でありますが、収入済額につきましては189万6,600円の増でご

ざいます。この要因といたしましては、製造業法人の法人税割の増によるものです。収入

未済者につきましては、５法人の内容でございます。 

 １目、２目の収入未済額合計906万7,367円のうち、平成24年８月末現在におきまして

140万6,227円を収納しております。収納率は15.51％でございます。 

 ２項１目固定資産税、収納率は現年課税分99.35％、滞納繰越分29.85％、合計では98.39％

でございます。平成22年度の決算と比較いたしますと、合計の収納率で0.15％の減であり

ます。収入済額では、576万3,725円の増でございます。この要因といたしましては、償却

資産の増加による税額の増によるものでございます。収入未済者につきましては、50個人、

３法人の内容でございます。収入未済額453万5,964円のうち、平成24年８月末現在におき

まして29万5,101円を収納しております。収納率6.51％でございます。 

 ３項１目軽自動車税、この目につきましては原動機付自転車を初め11種類、3,161台に係

る課税でございます。収納率につきましては、現年度分99.70％、滞納繰越分につきまして

は43.70％、合計で99.57％でございます。22年度の決算と比較いたしますと、合計の収納

率で0.20％の減でございますが、課税台数の増によりまして金額で14万7,400円の増となっ

ております。収入未済者につきましては、実人員９個人の内容でございます。収入未済額

５万400円のうち、平成24年８月末現在で１万5,200円を収納しております。収納率は

30.16％でございます。 

 ４項１目町たばこ税、収納率は100％でございます。平成22年度の決算と比較いたします

と、収入済額で585万1,734円の増でございます。この要因といたしましては、健康志向が

進んでおりますが、たばこ税の改正によります収入増と考えられます。 

 ５項１目入湯税、温泉の入湯客３万9,157名に係ります税金でございます。収納率は100％

でございます。 

 以上です。 

〇鈴木総務課長 続きまして、２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税から７ページ

の10款１項１目交通安全対策特別交付金までにつきましては、成果報告書の中で申し上げ

ておりますので、説明は省略をさせていただきます。なお、この目につきましては、発生

した金額が即収入済みとなっておりますので、収入未済額は発生してございません。 

 ６ページに戻りまして、９款１項１目地方交付税、当初予算額に対して２億1,793万

5,000円を補正してございますが、平成22年度実績額との比較では5,008万8,000円の減とな

った内容でございます。 

 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。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 それでは、先ほども申し上げましたが、たばこ税について関連でございます

けれども、質問させていただきます。 
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 今回4,400万からの500万以上ものアップがありまして、これはたばこ料金の改定という

お話でありました。このことにつきましては、いろいろ前からも議論があるところでしょ

うけれども、先ほども言いましたけれども、教育委員会さんのほうとしてはあくまでも例

外を認めず、教育関連施設、所管する施設については全面禁煙であるということでありま

す。先ほども申し上げましたが、私は臨機応変に対応すべきだなという思いもありますし、

実際にこういうふうに4,000万以上の収入があるわけですから、これは浦幌町にとって貴重

な財源であります。ですから、やはりこういう財源、貴重な財源を浦幌町がいただいてお

きながら禁煙だということでは、私は通らないと思うのです、筋が。ですから、吸う人の

権利、吸わない人の権利というものをきちっと分けた上できちっとした分煙をより一層推

し進めるということが私はいいのではないかなというふうに感じておりました。しかし、

先ほどのお話では、あくまでも全面禁煙なのだということであります。それは、その施設

に子どもさんも来られるとか、いろいろそういう理由でということでありますから、そう

いうことであるならば、それはそれとして認めなければならないだろうというふうに思い

ます。であれば、この庁舎はどうするのですかということです。町民は、教育委員会の所

管施設だろうと役場だろうと庁舎だろうと関係ないのであります。この施設がどこの所管

だろうと、どうだとかということは関係ない話であります。何で公民館で吸えなくて役場

に行ったらみんな堂々と吸っているのだ、どういうことなのだ、せめて葬式のときだとか、

そんなときぐらい吸えないのかという話になるではないですか。だから、私はそういうこ

とにならないように状況に応じては臨機応変に対応する、各地域の公民館というのはいろ

んな用途があるということを申し上げているつもりであります。しかし、町の教育委員会

としてそういう判断を進めるということであるならば、当然町長としても庁舎内も全面禁

煙という形に踏み込まざるを得ないと思うのです、私は。間違ってもこの議場出てそこで

たばこ吸うことできないではないですか。そういうことであれば、少なくても役場の庁舎

の外へ出て外で吸ってくださいという話になってしまうではないですか。しかし、先ほど

の答弁であるならば、当然町として禁煙という方向性を、もう６月から始まっているわけ

ですから、早急にでも、周知期間があっても１カ月もあれば十分ではないですか。１カ月

後からは庁舎内も全面禁煙にする、やっぱりそういう強い姿勢を、統一した見解を持って

町民に当たるべきだというふうに私は思いますが、町長の見解をお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 たばこの禁煙の問題については、さきの議会の中でも質問がございまして、

私も段階的にいろいろ考えていきますという答弁をさせていただきました。教育委員会関

係の施設については、６月から禁煙ということでございまして、町民の方々もいろいろと

町民の声で投稿したり、いろんな話が事前にあったわけでございますけれども、町民の方

が多く集まる施設についてはどうしたらいいのかということについては当然所管としては

考えざるを得ない立場にあるのかなというふうに思っております。そういう中で、当然禁
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煙を進めるに当たりましては地域の方々と十分に協議しながらやってきたというふうに聞

いておりますし、特に公民館については公民館の運営委員会等にもお諮りしながら、何回

となく協議を重ねてやってきたというふうに聞いております。そういった中で、そういう

方向が出たというふうに認識しております。 

 中尾議員がおっしゃいますほかの公共施設はどうするのかという関係でございますけれ

ども、当然基本的には公共施設については国の全体の流れの中で禁煙あるいは分煙という

形で流れておりまして、本町といたしましてはそれぞれ先ほど言いましたけれども、町民

が多く利用する施設についてはやはり禁煙というものが第一かなというふうに思っており

ますけれども、その他の施設については分煙ということも含めていろいろ考えなければい

けないのかなと。特に本庁舎等については、町が管理しておりますけれども、その中には

議会の関係、あるいは農業委員会の関係、監査委員の関係ということでほかの関係機関も

入っておりますので、当然そういった関係機関とも十分協議しながら進めなければいけな

いというふうに思っておりますし、他のいろんな公共施設ありますけれども、公民館等に

ついては外で吸えるということでございまして、ただ職員等が勤めている職場の関係施設

もありまして、その辺についてはやはり禁煙にしたときに他の場所で吸える場所があるの

かどうか、そこら辺も見きわめながら考えないといけないのかなということで、町民の方

からも職員が表玄関で仕事中に喫煙をしているという状況については、できるだけ私ども

考えなければいけないというふうに思っておりますので、中尾議員のほうでは教育委員会

サイドがやるのだから、公共施設等は当然全面的に同じような形でやるべきだということ

でしょうけれども、ただ先ほど言いましたように施設の利用する人方の状況ですとか、あ

るいは他の関係機関との関係も含めまして一律にすぐできるかということについてはなか

なか厳しいのかなというふうに思っていまして、あくまでも段階的に今後いろいろと精査

をしながら進めていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 教育委員会さんに比べると、大変後ろ向きな答弁でありますし、その辺は整

合性が私は全然とれていないというふうに思います。ここに各機関が入っているといった

って、それはあくまでも行政がきちっと仕切ればいいことでありまして、だからそれが嫌

ならここ出ていけという話になってしまうわけで、そうはいかないですけれども、しかし

やはり姿勢としては教育委員会がそういう形をとって、今いろんな状況があるから考える

というけれども、教育委員会さんはその地区の状況があろうともあくまでもこれは推し進

めるという強い意思を持ってやっているということですよね。そういうことです。それは、

やっぱり理事者が強い意思を持って教育委員会さんがやるのであれば当然庁舎も私たちも

やるぞと、ほかのところは別としても、まずこの庁舎からでも姿勢をきちっと示すという、

これは当然の話です。それでないと町民が理解できないと思うのです、私は。何であっち

で吸えないのに、こっちで吸っているのだという話になると思います。職員も玄関先で吸
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うなんていうことはならないと言っています。当然だと思います、それは。玄関先で吸っ

ていたら、それはおかしな話ですから、当然職員は吸えなくなってしまうではないですか、

そういうことになったら。なります、それは当然。だから、私はある程度臨機応変な対応

というものを求めたいなというふうに思ったのですけれども、しかし片方がやるという強

い意思を持っているのであれば、当然その取りまとめ役である役場が率先してまずそうい

うことに取り組まなかったら、やはり町民に対して私は説明がつかないと思います。各課

が議会なり農業委員会さんなりの了解得なければならないからできないなんて、そんなこ

とは理由にならないです。やるならやるです。それは、当然教育委員会さんがやると言っ

ているわけですから、議会がそれは教育委員会さんがやる、こっちは関係ないぞという話

にはならないですから、それでは町民の理解が得られないと思うのですけれども、私は。

ですから、私は、では一方的にということにもなりませんから、それは当然協議すること

は結構です。しかし、町としてやっぱり禁煙は推し進めると、国の方針もそうですし、不

特定多数の者が集まるところはあくまでも禁煙を推し進めるというような形にしなけれ

ば、教育委員会さんとの整合性が私はとれないというふうに思いますし、では行政ができ

ないのだったら、公民館でも何でもそういうところは臨機応変に対応するというように改

正すべきです。整合性とれません、それでは。私は、そのことを言っているのです。私は、

禁煙しろというほうではないのです、どちらかというと。私は、臨機応変に対応したほう

がいいと言うのです。思っているのです。しかし、教育委員会さんが強い意思を持ってや

るならば、役場もそれに合わせてきちっと全体として町民に理解できるように強い意思を

持って姿勢を示すべきだということを私は申し上げているのであります。そんな調整しま

す云々ではなく、私は調整は必要ですけれども、原則はやりますと、ぜひそういった言葉

お聞きしたいというふうに思いますけれども、いま一度お願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 基本的には全体的な流れの中で禁煙という形かなというふうに思いますけ

