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平成２６年第１回浦幌町議会定例会（第４号） 

 

平成２６年３月１８日（火曜日） 

開議 午前１０時００分 

延会 午後 ４時５２分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議案第２１号 平成２６年度浦幌町一般会計予算 

 日程第 ２ 議案第２２号 平成２６年度浦幌町町有林野特別会計予算 

 日程第 ３ 議案第２３号 平成２６年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第 ４ 議案第２４号 平成２６年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第 ５ 議案第２５号 平成２６年度浦幌町介護保険特別会計予算 

 日程第 ６ 議案第２６号 平成２６年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算 

 日程第 ７ 議案第２７号 平成２６年度浦幌町公共下水道特別会計予算 

 日程第 ８ 議案第２８号 平成２６年度浦幌町個別排水処理特別会計予算 

 日程第 ９ 議案第２９号 平成２６年度浦幌町簡易水道特別会計予算 

 

〇出席議員（１１名） 

    １番  関  井  雅  明     ２番  差  間  正  樹 

    ３番  安  藤  忠  司     ６番  福  原  仁  子 

        ７番  森     秀  幸     ８番  杉  江     博 

        ９番  河  内  富  喜    １０番  阿  部     優 

   １１番  髙  橋  利  一    １２番  野  村  俊  博 

   １３番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（１名） 

    ５番  二  瓶     隆 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   門  馬  孝  敬 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   鈴  木  宏  昌 

     総務課財政係長   原  口  康  紀 
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     まちづくり政策課長   菅  原     敏 

     町 民 課 長      小 路 谷  守  昌 

     町民課戸籍住民係長   井  下  順  恵 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 

     保健福祉課参事   山  本  浩  宣 

     保健福祉課長補佐   坂  下  利  行 

     保健福祉課長補佐   佐  藤     亘 

     保健福祉課長補佐   亀  山  美  江 

     保健福祉課長補佐   高  嶋  恵 美 子 

     保健福祉課保健予防係長   新  宅  真 起 子 

     保健福祉課児童保育係長   成  瀬     輝 

     保健福祉課 
              志  賀  裕  子 
     包括支援センター所長  

          産 業 課 長      大  山  則  幸 

     産業課長補佐   岡  崎  史  彦 

     産業課長補佐   廣  富  直  樹 

     産業課農業振興係長   松  岡  幹  雄 

     産業課林務係長   吉  田  尚  哉 

     産業課水産係長   諸  沢     晃 

     産業課耕地整備係長   佐 々 木     剛 

     産業課商工観光係長   斉  藤  和  也 

     施 設 課 長   新  川  寿  雄 

     施設課参事   関  谷     晃 

     施設課長補佐   小  川  博  也 

     施設課長補佐   早  瀬     実 

     施設課土木係長   鳴  海     誠 

     施設課建築住宅係長   安  田  拓  也 

     施設課地籍係長   川  原  祥  伸 

     上浦幌支所長   横  田  孝  志 

     会計管理者   永  澤  厚  志 

          診療所事務長      佐  藤  勇  人 

 

    教育委員会 

     教育委員長   松  田  泰  一 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   山  本  輝  男 
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     教育次長補佐   鈴  木     広 

     教育次長補佐   高  橋     慎 

     教育次長補佐   小  林  昭  典 

     教育委員会総務係長   松  田  健  一 

     教育委員会学校教育係長   菅  野  泰  範 

     教育委員会社会教育係長   熊  川  正  則 

     教育委員会図書館係長   栗  本  真 由 美 

 

    農業委員会 

     会    長   山  本  和  義 

          事 務 局 長      吉  田  裕  明 

     農 地 係 長   髙  橋  博  勝 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   前  田     勇 

     議 事 係 長   中  田     進 
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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11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。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 議案第２１号 

〇田村議長 日程第１、議案第21号 平成26年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 昨日に引き続き、予算審議を行います。 

 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。 

〇熊谷保健福祉課長 予算書48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、本年度予算額３億5,385万5,000円、この目につきましては各種社会

福祉団体に係る補助金、障がい者の生活介護等サービス給付、社会福祉全般に係る経費及

び浦幌町国民健康保険特別会計繰出金等に係る経費でございます。増額の主なものは、１

報酬は平成26年度が第４期障がい福祉計画、障がい者計画の策定年度になるため、策定審

議会委員報酬の11万円の増、11節需用費は消耗品費、障がい福祉計画、障がい者計画書の

印刷製本費、平和塔階段補修の修繕費、合わせて24万7,000円の増、19節負担金、補助及び

交付金は地域活動支援センター事業負担金の87万7,000円の増、浦幌町社会福祉協議会運営

事業補助金の180万9,000円の増などを合わせまして、負担金、補助及び交付金総体で88万

4,000円の増、20節扶助費は給付対象者の増により障害介護等給付費1,905万8,000円の増、

障害児通所給付費308万7,000円の増、自立支援医療給付費38万4,000円の増ほか、扶助費総

体で2,257万円の増額内容でございます。減額の主なものは、13節委託料は給付対象者の減

による地域生活支援事業業務委託料80万2,000円の減、28節繰出金は浦幌町国民健康保険事

業特別会計の繰出金124万4,000円の減額の内容でございます。１節報酬、13節委託料、19節

負担金、補助及び交付金、20節負担金、28節繰出金につきましては、予算説明資料17ペー

ジから18ページに記載のとおりでございます。 

 50ページをごらん願います。３目厚生委員費、本年度予算額310万8,000円、この目につ

きましては民生委員、児童委員兼ねて浦幌町厚生委員24名の活動に係る経費でございます。

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、１人当たりの５

万8,200円が町に交付され、同額を民生委員各位にそれぞれ交付するものでございます。減

額の主なものは、９節旅費の費用弁償ですが、民生委員、児童委員の３年の任期中に１回

実施しております民生委員道内研修費費用弁償32万5,000円の減、普通旅費５万2,000円の
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減、合わせまして旅費総体で37万7,000円の減額の内容でございます。１節報酬、13節委託

料につきましては、予算資料18ページに記載のとおりでございます。 

 51ページをごらん願います。４目青少年健全育成費、本年度予算額29万2,000円、この目

につきましては浦幌町青少年問題協議会委員８名、浦幌町少年補導委員会委員11名、青少

年健全育成事業に係る経費でございます。１節報酬につきましては、予算説明資料18ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ５目社会福祉施設費、本年度予算額211万8,000円、この目につきましては浜厚内生活館

維持管理及びアイヌ生活相談員１名の活動に係る経費でございます。１節報酬、13節委託

料につきましては、予算説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 52ページをごらん願います。８目相談支援事業所運営費、本年度予算額51万5,000円、こ

の目につきましては新規事業の予算でございます。障がい者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づき平成26年４月から浦幌町相談支援事業

所を設置し、障がいのある方の地域生活を支援するため、障がい福祉サービスや障がい児

通所支援を有する方、全ての方にサービス等利用計画の作成を行うことにより地域で生活

していくときに必要となるさまざまなサービス等を有効に利用し、生活の質を向上させる

ことを目的とした特定相談支援事業所及び障がい児相談支援事業所の運営に係る経費でご

ざいます。９節旅費８万1,000円につきましては、サービス等利用計画の作成に携わる事業

所職員となる相談支援専門員の研修旅費、11節需用費３万5,000円及び12節役務費11万

4,000円につきましては事業事務用経費及びＮＴＴ回線通信費、18節備品購入費27万

5,000円につきましては、予算書説明資料18ページに記載のとおり、相談支援事業所管理事

務用パソコン購入費、19節負担金、補助及び交付金１万円につきましては、職員の研修に

伴う参加負担金でございます。 

 53ページをごらん願います。２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、本年度予算額2,177万

4,000円、この目につきましては児童福祉、保育所、幼稚園等の入退園及び保育料納付事務

等に係る経費及び出産祝金等に係る経費でございます。増額の主なものは、子ども・子育

て支援法の制定により策定する子ども・子育て支援事業計画に係る事業経費として１節報

酬は、事業計画策定委員報酬13万6,000円の増、13節委託料は子ども・子育て支援事業計画

策定業務委託料172万8,000円の増、保育の必要性の認定にかかわる子ども・子育て支援新

制度システム改修業務委託料594万円の増額の内容でございます。１節報酬、８節報償費、

13節委託料につきましては、予算説明資料19ページに記載のとおりでございます。 

 54ページをごらん願います。３目認可保育園運営費、本年度予算額8,939万8,000円、こ

の目につきましてはしらかば保育園の管理運営及び園児74名の保育及び一時保育に係る経

費でございます。増額の主なものは、７節賃金の臨時保育士賃金212万9,000円の増で、通

常保育、延長保育、一時保育が円滑に行われる体制づくりと特別支援保育補助の支援を要

する園児の支援体制の充実を図るため補助員を適時配置するものでございます。11節需用

費の燃料費は、燃料の単価高騰による14万1,000円の増、光熱水費９万6,000円の増、修繕
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費は保育園玄関かまち修繕ほか21万5,000円の増、賄い材料費19万9,000円の増により需用

費総体で69万3,000円の増額、13節委託料は管理業務委託料等の増により総体で23万

6,000円の増額、19節負担金、補助及び交付金は通園費補助金の対象者の増により48万円の

増額の内容でございます。減額の主なものは、15節工事請負費で未満児保育室ほか床改修

及び屋外スロープ改修工事340万円の増、平成25年度に実施した保育室樹脂製内窓設置工事

1,010万円の減、合わせまして670万円の減額の内容でございます。新規事業としては、し

らかば保育園、上浦幌ひまわり保育園、浦幌及び厚内幼稚園におきまして、年長組の園児

を対象としましたフッ化物洗口を８月末をめどに実施してまいりたいと考えております。

13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金につきまし

ては、予算説明資料19ページに記載のとおりでございます。 

 55ページをごらん願います。４目へき地保育所運営費、本年度予算額3,958万円、この目

につきましては上浦幌ひまわり保育園の管理運営及び園児19名の保育に係る経費でござい

ます。増額の主なものは、７節賃金の臨時保育士賃金116万6,000円の増、通常保育、延長

保育の中で特別支援保育補助の支援を要する園児の支援体制の充実を図るため補助員を適

時配置するものでございます。15節工事請負費は、内窓プラスト断熱サッシ設置工事の

530万円の増額の内容でございます。減額の主なものは、18節備品購入費で平成25年度に整

備した屋外用音響ワイヤレスアンプ40万円の減、19節負担金、補助及び交付金で通園費補

助金８万円の減額の内容でございます。13節委託料、15節工事請負費、19節負担金、補助

及び交付金につきましては、予算説明資料19ページに記載のとおりでございます。 

 57ページをごらん願います。５目児童館運営費、本年度予算額46万7,000円、この目につ

きましては常室児童館維持管理に係る経費でございます。減額の主なものは、11節需用費、

修繕費10万円の減額でございます。13節委託料につきましては、予算説明資料19ページに

記載のとおりでございます。 

 ６目子ども発達支援センター運営費、本年度予算額1,857万1,000円、この目につきまし

ては子ども発達支援センターの運営及び言葉や心身の発達におくれが認められる児童の療

育に係る経費でございます。本年度の通室見込み児童数は、就学前の児童を対象とした児

童発達支援に13名、就学児等を対象とした放課後等デイサービスに児童10名、計23名でご

ざいます。増額の主なものは７節賃金79万2,000円の増で、子ども発達支援センターの職員

が子育て支援センター及び４月に開設する相談支援事業所の職員を兼ねることから、業務

量の増加に対応するため臨時職員配置による増額でございます。 

 58ページをごらん願います。７目学童保育所費、本年度予算額467万6,000円、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学童保育所の運営及び児童50名の保育に

係る経費でございます。 

 59ページをごらん願います。８目子育て支援センター費、本年度予算額1,723万3,000円、

この目につきましては親子の遊び等を通じて子育て家庭の育児の不安や悩みの相談、子育

て情報等を子育てする親に提供する子育て支援センター運営及び浦幌町ファミリーサポー
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ト事業に係る経費でございます。増額の主なものは、７節賃金74万9,000円の増で、子育て

支援センターの職員が子ども発達支援センター及び４月に開設する相談支援事業所の職員

を兼ねることから、業務量の増加及び事業活動の場所の移動に対応するため臨時職員配置

によるものでございます。18節備品購入費17万円の増は、子ども用遊具等の整備に係る増

額の内容でございます。 

 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。 

 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 １点、私ちょっと気になったところがあるので。民生費の中の社会福祉費の

中の委託料、ページ数でいいますと48ページ、その中のわけなのですけれども、説明資料

17ページにあります意思疎通事業というのをご説明願いたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 意思疎通事業でございますが、この事業につきましては、例えば耳

が障がいで聞こえないですとか、そういう方々に対する手話ですとか、そういうような事

業の派遣にかかわる事業の内容でございます。いわゆる何かのそういうような方々が必要

なときに派遣を行っていくような、いわゆる通訳者、手話通訳みたいな、そういうような

方々の派遣の事業というような内容でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 今の同僚議員の関連なのですが、意思疎通事業で手話通訳の必要な方が浦幌

町に在住しているのか。そして、もし在住しているのであれば、この資格者がいるのかど

うか確認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。 

〇熊谷保健福祉課長 耳の不自由な方ですね、３名ぐらいいるというような形で把握して

おります。 

 資格者はおりません。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 せっかくこういう国からの補助が出ているということで、資格者は養成して

いく必要性があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 課長補佐。 

〇佐藤保健福祉課長補佐 ただいまの質問でございますけれども、養成につきましては帯

広市が開催いたします手話通訳者の講習がございまして、そちらに派遣をいたしまして、

必要経費につきましては町費で負担していくという状況であります。また、有資格者が今

おりませんので、北海道聾唖連盟と北海道全域が委託契約いたしまして、必要に応じて派
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遣依頼をいたしまして、その経費につきましては相当分について町で負担すると、そうい

うような形になってございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 52ページの相談支援事業所運営費、新規事業なのですが、説明したかもしれ

ないのですが、どこで行われるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 相談支援事業所の関係でございますが、この事業所につきましては

障害者総合支援法、それから児童福祉法に基づきまして、障がいのある方の地域生活を支

援するために平成27年の３月までに障がい福祉サービス、それから障がい児通所支援を要

する全ての方にサービス等の利用計画を策定するというような形になっております。これ

に基づきまして、26年の４月、来月から相談支援事業所を立ち上げていくというような形

になります。このサービス等の利用計画というものにつきましては、いわゆる地域で生活

していくときに必要となるさまざまなサービスを上手に活用しまして、生活の質を向上さ

せるために作成する計画をサービス等利用計画といいまして、このサービス等利用計画を

策定するに当たって、それから福祉サービスが受けられるというような内容でございます。

場所につきましては、浦幌町保健福祉センターの中に相談支援事業所を設置いたす内容で

ございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 そうすると、事業は27年度からということになるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 実際には26年の４月からサービス計画を組んでいかないとならない

ということでございますので、26年４月から事業所開設というような内容になります。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 相談支援という形で相談されると思うのですけれども、こっちから各、浦幌

町広いですので、ほかの地区とかに行って相談を受けるというのは考えているのでしょう

か。あるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ほかの地区からといいますか、事業所自体は保健福祉センターのほ

うに開設されるというような内容でございますので、保健福祉課のほうでの相談と。あと

は電話等で相談というような形も随時受け付けておりますけれども、基本的には保健福祉

センターの中で事業所を開設しますので、センターの中での窓口相談というような形にな
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ると思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 細かい話になりますけれども、社会福祉施設費の中の委託料、浜厚内生活館

管理業務委託料、これは今年度22万8,000円の委託料ということで、前年も同じ委託料にな

っています。今回あちこちのトイレの清掃だとか、ほかの管理業務も１割とか５％ぐらい

上がっているのですが、ここは同額ということなので、この辺どういうふうに算定されて

いるの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。 

〇熊谷保健福祉課長 委託料につきましては、生活館の管理委託料でございまして、月１

万9,000円の12カ月というような予算で組まさせていただいております。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 それは１万9,000円でもいいのですが、ほかのものの管理業務が上がってい

て、ここだけ上がらないというのはどういうことなのか。その１万9,000円という算定した

根拠も含めて教えていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 実は、この管理費につきましては、個人に委託している管理費でご

ざいまして、その中で消費税分というような形のものでの値上げというようなご質問かな

とは思われるのですが、個人に対する管理の委託料なものですから、そこでの値上げとい

うような部分の考え方ということはしておりません。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 個人だということですが、ほかの委託業務についても個人とのというのがあ

ると思うのです。その辺について、会社と契約しているのであれば、今の消費税の関係等

が出てくると思うのですが、個人であってもやっぱり消費税はかかるのです。その辺につ

いて、算定の仕方がやはり同じような算定をすべきでないかと私は思うのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 安藤議員のおっしゃることもある程度理解はできるのですが、しか

しながら、あくまでもいわゆる企業との契約というような形のものでなくて、個人に対し

て管理を委託しているというような内容でございますので、その辺のところの消費税に絡

む３％アップというような部分につきましては現在のところ考えておりませんので、ご理

解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 これは、保健福祉課長とお話ししても切りないのですが、これはどうなので
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すか、町長。個人とここだけやっているのか、ほかのものも私はあるのでないかなと思う

のです。その辺の整合性がちゃんととれていないのかどうなのかということです。上げる

のだったら、ここも一緒に上げてやらないと。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 前半のただいまのご質問の中で、恐らく委託料算定においては人件費分

をどのように根拠としているのだというような意味合いのご質問だというふうに思われま

す。また、このことに関しては、昨年から労務単価のいろいろ経過がございます。そうい

ったことも含めた中でのご質問かと思われますので、賃金の全体の調整にかかわっては総

務課所管として行ってございますので、その関係で私のほうから全般的な部分としてご説

明させていただきたいと思います。 

 おっしゃる中で賃金につきましては、いろいろ各種労務がございます。この関係で、今

般国の労務単価の改正等を踏まえた中で全体的な見直しを図ってきてございます。それが

予算にも反映されて、賃金のアップという分も行っております。また、中にはそれに絡ん

だ対応としての分としては委託料の消費税等もありますけれども、今回の委託料につきま

しては賃金そのものとして雇用する形の体系ではございませんので、あくまで委託料、積

算の中で委託料の算定した中でこれに見合う分として契約を図っていくといった意味合い

がございますので、人件費として全てが積算根拠になるという意味合いでなってございま

せんので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 同じ社会福祉施設費の中のアイヌ生活相談員、この部分に関連して、この相

談員の業務はいろいろ多岐にわたっているのですけれども、北海道または財団法人のアイ

ヌ文化研究推進機構等から来る資料や何か、今北海道アイヌ協会の浦幌支部として管理し

ているのですけれども、以前この建物の中でいろいろ資料、ビデオ、雑誌等、保管してい

ただいていたのですけれども、その保管場所についてちょっと狭いのではないかなという

ことで、私自身も自費で棚を用意して、それを保健福祉センター以外のところでも保管し

ているのですけれども、だんだんその量もふえてきまして、この資料保管に関してもうち

ょっと保健福祉センターか、またほかの建物でもいいのですけれども、場所なり用意して

いただくわけにはいかないのか。その点についてよろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの差間議員のほうから質問のありました件でございます

が、資料の保存というような形につきましては、現在保健福祉センターの中に資料を保存

する、図書を保管する場所がございますけれども、これは前に差間議員のほうからご相談

のあった内容でございます。ご相談のあったときに保健福祉課内に資料を保管できるよう

な場所があるのかどうなのかというような形で、保健福祉センターも狭いものですから、



- 11 - 
 

いろいろと場所等を探しました。場所等を探したのですけれども、いかんせん資料を保管

できる場所というものがなかなか想定できないというような段階でございましたので、ど

のぐらいの資料を保管する場所が求められているのかというような部分もあるものですか

ら、その辺のところにつきましては資料の保管の量等を見きわめながらセンターの中に保

管する資料を設置する場所があるのかどうなのか、その辺のところを検討させていただき

たいと思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 私もこの件につきましては、かなり以前から保健福祉センターにご協力いた

だいていると思っていたものですから、その場所が以前からの申し送りがあったのかな、

なかったのかなとちょっと疑ったものですから、廊下の反対側の資料庫の中に棚を１カ所、

私たちはその場所を利用させていただいたのですけれども、現在においてはその部分がほ

かの資料もたくさんあって、資料の性質上、余りいろいろな人に出入りしてもらっては都

合の悪いようなことも言われたものですから、その資料庫の棚の部分についての申し送り

はなかったのでしょうか、以前の課長から。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 廊下の反対側の書庫でございますが、この書庫につきましては保健

福祉課の書類を保管する場所でございまして、個人情報等の書類がそこに入っているとい

うような書庫でございます。ですから、そこの鍵につきましては限られた職員しか鍵を持

っていないというような状態でございまして、今差間議員のほうから前任の課長からの申

し送りですとか前の課長からの申し送りというようなものがありましたが、いわゆるそう

いうような個人の情報を保管する書庫につきまして、差間さんがおっしゃっているような

資料というような形のものがあるのかどうなのかというものも私のほうで確認させてもら

いましたけれども、今現在保健福祉課にある書庫につきましては、アイヌに関する資料と

いうものはありませんというようなことで確認をさせていただきました。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 わかりました。 

 国においても、また北海道教育委員会においても、私たちの関連団体でありますアイヌ

文化研究推進機構においても北海道内のいろいろな研究者、全国にわたる研究者の方々に

研究と称していろんな補助金、助成金を出しているのですけれども、その際そこの成果物

としてのいろんな資料、ビデオテープ等、いろいろこれからも出てくるものですから、ぜ

ひ保管について今後とも相談していきたいのですけれども、この点町長ひとつよろしくお

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 アイヌ関係の書類といいますか、そういういろんなものについての保管場所
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ということで今お話がありました。それは、公的に必要なものかどうか、否かというもの

も当然出てくるだろうと思います。それについて、順次そういうものが整備されていると

いう中においては、個別にまた対応させていただきたいと思いますし、また相談させてい

ただきたいというふうに思います。ただ、いかんせん町の施設についてもやはり限りがあ

るということもご理解をいただきたいなというふうに思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 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。 

〇熊谷保健福祉課長 60ページをごらん願います。３項老人福祉費、１目老人福祉総務費、

本年度予算額１億8,423万5,000円、この目につきましては高齢者福祉及び在宅福祉支援事

業、介護保険特別支援事業及び浦幌町介護保険特別会計繰出金に係る経費でございます。

増額の主なものは、１節報酬は第６期浦幌町老人福祉計画、介護保険事業計画の策定に係

る審議会委員報酬による９万2,000円の増、19節負担金、補助及び交付金は認知症老人等託

老サービス給付費負担金53万4,000円の減、訪問介護事業運営費補助金100万円の減、通所

介護事業運営費補助金199万5,000円の増、介護保険関係基盤整備事業補助金は社会福祉法

人うらほろ幸寿会の特別養護老人ホームはまなす園の一般浴槽改修工事費に対する補助金

1,000万円の予算額ですが、昨年度と比較して433万5,000円の増、居宅支援事業運営補助金

は28万7,000円の減ほかを合わせまして、負担金、補助及び交付金総体で445万9,000円の増

額でございます。減額の主なものは、11節需用費は燃料費11万2,000円の増、印刷製本費34万

6,000円の増、修繕料57万円の減のほか、これらを合わせまして需用費総体で13万3,000円

の減、13節委託料は在宅福祉支援事業委託料218万9,000円の減、28節繰出金は浦幌町介護

保険特別会計の繰出金24万2,000円の減額でございます。１節報酬、８節報償費、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、20節扶助費、28節繰出金につ

きましては、予算説明資料19ページから20ページに記載のとおりでございます。 

 61ページをごらん願います。２目老人福祉施設費、本年度予算額8,329万9,000円、この

目につきましては養護老人ホーム入所措置等の３施設入所者45人に係る経費でございま

す。20節扶助費につきましては、予算説明資料21ページに記載のとおりでございます。 

 ３目老人ホーム費、本年度予算額１億9,191万8,000円、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及び入所者50名に係る経費でございます。増額の主なもの

は、７節賃金は臨時介護職員賃金18万4,000円の増、11節需用費の消耗品費20万6,000円の

増、燃料費は単価高騰により120万4,000円の増、光熱水費78万円の増、修繕料18万9,000円

の増、賄い材料費46万8,000円の増、需用費総体で284万7,000円の増額、13節委託料は保守

業務委託料53万8,000円の増、管理業務委託料100万8,000円増のほか、委託料総体で156万

3,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、18節備品購入費48万1,000円の減
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額の内容でございます。11節需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、20節扶助費に

つきましては、予算説明資料21ページに記載のとおりでございます。 

 64ページをごらん願います。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、本年

度予算額２億441万8,000円、この目につきましては各種健康診査、検診委託料及び浦幌町

簡易水道特別会計繰出金に係る経費でございます。増額の主なものは、７節賃金は育児休

業代替臨時職員賃金ほか116万1,000円の増、28節繰出金は浦幌町簡易水道特別会計の繰出

金2,625万4,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、11節需用費は燃料費、

印刷製本費、需用費総体で47万9,000円の減額、13節委託料は妊婦健康診査委託料36万

9,000円の減、健康診査委託料61万4,000円の減のほか、委託料総体で97万4,000円の減額、

20節扶助費は19万6,000円の減額の内容でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び

交付金、20節扶助費につきましては、予算説明資料21ページに記載のとおりでございます。 

 65ページをごらん願います。２目予防費、本年度予算額1,372万2,000円、この目につき

ましては各種検診、予防接種等保健予防に係る経費でございます。増額の主なものは、13節

委託料のインフルエンザ予防接種委託料ほか委託料総体で96万4,000円の増額の内容でご

ざいます。減額の主なものは、11節需用費、消耗品費のワクチン購入料29万6,000円の減額

の内容でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説

明資料21ページから22ページに記載のとおりでございます。 

 67ページをごらん願います。５目医療対策費、本年度予算額1,249万9,000円、この目に

つきましては患者輸送バス運行業務、日曜当番医、医療対策及び浦幌町浦幌町立診療所特

別会計繰出金に係る経費でございます。増額の主なものは、13節委託料、患者輸送業務委

託料25万7,000円の増、28節繰出金、浦幌町立診療所特別会計の繰出金367万5,000円の増額

の内容でございます。減額の主なものは、11節需用費の修繕料20万円の減額の内容でござ

います。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金、21節貸付金につきましては、予算説

明資料22ページに記載のとおりでございます。 

 68ページをごらん願います。８目保健福祉センター管理費、本年度予算額1,590万

2,000円、この目につきましては保健福祉センター維持管理に係る経費でございます。増額

の主なものは、11節需用費の燃料費は単価高騰により35万円の増、光熱水費８万9,000円増

のほか、需用費総体で40万3,000円の増額、12節役務費は子育て支援センタープレールーム、

つり物遊具安全点検手数料ほか９万4,000円の増額、13節委託料は保健福祉センター保守業

務委託料及び管理業務委託料ほかの73万6,000円の増額の内容でございます。減額の主なも

のは、15節工事請負費の平成25年度に実施しました保健福祉センター浴槽取りかえ工事

70万円の減額の内容でございます。13節委託料につきましては、予算説明資料22ページに

記載のとおりでございます。 

 続きまして、101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、本年度予算額6,231万6,000円、浦幌幼稚園、厚内幼稚園の管理運営及び浦幌幼稚園25名、

厚内幼稚園６名、園児合計31名の保育に係る経費でございます。増額の主なものは、15節
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工事請負費、浦幌幼稚園内窓プラスト断熱サッシ設置工事ほか760万円の予算で、前年度と

比較し、655万円の増額でございます。減額の主なものは、７節賃金の育児休業代替臨時職

員賃金54万6,000円の減額、11節需用費、消耗品費は35万5,000円の減、燃料費は単価高騰

による12万円の増、修繕費は平成25年度に実施した通路舗装、雨漏り改修の20万円の減な

どを合わせまして、需用費総体で47万7,000円の減額、18節備品購入費は全自動洗濯機、業

務用掃除機、消火器など、その他備品を購入しますが、備品購入費総体で20万2,000円の減

額の内容でございます。13節委託料、15節工事請負費、19節負担金、補助及び交付金につ

きましては、予算説明資料32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。 

 ９番、河内議員。 

〇河内議員 予防費、65ページの13委託料、これの予防接種です。説明資料22ページで載

っている子宮頸がんについてお尋ね申し上げたいと思います。今年もこのことについて予

算計上しているということなのですけれども、昨年もこのことについて同僚議員のほうか

ら質問があったと思います。このことについては、厚生省のいろいろな対応の中でいろい

ろ検証するということで、その結果この後遺症の因果関係というものが余り証明、厚生省

としては断定できないというような判断を下しているわけですけれども、これワクチン接

種をすることによって、いろいろな症状があらわれているというようなことがかなり明ら

かになっている点もあると思うのです。そのような中で、これは国の指導ということでは、

このことについては必ずやらないとならないという取り決めなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの議員の質問に対する説明ですが、子宮頸がん予防ワクチ

ンにつきましては、昨年の６月に厚労省のほうから、いわゆる副作用というような問題等

から積極的な勧奨はしないというような通知が出ています。浦幌町におきましても、その

通知を受けまして、対象者に対しての積極的な勧奨は行ってはおりません。ただいまのご

質問ですが、この予防接種につきましては予防接種法にうたわれている定期の予防接種と

いうものでございまして、国が今のところ積極的な勧奨はしないといいながらも、この予

防接種につきましては継続で実施するというような形になっておりますので、浦幌町にお

いても接種を受けられる方がこの副反応のリスクというようなものについてある程度理解

して接種を希望するというようなものであれば、それを拒むということはできませんので、

町としましても法定予防接種という中で接種を受けられる体制というのはそのまま継続し

ております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 今の説明では、積極的には勧奨はしないというようなことで対応したいとい
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うことだと思いますけれども、これは子宮頸がんについては全国どこの市町村でもこのこ

とについては厚生省の指示に従ってそういう体制で受け入れるというのか、勧奨はしない

けれども、制度としては維持すると。それはもう全国どこの自治体でも、市町村でもそう

なのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまのご質問でございますが、全国どこの自治体でもこの子宮

頸がん予防接種というものは、実施についての状況を正直言って把握はいたしておりませ

ん。しかしながら、法定というような形の予防接種というような中でありましたら、やは

りある程度のリスクを理解しながらも子宮頸がんを予防したいのだと。ですから、このワ

クチンを接種したいのだという方が町民の中におられるかもしれません。そのときに、浦

幌町はこのワクチンは町としては接種については行っておりませんというような形のもの

については、法定の中で行っている接種なものですから、この辺のところについて希望者

がいれば接種を受けれる体制づくりをつくっていくというようなものに対しては、基本姿

勢はとりあえず法定予防接種の中で行われる予防接種ということで窓口というか、そうい

う体制づくりをしております。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 マスコミ等でこのことについてはかなり取り上げられて、非常に悲惨な手足

のけいれんだとか、そういう後遺症に悩まれている方が、とてもあれが演技だとは思えな

い。そういう状況を見ると、どうしてもこのことについての事業を継続するということで

の取りやめができないということであれば、このリスクについては十分な説明をして、こ

ういったリスクがあるのだという説明を、その辺をよく説明していく上でこの事業を進め

ていただきたいと思います。 

 以上、どうですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 この副反応に対するリスクという説明は、対象者には説明をしてお

ります。この予防接種につきましては、３回接種をしなければならないというような予防

接種でございまして、既に去年の６月に厚労省が積極的な勧奨をしないというふうに判断

したときに、既に１回か２回接種されている方がいました。あと１回か２回で完了という

ような方がいました。そういう方には、このリスクを十分に説明しまして、そして受ける

か受けないかの判断は個人なのですけれども、十分にこのリスクを説明、副反応を説明し

た上で周知しております。ちなみに、接種者は去年１年間で……去年１年間といいますか、

25年度で７名というようなかなり低い接種率ということですので、やはり新聞、それから

テレビ等、マスコミでいろいろと副反応について報道されている中で、やはり接種対象者
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はその辺のところのリスクを重んじて接種を控えているのかなというような形できており

ます。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 同じく予防費、予算書の65ページ、説明資料で21ページですが、インフルエ

ンザの予防接種について伺いたいと思います。本町でも近隣町村より一般の予防接種料金

高いよということで、この秋にはいち早く補正予算145万組んでいただいたということで、

町長にはこの種の補正予算を英断していただいたなというふうに思っておりますが、前年

度の補正と同じ1,450名分の予算措置だと思います。私たちも発言してきた責任上、どうい

う状況だったのかなということも把握したいと思いますが、まず１点は管内の発生状況と

町内の発生状況、今年は予防接種した人もかかったというふうなことも聞いておりますか

ら、その辺のことについてまず説明いただきたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 インフルエンザの発生状況でございますが、ただいま現在Ａ型が２

月ころに町内でも流行していたというような話は聞いております。現在Ｂ型というものが

町内の中で発生して、ある程度流行しているというような状況でございますが、インフル

エンザの接種につきましては今年度から高校生から64歳までの方につきまして町で

1,000円の助成を行うということで実施しております。この高校生から64歳までの方の受診

数ですが、２月末現在で619人の方が予防接種を受けられております。予算の中での対象者

が1,450人の方の予算を見込んでいますので、およそ42.7％、予算の見込み対象者に対しま

して42.7％の方が接種を受けられているというような状況でございまして、これから見る

と今回助成というような形を行ったということにつきまして、やはりインフルエンザが一

般の方々にも受けやすくなったのかなというように思われます。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 発生状況について、数字的なものは今お知らせいただかなかったのですが、

あわせて説明していただければいいと思います。当初いろいろ積算根拠も説明いただき、

1,450名分予算とりました。そういう中で、今伺ったように619名の接種だったと、一般分

について。せっかく思い切った予算措置をされておりますから、今後も大いに町民に、こ

れも急遽９月の予算でこの冬始めたということですから、十分に理解されて予防接種実施

されるように啓蒙といいますか、やっていただきたいなと思います。先ほどの浦幌の発生

状況が数をもし把握できていればお知らせください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 大変申しわけありません。インフルエンザの発生状況の数値的なも
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のにつきましては、私たちのほうではとりあえず報告義務というのが……報告義務といい

ますか、私たちのほうでは、大変申しわけないのですけれども、押さえてはおりませんの

で、この場についてはちょっと説明のほうはできないので、大変申しわけありませんが、

ご容赦願いたいと思います。 

〇田村議長 診療所事務長。 

〇佐藤診療所事務長 ただいまのインフルエンザの発生状況ということでございますけれ

ども、大変申しわけございません。町内に浦幌町立診療所と、それから多田医院さんござ

いますけれども、町立診療所の分についても、大変申しわけございません、手持ちの資料

がございませんので、この場でお答えすることができません。大変申しわけございません。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 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００分  休憩 

午前１１時１２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、５款１項１目労働諸費から２項４目浦幌森林公園管理運営費までの説明を求めま

す。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 予算書70ページをごらん願います。あわせまして説明資料の23ページを

ごらん願います。５款労働費、１項１目労働諸費、本年度予算額1,452万7,000円、この目

につきましては勤労者対策及び雇用対策並びに職業病対策に要する経費でございます。増

額の主なものにつきましては、平成25年度に補正予算により追加をいただきました緊急雇

用創出推進事業委託料1,110万4,000円の増の内容でございます。13節委託料、19節負担金、

補助及び交付金につきましては、一般会計予算説明資料の23ページをご参照願います。 

 次に、71ページをごらん願います。６款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費、

本年度予算額4,192万2,000円、この目につきましては農業事務関係職員の人件費及び関係

団体等に対する負担金に要する経費でございます。減額の主なものにつきましては、人件

費の内容でございます。 

 次に、72ページをごらん願います。あわせまして説明資料23ページから24ページをごら

ん願います。３目農業振興費、本年度予算額5,031万4,000円、この目につきましては本町
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農業の振興対策に要する経費でございます。増額の主なものにつきましては、13節委託料