れども、先ほども言いましたけれども、教育委員会サイドにつきましては事前に方向性と

してはそういう中で地域と十分に協議しながら納得をいただいてやってきたというふうに

聞いております。したがいまして、私ども基本的には禁煙という方向については全体の流

れではあれかなというふうに思いますけれども、ただそういう中であってもやはり十分に

協議という部分についてはし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し

て、誰が見てもあそこの施設は町民の利用からいっても受動喫煙の問題含めて当然禁煙に

しなければならないというようなところについては、それについては当面先行してやると

いう気持ちはありますけれども、ただ何回も言いますけれども、そういう意思の中であっ

ても協議だけは進めながらやらざるを得ないというふうに思っていますので、それについ

てはご理解いただきたいなというふうに思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 
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〇中尾議員 やはりやりたいという方向性はあるとしても、例えば今年度中には話をつけ

て来年度４月１日からは全面禁煙に持ち込むというような具体的なお話にはなかなかなら

ないのかなというふうに思っていまして、私はぜひ先ほどから言っているように整合性を

きちっととる上で町民に理解していただく上では、確かにそういう調整ありますから、す

ぐとはならないのかもしれませんけれども、やはり一定の期限を切った上でやっていただ

くということが必要だと思います。各地域とかいろんな団体との打ち合わせというものも

わかります、それは。わかりますけれども、やはりあくまでも町民目線という形からする

と、理解が得られないというふうに思っています。先般議会の所管事務調査で防災の関係

で厚内の公民館に寄ったときにも、灰皿あったではないですか。玄関入ってすぐのところ

に灰皿ありました。実際にあるのです、公民館に。今はわかりません、それは。でも、そ

れはやった後ですから、だけれども私はそれを見て何でこれあるではないかということに

は思わなかったのです。だけれども、やっぱりそういう地域、地域の実情に応じて私は臨

機応変に対応すればいいなと思ったのです。そういう玄関先で、建物の中ではあったけれ

ども、分煙するならする中で私は対応すればいいというふうに思いましたけれども、しか

しやはり私は先ほどから言っているようにきちっと町民の理解得れるために遅くとも来年

度４月１日からは、それまでにはきちっとした調整をつけて４月１日からは庁舎内全面禁

煙に持ち込むというような、ぜひそういう強い気持ちを答弁としていただきたいなという

ふうに思うのですけれども、町長、いかがですか。そういう答弁いただけませんか。どう

でしょうか、考え方。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 公の施設の禁煙ということでありますけれども、公民館につきましては本当

に多くの町民の皆さんから禁煙にすべきだ、特に子どもが利用する施設については禁煙す

べきだという声が寄せられました。そういうことで禁煙ということ、先行して禁煙すると

いうことになったわけであります。そういう意味では、全部禁煙しなければ町民の理解が

得られないのかどうかということについては、それぞれまた意見があるだろうというふう

に私は思います。やはりその施設、施設のまた性格もあるのだろうというふうに思ってい

ます。そういう面では、先ほど副町長のほうから相互に協議をしながら検討してまいりた

いというお話しさせていただきましたけれども、まさにそういうことではないのかなとい

うふうに思います。安易にそれぞれの多くの意見がある中で、今4,400万のたばこ税の問題

もご指摘されましたけれども、多くの意見がある中で全面的に禁煙を即やっていくという

ことがいいのかどうかというのは、やはり町民の皆さんの本当にそれで理解を得られるの

かということも含めて町民の皆さんにもっともっと意見を聞く必要があるだろうなという

ふうに思っていますので、来月から禁煙ということにはなかなかならないだろうというふ

うに思っています。それぞれ多様な意見があるということもご理解をいただきながら、私

どもとしては町民の皆さんに本当に施設施設が性格が違う中で全部をやるということにな
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るのかどうかも含めて検討し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 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 町長、私も町長と同じ意見なのです。多様な意見があるのです。ですから、

臨機応変に対応したほうがいいと申し上げているのです、私は。公民館でも子どもさんが

集まったりとかするようなときは、禁煙にすればいいのです。しかし、そうではないとき

もあるではないですか。そういうときは、だから臨機応変に、多様な意見があるから、多

様な意見に応じて対応したほうがいいということを私は申し上げているのですが、そうで

はないと言うから、だったら町民の理解得れるように一律にしたほうがいいよということ

を私は申し上げているので、ですから町長が今言われたようにそういう多様な意見をまた

これから聞いていくということであるならば、逆に言ったらそういう多様な意見があるな

らば、教育委員会さんもそうかたくなにならずに私は臨機応変に対応するというような姿

勢を逆に持っていただきたいと思うのです。私も本当はそのほうがいいと思っているので

す。きちっと分煙をして、そういうお互いの権利を守るという方向に行くことが私はいい

と思っていますから、町長がこれから聞くというのであれば、ぜひその聞いた意見という

ものを踏まえて教育委員会さんも私たちはこう決めたから、そちらはそちら、こちらはこ

ちらということではなく、であるならば私は臨機応変に対応していただきたいというふう

に思っていますけれども、そういうことでどうですか。行政がそういうことであれば、私

はそういう形でいいと思うのですけれども、どうですか。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 中尾議員が言われるその臨機応変に対応というのは、言葉としてはよくわか

るような気がします。ただ、実際にはそれを臨機応変にやるということは、施設の概要も

含めて、ではどのときがいいのか、どのときが悪いのかということの臨機応変の程度がな

かなか難しくなるのだろうなというふうに思います。特にこういう禁煙ということになる

と、それをどこまで許すのか許さないのかと必ず問題が出てくるわけですから、そういう

問題も含めてなかなか難しい部分が私はあるのだろうなというふうに思います。 

〇田村議長 中尾議員、よろしいですか。 

〇中尾議員 はい、結構でございます。 

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 質疑がないようなので、ここで説明員退席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） 

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。 
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午後 ０時０７分  休憩 

午後 １時１５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。 

 議案に入ります前に、午前中の教育委員会の質疑の中で安藤議員から質問のあった件に

ついて教育次長から説明した内容に関して訂正の申し出がありますので、これを許します。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 午前中の審議の中で安藤議員から上浦幌地区の教員住宅の水洗化の関係

で水洗化後の使用料について質問がございましたけれども、その中で関係課との協議の中

で今後検討するという答弁をさせていただきましたけれども、この点について訂正をお願

いしたいというふうに思います。 

 教員住宅を含みます町有住宅の使用管理条例の中では、水洗化された既設住宅の教員住

宅の使用料につきましては工事を完了した翌月から使用料に1,000円の加算ということで

規定されておりますので、その規定に基づきまして今後完成してからそのような手続をと

るというふうに考えております。 

 以上のような中身でございますので、ご理解をお願いしたいと思います。申しわけあり

ませんでした。 

〇田村議長 安藤議員、よろしいですか。 

〇安藤議員 はい。 

〇田村議長 それでは次に、11款分担金及び負担金から20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ７ページをごらん願います。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における補正の主な内容につきましては、浦幌地区担い手支援型畑総

整備事業及び浦幌地区農業体質強化基盤整備促進事業の増額でございます。 

 ２目総務費分担金におきましては、移動通信用鉄塔施設整備に係る増額補正の内容でご

ざいます。 

 ２項負担金、１目民生費負担金でございますが、認可保育所保育料及び老人福祉施設入

所者費用徴収金の増額が補正の主な内容で、３節児童福祉費負担金滞納繰越分におきまし

ては、説明資料３ページに記載のとおり、認可保育所で７名の収入未済額がございます。 

 ３目農林水産業費負担金の主な補正の内容でございますが、農業団地センター管理負担

金の増額であります。１節農業費負担金及び２節農業費負担金滞納繰越分につきましては、

説明資料３ページに記載のとおり、稲穂地区の国営農地開発事業受益者負担金の４戸の収

入未済額でございます。 

 ５目教育費負担金の１節教育費負担金につきましては、学校給食費における２名の収入

未済額、２節の教育費負担金滞納繰越分につきましては12名の収入未済額がございます。
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説明資料４ページに記載のとおりでございます。 

 次に、12款使用料及び手数料でございますが、８ページをごらん願います。１項使用料、

２目民生使用料における主な補正内容は、児童デイサービスセンター使用料の増、介護予

防サービス計画使用料の減額でございます。 

 ５目土木使用料について、１節公営住宅使用料14件の収入未済額、２節改良住宅使用料

６件の収入未済額、３節特定公共賃貸住宅使用料１件の収入未済額、４節公営住宅等駐車

場使用料につきましては５件の収入未済額、５節住宅使用料滞納繰越分につきましては

22件の収入未済額となってございます。 

 ６目教育使用料の２節幼稚園保育使用料滞納繰越分につきましては、１名の収入未済額

となっております。各使用料における内容につきましては、説明資料４ページ、５ページ

に記載のとおりでございます。 

 ２項手数料について、９ページに移ります。９ページの２目衛生手数料における補正は、

ごみ処理手数料の増額でございます。１節衛生手数料及び２節清掃手数料につきましては、

説明資料５ページに記載のとおりでございます。 

 13款国庫支出金、１項国庫負担金についての補正内容でございますけれども、１目民生

費国庫負担金におきましては、子ども手当国庫負担金の1,890万2,000円の減額並びに自立

支援医療給付費、国保事業基盤安定に係る減額でございます。３目衛生費国庫負担金にお

けるがん検診推進事業の増額によるものでございます。 

 ２項国庫補助金につきましては、１目の民生費国庫補助金において、障がい者福祉に係

る地域生活支援事業、児童福祉に係る次世代育成支援対策、それぞれ減額の補正内容でご

ざいます。 

 ２目の土木費国庫補助金の補正につきましては、社会資本整備総合交付金における

2,616万9,000円の増額内容でございます。 

 続いて、10ページをごらんおき願います。４目農林水産業費国庫補助金につきましては、

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金6,320万円、浦幌地区農業体質強化基盤整備促進事

業6,197万円、それぞれの増額補正内容でございます。 

 ５目総務費国庫補助金につきましては、辺地共聴施設整備事業における3,213万円の補正

増及び地域活性化きめ細かな交付金事業における平成22年度からの繰り越しによる増額と

なってございます。 

 14款道支出金につきましては、１項道負担金、１目総務費道負担金における地籍関係事

業の減額補正。 

 ２目民生費道負担金におきましては、子ども手当道負担金の139万4,000円の減額と自立

支援医療給付費道負担金、国民健康保険事業保険基盤安定拠出金それぞれの減額が主な内

容でございます。 

 次に、２項道補助金につきましては、11ページをごらんおき願います。１目総務費道補

助金の増額補正につきましては、無線システム普及支援事業費等補助金1,312万5,000円の
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追加によるものが主な内容で、２目民生費道補助金の補正につきましては、重度心身障害

者医療費助成事業補助金の150万円の減額及び子ども手当システム改修事業の78万6,000円

並びに介護基盤緊急整備等特別対策事業における171万円の増額内容でございます。 

 ３目衛生費道補助金につきましては、保健事業の増額と子宮頸がん等ワクチン接種緊急

促進事業における127万8,000円の減額が主な補正の内容でございます。 

 ４目労働費道負担金における882万9,000円につきましては、緊急雇用創出事業の臨時特

例交付金の減額補正となっています。 

 ５目の農林水産業費道補助金につきましては、食料供給基盤強化特別対策事業において

873万円、森林整備加速化・森林再生事業における1,355万6,000円の増が主な内容となって

おります。 

 ３項の委託金の１目総務費委託金におきましては、旧オベトン川環境整備工事支障物件

移設にかかわり816万円の増額及び知事、道議選挙費で197万9,000円の減額が補正内容とな

っております。 

 次に、12ページをおめくり願います。15款財産収入、１項財産運用収入、１目の財産貸

付収入でございますけれども、光伝送路貸付収入において383万5,000円の増額が主な補正

内容でございます。収入済みの内容につきましては、１節土地建物貸付収入から５節情報

通信基盤設備貸付収入まで説明資料６ページに記載のとおりでございます。 

 ２項の財産売払収入につきましては、１目不動産売払収入において、南町分譲地、旧吉

野生活館の土地、建物、材木町の町有地に係る補正が主な内容でございます。売り払いの

内容につきましては、説明資料７ページに記載のとおりでございます。 

 16款寄附金、１項寄附金、２目指定寄附金につきましては、道の駅周辺施設整備として

の寄附金315万円、図書購入としての寄附金23万円、ふるさとづくり寄附金300万円、それ

ぞれの増額補正でございます。なお、ふるさとづくり寄附金につきましては、説明資料７

ページに記載のとおりでございます。 

 13ページをごらん願います。17款繰入金、２項基金繰入金、１目基金繰入金につきまし

ては、地域振興基金の繰入金が補正の内容でございます。 

 18款繰越金につきましては、特に説明はございません。 

 19款諸収入、３項貸付金元利収入につきまして、14ページをごらんおき願います。２目

ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入の滞納繰越分の関係につきましては、４件の収入未済

額となっており、説明資料７ページに記載のとおりでございます。 

 ５項１目雑入における補正の主な内容は、模範牧場土地賃借料、ＮＨＫケーブルテレビ

移行経費助成金の増額でございます。未収額につきましては、平成17年畜産担い手育成総

合整備事業における受益者１戸の収入未済となっており、説明資料８ページに記載のとお

りでございます。 

 20款町債については、特に説明することはございません。 

 以上で歳入の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
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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 農業費負担金の部分でも質問させていただきましたけれども、歳入部分とい

うことで改めてお聞きをいたしたいと思います。 

 税収の部分にもかかわるのですが、ご承知のように子ども手当、それから扶養手当の対

応が国の税制対応として厳しくなっていく、なくなっていくという状況があります。そう

いう中で若い人たちのいろんな税負担、利用料負担というのは非常に厳しい状況になるの

かなということを予想しているわけですけれども、農業負担金の質疑のときに滞納機構で

の勉強を含めて私債権の対応について条例制定も含めて検討していきたいという答弁があ

りました。この件については、今までも議論はしてきたと思いますが、いよいよさきにも

質疑しましたようにどんどん膨らんでいく部分、それから非常に努力されて学校給食費の

問題は、ひところこの私がかかわる10年間の中でも、320万ぐらいから10年前滞っておりま

して、その後一時四百二、三十万にふえたことがございました。しかし、それぞれ担当者

の努力でこの２年、３年大幅に減らしていただいているという事実は私たちも十分評価を

していきたいなと思っているところですけれども、いずれにしても全部解消したわけでは

ない。それから、税でいえば不納欠損に当たる部分ですが、税でない部分ですから、何ら

かの対応しなければならないということで答弁いただいたと思います。この私債権の条例

に関していつまでも検討している、勉強しているということでは済まないので、少なくて

も今年度中とかに条例の制定の準備をして進めるということなのでしょうか、改めてこの

点について確認をしておきたいと思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 私債権の徴収の関係についてどうするかということでございまして、行財

政改革プラン2011というものがありまして、その項目の中に未収金の収納率向上及び収納

対策の強化ということで、この私債権の関係について年度計画を持って進めていくという

ことになっております。それで、今年度につきましては、滞納プロジェクトの中に検討部

会というものを設けまして調査研究をしていくということで現在進めているところでござ

います。行財政改革プランの年度別計画でいきますと、条例の制定については平成25年度

目標ということになっておりますので、それに向けまして今後鋭意検討を進めていきたい

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 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 いろんなことが行財政改革プランの2011に載っていますが、余り先送りをし

ないで、さきにも質問させていただきましたように、農業費負担金の部分においてはもう

先が見えている、緊迫した状況になることが予想されるという中ですから、法的なことを
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十分勉強されて対応できるような、また再度診療所会計のところで質問するのをやめます

が、あの部門の会計に、この後審議ありますけれども、ご承知のように時効が来ている、

あるいは回収できない状況が発生している部分もあるというふうに報告になっておりま

す。そういう面についても当然対象になると思いますが、後でいろんなこういうことの対

応をしなくて済むような、やっぱり事前に病院会計であれば、当然町場へ行けば１泊の検

査でも保証人求められています、入院に。そういう対応も含めて、事前に私債権対応、回

収できないような、そういう対応しなければならないような対応をやっぱりいろいろな部

署でとっていくべきだと。いろんなこと努力されて先ほども申し上げましたように給食費

のように大幅に改善された部署もございますし、税の部分でも一部少し回収が鈍っている

部分あります。浦幌町の税の回収部分につきましては、私たちも全道のいろんな資料をい

ただいております。議員研修会でいただいておりますが、非常に回収率は高いほうだと思

っています、国保に関しましても町税に関しましても。そういう中では、非常に行政の皆

さんの努力は私は評価したいと思っていますが、ただ一部非常にやむを得ない事情、ある

いは恣意的なものもあるのか、悪質なという表現の報告もありますが、そういうものも一

部あるのだろうと思います。できるだけそういう処理をしなければならないという状況に

ならないような努力をしていっていただきたいなと、全体を通して申し上げたいと思いま

す。この辺の対応について努力されているのは十分評価しますが、再度答弁をいただきた

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 私債権の管理条例、規則、要綱の制定ということになりますと、法的な対

処方法等を確立するということもあるわけでございますけれども、今杉江議員がおっしゃ

られましたように、そこに至る前にいかに滞納をしないようにする方法はないのかという

ことでございまして、保証人の関係等、確かに公営住宅等の管理の問題含めていろいろあ

るわけでございますけれども、こういった私債権管理条例を制定する上ではその辺も含め

まして当然検討していくということになると思いますし、今それぞれの原課の中でもこう

いった滞納整理について努力しながらやっているわけでございますけれども、ほかの仕事

を持ちながら滞納整理ということで専門的な部分になりますとなかなか難しいということ

もありますので、今後これらの滞納整理にかかわる組織的な問題も含めて全体の中でいろ

いろ検討していこうかなというふうに思っているところでありまして、そういう中で滞納

整理、そして滞納を出さないための方策というものをいろいろと研究、検討していきたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も１点お伺いをいたします。お伺いしますというか、考え方をお聞きした

いと思っておりますけれども、説明資料の７ページにありますけれども、ユーエムの貸付
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金であります。先般浦幌乳業さんが第三セクターの部分を株の売却によって、今現在は第

三セクターはユーエムさん１社ということになってございます。そこで、町の第三セクタ

ーというものについては、いろんな自治体の現状を踏まえて賛否両論いろいろあったり、

余りいい話はないのですけれども、いろいろ考え方もあろうかと思います、町のほうも役

員に入っている現状でありますから。それで、貸付金の収入として65万円が毎年、これも

何年か続いていますけれども、きちっと貸したものが返ってきているという現状でありま

すから、これが返ってこないということであれば即座に問題になるのですけれども、返っ

てきている現状でありますから、今すぐどうのこうのということにならないのかなと思い

ますけれども、ただ町の第三セクターとしての存在の意義があるのかどうかというような

ことも検討されるというようなことも財政プランの中にも書いてありますけれども、町と

して今後もこの第三セクターというものを持ち続けていくというお考えなのか、やはりど

こかの段階では整理をしていく形、もともと当初は雇用の場だとかいろんな部分の意味合

いでもっての設立ということであったというふうにお伺いをしておりますけれども、今い

ろんな町の業務を指定管理も含めてほかのほうでも受け皿があるというような現状の中

で、本当にこのまま第三セクターとしてこういう形で維持し続けることがいいことなのか

どうなのかということについては、やはり議論が必要だろうというふうに私も思っていま

す。そこで、ぜひ町としての今後の第三セクターの考え方についてお伺いをしたいと思い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまの第三セクターにかかわります貸付金に関連して今後の方向性

と申しますか、そういった観点ではどうだろうという意味合いのご質問かと思います。確

かに第三セクター、ちょっと記憶違いでしたら申しわけございませんけれども、三陸、今

回の東日本の大震災が発生して大きな被害を受けた被災地でございますけれども、岩手の

三陸鉄道の鉄道運営から第三セクターという形が生まれてきたというふうに言われており

ます。その後十数年経過がたってきた中で、確かに国の方針と申しますか、考え方の中で

も第三セクターについての議論が交わされてきたという経過もございます。そんな中で、

やはり第三セクターの運営そのものが財政を圧迫という形になっては困るといった意味合

いもあろうかと、そういう事例が出てきたというようなことで国の考え方がなってきたの

かなというふうに思われます。本町におきまして、ただいまご質問ございました貸付金に

つきましても65万という額でございますけれども、毎年のように貸付金の返済という形の

中で進んできております。ただ、ご質問の中にあったとおり、雇用の関係もございます。

これは、今後どのような方向に進めていくかという分については、ある面では不安定な状

況にもあるかもわかりませんけれども、いずれにいたしましても全国的な状況、またやは

り第三セクターといっても雇用の場でもございますので、そういった両面からどのような

ことが望ましいのかというのは今後の中でもやはり考えていかなければいけないのかなと
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いうふうに思っております。このことについては、一長一短の部分もございますから、時