で２年目となります浦幌町農業振興地域整備計画策定業務委託料23万5,000円の増、19節負

担金、補助及び交付金で堆肥の生産奨励事業であります良質堆肥生産奨励事業補助金100万

円の増、農地集積協力金交付事業補助金140万円の増額の内容でございます。減額の主なも

のにつきましては、19節負担金、補助及び交付金で奨励金交付対象企業の就労に伴います

新規就農者営農促進補助金115万2,000円の減、交付対象者の減によります青年就農給付金

事業補助金150万円の減、新規作付面積の減によります高級菜豆産地づくり事業補助金50万

円の減、緊急農地排水不良改善対策事業につきましては補助金を280万円を限度として事業

を実施しておりましたが、昨年秋の天候不良により予定していた事業面積が実施できなか

ったことから30万円の増となりますが、平成24年に天候不順により未施行となっておりま

した分を平成25年度に上積みをし、事業を実施しておりましたので、補助金では86万

8,000円の減額の内容でございます。１節報酬、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金

につきましては、説明資料23ページから24ページをご参照願います。 

 次に、74ページをごらん願います。あわせまして説明資料24ページをごらん願います。

５目畜産振興費、本年度予算額9,265万2,000円、この目につきましては畜産の振興対策に

要する経費でございます。増額の主なものにつきましては、11節需用費の修繕料で模範牧

場十勝太団地の水源池の老朽化に伴います修繕料115万5,000円の増、13節委託料で模範牧

場指定管理料560万円の増、平成25年に実施した哺育舎実施設計委託料150万円の減、これ

らを合わせまして410万円の増、19節負担金、補助及び交付金で家畜共進会の会場内の係留

施設の老朽化に伴いまして、それらの係留施設の改修に係る経費として農協とともに浦幌

町家畜共進会協議会負担金を15万円と、資材費の高騰により良質粗飼料増産対策事業補助

金20万円の増、有料肉用繁殖雌牛導入事業終了に伴います新たな事業として優良繁殖雌牛

導入、優良血統育種家のための自家保留、育種家繁栄のための肥育牛への補助事業を実施

する肉用牛生産基盤強化対策事業補助金160万円の増額の内容でございます。減額の主なも

のにつきましては、15節工事請負費で平成25年度に実施した模範牧場畜舎建設工事9,600万

円の減、新たに哺育舎１棟建設工事5,550万円の増で、これらを合わせて4,050万円の減、

18節備品購入費で平成25年に購入した給餌用機械であるミキサーフィーダー１台、トラク

ター１台で1,464万5,000円の減、今年度につきましては更新計画に基づき老朽化したトラ

クター１台、スラリータンカー１台で1,023万円の増、これらを合わせまして234万5,000円

の減額の内容でございます。11節需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、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24ペー

ジを参照願います。 

 次に、75ページをごらん願います。あわせまして説明資料25ページをごらん願います。

６目土地改良費、本年度予算額8,237万4,000円、この目につきましては農業関係の土地基

盤整備に要する経費でございます。増額の主なものにつきましては、７節賃金７万8,000円、

11節需用費の光熱水費10万2,000円、13節委託料29万6,000円、これらの増につきましては
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浦幌太・豊北排水機場に係る労務単価の改定、電気料金の値上げ、消費税増に伴う増額の

内容でございます。減額の主なものにつきましては、14節使用料及び賃借料で北海道農政

部積算システム機器賃借料の賃借期間満了に伴いまして14万4,000円の減、19節負担金、補

助及び交付金で対策期間が５年を経過したことから、交付単価の変更により農地・水保全

管理支払事業負担金34万6,000円の減、小規模暗渠事業につきましては、補助金を300万円

を限度として事業を実施しておりますが、新年度からは工事の基準を国の補助事業に合わ

せ変更、労務、資材単価等が上昇したことに伴いまして、工事費が増加するということで

補助金を400万円としておりますが、平成24年天候不順により未施工分を平成25年に上積み

事業を実施していることがありまして、補助金ベースでは15万円の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、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25ページをご参照願います。なお、国の新たな農業・農村政策にお

きまして日本型直接支払が創設され、農地・水保全管理支払事業につきましては、今後事

業の名称を継続実施されることになると思われますが、現段階では国等から要綱、要領等

が示されておらず、当初予算では対応できないことが想定され、今後必要に応じて関連予

算の補正をお願いすることもありますので、よろしくお願いします。 

 次に、76ページをごらん願います。あわせまして説明資料25ページをごらん願います。

８目道営土地改良事業費、本年度予算額4,103万1,000円、この目につきましては道営事業

による土地改良事業に要する経費でございます。増減の主なものにつきましては、19節負

担金、補助及び交付金で新規事業採択地区の事業開始による合流地区担い手支援型畑地帯

総合整備事業負担金2,050万円の増、事業費の減により浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整

備事業負担金2,400万円の減、これらを合わせて350万円の減額の内容でございます。19節

負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料25ページをご参照願います。 

 次に、77ページをごらん願います。あわせまして説明資料25ページをごらん願います。

10目団体営土地改良事業費、本年度予算額464万1,000円、この目につきましては団体事業

による土地改良事業に要する経費でございます。増額の主なものにつきましては、13節委

託料で浦幌地区農業基盤整備促進事業に係る暗渠排水測量調査委託料44万円の増、15節工

事請負費で浦幌地区農業基盤整備促進事業に係る暗渠排水工事420万円の増額の内容でご

ざいます。13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料25ページをご参照願い

ます。 

 続きまして、77ページをごらん願います。あわせまして説明資料25ページをごらん願い

ます。２項林業費、１目林業総務費、本年度予算額1,734万6,000円、この目につきまして

は林業事務関係職員の人件費及び一般林務行政に要する経費でございます。増額の主なも

のにつきましては、14節使用料及び賃借料で単価改定に伴うエゾシカ一斉駆除に係る町管

理林道除雪及び残滓ステーション運搬車両借り上げに係ります機械借り上げ料14万

5,000円の増、19節負担金、補助及び交付金で山火事注意啓蒙看板作成に係る事業費の増に

より町林野火災予消防対策事業補助金25万円の増、新規事業といたしまして、町林産振興
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会青年部が中心となり、浦幌町内では植栽実績のない新品種でありますスーパーＦ１の優

位性についての育成試験及び町民を対象とした植栽作業体験等を行う木育事業に係る経費

について、町林産振興会事業活動補助金として41万円の増額の内容でございます。減額の

主なものにつきましては、人件費で77万4,000円の減、13節委託料で森林所有者または森林

の経営の委託を受ける者が計画業務を行うこととなり、民有林に係る森林管理巡視調査計

画業務委託料25万2,000円の減額の内容でございます。１節報酬、８節報償費、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、28節繰出金につきましては、説明

資料25ページをご参照願います。 

 続きまして、79ページをごらん願います。あわせまして説明資料26ページをごらん願い

ます。２目林業振興費、本年度予算額1,875万5,000円、この目につきましては民有林の振

興に要する経費でございます。増額の主なものにつきましては、19節負担金、補助及び交

付金で対象者の増加により森林整備担い手対策推進事業負担金11万4,000円の増額の内容

でございます。減額の主なものにつきましては、19節負担金、補助及び交付金で植栽本数

の見直しによりヘクタール単価が減少し、未来につなぐ森づくり推進事業補助金86万

5,000円の減、補助対象面積の減により除伐緊急対策事業補助金38万円の減額の内容でござ

います。19節負担金、補助及び交付金につきましては、26ページをご参照願います。 

 次に、３目林道維持費、本年度予算額208万円、この目につきましては町が管理する林道

の維持管理に要する経費でございます。増額の主なものは、14節使用料及び賃借料で林道

の維持補修路線増により機械借り上げ料14万円の増、15節工事請負費で林道下草刈り実施

延長増により11万円増額の内容でございます。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26ページをご参照願います。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費、本年度予算額2,887万円、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する経費でございます。増額の主なものにつきましては、11節

需用費の消耗品で森林公園林間広場用の目土種子購入費用126万7,000円の増、13節委託料

でうらほろ森林公園指定管理料75万2,000円の増、18節備品購入費で平成25年度購入したみ

のり館業務冷凍冷蔵庫125万9,000円の減、今年度は現在保有の自走式芝刈り機が20年を経

過し、老朽化したことに伴い更新する675万1,000円の増、森林公園バンガロー消火器更新

で５万円の増、これらを合わせまして549万5,000円の増額の内容でございます。減額の主

なものにつきましては、11節需用費の修繕料で130万6,000円の減、15節工事請負費につき

ましては平成25年度に実施した遊歩道、遊具及びつり橋の補修工事で1,000万円の減、今年

度行う森林公園内の遊歩道補修で450万円の増、森林公園屋外ステージ床補修工事400万円

の増、これらを合わせまして150万円の減額の内容でございます。11節需用費、13節委託料、

15節工事請負費、18節備品購入費につきましては、説明資料26ページをご参照願います。 

 林道上浦幌線開設事業費につきましては、事業完了に伴い廃目整理をするものでござい

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。 

 ７番、森議員。 

〇森議員 74ページの畜産振興費の中に入ろうかと思うのですけれども、模範牧場、昨年

度育成牛舎が完成しまして、11月から供給が開始されたというふうにも聞いてございます。

４カ月たったところなのですけれども、酪農家さんからの反響だとか、そういうことが何

かありましたらお願いしたいなというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 昨年畜舎の建設をさせていただきました。それで、11月１日から冬期舎

飼いの供用を開始してございます。その中で利用されている大口の方とかいろんな方とお

話しする中では、成績的によくなったのではないかというお話は聞いております。また、

参考までに申し上げますと、利用のしている頭数も前年に比べるとふえているというよう

な状況にあります。また、授精の状態についても上昇しているというようなお話も聞いて

ございます。指定管理を受けるに当たって指定選考委員の方とかいろいろありましたけれ

ども、その方々からも新しく畜舎が運営してからは状態的にはよくなってきているのでは

ないかというようなお話は聞いてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 酪農家の方からも本当によくなったということで、大変結構なことだというふ

うに思っております。 

 それと、74ページ、委託料の指定管理委託料560万、この中身説明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。 

〇大山産業課長 指定管理料の中身ということでございますが、前期までは指定管理料な

しということの中で運営をしていただきました。この３年間ですけれども、今後５年間指

定管理するに当たっていろいろ積算をした中で、やっぱり１つとしては資材費、燃料費の

高騰が一つの要因でございます。それとあわせまして、収入で１億以上ございますので、

消費税に絡む部分ですね、３％アップされるという部分になろうかと思います。町の考え

方としては、牧場の入牧料等に対しては消費税分をアップしないということでやってござ

いますので、当然酪農家の方に関しては、利用する方に関しては今までと変わらない料金

でございますが、当然かかる経費については消費税が５％から８％、３％上がるというこ

とを含めまして、総体的なことの中身を見た中で指定管理料を算定してございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 わかりました。燃料費と消費税の関係だということでございます。 
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 今飼料も非常に高騰というのですか、高どまりになっていっていると思うのです。その

辺の関係については、今の現状のままでよろしいのか、その辺確認したいと思います。飼

料関係。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 飼料は当然今現在高騰しているとかございますが、指定管理者との間で

は当然リスク分担の中でこの５年間についてはやっていただくということが１つありま

す。それと、当然今までもご指摘受けておりますが、利用者と町と指定を受けている方と

のいろいろ相談の中でその辺のこともまた何かあればいろいろ話をしていきたいというふ

うに考えてございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 団体営土地改良事業の関係で、もうちょっと詳しく教えていただきたいので

すが、先ほど浦幌地区ということでしたが、浦幌地区でも全般広いものですから、その辺

場所と、これは資料を見ると補助事業ということになっていますので、その辺教えていた

だきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 説明が足りなかったということで、大変申しわけありません。これにつ

きましては、当初は26年から28年の新規事業という形でございました。それが３月の今回

の定例会でも繰り越し予算で説明をさせていただきましたが、前倒しされたということに

なってございます。受益地区につきましては浦幌町全域となってございます。取りまとめ

をした段階で、受益戸数は17戸というようなことになってございます。計画では、26年が

２ヘクタール、27年が6.4ということで、28年が1.6ヘクタールでございます。ただ、全体

事業費が28.35ということでございますので、その差し引いた分、18.35については繰り越

し予算で、実質的には今年実施するというような内容になってございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 道営土地改良事業の関係なのですけれども、合流地区の担い手支援型畑総地帯

の整備事業でございますけれども、今年度から測量に入るということで、事業につきまし

ては27年度から30年度ということで、測量も含めれば５年事業というふうになっておりま

す。この関係で、町負担が20％、その中身でいきますとパワーアップ事業が27年度までと

いうふうに聞いているのですけれども、この辺はどうなのでしょうか。本当にこれ27年度

で終わるのか、また継続していただけるものなのか、その辺お聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 
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〇大山産業課長 今のパワーアップの今後の継続についてのご質問でございますが、今現

在では町のほうには何も情報としては入ってきてございません。基本的には、一応今現在

では27年度でパワーアップは終わるということでございます。当然今言いましたように、

地元負担20％でございます。ただ、パワーアップ事業を使うことによって、受益負担が7.5と

いう中身になってございます。それをもとに今までも当然受益者の方は重要視したという

経過もあろうかと思いますけれども、道のほうを含めた制度でございますので、予算の絡

みもありますので、その辺については今後状況を注視しながらいき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 ７番、森議員。 

〇森議員 受益者負担7.5％、これパワーアップがついてくれればこのまま平均でいくので

すけれども、隣接しているところで、片やはパワーアップついた畑と、負担率ですね、つ

かないところでは、やはり公平さというのですか、その辺のこともありますので、十分考

慮していただきながら進めていただきたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 今言われるのはごもっともだと思いますけれども、ただどちらにしても

道のほうの状況を見ないと、今の段階でその分を町として負担軽減できるとかというよう

な回答にはならないと思いますので、ただ情報を収集しながら、当然上司の方といろいろ

な部分では相談をしていかなければならないというふうに思っておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 畜産振興費でお聞きします。19節の酪農生産基盤拡大緊急対策事業費、これ

は私一般質問でもこのことについて触れさせていただいたわけですけれども、浦幌乳業の

新製造棟の増設により需要が大変伸びているということの中で、供給である搾乳量が低下

しているというようなことでの対応だと思うわけですけれども、先日の補正の中の内容を

見ますと、この事業、せっかくこれだけの予算を対応しているわけですが、初任牛10万円、

30頭、経産牛５万円、10頭、自家保留牛２万円、75頭というようなことで補助金で対応し

ているわけですけれども、結果的には初任牛が８頭、経産牛１頭、自家保留牛が50頭とい

う実績で500万の予算を計上しているにもかかわらず、185万というような結果になってい

るわけですけれども、この辺についての分析というのですか、この事業を有効に活用、本

当にできているのかなということでの疑問があるわけですけれども、その辺についてどの

ように分析されておりますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 今河内議員からあったご質問でございますが、ご指摘のことに関して、

平成24年からこの事業は３カ年のということで、緊急対策ということで実施してございま
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す。その中で、今回実施補助対象頭数が少なかったということの中で、これにつきまして

はあくまで町の考え方としては規模を拡大して増産をしてもらうのですよという考え方で

ございました。という部分で申しますと、乳牛を更新されている方なり導入されている方

がいるのですが、基準日をもって増頭されている部分を対象にしているということで、今

回該当している方が少なかったという部分があるかと思います。また、今現在でいいます

と、やっぱり牛を増頭するということになりますと施設の問題もあろうかと思います。当

然施設がいっぱいであれば、それ以上ふやせないというようなこともございますので、25年

度の結果を受けまして、農協さんとは26年度でこの事業終わりますので、今後どうしてい

くのだというお話をさせてもらいながら、また３年目の状況を見ながら今後については考

えていきたい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 ９番、河内議員。 

〇河内議員 私は、一般質問の際、今後においては農業法人の設立というようなことに踏

み込んで、町としても積極的に対応すべきではないかというようなことを確認をさせてい

ただいたところであり、町も今後そのようなことについて積極的に支援をしたいというよ

うなご答弁をいただいたのではないかなと思うわけですけれども、やはりなかなか言うこ

とは簡単だけれども、本当にそのことを実現するとなると、いろんな要因、実情を考える

と難しい点もあるのではないかなと思うのです。しかし、この課題については何とかクリ

アをして、そういった農業法人の設立というものに踏み込んで実現をしていただきたいな

と思うわけですけれども、すぐにそのようなことを実現するというのはなかなか難しいわ

けで、やはりいろいろな方々とそういった土壌づくりというのですか、そういった地域で

のお互い話し合い、お互いそういったものへ機運を高めていくというのですか、そういっ

たことの努力がやはり不可欠だと思うのです。その辺の法人化へ向けての努力というのは

どのようにされているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 法人化へ向けてということでございますが、法人化に向けてということ

にならないかもしれませんけれども、今まで農協、町、それぞれ連携を持っていろいろや

っていたというふうに認識はしているのですが、ただ、今農協さんと話しているのは、も

っといろんな会話をしようというお話をしております。その中でいろんな問題解決ができ

るのならいいのかなというふうに考えてございます。定期的に町、農協、あるいはまた違

う団体を入れてというようなことで今後やっていこうという段階にあります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 誰もが課題というものについては認識して、あとはどう実現するか、それに

対する努力ということ、熱意ということでこの事業というものが実現できるのではないか
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なと思いますので、ぜひ今後ともそういった対応に力を注いでいただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 町だけではできない、農協さんだけでもできない。やっぱり行政と関係

団体が一体となって物事を進めていかなければならないのではないかなというふうに考え

てございますので、常日ごろ連携を保ちながらやっていきたいというふうに考えてござい

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 浦幌町の林業というか山の関係、74％ぐらいの森林を持つ浦幌町の全体的な

ことをお聞きしたいと思います。浦幌町のあちこちの山が現在切られっ放しで、今後個人

の山も含めてどういうふうに浦幌町として考えていくか。 

 それと、現状の把握をされているか。切りっ放しの山がどれぐらいあるのかというよう

なことを把握されているかどうかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 福原議員、申しわけありませんけれども、１問ずつの質問に次から気をつけ

ていただきたいなと思います。 

 答弁願います。 

 産業課長補佐。 

〇廣富産業課長補佐 ただいまのご質問でございますけれども、まず町全体の森林整備、

また伐採の後の造林等の裸地と申しますか、そういった形につきましての振興につきまし

ては来年度予算にも計上しておりますけれども、未来の森づくり推進事業ということで、

森林整備に当たりましては町としまして北海道と協力しながら森林の造林につきましては

推進していくという形につきましては、今年度同様、来年度に向けても進めてまいりたい

というように考えてございます。 

 また、状況を把握しているかというご質問でございますけれども、現在民有林につきま

しては、やはり植えるということになりますと、国、道の補助金、また町の補助金を踏ま

えた中で森林所有者が植えていかなければならないといった部分については協力してまい

りますけれども、そういった部分につきましては、やはり森林所有者と直接対話を重視し

ております森林組合さんと町とが連携を図りながら、その造林に向けて、また把握に努め

ながら植えられる部分については協力してまいりたいというように考えてございますの

で、今後もそういった形で進めてまいりたいと思っておりますので、ご理解いただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 把握はしていないということで、ほかでは将来的には大変なことになると。

長い間40年も50年も放っておくと、道路も崩壊していくし、山も当然崩れる。それと、そ

ういうものが河川に入っていくということで、町独自の条例をつくって、町というか、そ
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の地区独自の条例をつくって改善を図っていくということをしている町村もあります。こ

れは、早いうちに手を打って何らかの対策をしていかないと、将来的に大変なことになる

と思うのです。それで、そのようなことを考えて浦幌町ではこれからやっていくのかどう

かお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 確かに言われるとおり、伐採跡、無立木になっている部分というのはご

ざいます。ただ、１点に必ず植栽、木を植えるのでなくて、伐採をするときに自然に任せ

る……天然更新ですか、というのもございます。ですから、自然に任せた、天然に任せた

形の山をつくるという方法もございますので、必ずしも補助金を出さなくてもできないも

のではないというふうに考えてございます。今ありましたように、町として条例等をつく

り、その辺のことを対応してはどうかということでございますが、今現在、先ほど言いま

したように面積等の把握も全てしているわけでございませんので、それについては今ここ

ですぐとかという考えは持ってございません。ただ、当然関係機関が違うとなってそうい

う山を守ること、それが全てのことにかかって、土地、水にもかかってきますので、それ

については対応していきたいなというふうに考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 天然のままに任せて、いい林ができれば最良なのです。シラカバですとかカ

ラマツなんかも種が飛んで、いい状態になっている山も中にはあります。それで、そうい

うものが手を抜くというか、気を抜かないで、なるべく目配りをしながら浦幌町全体の山

を把握していっていただきたいということで、全伐の山を、入り口のほうの山を見ていま

すと全伐で、奥のほう、切られたところは非常に道路なんかも傷んで、それから土管なん

かも流されているような状況のところもあります。たくさん見ているわけではありません

が、やはりなるべくでしたら目配りをしていただきながら浦幌町の森林を守っていただき

たいということをお願いしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 当然町有林もそうでしょうし、道有林もそうです。また、自分の財産と

して皆様持っている、民有林というのはそうでございますので、その辺につきましては関

係機関でできる部分については指導していきたいなというふうに思います。当然いろいろ

なことをすれば事業的なものも出てきますので、そういうことを含めていろいろ対応する

なり、いろいろしていきたい、調査をしていきたいなというふうに思っています。 

 以上でございます。 

〇田村議長 町長のほうから何かありますか。 

 町長。 
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〇水澤町長 森林を守るということは、単に国土保全という意味でも当然大切なことだろ

うというふうに思っていますし、町としても74％の町内の森林があるわけでありますから、

この森林をしっかり守っていくということは当然大切なことだというふうに考えていると

ころであります。また、今森林関係、林業関係が大変、産業として非常によくなりつつあ

るといいますか、活発化してきているという状況にあるわけでして、そういう面では林業

保全ということか、林業関係者の皆さんの意欲がその中で少しずつでも上昇していく機運

が盛り上がってくれば大変ありがたいなというふうに思っているところであります。また、

今最近林業関係の若い人たちが大変活発に行動されています。今回の予算の中でも盛り込

みましたけれども、そういう林業関係の若い人たちが意欲を持って林業に取り組んでいく

ということが一番必要だろうなというふうに思っていまして、そういう面では町としても

そういう若い人たちとのコンタクトを十分とりながら今後とも領土保全といいますか、森

林保全に十分意を注いでまいりたいなというふうに思っています。 

 先ほど条例という話もありましたけれども、民有林を条例で囲うということはできませ

んので、条例を制定したとしても、効力が発生しなければ意味ないということであります

ので、そういう条例とかそういうことではなくて、やはり林業関係の皆さんが意欲を持っ

て取り組める、そういう政策を今後ともつくっていきたいなというふうに思うところであ

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 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５５分  休憩 

午後 ０時５７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目水産業総務費から11款２項２目水産業施設災害応急費までの説明を求め

ます。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 予算書80ページをごらん願います。３項水産業費、１目水産業総務費、

本年度予算額892万円、この目につきましては水産業事務関係職員の人件費及び水産事務に

かかわります経費でございます。増額の主なものにつきましては、人件費の内容でござい
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ます。 

 引き続き80ページをごらん願います。あわせまして説明資料26ページをごらん願います。

２目水産業振興費、本年度予算額1,397万8,000円、この目につきましては水産業の振興及

び厚内漁港の管理等に要する経費でございます。増額の主なものにつきましては、19節負

担金、補助及び交付金で厚内漁港中西護岸補修事業にかかわります水産生産基盤整備事業

負担金750万円の増額の内容でございます。減額の主なものにつきましては、11節需用費の

修繕料で60万6,000円の減、12節役務費で流木等の沖合漂流物処理手数料18万円の減、14節

使用料及び賃借料で流木押し上げ機械借り上げ料65万8,000円の減、15節工事請負費で平成

25年度に実施した十勝太共同作業所の電動シャッター取りかえ工事、冷蔵用冷房室外機１

台取りかえ工事、外構舗装工事を行う工事費について1,240万円の減、今年度行う十勝太共

同作業所シャッター取りかえ工事50万円の増、これらを合わせまして1,190万円の減、19節

負担金、補助及び交付金で豊頃町とともに支援する大津港大漁祭運営事業補助金10万円の

減額の内容でございます。12節役務費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請

負費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料26ページをご参照願い

ます。 

 81ページをごらん願います。あわせまして説明資料26ページから27ページをごらん願い

ます。７款１項商工費、１目商工振興費、本年度予算額１億7,524万1,000円、この目につ

きましては商工事務関係職員の人件費及び商工業の振興対策に要する経費でございます。

増額の主なものにつきましては、人件費で23万1,000円の増、19節負担金、補助及び交付金

で４月以降の消費税増税により地元商店街での購買を促すプレミアム商品券発行事業補助

金324万2,000円の増、町融資に係る利子補給補助の増により中小企業融資利子補給補助金

200万円の増、平成25年度から補助している１社に対する補助対象経費の増により地場工業

等振興補助金311万6,000円の増、21節貸付金、中小企業の運転設備融資に係る中小企業融

資貸付金5,000万円の増額の内容でございます。減額の主なものにつきましては、19節負担

金、補助及び交付金、商工業振興事業補助金につきましては人件費特産品開発事業、観光

開発事業など事業内容の見直しにより183万2,000円の減、年次計画で実施しております施

設の修繕が今年度減少したことからコスミックホール運営事業補助金134万7,000円の減額

の内容でございます。８節報償費、19節負担金、補助及び交付金、21節貸付金につきまし

ては、説明資料26ページから27ページをご参照願います。 

 82ページをごらん願います。あわせまして説明資料27ページをごらん願います。２目観

光費、本年度予算額3,171万2,000円、この目につきましては観光振興対策事業及び観光施

設の管理運営等に要する経費でございます。増額の主なものにつきましては、12節役務費

で留真温泉源泉ポンプ分解清掃手数料50万4,000円の増、13節委託料で労務単価等の見直し

により国道38号線駐車場清掃業務委託料、美園パーキング清掃業務委託料の75万円の増、

消費税増税により産業交流施設指定管理料12万2,000円の増、留真の里交流施設指定管理料

343万円の増、19節負担金、補助及び交付金で事業運営経費増加に伴う浦幌町観光協会補助
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金に100万円の増額の内容でございます。減額の主なものにつきましては、12節役務費で観

光ＰＲ用広告料について広告媒体の変更等により37万2,000円の減、15節工事請負費で平成

25年度に実施した観光案内看板照明器具増設、留真温泉源泉１号井戸上屋改築、留真温泉

誘導看板の設置事業で310万円の減、今年度行う産業交流施設、レストラン施設、厨房設備

取りかえ工事65万円の増、これらを合わせまして245万円の減、18節備品購入費で平成25年

度に購入したイベント用トランシーバー85万6,000円の減、今年度留真温泉浄水施設マクロ

化フィルター購入61万6,000円の増など、合わせて24万円の減額の内容でございます。12節

役務費、13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金に

つきましては、説明資料27ページをご参照願います。 

 83ページをごらん願います。あわせまして説明資料27ページをごらん願います。３目工

業対策費、本年度予算額131万3,000円、この目につきましては企業誘致対策事業等に要す

る経費でございます。減額の主なものにつきましては、11節需用費の修繕料で15万円の減

額の内容でございます。その他、特に説明を加えることはございません。１節報酬につき

ましては、説明資料27ページをご参照願います。 

 次に、112ページをごらん願います。あわせまして説明資料34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、本年度予算額

24万5,000円、この目につきましては農業施設における災害時の応急対応に要する経費でご

ざいます。15節工事請負費につきましては、説明資料34ページをご参照願います。 

 ２目水産業施設災害応急費、本年度予算額50万円、この目につきましては水産業施設に

おける災害時等の応急対策に要する経費でございます。14節使用料及び賃借料、19節負担

金、補助及び交付金につきましては、説明資料34ページをご参照願います。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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。 

 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 商工費の中の負担金、補助及び交付金というところでお伺いいたします。ペ

ージ数におきましては84ページです。それで、コスミックホールの件なのですけれども、

運営補助金というのが出ておりますけれども、この件について伺います。さきの議会で利

用する方の減免及び免除ということがありましたのですけれども、その中でコスミックホ

ールについてはその件が、理由は何となくわかるのでありますけれども、なぜその対象に

ならなかったのかということをお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 今コスミックホールに関して、町が行っております高齢者並びに障がい

者の方に対するコスミックホールの対応についてのご質問かと思いますけれども、それに

ついてでございますが、まず１点目といたしまして、コスミックホールは町の施設ではな

いということをご理解願いたいというように考えてございます。その中で、コスミックホ
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ールにつきましては町が運営費については支援をしてございますが、あくまでもその運営

に当たってはコスミックホールの運営委員会がございまして、その中で運営をしていると

いうことでご理解を願いたいと思います。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 運営委員会の中にやはりこちらのほうからもといいますか、行政のほうから

も恐らく運営委員という方が、課長さんもしくは……絶対おられると思うのですけれども、

今回の65歳以上、それから障がい者減免、免除ということに対して、５割以上の方が利用

団体、それから利用数の５割以上の方が属していれば減免ということがあったのですけれ

ども、その中でそういう話がとりあえず事前になかったのかということをお聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 町のほうで高齢者に対する、高齢者等の公共施設利用免除制度ができた

段階において、その後商工会事務局、コスミックホールの運営委員会は商工会が事務局を

持ってございますが、そちらのほうから具体的な話はありませんでした。今現在事務局を

持っている商工会さんとお話ししているのは、事務局を持っている商工会さんとしては様

子を見たいということを申してございます。ただ、それも今週末にまた来年度に向けた運

営委員会が開かれるということでございますが、この中でどういうお話がされるかという

のはわかりませんけれども、今現在では様子を見たいというふうに考えていると聞いてご

ざいます。と申しますのは、コスミックホールを運営するに当たってそれぞれ規定があり

まして、全額免除、あと半額減免するよというような規定を定めてやってございますので、

その中で現在文化団体が出場されているという実績があるというふうに聞いてございます

が、あの中に何人実際に高齢者がいるとか、そういうところまでまだ確認しているとか、

そういう作業はないということでございますので、今後様子を見ながら、そういう要望が

あればどうするかということを委員会の中で考えていきたいというようなお話は聞いてご

ざいます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 今後様子を見るということなのでございまして、施設的にはこれから進むで

あろう高齢化というか、それから障がいということもありまして、あの施設はやはり使い

やすいということが私のほうの耳にも入っております。その中で、やはり今回それを問題

とさせていただきましたのは、これから町の施設、いろんなことでまた質問をさせていた

だくつもりではありますけれども、できればそういうことを踏まえまして、ホールを使い

やすい状態の中で使用してもいいだろうという形の中をこのほど進めていっていただける

かどうか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 
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〇水澤町長 阿部議員の質問でありますけれども、まず根本的に違うというのは、公共施

設の減免とか無料化というのと全く違うということをまずご理解いただかなければならな

いのかなというふうに思います。本当にコスミックホールを使いやすいというのは感じて

いただくということも一つですけれども、あくまでも公共で運営しているのではないとい

うことなものですから、町としてここに減免とか無料化とかということを求めるというの

はなかなか難しいものがあるのかなというふうに思います。今答弁させていただきました

けれども、運営委員会の中で高齢者への使用頻度を高めるとか、そういう意味で委員会の

中でいろいろな議論をいただき、また無料化の道へ進んでいただけるのだったら、それは

それにこしたことはないと思いますけれども、当然運営するという立場がありますから、

その中でどういうふうに判断していくかというのは、町としてはそこに関与までしていく

ことはなかなか難しいだろうなというふうに思っています。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 決して町外の老人、障がい者を私は対象にしているわけではありません。あ

くまでいろんな形の中で、できればコスミックホールとて私が見ている範疇では絶対みん

なの税金を使ったりなんかしているわけですから、その中で全く論外だと言われるのは私

としても逆に論外でありまして、できればそういうことはこれから進めていくのだという

気構えも必要なのではないのかなと考えるのですけれども、いかがなものですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 ちょっと論点が違うのかなというふうに思うのですけれども、あくまでも町

としては公共施設につきましてはいろんな面で高齢者の皆さんの元気づくりといいます

か、そういうものを含めて無料化を進めていくということであります。ただ、公共施設で

ないところ、民間の施設、この運営委員会の中で、これは施設としてどういうふうにして

運営していくかということを協議する場でありますから、ここについては町がそれについ

てどうこうということではなくて、その運営委員会の中の判断に委ねるしかないのかなと

いうふうに思います。そういう面では公共施設と、半公共施設というのはちょっと言い方

がわかりませんけれども、公共施設ではないということだけはご理解をいただかなければ

ならないのかなというふうに思います。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 確かに町の建物ではないだろうというふうに考えます。事務的なことにつき

ましては、間違いなくわかります。やはりこちらで建てる経緯は私はわかりませんけれど

も、そのときは。でも、今使わせていただいている以上、町民のといいますか、利用する

方の利便性も考えていただいて、そういうこともこれから生まれてくるのかなと思います。

そして、今後やはりそういうことで対応していただくことは必要なのだろうと。ただ、確

かに公共施設の話というのはわかります。でも、やはり利用する側にとったら文化団体で

あろうとどんな団体であろうと、そういう建物を使わせていただく部分において規定が、
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基本的には高齢者、それから障がい者ということで規定したわけですから、多少はそうい

うこともお話の中であってしかるべきなのではないかなと思いますけれども、これ以上言

っても考え方の違い、論点の違いだと言われたら困りますから、この次の別なことでまた

伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁はよろしいですね。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 商工費の中の委託料です。国道38号線の駐車場清掃業務委託料について、昨

年度より５割増しぐらいな委託料になっているのですが、これは管理体制か何か変わった

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。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 国道38号線駐車場清掃業務、観光費の中にございます。説明資料27ペー

ジの中でのことをご指摘だと思います。このことについて説明させていただきます。この

管理業務委託料、全般そうなのですけれども、町の公の施設の管理業務委託に関しまして、

総務課のほうで一括してその所掌を預かっているものですから、私のほうから改めて説明

をさせていただきたいと思います。 

 国道38号線の駐車場、ご存じのとおり東山町のところにございます。この駐車場につい

ては数年来、従前から管理業務ということの中の委託を行ってきているものでございます。

今般ご指摘のとおり、前年度比較としては大きな数字になっているわけでありますけれど

も、このことにつきましては業務対応が時間数にして、従前の中ではなかなか目的を達成

できないというようなことから、担当的な、管理的な所管として町内部の所管の課からも

そういった要望がございまして、精査した結果、業務量の増加をせざるを得ないといった

ことの対応と、あわせまして先ほど午前中で申し上げました賃金体系の見直しを図った関

係がございます。その賃金体系の見直しの部分と業務量の増大と、また消費税のアップと、

そういったものが重なりましてこの金額になったということでご理解いただきたいと思い

ます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 ご理解願いたいといっても、前年が81万ほどの金額です。今回140万と。本当

に今までの見積もりの仕方が悪かったのかどうなのかなのですが、どこか計算間違いでも

していないのかどうかということなのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 計算間違いをしていないかというのは非常にこちらも心苦しいところが

あるのですけれども、先ほども申し上げましたとおり、今までの推移の中でやはり業務量

を増大せざるを得ない、目的を達成させるためには清掃という部分がございますので、ま

して国道38号線の駐車場ですので、かなりの方も利用されていると。利用頻度が高くなる
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と、やはり今までと違って業務量も増大せざるを得ないという部分もございます。ですか

ら、今までがどうのこうのというよりも、そういう対応をせざるを得なくなったというこ

とでご理解いただきたいと思います。 

 先ほども申し上げましたとおり、昨年度の対応から含めまして賃金のアップ、そして消

費税の対応、また業務量の増大と、大きな３点の中で前年度当初予算81万1,000円が今年度

140万6,000円になったということで59万5,000円の増となっております。このことにつきま

しては、賃金アップ等では５割増し部分もございます。失礼しました。業務量がおよそ1.5倍

近くになってございますし、その中では賃金アップは17万ほどありますし、またそれにか

かわります消費税、そして最終的には諸経費を見込んだ中でなってございますので、あく

までも今までの業務の対応では目的はなかなか達成できなくなってきたと。いわゆる利用

頻度も上がってきたということの中でご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 今言われた業務量が多くなったというか、道の駅もできて、トイレの数は十

分、余計できたと思うのです。それで、ここだけ業務量がアップしたのかどうかみたいな

感じなのですけれども、その辺についてお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 今の業務量、時間の関係でございますが、以前からこの関係については