間もやはり相当かけていかないと、慎重になって考えていかないといけないのかなという

ふうに思っておりますので、いま一度お時間のほどをいただく中で検討してまいりたいな

と思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 大変難しい問題だということは理解しておりますし、そんな一朝一夕に答え

が出せると、やります、やめますという問題でもないと思っています。ただ、今言われた

ように、ぜひ検討していかなければならないでしょうし、今65万円という返済金が、ちょ

っと私も認識不足で、これがあと何年で終わるのかということの認識ちょっと私も持って

いませんでしたけれども、やはりそういった終わるときだとかというところが一つのタイ

ミングになるのかなということは感覚的には思っています。ですから、そういったことも

含めて、ただ現在そこで実際に雇用があるということ、その多くは町のほうでの仕事とい

うことでありますから、そのことの兼ね合いを考えたときにやはり町として、役員に入っ

ている部分もありますけれども、主体的になってこの第三セクターというものの考え方に

ついては検討しなければならないと思いますし、ただ検討、検討といってもなかなか、ど

んなことでもそうなのですけれども、検討、検討だといつまでたっても検討で終わってし

まうのですけれども、やはりある一定の期限を区切っていつごろまでにはある一定の方向

性は示したいというようなことが私はいいのではないかなというふうに思っています。十

分検討していただくのは結構ですけれども、私はある一定の期間を区切った中での検討が

必要かなというふうに思いますけれども、この辺の部分を最後お伺いをしたいと思います

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 まず、今貸付金の状況についてというお話も前段ございましたので、申

し上げますが、平成20年４月１日に双方で金銭消費貸借契約を結んでおります。そして、

貸付元金が1,300万円、この間利息は無利子ということで20年償還と、貸付期間は20年、平

成20年の４月１日から平成40年の３月31日というふうな形の中で契約されております。そ

の中で現時点、平成23年度末では４年の償還が終わりまして、現在23年度末の未償還額が

1,040万というふうな状況でございます。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 ユーエムさんの第三セクターの考え方ということでありますけれども、ご存

じのとおり、第三セクターのユーエムにつきましては人的委託も含めて多種多様な業務を

受けていただいているという状況であります。65万円の償還金も今状況としては課長のほ

うからお話ししたとおりでありますけれども、これについて期限を切ってどうするかすべ

きだというお話でありました。第三セクターから指定管理者への移行というのも一つの手

段だろうというふうに思いますけれども、現在のところそれに移行するという考え方は持



 － 41 － 

っておりません。今これを期限を切っていつということについては、大変難しい問題だと

いうことで、現在それを期限を切っていつにするかということを明言するような立場に今

私はないというふうに思っています。ただ、国の考え方として第三セクターは大変厳しい

対応になっております。そういうことも含めながら、このユーエムさんに対しては町とし

ても関与しているわけでありますから、いろいろ相談をさせていただきながら、どういう

形がいいのかということはじっくり時間をかけて考えていきたいというふうに思っており

ます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ユーエムの関係出ましたので、総括のほうでさせていただこうかなと思って

いたことがございます。出資金に関してですが、報告によると、バイオメディカル研究所

に1,200万の出資がなされ、その後そのままの名義になっていてユーエムの出資金で組み込

まれていると、こういう報告をしています。監査委員さんからの報告です。私も少し調べ

させていただきました。このバイオメディカル研究所、平成元年ですか、に設立されて

1,200万ということになっているようですが、ユーエムが平成14年に設立されたと。これ私

よくわからないのですが、そのまま迂回して出資になってユーエムの出資金3,200万という

ことになっていますが、どういうことなのか、もう少し詳しくわかるように説明をいただ

きたい。 

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ついてご説明をさせていただきます。 

 ご指摘のとおり、バイオメディカルとユーエムということで２つの株のものがございま

す。このことについては、監査委員さんからもご指摘いただいた中でこちらも調べをさせ

ていただきました。当初の発足がバイオメディカルということで、その後平成14年だった

でしょうか、社名変更ということでユーエムに変わられたということで、登記上におきま

しても会社は同一の会社であるということになっております。ただ、株券そのものが新た

に再発行と申しますか、変更する形はとってはおりませんので、ただバイオメディカルが

ユーエムと同一人であるということについては登記上がなされておりますので、そのこと

については間違いはないのでありますけれども、ただ紛らわしいのも事実でございますの

で、このことにつきましてはユーエムさんを通じましてきちっとした株の形での整理をし

ていただきたいという旨の調査もご依頼を申し上げておりますので、このことにつきまし

ては何らかの形で整理をさせていただきたいなと。ただ、申し上げましたとおり、株その

ものについては同一の法人でございますので、社名が変更されたというだけの扱いなもの

ですから、そのことについては株券そのものについては支障がないというふうには捉えて

おります。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 
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〇杉江議員 今まで私たちも全然知らなかったといいますか、そういう報告は受けていな

かった、今ぽっと見たら、そういうことなら迂回出資なのかなと、悪く言えば、そんなふ

うにも見えるのです。これがこのままの名前でユーエムの株として保有していたというこ

とで法的問題というのはないのですか。法的問題ないとすればおかしいので、そんなこと

でいいのなら、いろんなことが二重の株の名義で運用できるというようなことになってし

まうのですが、どうなのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 そのことについても、同じ銘柄でないものが２種類あるといいますか、

銘柄が２つあるということの状況がございますので、そのことについてもやはり調査と申

しますか、ユーエムさんを通じて調べをさせていただきました。その中で、会社のいわゆ

る法人登記の約款についても社名が変更なされたという経過も付されておりますので、あ

くまで同一人ということが登記上判明できたというふうな事実でございます。このことに

つきましても、しかる有資格の方にもユーエムさん自体も相談をされて問題ないというふ

うな回答もいただいておりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、銘柄によっては

やはり誤解を招きかねないということで、これについては手続上のことで済むのであれば

そういう形で済ませていきたいなと、整理をしていきたいなというふうなことで、このこ

とについてもユーエムさんを通じて調査、そしてその中で整理をしてまいりたいというふ

うな意思を伝えておりますので、近々その分についてはなされていくというふうには解釈

をしております。 

 以上であります。 

（「法的に問題なかったんですか」の声あり） 

〇田村議長 総務課長。 

〇鈴木総務課長 こちらでは、そのように捉えております。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 何か釈然としないのです。バイオメディカルに出資している町のお金ですよ

ね、1,200万。出資した1,200万、それが右から左に会社の名前変わってそこに出資した。

何となく私はすっきりしないのですが、法的に問題ない、そういう判断をきちっとしたと

ころから得たのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問でございますけれども、やはりかかわるユーエムさん

でございますので、これは信義に基づいた話でございますので、ユーエムさんを通じてし

かるべき有資格の方にもユーエムさんは相談をされたと、いわゆる行政書士の方とも相談

されたというふうに聞いておりますので、そのことについては問題ないというふうには回

答を得ております。 
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〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 法的問題なかったとしても、非常に長い間こういうことが放置されていたと

いうか、指摘されないできた、ほかにもこういうことあったとしたら、大変ですよね。さ

きの質疑でもしましたけれども、商工事業組合の貸付金も長い間そのままになっていたお

かげで気がつかないことがあったということですから、こういうものをもう少し早目に精

査してきちっと事務的な処理、目を光らす必要があるというふうに申し上げておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 バイオメディカルとユーエムの関係でありますけれども、昔バイオメディカ

ルで、定款上名称変更したということでありますので、それで同一会社ということで認め

られているということで法律上は問題ないということであります。ただ、ご指摘のとおり、

大変紛らわしいという部分がありますから、そういう法的な部分ではなくて、きちっとし

た整理をするものは整理をしていきたいというふうに今答弁をさせていただきました。簡

単に名義変更するということにはならないのかもしれませんけれども、いずれにしまして

もそういう措置をとってまいりたいというふうに考えておりますので、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 以上で歳入の審議を終了いたします。 

 ここで認定第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。 

（「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。 

 これより認定第１号を採決いたします。 

 認定第１号を原案のとおり認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、認定第１号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 ここで説明員が入りますので、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時５０分  休憩 

午後 １時５２分  再開 
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〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第２ 認定第２号 

〇田村議長 日程第２、認定第２号 平成23年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 認定第２号 平成23年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 平成23年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を

求める。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらん願います。平成23年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、区分、１、歳入総額8,538万7,085円、２、歳出総額7,312万5,565円、

３、歳入歳出差引額1,226万1,520円、５、実質収支額1,226万1,520円。 

 この会計は、制限林を含めまして町有林3,876ヘクタールの管理、造成を行う特別会計で

ございます。主な事業内容及び効果等については、別冊の平成23年度町有林野特別会計決

算説明資料41ページから44ページに記載のとおりでございます。 

 ここでお願いでございますが、42ページの２款財産収入、２項財産売払収入、１目素材

売払収入は、目の番号が２目の誤りでございましたので、１を２にご訂正願いたいと思い

ます。また、43ページの１款１項１目財産管理費の節が１節財産管理経費となっておりま

すが、13節委託料の誤りでございましたので、１節財産管理経費を13節委託料にご訂正願

います。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。 

 それでは、１ページ、２ページの平成23年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算書は、

説明を省略させていただきます。 

 次に、３ページをごらん願います。平成23年度町有林野特別会計歳入歳出決算事項別明

細書、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助、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、準備地ごしらえ、野そ駆除、基金間伐に対する道

費補助でございます。それぞれの内訳につきましては、説明資料42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、この目につきましては北海道電

力に対する町有林野16万6,275.59平方メートルに係る土地貸付料でございます。 

 ２目利子及び配当金、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、この目につきましては留真ほか１地区町有林

の立木売り払い代金でございます。材積、金額につきましては、説明資料42ページをごら

ん願います。 
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 ２目素材売払収入、この目につきましては帯富ほか４地区町有林の間伐素材及び支障木

素材売り払い代金でございます。材積、金額につきましては、説明資料42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、この目につきましては職員人件

費に係る一般会計からの繰入金でございます。 

 ４款１項１目繰越金、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、この目につきましては北海道電力からの特別高圧送電線付