管理を受けている業者のほうから指摘がございました。なかなか時間内に終わらないと。

道の駅近くにもトイレはできているのですが、どうしてもあそこについては、議員も見て

わかるかと思いますけれども、大型なりいろんな方の通行が、トイレを利用するだけの利

用が非常に多いということの中で、やっぱり清掃時間、今まで設定した時間の中では対応

できないということで、昨年もいろいろお話ありましたが、１年ちょうど状況を見させて

ほしいということの中で26年度からその辺については状況を確認しながら清掃時間の延長

を図ってきているということでございますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 １時２１分  休憩 

午後 １時２３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

めます。 

 施設課長。 
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〇新川施設課長 35ページをお開き願います。あわせて説明資料14ページをごらんくださ

い。２款総務費、１項総務管理費、４目自動車管理費、本年度予算額2,194万7,000円、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。公用車

の管理台数につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。増額の主なものは、

燃料単価高騰及び他課からの所管がえによる11節需用費の燃料費110万円、車検整備台数が

22台から32台と増加することによる11節需用費の修繕料75万4,000円、12節役務費の手数料

64万5,000円、自動車損害共済及び賠償責任保険料30万4,000円、27節公課費の自動車重量

税45万3,000円の増、また住宅管理営繕専用車両の更新等に伴う18節備品購入費651万

6,000円の増でございます。 

 63ページをお開き願います。３款民生費、３項老人福祉費、４目町民バス管理費、本年

度予算額544万7,000円、町民バスの運行に関する経費でございます。増額の主なものは、

タイヤ購入等に係る11節需用費の消耗品費24万2,000円、エアコン等修理に係る修繕料14万

9,000円の増でございます。 

 76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、

本年度予算額１万9,000円、営農用水施設の土地借り上げ料と簡易給水施設設置補助にかか

わる内容でございます。 

 引き続き76ページをごらん願います。あわせて説明資料25ページをごらんください。９

目地籍調査費、本年度予算額5,160万9,000円、この科目につきましては地籍調査事業に係

る経費でございます。本年度は、継続事業地区で帯富の一部地区9.14平方キロメートルが

３年目となり、新規地区として時和及び帯富の一部地区9.51平方キロメートルを実施いた

します。増額の主なものは、新規地区説明用の地籍調査しおり増刷に係る11節需用費、印

刷製本費11万4,000円、調査事業測量委託業務に係る13節委託料249万4,000円、処理保管庫

購入に伴う18節備品購入費８万4,000円の増でございます。減額の主なものは、筆界基準杭

等、11節需用費の消耗品費39万1,000円の減でございます。 

 83ページをお開き願います。土木費につきましては、説明資料27ページ、28ページをご

らんください。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、本年度予算額2,532万

1,000円、人件費、事務費及び道路台帳修正業務等に係る内容でございます。増額の主なも

のは、浦幌町管内図印刷に係る11節需用費の印刷製本費54万円、道路台帳修正及び町道改

修調査設計に係る13節委託料150万円、町道用地買収に伴う17節公有財産購入費70万円の増

でございます。減額の主なものは、道路整備促進協会負担金の19節負担金、補助及び交付

金７万5,000円の減でございます。 

 84ページをごらん願います。２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、本年度予算額9,975万

4,000円、この科目につきましては維持係の人件費及び建設機械の年間維持管理費の内容で

ございます。増額の主なものは、燃料単価高騰による11節需用費の燃料費49万円、車検台

数が４台から10台に増加することによる修繕料115万円、12節役務費の手数料76万7,000円、

自動車損害共済及び賠償責任保険料13万3,000円、17節公課費の自動車重量税24万円の増、
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また本年度13トン級ロータリー除雪ドーザー購入に伴う18節備品購入費5,325万円を計上

するものでございます。減額の主なものは、タイヤ購入本数減に係る11節需用費の消耗品

費139万2,000円の減でございます。 

 ２目道路維持事業費、本年度予算額9,358万3,000円、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。増額の主なものは、労務単価改定に

係る７節賃金20万5,000円、吉野稲穂線舗装改修工事費の予算科目組み替え等による

4,200万円の増でございます。 

 86ページをお開き願います。３目道路建設補助事業費、本年度予算額２億8,135万

2,000円、この科目につきましては社会資本整備総合交付金事業により町道の改良舗装など

を実施する経費でございます。本年度から橋梁長寿命化修繕計画に基づき避難路を優先と

した橋梁補修詳細調査設計と橋梁補修を実施してまいります。増額の主なものは、橋梁補

修詳細調査測量設計に要する13節委託料2,150万円及び路面性状調査に係る600万円、町道

用地購入に係る17節公有財産購入費390万円、水道管等移設工事に係る19節負担金、補助及

び交付金1,710万円、水道管及び下水道マンホール等移設補償に係る22節補償、補填及び賠

償金2,355万円の増でございます。減額の主なものは、土木積算システム借り上げ料に係る

14節使用料及び賃借料64万7,000円、事業路線の改良等に係る15節工事請負費775万円の減

でございます。 

 また、第１回町議会臨時会において行政報告いたしました除雪車両の事故処理について、

除雪車の更新に向け事務処理を行っているところでありますが、補助事業による機械更新

が確定した段階で予算補正の計上をしてまいりたいと思っております。 

 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。 

 12番、野村議員。 

〇野村議員 それでは、私１点、道路橋梁費、土木車両管理費の中で備品購入の除雪ドー

ザー5,200万、これについてもう少し詳しくお伺いしたいのですけれども、とりあえず今施

設課が管理している車両全体は先ほども説明資料に詳しく出ていますけれども、このよう

な特殊車両、特別な町道管理のために必要な、特に除雪に対応する機械を設置してできる

車両というのは、全体で何両持っているのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 浦幌の除雪体制につきましてですが、町の所有車両についてご説明させていただきます。

町の所有車両につきましては、現在除雪専用車１台、除雪トラック２台、ショベルローダ

ー４台、小型ショベル１台、そして道路の凍結路面等を削るためにグレーダー１台、その

ほかに凍結散布車両１台、そして小型除雪車、これは歩道用ですね、それが１台で、合計

で11台の車両で除雪体制を行っております。 
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〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 それで、先ほども最後に報告があったように、臨時会の中で行政報告があっ

たように、実際町の車両において事故が発生したということで、後ほどまた結果が出たら

報告するということですけれども、その点についてお伺いしたいのです。というのは、施

設課が町道の管理を夏、冬通してやってもらっていますけれども、町民にはやはり冬場の

除雪が一番目につくわけです。夏場の道路維持管理やっているのも、それは沿線の人はよ

く見ていると思うのですけれども、特に冬場の除雪というのは本当に津々浦々町民がすぐ

対応していただきたいという希望を持ちながら、今年のように非常に大きな風が吹いて、

せっかく除雪したところがふぶいて、結局またもとのもくあみの状態になります。そうす

ると当てにするのは、やっぱり町道であれば町の除雪体制だと思うのです。 

 そこで、今お伺いしたのはなぜ聞いたかというと、車両が11台。そこで問題は、今これ

を運営管理するためのオペレーターというのですか、それは現在、今職員108名の中で施設

課の管理、特にまたこのような特殊車両の運行を担当する職員は何名でこの車両を動かし

ているのか、その点をまず先にお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 ただいまの人員体制というオペレーターの関係ですが、浦幌町の正職員

というか、浦幌町の職員は４名ございます。除雪車両が今11台と申し上げましたが、実際

除雪に対応する人的には８台でございます。そのうちの町の職員が４名、そして人的委託

と申しましょうか、他の会社から４名の人を派遣していただいて、町職員４名と、あと他

の会社４名ということで８名体制で人的には行っております。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 今の職員の中では今の車両、当然同時、リアルタイムに８台が一斉に動くと

いうことは普通では余りないと思うのですけれども、いろんな路線はいろんな町内業者に

委託してお任せている面もたくさんあると思うのですけれども、私がここで言いたいのは、

今回のあってはいけない事故があったように、町の車両を委託、人を採用、それは法人で

すね、相手は。そして、町の機械で除雪してもらう。これはもうやむを得ない、人の管理

の体制あるのですけれども。ただ、一番懸念するのは、やはり職員として１年中町道をい

ろんな意味で管理して回っていて、その延長した中で冬場の除雪になると、当然道路の状

況だとかいろんな状況は全部頭に入っていながら、危険箇所も当然わかると思うのです。

また、それを町の機械なりを借りて、借りてというか人を出して除雪する体制、当然これ

は企業として責任を持ってやらなければならないのですけれども、考えてみるとその時期

だけ除雪を引き受けると。そして車両も、何カ月しか乗らない車両ですから、実際にあっ

てもなかなかなれるというのは大変でしょうけれども、まして自分の会社の車でない、行

政の車両をもって扱うとなると、やはり相当な熟練者でも慎重な作業が必要と思うのです。 

 そこでお伺いしたいのは、いろんなノウハウまで、それは必要だと思うし、ハードも必
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要ですけれども、やっぱり一番大きな問題は、命令を出す、またお願いするセクションの

ところの人員体制がきちっとしていないと、これからますますいろんな労務管理の問題、

またいろんな定年の問題絡んでいくと、プロのオペレーターが次の後継という形である程

度継承性を図っていかないと、機械は持っています、そして委託すれば仕事はできますと

いうことで、今後果たしていいのだろうかと私は思うのですけれども、その４人の個人名

は要りませんし、リミットまで要りませんけれども、今言ったようにこれだけの車両を持

って、そして町民のための足を確保するために、その将来的な見通しという考え方は担当

としてどう思われますか、その辺だけ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。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 人的に今体制を組んでいて、それでやっていけるのかということだと思

います。私は、今の担当としてというご質問ですので、担当としてご説明させていただき

ます。 

 今野村議員言われたように、除雪は冬期間12月から３月まで４カ月しかしません。機械

に対しましても、それぞれ運転免許は持っていて、初めて乗る方ではなくて、いろいろほ

かの業務をやりながら、毎年除雪業務もやっております。ただ、年中通してそれをやられ

て熟練しているかというと、そうとも限りません。この契約は、町と業者との貸借契約で、

機械を貸し上げて、その会社のほうの人に運転してもらうということになっていまして、

人も会社のほうも毎年同じではなくて、変わる可能性もありますし、事実変わってもいま

す。そういった中で、町の職員がもともと維持係たくさんいましたので、その中で町の所

有の機械で全面的にやりました。ところが、今定員も削減になりましたし、行革もあって、

人的には退職に伴って、その分が全面採用というふうにはなってはございません。これは、

うちの課ばかりではなくて、ほかもそうだと思いますが、やはり一番大切なのは、日ごろ

から全部道路を把握した中身で浦幌全体の道路の状況、どこにどういう障害物があるか、

そういうのを全部把握していれば、今回町所有の機械を横転させてしまって申しわけない

と思っているのですが、そういうこともないかもしれません。ただ、その除雪の状況等も

ございまして、それについては運転の熟練度、それを指定してこの人にということも会社

に対してはできませんし、町の職員については日ごろから運転はしていますが、これも絶

対的とは言えません。ただ、十分に気をつけるように指導はしてまいってはいますが、実

際今年横転事故があったということで、それについては本当におわび申し上げたいなと思

いますが、望ましいのは職員が常に一年中道路状況を把握しているというのが望ましいと

は思っています。ただ、施設課ばかりそういうことは言えませんので、今ある町内の業者

さんにお願いして、何とか熟練した人を定期的に定着した形でやっていければいいかなと

いうふうに思っています。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 担当として、いろんな将来的な心配もよくわかりますし、今言ったように無
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駄な経費というか、無駄なものはなるべく持ちたくないというのは企業でありますし、行

政もそうだろうと思います。必要なときに必要なお金を払って、必要なサービスをフォロ

ーしてもらうというのは当たり前だと思うのですけれども、たまたま事例としてあったか

ら、これを捉えたわけでありませんので、今説明員、課長も言ったとおり、定数管理の問

題、これも含めてやっている人間も、それに携わる、特に一般職と別に比較する、対照す

るわけでないけれども、やっぱり特殊技能、ノウハウをきちっと把握した人がだんだんと

継承していかないと、免許持っているから、すぐぱっと来てできるかとなると、それでで

きるセクションの仕事もあるでしょうけれども、特にこのような全町にわたってくまなく

走って歩かなければならない、またいろんな道路状況、天気状況によって変わってくる仕

事というのは本当に臨機応変も必要だし、それ以上に経験、熟練も必要だと思うのです。

そういうことを考えていくと、これは最後に町長にお伺いしたいのだけれども、定数管理

の問題ありますけれども、そういう特殊技能というか特別業務を担当する人の継承性とい

うのは、将来的にだんだんと行政としても必要だと思うのですけれども、それの考え方と

いうのを最後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。 

 町長。 

〇水澤町長 野村議員のご質問にお答えしたいと思いますけれども、まさに冬期の除雪体

制というのは、この北海道にある浦幌町としては当然担わないとならない業務でありまし

て、それに対してどのように業務体制を行っていくのか、管理体制を行うのかというご質

問だろうというふうに思っています。車両管理というのは、冬期だけではなく、当然夏場

もあるわけですから、全体の管理をどうするかという問題にも当然かかわってくるものだ

ろうというふうに思っています。ただ、今ご質問のように、冬期についてはどうしても道

路状況が夏場と違うということから、プロ的な技能が必要だということで、それについて

職員で対応できないのかという趣旨だろうというふうに思います。まさに全てが職員で対

応できるということであれば、それはベストだろうなというふうに思っていますけれども、

残念ながら人員管理ということではなくて、効率的、効果的な意味でもなかなかそれを全

部職員で対応するというのはいかがなものかなというふうな思いはしています。特に冬期

のそういう運転技能を持っている人は、やはり今までも委託しているところは、運転技能

はプロの会社に委託しているわけでありまして、そういう面で特に冬期で、急に新しく冬

期間だけ運転するということでなくて、今までずっと何年間も委託をしていく中で当然浦

幌町の町を、冬の道路を熟知とまではいきませんけれども、知っている人に委託している

ということで私どもは委託をさせていただいているというふうに思っていまして、これは

北海道の中でどこの行政でも、浦幌町だけではなく、全ての町がと言っても過言ではない

ぐらい、そういう冬場の除雪体制については直営ではなく、委託業務で行っているという

のが実態だろうなというふうに思っています。 

 今言われているのは、その技能が継承できるのかどうかということでありますけれども、
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私どもとしては最低限車両管理は行うけれども、できるだけそういうプロにお願いをしな

がら委託をして、冬期の除雪体制を構築していく必要があるのかなと。また、これがそう

しなければ、私ども行政としては職員で全てを対応するというのは、逆に言えばいかがな

ものかなというふうに行政運営の中では思っているところでありまして、ただ本当に事故

のないように除雪を行うということは当然のことでありまして、今後とも車両の整備とと

もにそういう運転技能を高めるためにそれぞれ委託先にもお願いをして、これからも進め

てまいりたいなというふうに思っています。残念ながら、職員全てを体制をして除雪体制

を構築するということはなかなか難しいということだけはご理解をいただければありがた

いなと思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 私も全く同じ質問をしようと思って、先ほど手を挙げました。 

 さきの臨時会で行政報告あったように、ショベルが転落事故したということで、この点

についてはリースで借りているという報告でありますし、先ほど課長のほうから説明あり

ましたように、今後補助対象ですか、その対応を見ながら更新も含めて検討するというこ

とでありますから、それはそれで事故は起こります。よくないのですけれども、これは仕

方ないことです。ですから、その対応についてはとやかく言いませんが、まず１点は委託

業務で乗っていたオペレーターの方が大型特殊の運転免許だけでなく、きちっと作業免許

というものを持っていたのかどうか。ショベルの作業について、その資格まで必要なのか。

大半、ご承知のように今土木、開発、国道、道道の除雪については、冬の間、農家の方々

が大量に出ています。この辺ありませんけれども、飛行場も請け負った会社が農家のそう

いう人たちを雇用して除雪していると、これが実態だということはご存じだと思います。

ですから、そういう人たちもみんな作業免許まで取って仕事しているというのが実情です

が、まずこの点の確認を１つしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 除雪する人間ですが、これは当然賃貸契約するとき、当初その会社のほ

うから免許証を提出いただいた上で、大型特殊免許とか作業免許も当然取得している人間

を採用しています。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 わかりました。 

 次に、職員の問題なのです。先ほどの同僚議員と同じ質問になりますが、ただ私はこの

まま、先ほど報告あった町のオペレーター、運転手として働いている方が４名だというこ

とでありますね。ずっとこのまま年齢がいくと、一人もいなくなるのかなと心配になりま

すよね。先ほど申し上げた道道、国道の除雪にしても、農家の人、20代、30代、40代、50代

ぐらいの人までみんな仕事行っていますけれども、これまた順次若い人たちが入ってきて、

技術の伝達というか、そういうこともしながらずっと続いていると思うのです、長い間。
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しかし、役場は、町は職員退職したらもう指導する人も面倒見る人もいなくなるではない

ですか。土木や開発は、雪のポール立ての確認やら立て直しやらそういうことまで現地の

状況を把握するために仕事に出るのです。ところが、委託業務と、先ほど説明でありまし

たけれども、毎年同じ人でないかもしれないということでしょう。同じ人が乗っている路

線もあるかもしれない。そういう中では、町の職員が本当にいなくなってしまったら、控

えの管理も、はっきり言えば特殊車両については素人の職員さんが管理するのかな、そう

いうことになっていきますよね。そういうことを含めて、私も技術の伝達やら車両管理の

問題含めて、先ほど町長答弁ありましたけれども、非常に同僚議員と同じような心配をし

ているのです。今後人員管理というか職員数の管理の問題もありますから十分わかります

けれども、例えば産業課で山林の管理の問題でいろいろ質疑して、やはり町にも専門の職

員必要だということの中で採用していただいたという経緯もございます。そういうことを

含めて、全部町の職員で運営すれとは言いませんけれども、そういうある程度管理できる

範囲の最低限の人というのは、職員なり、立場は多少違っても直轄的に指導したりする人

が必要だと私は思うのですが、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 先ほど答弁させてもらいました。まさに車両管理の問題、これについては当