近支障木伐採補償費72万3,109円、ニトリ北海道応援基金からの造林事業植樹用苗木代補助

100万円の内容で、説明資料42ページをごらん願います。 

 ５ページをごらん願います。歳出、１款１項１目財産管理費、この目につきましては町

有林の維持管理に係る人件費及び事務経費等でございます。12節役務費につきましては、

新植の30.25ヘクタールに係る10年保証の森林国営保険料でございます。13節委託料につき

ましては、説明資料43ページに記載のとおりでございます。25節積立金につきましては、

町有林野事業基金積立金でございます。27節公課費は、この特別会計に係る平成22年度確

定分及び平成23年度中間申告分に係る消費税及び地方消費税でございます。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費、この目につきましては町有林の造成に係る経費でご

ざいます。13節委託料につきましては、説明資料43ページに記載のとおりでございます。

15節工事請負費につきましては、説明資料43ページから44ページに記載のとおりでござい

ます。16節原材料費につきましては、新植６万8,700本の苗木代でございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、この目につきましては地方公共団体金融機構から借り入れ

している長期債償還元金でございます。 

 ２目利子、この目につきましては地方公共団体金融機構から借り入れしている長期債償

還利子でございます。 

 ４款１項１目予備費につきましては、執行が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 町有林野特別会計におきまして何点か質問をいたします。 

 過日ＮＨＫとかち出前シアターが教育文化センターで行われ、平成５年放映の「新日本

探訪、父と娘の森、北海道十勝」、入植者の祖父から受け継いだ森を守る父娘、森の木の戸

籍をつくり、森の記録を未来に伝えたいという２人、森とともに生き、生涯を森にかけた

父と娘を十勝の森に訪ねる。当時富川地区で石井林業、現在は三井物産が遺志を継いで所

有する立派な山林でございます。さらに、留真温泉西側に面する道有林管理センターが所

有する散策できる100年以上の巨木が立ち並ぶ山林等々、すばらしい森林が取り巻く浦幌町

でございます。ご存じのように、浦幌町の面積の74％が山林でございます。町有林は、町

内に3,199ヘクタール、豊頃湧洞に671ヘクタール、総面積3,870ヘクタールの森林を有して
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いる浦幌町内27団地、施業計画を持って伐採、植栽をしていくシステムができていると思

いますが、そこで質問でございます。浦幌町有林内の無立木地の状況はどうなっているか、

まずお答えをいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 町有林内の無立木地についてのお尋ねでございますが、稲穂地区の町有

林に14.6ヘクタールの無立木地がございました。そこで、平成22年度から４カ年の計画で

植栽を行ってきております。現在までに平成22年度3.55ヘクタール、23年度3.56ヘクター

ル、平成24年度3.2ヘクタールということで、来年度の予定としては４ヘクタールの植栽を

もって完了する予定となっております。なお、これで今の面積で総計が合いませんが、そ

の残りの分につきましては作業道及び急傾斜等で植栽が困難なところというふうな形の中

で植栽を計画的に行ってきております。 

 以上です。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 ただいま２年前に私の質問の中で無立木地の関係、稲穂地区という中で今

22年の形から25年に至るまで、来年ですね、無立木地がなくなる計画で進んでいるという

状況を聞いて、本当に十勝管内１市16町２村の中でもこの浦幌町というのは山林を多く持

ち、そして町民の財産と心得ている、それがうまくシステム的に活用されている、カラマ

ツは伐期まで40年、さらにトドマツは60年という長きにわたり、植林、そして伐採するま

でにそれだけの長い年月がかかるということも聞いてございますけれども、そんな意味で

いい意味でシステム的にきちっと町の財産でございます山関係の管理をしっかりお願いを

したいという状況もいつも考えている一人でもございます。 

 そういう中で２点目で聞きたいと思いますけれども、現在道苗組、要するに北海道山林

種苗協同組合より造林用苗木が入手困難と聞いておりますけれども、町として植栽事業に

対応する環境はその辺どのような状況になっているかお聞き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 町有林に関しましては、森林組合のほうでも苗木をつくっておりまして、

そちらのほうへ依頼して計画的に手配していただくと、毎年の植林に影響のないような形

の中でいただいております。ただ、先ほど質問にありました道苗組の関係でございますが、

これにつきましては一般民有林の部分にかかわってきますけれども、民有林についてはや

はり平成24年度に植栽を行おうとするとすれば、前年の平成23年度秋ごろにそれぞれ申し

込みをしていただいた中で、ずっと組織立って道まで行くわけですが、そういう中で苗木

の手配、その道苗組のほうで苗木の手配をしていくということで、また道のほうでもそれ

に見合う分だけの補助金を用意すると、未来につなぐ森づくり推進事業の補助金を用意し

ていくというふうなこともございますので、そういう中で計画的に前年度から申し込みを
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していただく中ではやはり手当てはされていくものかなというふうには考えております。

ただ、その辺で応用がきかないといいますか、そちらの組織を使えばやはりなかなかそう

いう難しい点は、前年度から計画的にという話はございますが、ただ森林組合も毎年30万

本ぐらいの苗木は用意しているようです。そういう中で町有林で６万から８万本使うとい

う中では、森林組合のほうでも確保は困難ではないといいますが、ただこれもやはり計画

的につくっているもの、植えているものというところもありますので、急な話ですぐ今年

植えたいとか、春先になってそういうふうな形になってもそれは対応し切れないのかなと。

植栽には、やはり計画的な施業計画持った中で何年に何ヘクタールというふうな形の中で、

そのために必要な苗木が何本というふうな形の中で計画的に進めていかなければならない

ものというふうに考えておりますので、そういう中では非常に入手困難だという状況の中

ではやはり計画性を持った中で進めていただければ、何とかそういう制度に乗っていける

のかなというふうには考えております。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今説明いただきましたので、その辺の内容わかりました。しかしながら、個

人で山を所有する人たちもたまたま聞くわけでございますけれども、苗が不足して、切っ

た跡に植えたいのだけれども、その苗が足りないのだという中身を聞いている状況も１つ

ございます。町有林のほうにつきましては、地元の森林組合のほうから６万本から８万本

と今言われましたね。それで、森林組合は30万本も植えて、それを出せる状況にあると今

お伺いして、それは当然、私山持っているわけではございませんけれども、持っているそ

れぞれの森林組合に加盟している皆さん方についてはよく知っていると思います。その方

たちの口からそういうふうにして苗が足りない云々ということを聞くのは、ちょっと意外

だったわけでございます。それぞれ私なりに調べてみましたら、幕別の新田さん、あるい

は忠類の大坂さんですか、そういう方々がそういった苗木をつくっているという状況もお

聞きしてございます。今そういう中で課長答えていただいたように、地元の山を持ってい

る方々に、町と森林組合とのいい意味でのネットワークを持って、ぜひそういう山林関係

の植えたいという人たちにＰＲが行き渡るように、そういった作業もお願いをしておきた

いと思います。そういう関係についてはいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 今後につきましては、やはり森林経営計画にのっとった形の中で計画的

な施業についてもちろん指導をお願いしていかなければならない、町としてもそうでしょ

うし、森林組合からも一般民有林の所有者に対してはそのような計画的な実行について指

導をお願いし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 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今さらながらというところもあるのですけれども、前々からちょっと感じて
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はいたのですけれども、この町有林野というものを特別会計で特別に分けておく必要性が

どこにあるのかなということを感じていまして、金額的なものも含めてわざわざ町有林野

だけを別に特別会計で分ける必要性というものが、私個人的な考えですけれども、ちょっ

と感じられないという部分があるのですけれども、特別会計にわざわざ分けているという

部分についての町の考え方というものは、ずっとこうやってやってきたのですけれども、

私たちもそういう形で審議してきているのですけれども、この特別会計にしているという

意味合いについてお伺いをしたいと思いますけれども、よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 これは、公有林としての、町有林としての町民のための公の山の経営と

いう意味合いで特別会計で行っているということでございます。ですから、収入もあり、

支出もあるというふうな中で町の一般会計ではなくて、町民の財産という点で特別会計で

行っていると、山を経営しているという形になります。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 ほかの部分の土地だとか、そういった部分での財産の売り払いと確かに山と

いうものは違うのかなという、その辺の考え方、捉え方なのですが、これは考え方であり

ますから、その意味合いという部分について、確かに分ければその分だけ浮き出ますから、

わかりやすいといえばわかりやすいのかなと思うのですけれども、ただほかの部分の事業

と比べても特別この山だけが特別会計を設けなければならないような必要性というものを

ちょっと感じなかったものですから、質問させていただきまして、ただ特別会計の何か決

まりがあってこういうような形になっていることなのかどうなのか、国のほうで決めてい

る部分もありますから、それはいいのですけれども、こういう部分で町有林野を特別会計

として分けていない町村もあると思うのです。その辺を浦幌町が特別分けているというこ

とについては、やっぱり町としての持っている面積の兼ね合いもあるのかと思いますけれ

ども、特別にその意味合いをちょっと感じなかったもので、一緒にしてしまっても別に問

題ないのではないかなというふうにちょっと感じたものですから、質問させていただいて、

町の決まりとか何かそういうものがあるのでしたら、それをちょっとお知らせいただきた

いと思ったのですが、何かあるようですので、お願いいたします。 

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ついて説明させていただきたいと思います。 

 ご指摘のとおり、特別な定めというのは法的にはなかったかというふうに記憶してござ

います。ただ、財産の管理におきまして、町有林につきましてはやはり立木を育てた中で

売り払いの処分をしていった中でまた育てていくという繰り返しがございます。そういっ

た中では、ほかの町有財産と違いまして、町有財産につきましては売り払いを目的にして

いる財産管理は大きく言ってございませんので、ただ町有林については売り払いというお
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金が出てきますので、会計上やはり明確にしていったほうがどのような形で売り払いがさ

れてどのような運営がされていくかというのがわかるような仕組みになってございます。

ただ、一般会計からの繰り入れも確かにございますけれども、これを仮に一般会計の中に

全部組み入れてしまいますと、その辺がなかなかわかりづらいと。いわゆる独立採算的な、

特別会計というのは収入があって支出が伴って事業を行っていくということの中である面

では独立採算制的な要素が高いものですから、会計の明確な執行を行うためにもこの形の

部分として望ましいという姿で従来から行ってきているというようなことでご理解をいた

だけたらと思います。 

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 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。 

 これより認定第２号を採決いたします。 

 認定第２号を原案のとおり認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、認定第２号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 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１２分  休憩 

午後 ２時１５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第３ 認定第３号 

〇田村議長 日程第３、認定第３号 平成23年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 認定第３号 平成23年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について。 

 平成23年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会

の認定を求める。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 
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 別冊の歳入歳出決算書をごらん願います。平成23年度浦幌町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額９億1,774万5,263円、２、歳出総額８億3,343万