然だろうというふうに私も認識しています。技術職が全てなくするという話では決してな

く、オペレーターが全て張りついてやるということではなくて、あくまでも管理上の問題

については管理体制は絶対必要でありますから、当然そういう面での専門職、技術職の確

保というのは当然これからもやっていかなければならないだろうというふうに思っていま

すし、その判断の中でこれからも職員構成は図っていきたいというふうに思っているとこ

ろであります。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほど同僚議員からもありましたので、今の質問については以上で終わらせ

ていただきます。 

 次に、予算書86ページですけれども、道路建設補助事業費の路面性状調査委託料600万、

これについて説明書に51キロという表示があります。これについて、内容をもう少し、今

後の対応もあるのだと思います、まず調査して何するかということですから。内容をもう

少し知らせてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課土木係長。 

〇鳴海施設課土木係長 今の路面性状調査の関係で説明いたします。 

 26年度につきましては、町道の幹線道路を対象としまして、ひび割れ、わだち掘れ等の

状況把握をするための路面の調査を行います。それで、その後26年度、27年度と点検をし

まして、また修繕計画を策定後、交付金事業にて修繕工事を順次進めていく予定となって
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おります。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 まちづくり計画の次の計画のための調査という意味合いもあると思います。 

 それで、なかなか難しいのでしょうけれども、主たる町道になっていない路線も非常に

傷んでいる部分もございます。十分その辺正規の補助をもらってやれない、単独でやらな

ければならない規模の道路においても、これ含めてきちっと調査して対応していただきた

いなと。状況を調べていただければ、あるいは地域からの要望も出て把握されているとこ

ろもあると思うのですが、十分精査してください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 町道管理につきましては、旧町道認定道路ではございますが、除雪も含

めて人家のあるところ、また共同作業施設ですか、そういったところも公共的な意味合い

でそういうのは今でもいろいろパトロールさせていただいて、損傷の悪いところは地域の

要望もございますので、対応していますが、今後とも、また春先になると一回りずっと回

って、そういう傷んだところにつきましては、個人の道路という意味合いでなくて、あく

までも公共性のあるもの、そういうところにつきましては維持管理はできる範囲ではやっ

ていきたいなと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 35ページの自動車管理費の中の説明資料14ページのことで、スクールバス２

台、ここにまだ入っております。町長の町政執行方針の中でスクールバス業務における従

前の町長部局から教育委員会への移管を始めるということが明記されております。これは、

学校は新年度からまたスクールバス、今も動いているでしょうけれども、これどのような

形というか、委員会のほうに。この保管のことは、従前どおり施設課のほうでやるという

ことですか、ちょっとそこのところお伺いしておきたい。 

〇田村議長 福原議員、今スクールバスの関係で質問ですね。 

〇福原議員 はい。 

〇田村議長 まだそこまで行っておりませんので、まだそこまで進んでおりませんので、

この次にしていただきたいのですけれども、よろしいですか。 

〇福原議員 教育委員会のところですればよろしいですか。 

〇田村議長 いや、違うのだけれども…… 

（「まだ説明していない」の声あり） 

〇田村議長 まだ何もしていないのです。 

〇福原議員 自動車管理費の中にスクールバス２台というふうに書いてあるので、14ペー

ジの。 

（「スクールバス管理費で」の声あり） 

〇田村議長 次、教育費の中の中学校のスクールバス管理費の中へ入ってくるのですって。 
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〇福原議員 わかりました。 

〇田村議長 申しわけありません。 

 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 １時５９分  休憩 

午後 ２時１３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 87ページをごらんください。あわせて説明資料28ページをごらん願いま

す。３項河川費、１目河川管理費、本年度予算額1,411万7,000円、この科目につきまして

は町が管理している215の河川の維持管理及び道河川の樋門管理委託業務、国所管の救急排

水施設管理委託業務に係る費用でございます。増額の主なものは、樋門管理に対する労務

単価等の増による11節需用費の消耗品費18万7,000円、13節委託料の管理委託料26万

3,000円の増、また河道整備等に係る14節使用料及び賃借料200万円の増でございます。減

額の主なものは、事業割負担金に係る19節負担金、補助及び交付金の治水砂防促進同盟負

担金18万2,000円の減でございます。 

 ４項都市計画費、１目都市計画総務費、本年度予算額11万4,000円、都市計画に係る経費

でございます。特に説明する事項はございません。 

 ２目公共下水道費、本年度予算額２億3,168万6,000円、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、本年度予算額1,023万3,000円、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遊歩道、道の駅駐

車場周辺など町有地の草刈りに係る経費でございます。増額の主なものは、芝刈り機修繕

などに係る11節需用費の修繕料28万円、森林公園遊歩道等管理に係る13節委託料25万

8,000円の増でございます。 

 引き続き88ページをごらん願います。住宅費につきましては、説明資料29ページをごら
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んください。５項住宅費、１目住宅管理費、本年度予算額5,517万1,000円、この科目につ

きましては町営住宅501戸、雑種家屋56戸、町有住宅10戸の維持管理及び町営住宅運営委員

会に係る報酬、職員の人件費でございます。増額の主なものは、換気設備保守点検件数増

などに係る13節委託料20万8,000円の増でございます。減額の主なものは、公営住宅前通路

改修に係る15節工事請負費35万円、修繕用の材料代に係る16節原材料費20万円の減額でご

ざいます。 

 ２目公営住宅建築費、本年度予算額２億99万5,000円、この科目につきましては24年度か

ら整備している南町団地買い取り事業及び既設公営住宅水洗化に係る経費でございます。

増額の主なものは、南町団地買い取り事業に伴う団地内道路整備工事などに係る15節工事

請負費5,880万円、南町団地公営住宅買い取りに係る17節公有財産購入費1,227万6,000円、

南町団地内の給水工事に係る19節負担金、補助及び交付金350万円の増、また建てかえに伴

う移転補償費に係る22節補償、補填及び賠償金16万円の増でございます。減額の主なもの

は、公営住宅水洗化改修工事設計に伴う13節委託料の90万円の減でございます。 

 100ページをお開き願います。あわせて説明資料31ページをごらんください。10款教育費、

３項中学校費、４目スクールバス管理費、本年度予算額5,325万2,000円、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。増額の主なもの

は、労務単価増に伴うスクールバス運転業務の嘱託員に係る１節報酬40万円、タイヤ購入

等に係る11節需用費の消耗品費58万9,000円、軽油単価等高騰に係る燃料費15万6,000円、

スクールバス運転業務の新規２カ年契約に伴う13節委託料323万7,000円でございます。ま

た、スクールバス運行管理業務につきましては、平成26年度から事務事業の見直しによる

所管がえで施設課から教育委員会に移管となります。 

 111ページをお開き願います。あわせて説明資料33ページをごらんください。11款災害復

旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害応急費、本年度予算額21万

5,000円、災害が発生したときの応急費でございます。 

 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。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ただいま説明を受けましたスクールバスの件、先ほどは失礼いたしました。 

 まず、スクールバスの業務における一部事務事業を教育委員会に移行するということで

お話がありました。これ何か問題があってこういう状態になった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。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 ただいまの町政執行方針でも載せさせていただきましたけれども、スク

ールバス業務を教育委員会に移管するということでございますが、これにつきましては庁

舎内で組織する行政事務改善委員会というのがございまして、これは１年かけて協議いた
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します。その中身でいろいろな町行政全体に対する事務事業の住民サービスに対するもの

だとか、そういったものを協議する中身でやってございました。 

 それで、移行する理由なのですが、現在の体制は職員定数の減ですとか、あと財政難の

関係、あと行革とか大課制によって、そういった要因で運転技術職業務につきましては施

設課で集中管理をしてございます。従前は、そういったことがありましたので、そういう

内容が必要とされてきました。しかし、今９路線中、直営の２路線を除いて７路線につき

ましては民間委託業務ということで、集中管理の意味合いは薄れたということと、それと

町民の方ですとか、あと父兄の方、生徒、学校もそうなのですけれども、学校にかかわる

スクールバス業務については教育委員会が所管しているというふうに思っておりまして、

バスの運行の問い合わせですとか、あと教育委員会に電話などがたびたび行っています。

その中で、それに関しては施設課ですよと。どちらに電話していいかわからないという町

民の方の声がしばしば聞こえてきて、結局町民の方を迷わせるようなことになっています。

それと、事故などの場合、これにつきましては連絡体制としまして、車両運行しているの

は施設課ですから、第一報はその運転手から施設課のほうに連絡来ます。そこで状況、事

情を把握しまして、教育委員会へ連絡します。それで、そのためにまず学校とか保護者に

対する連絡はその後になります。運転手、施設課状況把握、そして教育委員会と、双方協

議いたしまして、それから教育委員会から学校、そして保護者という形で連絡体系がかな

りかかっております。その結果、時間がかかって、いろんなそういう状況に対応するのに

おくれが生じるということになっている場合もあります。 

 また、冬期間なのですけれども、この前の降雪とか、そういうときなのですけれども、

施設課の我々職員は除雪業務のために除雪の指示ですとか、あと進捗状況、また車両の稼

働状況、それとか町民の皆様の苦情ですね、そういった処理に追われています。同時進行

でスクールバスの運行も早朝から行いますので、その対応と重複して大変ふくそうしてい

ます。一遍にこの前の吹雪とかなった場合には、対応に私たちのほうも大変苦慮していま

して、片方の電話で除雪をしながら、片方の電話でスクールバスの連絡というようなこと

をしていますので、いろいろ支障を来していますので、明確に分ける必要があるというふ

うに考えています。 

 それと、最後ですけれども、学校行事の急な変更など、そういった場合、学校から教育

委員会にまず連絡来ます。そして、施設課というふうに来るのですが、把握に時間をそこ

でも要します。１課通すことで連絡が遅延したり、錯誤も起こり得るというような状況で、

そういう総体的なことを判断いたしまして、本来町の職員がやっていたときにはスクール

バスは学校教育の一環ということで教育委員会が管理していましたので、これについては

教育委員会に移管させていただくということになりました。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 私のところにもスクールバスの件について町民からいろんなことが、文書も

回ってきたことがあります。それを持って委員会に行ったのですけれども、やはり内容的
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なものは教育委員会に該当しない部分もあって、話が全然進展していかなかったのが現実

です。今の課長の説明によりますと、学校で何かあった場合も委員会に即行ってというこ

とで、連絡の状態がスムーズに流れるように今聞きました。いろいろと子どもを含むこと

で今現在もスクールバス動いています。本当に災害や何かあったときも非常に連絡網が徹

底していないと、どこにどうやって連絡して子どもの確認をしたらいいのかということも、

父兄も本当に心配しておられました。ただいまの答弁をお聞きしていると、今回で、今年

度中ということですね、改善されるということで非常に期待しておりますので、住民の皆

さんの声をたくさん拾っていただいて、検討、改善、サービスの向上に努めていただきた

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。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 特に事故関係、これがあった場合には早急に本当に対応しなければなら

ない面が出てきましたので、もちろん父兄の皆さんが一番ご心配だと思いますので、そう

いったこともなくなる形で４月１日から移管になりますので、施設課のほうといたしまし

ても運転業務は、だからといって教育委員会に全部任すというわけではなくて、人のやり

とり、足りないときは今までどおりお互い助け合ってやっていきたいと思いますし、その

辺では連絡関係もとりながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 

〇田村議長 教育委員会のほうは何かありますか。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいま施設課長のほうからこれまでの経過等を説明させていただきま

したけれども、これまでも施設課とは連携をとりながら児童生徒の安全な輸送ということ

で努めてまいりましたけれども、４月からは教育委員会の所管ということですので、きち

んとした事務の引き継ぎ、仕事の引き継ぎを行いまして万全を期したいというふうに考え

ていますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 関連することなのですが、同じ路線で小学校と中学校の路線バスが走ってい

るように聞きました。30分違いで出発するというか、そういうような状態でなかったかな

と、以前に調査したときにそのように把握しておりました。その辺は何とか改善になるよ

うな方法はとれるかとれないか。これから審議なさっていろいろと問題点が上がってくる

のだと思いますが、何か無駄のないようなスクールバスの運行方法を考えていただきたい

というふうに思っています。 

〇田村議長 答弁願います。 

 課長補佐。 

〇小川施設課長補佐 ただいまのスクールバスの運行経路の改善についてのご質問だった

と思いますが、毎年度登校されるお子さんがかわるごとに運行担当といいますか、運転手

のほうでどのようなルートが一番好ましいか、そういう調査を毎年行っております。当然
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幹線的な道路によっては、複数のバスがどうしてもその道路を通るという場面もございま

すけれども、一応方面別に運行経路については安全で無駄のないルートを選定して運行し

ている……運行ルートを検討して考えているということをご理解いただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 関連の質問です。 

 事務事業の見直しということで、先ほどから課長からも説明ありました。行財政改革と

いうことで一括して施設課で車両管理するという体制については、そのときはそのときで

最良の方法をとってきたと思います。しかし、ここのところ私も毎年のようにスクールバ

ス運行について質疑をさせていただいていますけれども、やはり非常に思いでないところ

もあるのだなということはずっと思っておりましたから、この体制について私は大いに結

構なことだと思っています。先ほども報告ありましたように、非常に保護者の方は教育委

員会に常に電話行くというのが常なようですから、こういう体制をとっていただくという

ことに対しては保護者の方も評価するのでないかと思います。ただ、除雪の関係につきま

しては、非常に朝４時ごろからやっておられるのでしょうか、私らも４時半ぐらいに出る

ともう除雪車走っていますから、非常に一生懸命やってくれていると思います。そういう

中で、今課長補佐のほうからも説明ありましたように、毎年乗る子どもかわりますね。か

わりますから、スクールバスの路線変更は当然なのですが、それに合わせて除雪体制もあ

る程度打ち合わせをして優先的にといいますか、優先は生活路線あるいは牛乳集荷の路線、

いろいろ優先順位あると思うのです。ですから、どのようにされているかわかりませんけ

れども、私らもバスがとまったよというたびに近隣から電話が来ます。極端な人は、スク

ールバスの前、除雪車ついて走れと言われるのです。でも、それはちょっと無理だよなと

いうふうに説明はしていますけれども、それぐらいやっぱり言われているのです。今言い

ましたように、ぜひ子どもたちが乗る、毎年かわると思いますので、その辺の打ち合わせ

を今度は教育委員会と施設課でやって、せっかく早くから除雪しているのに、たった１カ

所行けなかったから乗っていけなかったよとかということが来ています。この辺について、

十分配慮いただきたいと思っています。 

 車両の関係ですので、ちょっと確認したいのですが、まず先ほど車両のことについては、

この説明書にも書いてありますし、わかりましたけれども、町のスクールバスに町の職員

は何名乗って運転しているのでしょうか。９路線のうち７路線が委託と言っていますね。

あと２台、町のバスあるのですが、町の職員２台に多分乗っていないですよね。どうなの

でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今直営のバス２台でございます。それで、１台につきましては、直別厚
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内線、これにつきましては町の正規の職員が運転してございます。もう一路線、十勝太線

なのですが、これにつきましては予算の中の嘱託員の補充ということで組まさせていただ

いて、この中身で２人の嘱託運転手を雇用いたしまして、基本隔週で、何かあったら困り

ますので、隔週で運転ということで、体制といたしましては２路線を嘱託員含めて３名と

いうことで行っております。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 毎年のように、これは気象条件によってどうしても運行できない、今年は吹

雪であったとか、その前は吹きだまりに突っ込んでしまったとか、浦幌の町はべちゃべち

ゃ状況だけれども、下浦幌行ったらブラックアイスバーンになってしまって帰ったとか、

いろいろあると思います。傾斜の道路は生徒乗せれないので中止しますということで。こ

ういう受ける自体はしようがないのですが、町の専門の職員の方はまず心配ないと思うの

ですが、嘱託の方含めて路線の把握を十分していただくように、その辺の指導も、嘱託の

方は町で指導するのでしょうけれども、派遣か何かでしている、あるいはバス貸して乗っ

てもらっているという状況も出てくるのかと思うのですが、そういうことに関しても、先

ほどの除雪車の問題もありますように、きちっとやっぱり事前の指導、路線の把握、これ

をしてもらわないと危険な状況はあると思うのです、田舎の道路走りますから。十分その

辺も注意を払っていただきたい。 

 それとあと、教育委員会、学校の対応についてはそちらのほうで、教育委員会の予算説

明の中でやらせてもらいますので、今これまでにします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今ご指摘いただいたとおり、毎年、年に１回か２回、気象条件によって

上のほう、浦幌町内はよくても、どうしても下のほう吹雪で時間おくれ、今回は運行停止

ということをしました。私たちも除雪に関して、緊急路線そうですし、幹線もそうですし、

スクールバス路線、これは最優先にやっています。ただ、どうしても除雪した後30分もし

ないで、この前みたいなときにはもう埋まってしまうと、そういう状況生まれまして、た

だバスの運行に関してはぎりぎりまで状況を把握した上で運行したいと思っています。動

かしたいと思っています。ただ、安全確保ができないということになれば、その場合やむ

なく中止。もし乗せていたとしても、浦幌町の学校まで来る覚悟ができないという場合に

はおろさせていただいて、帰りの運行もできませんので、そういった措置はとらさせてい

ただいています。ただ、本当にぎりぎりまで判断した中身で運行に関しては、動かすとい

うことが本旨でありますので、その辺もきょう教育委員会のほうに行きましたら、当然除

雪担当として連絡をとりながらやっていきたいと思っています。 

 それと、道路の状況把握はもちろんなのですが、あと運転手の指導についても、これに

つきましてもうちもそれ以外の町の職員もいますので、経路についてはもちろん熟知した

人間が指導しながら、生徒の安全確保のために指導しながら運行していきたいと思ってい
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ます。よろしくお願いします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 90ページになりますが、土木費、住宅費の中の22節の補償、補填及び賠償金

120万、これについてもう少し詳しく説明をお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長補佐。 

〇早瀬施設課長補佐 今回の120万の内訳なのですけれども、８件分の１件15万円の移転補

償ということで計上させていただいております。 

〇田村議長 施設課長。 

〇新川施設課長 答えが短いから補足させていただきます。 

 この移転費につきましては、今建てかえ、南町団地をしておりますが、移転の対象にな

っている地区は北栄地区と東山地区でございます。この方たちについて、新しい住宅に引

っ越すという方たちに対して、またそれ以外のところに行く、要はそこを建て壊すので、

立ち退きになる人、そういう方に対して１件当たり15万円で、今年については８件の予算

を組まさせていただいています。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 新しくできた団地というのでしょうか、住宅に引っ越しするための補助的な