5,760円、３、歳入歳出差引額8,430万9,503円、５、実質収支額8,430万9,503円。 

 本会計につきましては、国民健康保険の運営及び医療費収支に関する会計を処理する特

別会計でございます。主な内容につきましては、決算説明資料45ページ、46ページに記載

のとおりです。 

 １ページをお開き願います。平成23年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書につ

きましては、省略させていただきます。 

 ３ページをごらん願います。平成23年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別

明細書、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、この目につ

きましては一般被保険者に係ります国民健康保険税でございます。現年度課税分２億

3,348万4,755円、収納率は97.64％、前年度対比で0.09％の増でございます。滞納繰越分に

つきましては706万4,863円、収納率27.25％でございます。前年度比で2.74％の増でござい

ます。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税、この目につきましては会社等に勤め、退職され、

年金受給権のある方に係る国民健康保険税でございます。現年度課税分884万8,720円、収

納率は94.63％、対前度年比で3.45％の減でございます。滞納繰越分につきましては１万

1,300円、滞納繰越分の収納率につきましては3.19％でございます。 

 １目、２目の収入未済額合計で実人員102名、2,535万1,196円でございます。このうち、

平成24年８月末現在で283万7,777円を収納してございます。収納率は11.19％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、この目につきましては一

般被保険者に係ります保険給付費の34％が国より交付されるものでございます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、この目につきましては高額医療費共同事業拠出金に対

し４分の１が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、この目につきましては特定健康診査等に要する経費に対し

まして３分の１が交付され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、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に交付されるものでございます。 

 ２目出産育児一時金補助金、この目につきましては一時金の支給額が38万円から42万円

に引き上げられたことに伴いまして、その差額１件当たり４万円に対する措置分として国

から平成23年３月31日までの出産分につきましては４分の２、23年４月１日以降の出産分

につきましては４分の１が交付されるものでございます。 

 ４ページをごらん願います。３款１項１目療養給付費等交付金、この目につきましては

退職被保険者に係る療養給付費、療養費、高額療養費等から退職被保険者分の国民健康保
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険税を除いた額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。 

 ４款１項１目前期高齢者交付金、この目につきましては65歳から75歳未満の加入者の割

合に対しまして保険者間の医療費の負担の不均衡を調整する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、この目につきましては

国庫支出金と同様に共同事業拠出金の４分の１が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、この目につきましては国庫負担金と同様に特定健康診査事

業等に要する経費の３分の１が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、この目につきましては市町村における財政力の不

均衡を調整するために道より交付されるものでございます。 

 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、この目につきましては高額

医療費の発生による保険者の財政運営の不安定化を緩和するために保険者からの拠出金を

財源とし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、この目につきましては市町村国保間の保険料、保

険税の平準化を図り、財政の安定化を図るため、１件当たり30万円を超える医療費に対し

まして市町村国保から拠出されております財源をもとに都道府県単位で費用負担を調整し

た中で交付されるものでございます。 

 ５ページをごらん願います。８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、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。保険税の減額分の補填、出産育

児一時金、その他職員の人件費等に係ります繰入金でございます。１節の保険基盤安定軽

減分繰入金につきましては、北海道が４分の３、町が４分の１の負担をしてございます。

２節の保険基盤安定支援分繰入金につきましては、国が２分の１、北海道が４分の１、町

が４分の１の負担でございます。 

 ９款１項１目繰越金、この目につきましては前年度繰越金でございます。 

 10款諸収入、６ページをごらん願います。３項雑入、３目一般被保険者返納金、この目

につきましては被保険者が資格等を喪失したときに医療費等の給付を受けることができな

くなった分に対しまして一般被保険者分３名の世帯主から返納いただいたものでございま

す。 

 ５目雑入、この目につきましては平成21年度老人保健医療費拠出金の精算に伴います返

還金が主なものでございます。 

 ７ページをごらん願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、こ

の目につきましては特別会計に係る職員の人件費及び事務経費でございます。13節委託料

につきましては、システム保守、共同電算事務処理、レセプト点検等に係る経費でござい

ます。25節積立金につきましては、基金への積立金でございます。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、この目につきましては国民健康保険税の賦課徴収に係る

事務経費でございます。 
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 ３項１目運営協議会費、この目につきましては委員９名によります国民健康保険運営協

議会に係る経費でございます。 

 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、２目退職被保険者等療

養給付費につきましては、保険者が負担する医療費につきまして北海道国保連合会へ支払

った経費でございます。また、医療機関等への支払いにつきましては、北海道国保連合会

が行っております。 

 ３目一般被保険者療養費、４目退職被保険者等療養費につきましては、整骨院、はり、

きゅうの治療及び保険証を持たずに診療機関で治療され、10割を被保険者が負担した場合

に保険者負担分７割を被保険者に支払う経費でございます。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、２目退職被保険者等高額療養費、これ

らの目につきましては被保険者の方が１カ月に支払う医療費の限度額を超えた場合に支払

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、この目につきましては国民健康保険の被保険

者が出産した場合に出産育児一時金として11名に要した経費でございます。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費、この目につきましては国民健康保険の被保険者が亡く

なられた場合に１万円の葬祭給付費として９名の方に要した経費でございます。 

 ９ページをごらん願います。３款１項１目後期高齢者支援金、この目につきましては後

期高齢者医療制度に対する支援で、社会保険診療報酬支払基金が算定いたしました額を同

支払基金に支払い、同支払基金から後期高齢者広域連合に支払う経費でございます。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金、この目につきましては65歳から74歳までに係るもので、

社会保険診療報酬支払基金が交付する前期高齢者納付金に係る負担金として納付している

ものでございます。 

 ６款１項１目介護納付金、この目につきましては介護保険事業の費用のうち30％につい

て医療保険各法の保険者が40歳以上から65歳未満の第２号被保険者加入者分について負担

をしているものでございます。本町の国民健康保険負担分の介護納付金として支払うため

の経費でございます。 

 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、この目につきましては過去

３年間の高額医療費の推移を見て全道対比で拠出する経費でございます。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金、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保険者として拠出する経費でございま

す。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、この目につきましては特定健康診査、

特定保健指導により糖尿病、高血圧、高脂血症等の予防を図ることを目的とした事業でご

ざいます。13節委託料につきましては、説明資料46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、この目につきましては被保険者の保健保持のた

めに行う各種事業に要する経費でございます。13節の委託料につきましては、総合健診の
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委託料で対象者は236名、受診者64名の内容でございます。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、この目につきましては平成22年

度の療養給付費等負担金、療養給付費等交付金、出産育児一時金補助金等の精算に伴いま

す返還金でございます。 

 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。 

 これより認定第３号を採決いたします。 

 認定第３号を原案のとおり認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、認定第３号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 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 ２時３１分  休憩 

午後 ２時４５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。 

 

    ◎日程第４ 認定第４号 

〇田村議長 日程第４、認定第４号 平成23年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 認定第４号 平成23年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について。 

 平成23年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の

認定を求める。 
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 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をごらん願います。平成23年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額6,765万3,738円、２、歳出総額6,731万9,290円、

３、歳入歳出差引額33万4,448円、５、実質収支額33万4,448円。 

 本会計につきましては、後期高齢者医療制度に係ります後期高齢者医療広域連合に対し

ます収支の会計を処理する特別会計でございます。主な内容につきましては、決算説明資

料47ページに記載のとおりです。 

 １ページをお開き願います。平成23年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書につき

ましては、省略させていただきます。 

 ３ページをお開き願います。平成23年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明

細書、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料、この目につきましては75歳以上の方及

び65歳から75歳未満の方で一定の障がいがあり、後期高齢者医療保険の資格を取得された

方からいただく保険料でございます。被保険者数1,081名のうち、934名が公的年金からの

特別徴収、残り147名が普通徴収による納付でございます。現年度分収納額3,800万3,289円、

収納率98.98％でございます。滞納繰越分につきましては１万8,100円、収納率38.03％でご

ざいます。収入未済額につきましては42万2,411円、実質人員５名でございます。この収入

未済額のうち、平成24年８月末現在で11万3,511円が収納済みでございます。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目につきましては後期高齢

者医療広域連合納付金に要する経費として広域連合事務費分の繰入金と保険料軽減措置分

について一般会計から繰り入れるものでございます。なお、保険料軽減措置分につきまし

ては、措置額の４分の３が道から交付されるものでございます。 

 ３款１項１目繰越金、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。 

 ４款諸収入、２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、この目につきましては広

域連合からの還付金でございます。 

 ４ページをごらん願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、こ

の目につきましては本会計に係ります職員の人件費及び事務経費でございます。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料でございます。 

 ２項１目徴収費、この目につきましては後期高齢者医療保険料の賦課及び徴収に係る事

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、この目につきましては後期高齢者医療広

域連合に対します納付金で、広域連合の事務費に対する共通経費、保険軽減に係る保険基

盤安定分、後期高齢者医療保険料等を納付するものでございます。 

 ３款諸支出金、２項繰出金、１目他会計繰出金、この目につきましては一般会計への繰

出金でございます。 

 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。 

（「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。 

 これより認定第４号を採決いたします。 

 認定第４号を原案のとおり認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、認定第４号は原案のとおり認定することを決定いたします。 

 

    ◎日程第５ 認定第５号 

〇田村議長 日程第５、認定第５号 平成23年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 認定第５号 平成23年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。 

 平成23年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を

求める。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をごらん願います。平成23年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出

決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額５億8,126万4,935円、２、歳出総額５億7,571万

7,860円、３、歳入歳出差引額554万7,075円、５、実質収支額554万7,075円。 

 本会計につきましては、介護保険の運営、介護給付費の収支及び地域包括支援センター

の運営に係る経費を会計処理する特別会計でございます。主な内容につきましては、決算

説明資料48ページ、49ページに記載のとおりでございます。 

 １ページをお開き願います。平成23年度介護保険特別会計歳入歳出決算書につきまして

は、省略させていただきます。 

 ３ページをごらん願います。平成23年度介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書、

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、この目につきましては65歳

以上の第１号被保険者からいただく保険料でございます。現年度分につきましては8,351万

6,300円、収納率99.61％でございます。滞納繰越分につきましては14万4,250円、収納率

43.53％でございます。収入未済額につきましては51万6,300円、実質人員10名でございま
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す。この収入未済額のうち、平成24年８月末現在で４万970円が収納済みでございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、この目につきましては介護

保険事業に係る保険給付費の20％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、この目につきましては原則として介護保険事業に係

る保険給付費の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、所得階層等の構成割合が全国平均と比較いたしまして多い場合は５％を超えて交付さ

れ、逆に全国平均より少ない場合につきましては５％を下回って交付されるものとなって

おります。本町におきましては8.87％の交付割合でございます。 

 ２目地域支援事業交付金、この目につきましては地域支援事業費のうち介護予防事業に

つきまして対象経費の25％、任意事業につきましては対象経費の40％が交付されるもので

ございます。 

 ３目介護保険事業費補助金、この目につきましては介護報酬改定等に伴うシステム改修

費用で、事業費の50％を国から補助されたものでございます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、この目につきましては介護保険

事業に係る保険給付費の12.5％が道から交付され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、この目につきましては地域支援事業のうち介

護予防事業につきまして対象経費の12.5％、任意事業につきましては対象経費の20％が道

から交付されるものでございます。 

 ４ページをごらん願います。４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、この目

につきましては介護保険事業に係る保険給付費の30％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。 

 ２目地域支援事業交付金、この目につきましては地域支援事業のうち介護予防事業につ

いて対象経費の30％が交付されるものでございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目につきましては介護給付

費繰入金といたしまして介護保険事業に係ります保険給付費のうち市町村の負担分であり

ます12.5％と地域支援事業繰入金といたしまして地域支援事業費のうち介護予防に係りま

す12.5％、任意事業につきましては20％の市町村の負担分、介護保険事業に係ります職員

の人件費、事務経費等を一般会計から繰り入れるものでございます。 

 ７款１項１目繰越金、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。 

 ６ページをごらん願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、こ

の目につきましては介護保険事業に係ります人件費及び事務経費でございます。 

 ２項１目賦課徴収費、この目につきましては介護保険料の賦課及び徴収に係る事務経費

でございます。 

 ３項１目介護認定審査会費、この目につきましては東部４町で構成する介護認定審査会

に係る経費でございます。12節役務費につきましては、主治医から意見書をいただく手数

料でございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、東十勝介護認定審査会共
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同設置負担金でございます。 

 ２目認定調査費、この目につきましては要介護度の認定調査に要する経費でございます。

13節委託料につきましては、介護保険施設及び居宅介護施設等に係ります認定調査を委託

している経費でございます。 

 ４項１目介護保険運営協議会費、この目につきましては６名の委員によります介護保険

運営協議会の開催に係ります経費でございます。 

 ７ページをごらん願います。２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護

サービス等給付費から４目施設介護サービス等給付費までは、被保険者が事業所からサー

ビスを受けたときの費用に対しまして保険給付費で支払うものでございます。国保連合会

を通じまして各事業所に支払われるものでございます。 

 ５目福祉用具購入費及び６目住宅改修費につきましては、被保険者が費用を全額支払い、

申請により保険給付費として９割を被保険者に支払うための経費でございますが、本町に

おきましては受領委任制度をとっており、本町との契約者であれば被保険者が費用の全額

を支払うのではなく、自己負担の１割だけを支払うという制度になっております。福祉用

具につきましては11業者、住宅改修につきましては17業者と契約をしております。 

 ２項１目高額介護サービス等費、この目につきましては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ものでございます。 

 ３項１目高額医療合算介護サービス等費、この目につきましては介護保険と医療保険を

利用した際に自己負担の年額が高額になったときに保険者が支払う経費でございます。 

 ４項１目特定入所者介護サービス等費、この目につきましては居住費及び滞在費及び食

費の負担が低所得者の方にとって過剰な負担とならないように所得に応じた定額の負担限

度額を定めております。これによりまして低所得者等の負担軽減を図るために、本人負担

以外の分を国保連合会に支払う経費でございます。 

 ８ページをごらん願います。４款１項地域支援事業費、１目介護予防事業費、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、虚弱な高齢者に介護予防サービスを提供するとともに、一般の高齢者にも介護予防

のための健康づくりなどを行う経費でございます。13節委託料につきましては、説明資料

49ページに記載のとおりです。 

 ２目任意事業費、この目につきましては家庭内において介護に伴い家族が受ける身体的、

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49ページに記載のとおりです。 

 ３目包括的支援事業費、この目につきましては町地域包括支援センターの運営に係る経

費でございます。13節の委託料につきましては、介護予防プラン作成委託料、包括支援業

務委託料でございます。 

 ９ページをごらん願います。６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金、
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この目につきましては平成22年度の介護保険給付費等負担金の精算に伴います返還に係る

経費でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金につきましては、平成22年度の精算をしたことにより一

般会計へ繰り出した経費でございます。 

 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 住宅の改修費のところでの質問をさせていただきますが、今の説明でありま

すと、本来は全額払っていただいて後から還付という形ですが、浦幌町はそれでは負担が

大きいということで１割だけ払っていただいて、あとは町が直接業者にお支払いをすると

いうことだという説明でありました。それで、結局直接払う契約しているところが今の説

明では17社ということで、当然町内の業者、いろんな関係で17社があって、そこはいいの

ですが、結局そういう契約以外の地方の帯広なりどこかから来た、要するに個人的に頼む

と、その場合はあくまでも全額一回自分で払っていただいた上で、その上でまた９割の補

助があるということだというふうに認識していますけれども、ちょっとその確認をまず先

に一回させてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 ただいま中尾議員のおっしゃるとおりです。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。そういった配慮があるということは、私は結構なことだと思

いますし、私たちもいろんな部分でできるだけ町内業者にというようなお願いもしてはお

りますけれども、いろんな事情の中でそういう町外という部分もこれは絶対ないとは言え

ませんので、その中でもそういった対応がされているということであれば、その部分につ

いては理解しました。 

 それで、これにだけ限った質問ではないのですけれども、たまたまここで介護保険の部

分のウエートがちょっと大きいかなという気がしたものですからあれなのですが、先般私

農業の関係でもいろんな補助を受ける部分においては滞納がある人にも対応できるのです

かという質問をしたら、それは農協の対応なので、滞納があっても実際にそれを受けてい

るかどうか、そこまで調べてはいないけれども、そういう恩恵は受けれるというお話であ

りました。町でありますけれども、これはこの介護の住宅だけではないのですが、いろん

な部分でもあるのですけれども、町としてはここの介護保険でも滞納がありますですよね、

10名とか。結局こういうような人方がいたときのそういうような部分だとか、滞納繰り越

しがある中においての部分、まずこの介護保険についてもそういった部分の対応というの

でしょうか、その辺についてはどの程度調査をされた上できちっと配慮されているのかど

うなのかという部分をお聞かせを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。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 ただいまの関係につきましては、給付制限かけているものはございま

せん。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうしますと、町のほかの滞納もそうですし、これにかかわる介護保険料の

滞納があったとしても例えば今の住宅だとかというような部分の補助事業はできると。介

護保険でもできるし、全体としても町としてはそういうものについては滞納があったとし

ても、細かく言えば給食費からいっぱいありますね、教育のほうも含めて。町としては、

全体的には滞納があってもこういういろんな事業についてはぜひ使っていただきたいと、

こういうような姿勢ということではないのですか。というように今答弁で聞こえますけれ

ども、この辺はいかがなのでしょうか。これに関連していますからあれなのですけれども、

全体的にこの介護の部分のウエートがちょっと大きいかなと思ったものですから、ここに

あわせて質問させていただいているのですけれども、その辺お願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまの町のいわゆる公金徴収金にかかわって全般のことだというふ

うに思われますので、そのことに関して滞納があった方に対するいわゆる公金の支給、た

だ支給についてはいろんな性質がございますけれども、これにかかわってどうなのだとい

うご質問かと思います。ただいま申し上げました公金のいろんな性格のものございます。

例えば国保にしても国保税、それから介護にしては介護保険料、またそういったものの徴

収もございますし、それから負担金、給食費における負担金ですとか、いろんなものがご

ざいます。この中に法的根拠に基づいた請求行為が行われて徴収を行うというものもござ

いますし、または負担金等の中で事実が発生した中で請求を行うといったようなものもご

ざいます。いわゆる税でいうものなり、私債権等々のものがございます。その中で、そう

いった対象の方々に補助金を提出する対象としてなり得るのかというような話の分がござ

います。ただ、支出するに当たっては、今お話ししました補助金、それから保険給付、い

ろいろなものがございます。保険給付等につきましては、法に基づいたものでございます

し、こういったものについては対象にはなり得ないというふうな、保険給付についてはそ

のままお渡しするというようなことになろうかと思います。ただ、補助金につきましては、

町の補助金の適正に関する条例ございますけれども、この補助金に関しましては最近の条

例でもございますけれども、住宅の新築住宅の取得の補助ですとか、リフォームの補助で

すとか、こういったものに関しましては滞納のある方については除外をさせていただいて

いるといったようなものもございますし、ご理解いただきたいのは町単独的な補助金につ

いてはそういう扱いはでき得るわけでありますけれども、法的なものと、また給付、扶助

費等についてはそういう形がなかなかできないという分がありますので、ご理解をいただ
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きたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 トータルしてお聞きしている部分あるのですけれども、ここで聞いていると

いうのは今も説明がありましたけれども、普通の一般住宅の新築の補助を受けるのと介護

というのとちょっと意味合いも違うのかなという気もしているのです、私。介護ってやっ

ぱり大変で、いろんな負担もありますから、そうするといろんな滞納になる確率がちょっ

と高くなるかなと。大変な上に、でも介護するとなるとリフォームをしなければならない、

だけれども恩恵が受けれないという、ここら辺が、だから本来は整合性を持ってきちっと

徴収していただく、これは原則なのですけれども、ここら辺がやっぱりいただくという現

実的な問題とそうならないというのが、これが介護において私はそういう確率が高いかな

という気がいたしまして、全体も通してなのですが、ここでちょっと質問させていただい

たのです。今の話ですと、国の給付の部分は別としても、町の補助、給付の部分について

はしないと。そうすると、いろいろ困ってそういう状況になっても介護保険の部分の住宅

の改修も町としてはしていかないのだという、こういう…… 

（何事か声あり） 

〇中尾議員 だから、通常のはしないのだと。しませんよね。通常の一般住宅の新築とか、

そういうのはしないと。しかし、介護の部分だけは、特例的に滞納があってもするという

ことですか。 

（何事か声あり） 

〇中尾議員 このことについてはね。なるほどね。わかりました。私もそこら辺がそうす

べき、整合性もあるのだけれども、介護の部分についてはそういう諸事情があるのかなと

いう思いがちょっとあったものですから、質問させていただいたのですが、そういうこと

でこの部分については介護については特例的にすると、それ以外のものは滞納次第と。だ

から、結局そうするとその部分の税の部分は町としてきちっと把握しているので、その辺

の認めるものと認めないものとがきちっとなっていると、こういうことですね。わかりま

した。済みません、確認。理解できましたので、済みません。 

〇田村議長 答弁よろしいですね。 

〇中尾議員 はい。理解できましたので、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） 

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。 

 これより認定第５号を採決いたします。 

 認定第５号を原案のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 
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（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、認定第５号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１２分  休憩 