ものということで捉えていいかと思います。例えば今入っている東山、北栄地区の方は本

当に高齢な方が多いのです。でも、自分で生活していける人です。どうしても引っ越しセ

ンターみたいなところに頼まないと、本当にそこに30年以上も住んでいますから、本を初

めいろんなものがたくさんあります。処分はしていっているけれども、本当に大変だとい

うことを聞いております。その移転の費用の中に廃棄物も出てくるのです、結局は。そう

いったものも含めて構わない……15万そっくり個人に行くのかどうか確認しておきたいと

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 今のこの移転費につきましては、もちろん引っ越し費用そうですし、移

ったことによって何か物を使うとか電話代とかいろんなもの、仮設でもですね、そういっ

たものを全部ひっくるめて、それもついた請求に対して支払いをするということではなく

て、補償費として15万円はお出しするので、あと引っ越した方は何に使用されても構いま

せんので、廃棄物でも何でも、それは大丈夫です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 住宅を出るということについての15万円ということで、町のほうに申請すれ

ばいいということでよろしいですね。電話の移転のこともありますし、それから今度ＩＨ

という電気の台所用品、そういったものも購入しなければならない、頭痛いわというよう

な話も聞きました。そういったものも含めると多分15万では足りないのではないかなとい
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うふうに思うのです。そこら辺もやっぱり個人で、引っ越しすることによって今までの生

活とは別に費用がかかるのです。15万では私は足りないのではないかなというふうに思っ

ているのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 課長補佐。 

〇早瀬施設課長補佐 今回の15万円という中には、引っ越し代にかかわらず、先ほど言わ

れたような処分代も入っているのですけれども、今住んでいる住宅はストーブとかボイラ

ーとか何かついていると思うのですけれども、新しい住宅につきましてはもうＦＦストー

ブも設置しておりますし、電気温水器もあってお湯も出ると。あと電気のクッキングヒー

ターですね、ＩＨのクッキングヒーターもついておりますので、かかる設備については余

りないというような形になっているのです。それであと、かかってくるのが先ほど言われ

たようなＩＨのこんろになるものですから、それにかかわる鍋とかやかん等についてがか

かってくるかなと思いますので、あくまでも引っ越し費用というような形で考えていただ

きたいと思いますので、引っ越しにつきましては協力していただいて、安く住んでいただ

ければ、あと新築の部分についてはカーテンとかじゅうたんとか、そのような形でなるべ

く経費削減した中であれば十分やっていけるのでないかと思っております。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 住宅についているいろんなものももちろん個人で用意しなければならない

し、また日用生活用品も新たにしなくてはならないということで、本当は動きたくないの

だけれどもという感じなのですけれども、でもやむを得ず動くのです。それで、ＩＨにな

るということで、すごく恐怖心というのか、未知なものに対するそういった気持ちも持っ

ているのです。聞いていると、何かかわいそうになと思うのですけれども、ですから何か

かかっただけの経費を見てあげられないのかなとふと思うのですけれども、そして今度家

賃も多分変わってくると思うのです。何か３年ぐらいですか、補償というか何かあるよう

なことは聞いたのですが。今住んでいるところは庭もあるのですけれども、今度行くとこ

ろはちょっとした花も植えられないと。非常に環境的に不安に思っているところもあるの

です。新しく建てる住宅のところに、何か花やちょっとしたお野菜なんか植えれるような

環境というのでしょうか、そういったものも町のほうで必要ではないかなというふうに思

うのですが、管理とか、古いところを見ていますと木植えたりなんかして大変出ていった

後の管理なんかも町のほうで大変な思いしているのでないかなというふうに思いますが、

何かもうちょっと心のあるような引っ越しというか、新しいところの移転に夢、希望を与

えるようなものができないかなというふうに思っているのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長補佐。 

〇早瀬施設課長補佐 ＩＨのこんろにつきましては、ガスのこんろを使っているよりも、

高齢者の方であればＩＨのほうが火が出ないものですから、安全性を考慮すると高齢者に
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はとても優しいというような形で、うちのほうも平成４年からＩＨのこんろを採用させて

いただいておりますので、それについては入居者の方の安全性を考慮した中で進めている

ということであります。 

 あと家賃につきましては、北栄、東山の住宅古いですから家賃も安いのですけれども、

南町またはほかの団地の住宅に引っ越す場合、家賃の差額が発生する場合につきましては

５年間の傾斜を持って家賃の軽減措置を図って、５年後にすりつくというような形でとっ

ております。 

 また、住宅の新築の部分についての庭等の環境整備の配慮ができないかということなの

ですけれども、どうしても集合住宅になってしまいますので、１階、２階が別々のタイプ

になってしまうので、自分の目の前のベランダのところで人が管理して、また十分な管理

ができないというようなことも発生されることも考えられますので、なかなかその部分に

ついては難しいかなと思いますので、今でもいらっしゃるのですけれども、どうしても庭

等が欲しいという方については平家の公営住宅等、そちらのほうで対応していただくとい

うような形で考えております。 

〇田村議長 施設課長。 

〇新川施設課長 今うちの早瀬のほうから申しましたが、そういうことで、あともう一点、

限度額15万円のことなのですが、本当に自分がなれ親しんで何年もいると、周りにも当然

知らない方もいますし、高齢者など特に引っ越しというのは大変だと思います。わかりま

す。説明会のときも、その辺お話もいろいろさせていただきました。ただ、住宅自体耐久

性がないということで、これは壊さないと、逆に言ったら、それこそ地震とかあった場合

に大変ですので、その辺についてはご理解願うしかないなと思っております。額につきま

しては、町内の引っ越しということで、なるべくお金かからないような形でやっていただ

きたいのですが、町外に行くわけでないので、引っ越し代というのはある程度こちらで計

算しましたけれども、大丈夫ではないかな。ただ、引っ越すに当たって必要なものも当然

出てきますし、そういったものについてはもしかしたらご負担願うかもしれません。ただ、

人によっては引っ越すのにかける費用というのはそれぞれだと思うのです。それは、個人

ごとにその費用を算出して実費弁償ということはできませんので、これにつきましてはお

互い公平な中身の中で限度額15万円というふうにさせていただきたいと思います。ご理解

願います。 

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 

 



- 51 - 
 

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。 

〇横田上浦幌支所長 予算書38ページから39ページと、あわせて予算説明資料15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、本年度予算額1,874万3,000円、

この目につきましては上浦幌支所の業務に係る経費であります。増額の主なものは、職員

人件費で79万3,000円、７節賃金で12万3,000円の増額の内容であります。13節委託料、14節

使用料及び賃借料につきましては、予算説明資料15ページに記載のとおりであります。 

 次に、予算書73ページから74ページと、あわせて予算説明資料24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、本年度予算額668万

5,000円、この目につきましては浦幌町農業団地センターの維持管理に係る経費でありま

す。管理費のうち７割につきましては、浦幌町農業協同組合に負担していただいておりま

す。増額の主なものは、11節需用費の燃料費は単価高騰により18万3,000円の増、光熱水費

は電気料の値上がりにより16万3,000円の増、修繕料５万円の減、あわせて事業費総体で

29万6,000円の増額の内容であります。13節委託料につきましては、予算説明資料24ページ

に記載のとおりであります。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑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。 

〇吉田農業委員会事務局長 一般会計予算書の70ページをごらん願います。６款農林水産

業費、１項農業費、１目農業委員会費、本年度の予算額3,537万7,000円、この目は農業委

員会の運営及び活動等に関する経費並びに農業者年金加入促進に関する経費を計上してご

ざいます。比較増減の主な内容でございますが、人件費関連予算の２節給料、３節職員手

当等、４節共済費で489万6,000円の増でございます。また、９節旅費の19万5,000円の増で

ございます。研修旅費につきましては、本年７月に現農業委員会委員の任期満了に伴いま

して第22回農業委員統一選挙が実施される予定となってございますが、改選時ごとに農業

委員会の業務等についての実務研修を実施しているものでございます。13節委託料につき

ましては、一般会計予算説明資料23ページに記載のとおりでございます。その他の予算に

つきましては、特に説明を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、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 
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午後 ２時５４分  休憩 

午後 ２時５６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11目成人式費から10款３項３目特別支援教育振興費までの説明を求めま

す。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 一般会計予算書の40ページをごらん願います。２款総務費、１項総務管

理費、11目成人式費、本年度予算額27万円、この目につきましては平成27年浦幌町成人式

に要する経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

 続いて、ページが飛びます。91ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料の

30ページをごらん願います。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、本年度予

算額259万3,000円、この目につきましては教育委員４名の報酬、費用弁償、交際費などの

教育委員会の運営に要する経費でございます。１節報酬については、説明資料に記載のと

おりでございます。 

 92ページをごらん願います。２目事務局費、本年度予算額5,996万7,000円、この目につ

きましては教育委員会事務局の運営や職員人件費及び小中一貫コミュニティスクール調査

に要する経費でございます。減額の主なものは、職員の人件費で169万2,000円の減、７節

賃金で平成25年度は厚内小学校に町費負担教員を配置していましたが、平成26年度は配置

しませんので、369万5,000円の減額でございます。19節負担金、補助及び交付金について

は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 93ページをごらん願います。２項小学校費、１目学校管理費、本年度予算額8,186万

3,000円、この目につきましては小学校３校、児童数207名、教職員数27名に係る学校経営、

施設維持に要する経費でございます。増額の主なものは、職員の人件費で14万6,000円の増、

11節需用費のうち消耗品費で学校図書館における新聞配備経費24万円の増、燃料費で147万

6,000円の増、光熱水費で28万5,000円の増、これらを合わせて200万1,000円の増でござい

ます。12節役務費は、手数料で37万5,000円の増、13節委託料は管理業務委託料で88万

8,000円の増、厚内小学校教員住宅水洗化工事に係る実施設計委託料で100万円の増、これ

らを合わせて188万8,000円の増、14節使用料及び賃借料は印刷機借り上げ料で67万3,000円

の増、15節工事請負費で820万円の増、18節備品購入費で122万2,000円の増額という内容で

ございます。減額の主なものは、11節需用費のうち修繕料で120万円の減、13節委託料は保

守業務委託料で33万6,000円の減、学校施設非構造部材耐震点検委託料が50万円の減、これ

らを合わせて83万6,000円の減額という内容でございます。13節委託料、14節使用料及び賃

借料、15節工事請負費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 94ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料の30ページから31ページをごら
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ん願います。２目教育振興費、本年度予算額1,008万8,000円、この目につきましては小学

校３校の教育振興のための事務委託や関係団体への事業支援に要する経費でございます。

増額の主なものは、１節報酬は防災アドバイザーを活用するための防災教育講師謝金２万

5,000円の増、20節扶助費は要・準要保護児童学用品等扶助費で対象児童数の増加で69万

5,000円の増額という内容でございます。１節報酬、13節委託料、19節負担金、補助及び交

付金、20節扶助費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 95ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料の31ページをごらん願います。

３目特別支援教育振興費、本年度予算額288万7,000円、この目につきましては特別支援教

育推進のための事業費と特別支援学級を浦幌小学校に３学級開設し、その運営に要する経

費でございます。学級の内訳は、知的障がい１学級、言語障がい１学級、情緒障がい１学

級でございます。１節報酬については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 96ページをごらん願います。４目簡易水泳プール管理費、本年度予算額75万6,000円、こ

の目につきましては厚内小学校、上浦幌中央小学校の２校に設置しております学校プール

の維持管理に要する経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

 ５目学校保健費、本年度予算額281万円、この目につきましては小中学校の児童生徒及び

教職員の健康診断等に要する経費でございます。減額の主なものは、18節備品購入費で10万

円の減額という内容でございます。13節委託料、20節扶助費については、説明資料に記載

のとおりでございます。 

 97ページをごらん願います。３項中学校費、１目学校管理費、本年度予算額5,470万

5,000円、この目につきましては中学校２校、生徒数125名、教職員数29名に係る学校経営、

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

校図書館における新聞配備経費15万3,000円の増、燃料費で64万4,000円の増、光熱水費で

29万円の増、これらを合わせて108万7,000円の増、12節役務費は手数料で41万2,000円の増、

13節委託料は管理業務委託料で78万円の増、14節使用料及び賃借料は印刷機械借り上げ料

で44万9,000円の増、教育用コンピューター借り上げ料で137万1,000円の増、これらを合わ

せまして182万円の増額という内容でございます。減額の主なものは、11節需用費のうち消

耗品費で30万5,000円の減、13節委託料は保守業務委託料で106万6,000円の減、15節工事請

負費で795万円の減額という内容でございます。１節報酬、13節委託料、14節使用料及び賃

借料については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 98ページをごらん願います。２目教育振興費、本年度予算額1,013万9,000円、この目に

つきましては中学校２校の教育振興のための事務委託や関係団体等への事務支援に要する

経費及び外国語指導助手の配置に要する経費でございます。増額の主なものは、20節扶助

費は要・準要保護児童学用品等扶助費で対象生徒数の増加で104万3,000円の増額という内

容でございます。１節報酬、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費については、説明

資料に記載のとおりでございます。 

 ３目特別支援教育振興費、本年度予算額136万3,000円、この目につきましては特別支援
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教育推進のための事業費と特別支援学級を浦幌中学校に４学級開設し、その運営に要する

経費でございます。学級の内訳は、知的障がい１学級、病弱障がい１学級、言語障がい１

学級、情緒障がい１学級でございます。１節報酬については、説明資料に記載のとおりで

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。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 スクールバスの運営費に関連して、中学校費でも小学校費でもいいのですが、

とりあえず100ページ、先ほど施設のほうで終わっていますけれども、スクールバスそのも

のではなくて、教育委員会のこれらの対応について少し伺いたいと思います。端的に伺い

ますけれども、スクールバス登校時、大抵登校時に運行停止という連絡が連絡網で入ると

思うのです。その後、教育委員会としては連れてこないでくれと言っているのか、出れる

人は連れてきてくださいと言っているのか、どんな対応をしているのでしょう。各保護者

が大丈夫だという状況で出れるようになったらどうするかという対応、教育委員会はどう

していますか。 

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します。 

 基本的には、スクールバスは路線の状況等によりまして運行ができないことがあります

けれども、その場合は各家庭に連絡網を通してスクールバスが運行できないというご連絡

をいたしますけれども、距離によっては近いところとかありますので、場合によってはご

父兄のご判断で学校まで送れるというときは、保護者のご判断で学校まで送ってきていた

だくということを含めながらの運行停止ということでご連絡申し上げているところでござ

います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 そのときは、登校時にもし事故があったとか、そういう場合には、今どうい

う対応になっているかわかりませんけれども、安全会か、あるいはスクールバスの運行管

理に関する保険とか、どういう対応があるのか、何らかの対応はあるのですね。親、保護

者が送っていった場合の。送っていっても、帰りもそうですけれども、もし事故があった

場合にはどういう対応になりますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 通学時における事故等につきましては、日本スポーツ振興センターにお

きます保険対応ということで、万が一の場合は備えているところでございます。 

 以上でございます。 
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〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 これは、スクールバスの、もしも事故あったりしたときと同じような対応な

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 基本的には、児童生徒につきましては同じ対応ということで考えている

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 今児童生徒というお話ありましたけれども、保護者に対しての何らかの補償

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 基本的に通学に係るものに関しましては、児童生徒に係る分ということ

でご理解願いたいというように思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 次、これは以前にも質問していますけれども、バスが出れない、保護者も送

っていけない状況の中で、学校は欠席対応にはしませんよということに、以前にもそうい

う答弁はいただいております、説明は。しかし、授業はやっているのですよね。みんなが

授業以外のことをやっているのではなくて、通常の授業をやっていると思うのです。この

対応について、非常に親たちは不満を持っているというか、では行かなかった日のケアは

どうしているのだろう。病気で行かなかった、自己都合で行けなかったという場合は仕方

ないですよね。当然欠席扱いになりますけれども、このバスが出れなかった、保護者も送

っていけなかった、欠席対応しませんよ、学校でどういう、次の日行った子どもたちにど

ういうケアをしているのだろう、非常に疑問です。親たちも非常に不満を持っています。

この辺の見解をはっきりしていただきたい。今は、昔のように皆勤賞だの精勤賞だなんて

ご褒美もらったりは多分しないのでしょう、小学校も中学校も。やっているのでしょうか。

だから、欠席にしないよと、それだけの問題ではないと思うのです。ちょっと説明をお願

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 今杉江議員からのお話で、大変保護者の方も不満を抱いているというお

話でしたけれども、基本的に今年も、今冬も吹雪等の関係で運行ができない状況がござい

ました。その段階では、教育委員会から各対象の学校長につきましては、教育委員会の指

導として翌日、当日来れなかった子どもたちに対して同じ授業をやるのだよということで、

前の日、当然スクールバス以外の子どもたちは授業を受けているのですけれども、１日足

踏みするような形で翌日も同じ対応をしてくださいということで教育委員会から学校のほ
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うには指導しているところですので、その中ではそれぞれ学級、それから担任等を通じな

がら対応ができているものというふうに判断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 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 そのことが徹底されていればよろしいかなと思います。特にスクールバスの

停止するのは冬ばかりです。12月から３学期、中学３年生なんか卒業を目の前にして、入

試を目の前にして、うちになんかいれないのです。絶対親は連れていきたい、子どもも学

校へ行きたいと言っているようです。そういう状況ですから、特に授業対応については最

善の配慮をして対応していただきたい、このことを徹底していただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 お答えいたします。 

 重複するかもしれませんが、来れなかった児童生徒の皆さんに対して、その部分で勉学

ができないと、おくれるということは不公平になりますので、足踏みをしていただくと。

今年の場合は１日、そういうことで来れない児童生徒の皆さん何人かおられましたので、

それを徹底しております。文書にしても保護者に出しておりますし、翌日、２日目は平常

どおり来れたのですけれども、そのときも職員会議の中で今言ったような足踏みですね、

きのうと同じ勉強から繰り返してやってくださいということで、校長が職員を指導し、私

どももその結果を報告受けております。足踏みをして不公平のないように公平に扱ってお

ります。そういうことで、今後ともまたさらに徹底をしてまいりますが、今回については

そういう不公平はなかったというふうに押さえております。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 それでは、私はページ数でいきますと91ページになりますか、教育委員会、