午後 ３時１４分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第６ 認定第６号 

〇田村議長 日程第６、認定第６号 平成23年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 認定第６号 平成23年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決

算認定について。 

 平成23年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の

認定を求める。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成23年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決

算書。 

 実質収支に関する調書、区分、金額、１、歳入総額２億5,953万220円、２、歳出総額２

億4,937万8,718円、３、歳入歳出差引額1,015万1,502円、５、実質収支額1,015万1,502円。 

 本会計は、町立診療所の管理運営及び診療にかかわる収支を処理する特別会計でありま

す。診療状況など主な内容並びに一般会計繰入金に係る交付税措置額等につきましては、

成果報告書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いただきます。平成23年度浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算書、

歳入歳出につきましては省略させていただきます。 

 ３ページをごらん願います。平成23年度浦幌町立診療所特別会計歳入歳出決算事項別明

細書、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金並びに２款１項１目繰

越金につきましては、特に説明を加えることはございません。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入、この科目につきましては医療行為に伴います診療

報酬の収入でございます。１節から６節までの現年度分につきましては、収納率99.82％で

ございます。未納額につきましては、３名、11件の内容でございます。７節滞納繰越分に

つきましては、収納率1.10％でございます。４名、４件の収入でございます。 
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 ２項１目雑入、この科目の主なものは十勝医師会からの休日診療確保対策事業交付金

12万8,800円、産業医嘱託料３万1,500円、その他公衆電話の使用料が主な収入内容でござ

います。 

 ２目過年度収入、この科目の主なものは過年度分の医療費の請求事務手数料及び自賠責

収入でございます。 

 ４ページをごらん願います。歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費、この科目に

つきましては医療事務に携わる事務職員の人件費及び施設の管理運営にかかわる経費の内

容でございます。11節需用費、18節備品購入費につきましては、説明資料51ページに記載

のとおりでございます。 

 ２目医業費、この科目につきましては医療業務に携わります医師、技師、看護師等の人

件費及び医薬材料、医療機器の保守業務委託料及び賃借料など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51ページに記載のとおりでございます。なお、11節

需用費の不用額につきましては医薬材料費、14節使用料及び賃借料の不用額につきまして

は酸素供給装置賃借料の執行残で、出来高によるものでございます。 

 ２款１項公債費、１目元金並びに、次のページをごらん願います。２目利子につきまし

ては、町立診療所建設事業債の償還元金及び償還利子でございます。これをもって償還全

てが完了したところでございます。 

 ３款１項１目予備費につきましては、執行しておりません。 

 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。 

 これより認定第６号を採決いたします。 

 認定第６号を原案のとおり認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、認定第６号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第７ 認定第７号 

〇田村議長 日程第７、認定第７号 平成23年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 
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〇新川施設課長 認定第７号 平成23年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて。 

 平成23年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定

を求める。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成23年度浦幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額３億6,467万1,091円、２、歳出総額３億6,336万

4,074円、３、歳入歳出差引額130万7,017円、５、実質収支額130万7,017円。 

 この会計は、浦幌町公共下水道の建設及び維持管理に関する特別会計でございます。主

な内容及び事業効果につきましては、説明資料52ページに記載のとおりでございます。 

 １ページ、２ページ目の平成23年度公共下水道特別会計歳入歳出決算書は、省略させて

いただきます。 

 ３ページをごらん願います。平成23年度公共下水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書、

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につきましては、新

築１件でございます。 

 ２項負担金、１目公共下水道費負担金、１節公共下水道受益者負担金につきましては、

継続分４件でございます。２節滞納繰越分、収入未済額22万2,850円につきましては、１件、

１人分でございます。 

 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、１節現年度分、収入未済

額35万8,814円につきましては、111件、39人分でございます。２節滞納繰越分、収入未済

額23万2,184円につきましては、103件、15人分でございます。 

 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、この科目につきましては

公共下水道事業における国庫補助金で、内容は浦幌終末処理場の沈砂池設備更新工事及び

直流電源装置更新工事に係る補助金でございます。 

 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、水洗便所等資金貸し付けに係

る預託金で、利子でございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、一般会計からの繰入金でござい

ます。 

 ６款繰越金から７款諸収入までは、特に説明する内容はございません。 

 ８款１項町債、１目公共下水道事業債、この科目につきましては下水道整備に係る事業

債でございます。 

 次のページをお開き願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

公共下水道に係る一般管理費でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、説明

資料53ページに記載のとおりでございます。 

 ２目普及推進費、この科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。特に説明する内容はございません。 
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 ２項施設管理費、１目管渠管理費、汚水管渠の維持管理に係る経費でございます。11節

需用費、13節委託料につきましては、説明資料53ページに記載のとおりでございます。 

 ２目処理場管理費、処理場の維持管理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53ページに記載のとおりでございます。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費、下水道建設費に係る内容でございます。13節委託

料、15節工事請負費につきましては、説明資料53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、長期債償還金元金でございます。 

 ２目利子、長期債償還金利子でございます。 

 ４款１項１目予備費、執行しておりませんので、不用額となっております。 

 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。 

（「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。 

 これより認定第７号を採決いたします。 

 認定第７号を原案のとおり認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、認定第７号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第８ 認定第８号 

〇田村議長 日程第８、認定第８号 平成23年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決

算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 認定第８号 平成23年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算認定

について。 

 平成23年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認

定を求める。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成23年度浦幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算

書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額4,742万6,957円、２、歳出総額4,654万3,261円、

３、歳入歳出差引額88万3,696円、５、実質収支額88万3,696円。 
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 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。

主な内容及び事業効果につきましては、説明資料54ページに記載のとおりでございます。 

 １ページ目、２ページ目の平成23年度個別排水処理特別会計歳入歳出決算書は、省略さ

せていただきます。 

 ３ページ目をごらん願います。平成23年度個別排水処理特別会計歳入歳出決算事項別明

細書、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、個別排水処

理施設設置に係る受益者分担金でございます。 

 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、現年度分200件の使用料

でございます。１節現年度分の収入未済額3,900円につきましては、１件、１人分でござい

ます。 

 ３款財産収入から６款諸収入までは、特に説明する内容はございません。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債、施設整備に係る事業債でございます。 

 次のページをお開き願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

個別排水処理施設に係る一般管理費でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、

説明資料55ページに記載のとおりでございます。 

 ２目普及推進費、この科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。23年度は、７件が水洗化になっております。 

 ２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費、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。13節委託料につきましては、説明資料55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、合併処理浄化槽の建設費に係る内容で

ございます。15節工事請負費につきましては、説明資料55ページに記載のとおりでござい

ます。なお、不用額につきましては、事業確定に伴う執行残でございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、長期債償還元金でございます。 

 ２目利子、長期債償還利子でございます。不用額につきましては、償還金利率の確定に

よる残額でございます。 

 ４款１項１目予備費、この科目につきましては執行しておりませんので、不用額となっ

ております。 

 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。 

（「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。 

 これより認定第８号を採決いたします。 
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 認定第８号を原案のとおり認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、認定第８号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第９ 認定第９号 

〇田村議長 日程第９、認定第９号 平成23年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 認定第９号 平成23年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 平成23年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を

求める。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらんください。平成23年度浦幌町簡易水道特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額３億8,161万4,956円、２、歳出総額３億7,688万

3,765円、３、歳入歳出差引額473万1,191円、４、翌年度へ繰り越すべき財源、繰越明許費

繰越額20万円、５、実質収支額453万1,191円。 

 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。主な内容及び事業効果につきましては、説明資料56ページに記載のとおりでござい

ます。 

 １ページ目、２ページ目の平成23年度簡易水道特別会計歳入歳出決算書は、省略させて

いただきます。 

 次のページをお開き願います。平成23年度簡易水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書、

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、水道管移設に伴う工

事負担金の内容でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、１節現年度分、収入未済額66万

8,007円につきましては、163件、63人分、うち１法人でございます。２節滞納繰越分、収

入未済額108万7,885円につきましては、250件、27人分でございます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料、この科目につきましては新設18件、改造４件等の内

容でございます。 

 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、簡易水道事業における

国庫補助金で、配水管新設工事及び浄水場計装装置更新工事に係る内容でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、一般会計からの繰入金でござい

ます。 
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 ５款繰越金から６款諸収入までは、特に説明する内容はございません。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債、水道施設整備に関する事業債でございます。 

 次のページをお開き願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

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。14節使用料及び賃借料につき

ましては、説明資料57ページに記載のとおりでございます。11節需用費の不用額は、水道

料金帳票印刷代などの執行残でございます。17節公課費の不用額につきましては、消費税

確定に伴う執行残でございます。 

 ２目施設管理費、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。11節需用費、

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57ページ

に記載のとおりでございます。12節役務費における不用額は、産廃処理手数料などの執行

残でございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費、この科目につきましては浦幌町簡易水道における配

水管の新設及び浄水場計装装置の更新と量水器取りかえ工事などに関する経費でございま

す。13節委託料、15節工事請負費、17節公有財産購入費、19節負担金、補助及び交付金に

つきましては、説明資料57ページ、58ページに記載のとおりでございます。19節負担金、

補助及び交付金の不用額は、道営畑総整備事業の負担金確定に伴う執行残でございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、長期債償還金元金でございます。 

 ２目利子、長期債償還金利子でございます。不用額につきましては、償還金利率の確定

による残額でございます。 

 ４款諸支出金及び５款予備費につきましては、執行しておりませんので、不用額となっ

ております。 

 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。 

（「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。 

 これより認定第９号を採決いたします。 

 認定第９号を原案のとおり認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、認定第９号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎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。 
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 本日は、これをもって散会いたします。 

 再開は、あす12日午前10時といたします。 

散会 午後 ３時３７分 