具体的な予算の数字までは言及はできませんけれども、今定例会の開始のときに教育委員

長の行政執行方針、その中でイの一番に学校教育の中で魅力のある学校づくり、こういう

ことをきちっとうたっておりまして、過去３年間、今年で３年目ですか、特に小中一貫教

育について調査研究します。調査研究しますというのは、何回か我々同僚議員も聞いてい

ますけれども、今年初めて具体的に内容まで精査を詳しくしておりませんけれども、方向

性を示してまいります、導入を図りますということで、少し前進したかというような執行

方針でございますけれども、広報には１ページを割いて小中一貫教育のいろいろ各先進地

の報告だとか考え方とかというのは非常に事細かく書いて、もう相当な回数になっている

と思うのですけれども、今同僚議員の言ったとおり、学校教育の中における問題は、その

父兄でさえきちっとした連絡が行っているのかな、行っていないのかなと、私も質問だと

か答弁聞きながら、事教育体制が変わる中で、これ町民としてどのぐらい周知しているの

か。３年間たってようやっと１つずつ進んでいくのは、大変な事業ですからよくわかりま

すけれども、教育委員会の立場として全町にこの学校小中一貫がどの程度進めることに対
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して周知しているかという、ちょっとファジーな質問で、曖昧な質問で申しわけないので

すけれども、どのような認識を持っているか、まず最初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。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 まず、小中一貫教育の調査につきましては、平成24年度から３カ年ということで、これ

までも申し上げてきました中で調査を進めているところでございます。ただいま議員から

ご質問のありました周知の方法ですけれども、ただいま議員からお話があったとおり、ま

ず広報等で継続的にこれまでの調査、視察の報告とか会議等の報告についてご報告をさせ

ていただいているというところでございます。また、学校長会議等の中でも当然校長等も

小中一貫教育の推進委員会のメンバーということになっていますけれども、この中でも町

教育委員会の考え方とか、それから今進めている内容等につきまして全周知を図っており

ますけれども、町民の方々については今広報ということですけれども、これにかかわりま

して浦幌町教育の日の推進協議会という大きな組織がございます。こちらのほうは、教員

だけではなくＰＴＡ、それから各公民館長、それから学識経験者ということで、現在44名

ほどの組織になっておりますけれども、こちらの会議の中でも進捗状況とか、それから学

力にかかわる本町の状況等につきまして逐次報告をさせていただいております。また、先

般は社会教育委員との懇談会を実施しているわけなのですけれども、その中でも小中一貫

教育とあわせまして、コミュニティスクールについての導入ということを進めていますの

で、あわせてそういった情報提供もさせていただいております。 

 また、これまで学校支援本部事業を取り組んできているのですけれども、この支援事業

中心となりまして、２月には文科省から講師をお招きしまして、コミュニティスクールに

ついて講演を行いましたけれども、このときも学校支援本部の委員さんのほかに教育の日

の推進協議会、それから関係機関等々の方々に声をかけながら、地道ではありますけれど

も、浸透を図っているという状況でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 今までやってきたこと、そしていろいろ関係団体その他についてもご参集い

ただいているという話、そのとおりなのです。だけれども、それだけなのです。だからも

っと、我々も年代的にもう子どもから手離れましたから、こういう立場ですから、ちょこ

ちょことそういう会合だとか案内いただいて出ますけれども、一般町民にしてみれば、あ

の広報の中で１枚だけで、特に学校ＰＴＡ関係、その他かかわりのない人は何だろうなと。

今私が聞いたのは、今までこうやっていますでなくて、どの程度町民がこの小中一貫、管

内では珍しい、何カ所かありますけれども、やろうとしていること。やっぱり我が町はう

らほろスタイルだ、いろんなことは新聞に出ますけれども、小中一貫も時々出ますけれど
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も、やっぱり教育行政の大きな変革です、小学校、中学校、９年間一体化するということ

に対して。やっぱりそれは町民をくまなく、浦幌の町はこういう形で子どもの教育やるの

だということを推進する立場としても、もっとコミュニケーション的な、やることはどう

やればいいかというのはなかなか私も提案できませんけれども、その辺をもう少し進んで

いかなければいけないのでないかということで、それであえて聞きますけれども、具体的

に執行方針として、例えばここでいいますとジョイント教室、交換授業、具体的に出てき

ました。そして、小中一貫の方向性を示す。それで、コミュニティスクールの導入促進を

図る。本当にファジーです。だから、学校教育、１学期、２学期、３学期ありますけれど

も、具体的に今ここでこう出した、教育委員長が方針として出したときに、この時期にこ

のパターンで、この時期にこれをやりますとかという具体的な提案は持っているのかどう

か。１年間かけて、27年度導入するまで１年かけてこれをやればいいのだなというファジ

ーな考えでなくて、１学期はこれをやる、２学期はこれをやる、３学期は最終体制でこれ

をやって、27年度の導入に進んでいくのだという、やっぱりそういうことを示していかな

いと、場所、場所でそういうことを示していかないと、そういうことに教育が変わってい

くのだなというのを町民はなかなか自分の頭の中に入ってこないと思うのですけれども、

それについはどうですか。考え方、進め方、具体的にできなかったらできないで結構なの

だけれども、その辺をもっと具体的に進めていかないと、３年間かかって研究します、調

査します、いや、このまま行いますでは、ちょっと遅過ぎるのではないかと私は思うので

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 大変厳しいご意見いただきました。 

 繰り返しになりますけれども、平成24年度から３年間ということで、24年度は三笠市と

か、それから東京都の三鷹とか、そういった先進地視察が中心でした。24年度の明けて２

月には、教育委員会事務局と、それから学校の教職員等を含めた推進委員会というのを立

ち上げまして、この推進委員会が平成25年度から具体的な取り組みを進めている中でそれ

ぞれの中学校校下、上浦幌中学校と、それから浦幌中学校、それぞれの校下の小学校を交

えながら、教職員によるコーディネーター会議というのを組織しております。この中で、

先ほどから議員がおっしゃるようにジョイント教室とか、それから合同授業とか、具体的

な小学校と中学校の取り決めについて試行的な形で何度か進めてきています。最終的には、

11月に町の教職員が全部集まった中の町研の中で浦幌中学校の３年生の授業に厚内小学校

と、それから浦幌小学校の６年生が一緒に体育の授業を行うという公開授業も展開してき

ました。あわせまして、平成25年度は町の研究所に対しまして小中一貫教育について、こ

れから町が進めていく中身について具体的に検討してくださいということで、25年度と、

それから26年度の２カ年間で今調査研究を進めております。先般25年度の中間報告と、25年

度時点の報告ということで、いろいろな研究所の所員の中から提案がありました小中一貫
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教育に係る方向性というのを提出されております。それにつきましては、浦幌町の地域性

を生かしたものとか、それから学力の関係でいきますと、特に数学とか算数の教科とか、

またキャリア教育の推進とか、そういった大きく３つの柱を持ってこれから進めていきた

いということの内容でございますけれども、細かいことはまだご説明は申し上げられませ

んけれども、その中で平成26年度につきましてはさらに浦幌町の進め方に合致するような

先進地視察ということを予定していますけれども、やはりこの中でいきますと、いかに教

育課程の中に小中一貫教育の事業とか、そういったものを取り組んでいくのかというのを

具体的に進めていかなければならないというのが平成26年度の取り組みだというふうに考

えております。現段階では、１学期から２学期までには大枠は決めながら、３学期は総仕

上げだと。そして、来年度、平成27年４月からはいろいろな取り組みをしていかなければ

ならないというふうに考えてございますので、今後につきましてはやはり教育課程の取り

組み方、どういった形で進んでいくかというのを中心的に平成26年度の中でお示しできる

ような形を考えてまいりたいというふうに考えております。 

 もう一点、議員から指摘のありました町民の方々への広報の関係なのですけれども、学

校のいろんな事業があるのですけれども、その事業の中で常に小中一貫コミュニティスク

ールということを冠に掲げながら、常にその中で説明をさせてもらったりとか、そういっ

た機運の上昇を図ってまいりたい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 教育長。 

〇久門教育長 議員おっしゃられているのは、町民の皆さんへの周知ですね、これが足り

ないのではないかと。そのとおりだと思います。といいますのは、私ども今行っています

のは、町広報紙アシール・レーラで伝えるのが最大大きな、隅々まで行っているのは唯一

それだけです。今24年度から３カ年計画で26年までやるのですが、今一番大事だと思って

いますのは学校関係者、まず教職員がこの小中一貫コミュニティスクールをどう理解する

か。その次に保護者、ＰＴＡの皆さん、そこまではかなり浸透していると思っております。

その次に町民の皆さん、これは26年度、アシール・レーラの書き方も今まではどちらかと

いうと研修会で見てきましたということしか書いてありません。これではわかりません。

今後どういう方向で、どういう方針でいくのかというのはまだ書いておりませんので、今

ご指摘いただきましたように、26年度はそこに力を入れて周知を図ってまいりたいと思い

ます。加えて、教育の日、これがコミュニティスクールとタイアップして26年度は行うと

いうふうに今考えておりまして、これは年２回、大きなイベント的なものになりますが、

その中には議員の皆さんを初め町民の皆さんも多くできるだけ参加していただけるような

形で小中一貫コミュニティスクールを浸透させていく。それが第１次３カ年計画の最終年

度、26年度の仕事になると、そんなふうに思っております。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 よくわかりました。私も認識同じで、教育長もこのような形で今年１年の進
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め方を大いに期待するところであります。 

 それで、もうちょっと２点ほど質問したいのですけれども、先ほど次長がいろんなコミ

ュニティスクールの説明の中で浦幌町は縦に横に長く、学校も最終的なところまできたと

思っています、学校施設は。今小学校、中学校合わせて５つ。距離の関係もありますけれ

ども、いろんな今までの事例聞いたり流れを見ると、上浦幌は１つのブロックエリア、あ

と厚内と浦幌を含めたのが１つのブロックのエリアという考え方でよろしいのですね。そ

れについては、それで進めていく。厚内の距離は今後どうするかというのは大きな問題な

ので、これはやっぱり小さな子どもたち、また小学校、中学校となると大きな問題もはら

んできますので、これは教育委員会がしっかり指導して引っ張っていかなければならない

と思うのです。 

 そこで、視点を変えましてもう一点、特にちょうど時期ですし、特に教職員の異動、こ

れは毎年やっぱりある程度の年限であると思うのです。一番先に話を進めたときに、やは

りこれをやるためには相当なイニシアチブを持った人、カリスマ性を持ったトップ、ここ

でいえば教育委員長、教育長または次長だとか教育委員会のスタッフでも現場をきちっと

指導し、現場を引っ張っていくためには、学校長、教頭というのが非常に大きな力を持っ

て協力してもらわないとならないと思うのですけれども、そういう人事異動の絡み、あと

今年１年、また何人かかわるというのも、私も具体的な名前聞いていませんけれども、せ

っかく２年なら２年勉強して、いろんな研究してもらって、そういう人たちが絶対全部残

れということにはならないと思うのですけれども、そういう継承性の努力というのは大変

だと思うのですけれども、その辺についてはどのようにお考えになっているのか、簡潔に

答弁いただきたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 これは、町職員人事の異動にかかわって大変大きな問題であり、そこを私

どもは最重点に捉えております。まずは、上浦幌地区は私どもは（仮称）上浦幌学園、こ

の中心部は浦幌学園と、大きなグループに分けて考えております。そして、その中で地域

をリーダーシップ、引っ張っていくのはやはり校長、教頭であります。そこが人事異動の

時期にちょうど年数がかかってくると、せっかく３年、４年おられても流出してしまうと

いうことがありますので、ここは教育局のほうと一番大切にしているところでありますの

で、相談を申し上げまして、小中一貫コミュニティスクールを理解して、即戦力になる校

長、教頭を配置していただきたいということでお願いをしまして、今内定の段階でござい

ますけれども、そういう形に整ってきております。それから、一般教員につきましてもこ

の指定を受けますので、ほかよりも多くの人間をいただけるということになっております

が、それにつきましてもまず地域を理解する教職員、地域に住んでくれる教職員、そして

地域のために本当に骨身を削ってやっていける、そういう教員を呼び寄せております。今

回もまた内定の段階ですけれども、そういう形が私ども本気で今取り組んでおりますので、
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教育局も道教委のほうでもそういう人事配置をしていただいておりますので、人事面では

私は心配がないものと、そんなふ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 申しわけない。この場所で人事の問題を議論するつもりなかったのですけれ

ども、やはりせっかく培った２年も、また３年も研究するのですから、いい人材にそのま

まいてほしい、移行してほしいと思うのだけれども、これはやむを得ないので、だけれど

も今教育長のすばらしいポリシーで停滞なく執行できるような形で安心しました。 

 最後に、これは今回の問題とちょっと違うのですけれども、今国が進めている大きな教

育委員会改革の中で、ちょうどこれがうまくいけば15年からこの制度が変わっていくと思

う。そうなってくると、この中でやっぱり大きなポリシーとしてはいじめの問題が端を発

したと私は認識しているのですけれども、でもその中でもやはり小中一貫教育及び英語教

育、それはもう地域の教育委員会に独自性を出して任せるのだというようなことがきちっ

と明記されているのです。ちょうどタイミングいいなと思っております。ましてちょっと

教育委員会の制度が変わって教育長の立場が非常にすごいモンスターみたいな立場になる

と思うのですけれども、ここでこの認識をもらうわけにいかないのですけれども、ちょう

どいいタイミングで、国もそういう形で地域の小中一貫教育、また英語教育をバックアッ

プするようなことをきちっと教育改革の中でうたっておりますので、これも大いに利用し

て、先ほども言ったようにやはり全町がこぞって教育のトップを走るのだという気持ちを

持って、やはりくまなく町民にこういう形で進むのだという形を推進してもらいたいと、

こう思っております。 

 最後に、その決意だけもう一度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 ご指摘いただきましたように、私どもが今取り組もうとしている小中一貫

教育、そしてコミュニティスクールは全くタイムリーな形に入っていると思います。そこ

で、いじめの問題、それから英語教育、キャリア教育、学力の問題ですね、そういった今

取り組まなければならないことがこの制度にのっかって大胆に進めていけるというふうに

考えております。ただ、先ほど次長からもお話ありましたように、25年、26年に教育研究

所に今諮問しておりますので、その答申が26年９月に出てまいります。その中でどういう

中心的なものにやるかということは決まっていくわけでありますが、私どもが今考えてい

ることと、それから町の教育研究所が考えていること、同じ方向を向いておりますので、

野村議員にご指摘いただきましたようにいじめの問題を初め、これに鋭意取り組んでいく

と、先進的に取り組んでいくと、そういう決意でおります。よろしくご支援いただきたい

と思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 予算書の中で小学校、中学校、各扶助費、要・準要保護児童学用品等扶助費
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の件で質問いたします。今回町の広報にももちろんありましたけれども、これでほとんど､

全く国の要保護家庭に対する援助と同じ内容になったと思ってよろしいのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育委員会学校教育係長。 

〇菅野教育委員会学校教育係長 それでは、差間議員のご質問にお答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、今回我々が26年度から取り組む準要保護児童生徒への扶助費の関

係ですけれども、国が行っている要保護世帯への国庫補助と同じく新たにＰＴＡ会費、そ

れからクラブ活動費、それと児童会費の項目を加えました。これは、従来準要保護を含め

て全て国庫補助だったころから話題になっていたのですけれども、国の補助事業が要保護

という、いわゆる生活保護のみになりまして、それに準ずる世帯、準要保護世帯は地方単

独事業に切りかわりました。そのときに国のほうの国庫補助事業では、いわゆる生活保護

をもらっている方はその中にＰＴＡ会費であるとか生徒会費が含まれていたということか

ら、国の制度にはそのことが明記されました。地方単独事業になっていた準要保護制度は、

国に倣って努力してくださいということが言われておりました。十勝管内でもその国の方

針を受けまして、順次市町村によって順番、年度は変わりますが、ＰＴＡ会費などを導入

してまいりました。浦幌町も26年度から国の制度に倣ってＰＴＡ会費、生徒会費とクラブ

活動費を扶助費の中に加えたものでございます。 

 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 国の援助が外されていく中、本当にこういった制度を乗り出していく、これ

は子どもたちの教育を受ける権利を浦幌町は守るということで、大変いいことだと思いま

す。 

 それで、もう一つ質問は、この対象家庭の問題なのですけれども、浦幌町も個人情報保

護の条例変更をしまして、もしその家庭に、その方たちに明らかに有利になるようなこと

であったら、その個人情報も庁舎の各内で利用することも可能だというふうに理解はして

いるのですけれども、その点で、例えば教育委員会が町長部局のほうに問い合わせをして、

こういった対象はどのぐらいあるのかというふうに教育委員会のほうから確かめるという

ことはするのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育委員会学校教育係長。 

〇菅野教育委員会学校教育係長 お答えいたします。 

 現在のところ、対象になる保護者の方からの申請をもって認定をするという制度上の仕

組みになっておりますので、例えば職権を使って準要保護の世帯の要件ですと、例えば児

童扶養手当をもらっているですとか、町村民税が非課税になっているとか、そういう公的

な措置をもって、そのまま準要保護の世帯になるという条件に合致するのですけれども、

そのことを全ての保護者の方を対象に町の内部で教育委員会からそういった情報を持って
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いる所管課のほうにリストのようなものを配って対象になっている方をあるなしというよ

うなことで回答いただいて、それで全員その方を準要保護に認定するということはしてお

りません。そのことについては、恐らく十勝管内の町村でもそこまで進んだ考え方のとこ

ろはないと思いますが、あくまでも申請主義というところを持っておりますが、今議員ご

指摘のとおり、職権についてもう少し検討の余地があると思いますので、今後情報収集を

してまいりたいと思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 この件については、以前にも私一般質問でしたので、今本当に係長からこの

ように踏み込んだ回答をいただけてありがとうございます。この件については、ひとつよ

ろしくお願いいたします。回答は要りません。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 先ほど同僚議員から教育委員会問題のことで触れたのですが、それに関連し

てお伺いしたいのですが、僕がもう今年でＰＴＡ終わるのですけれども、浦幌町の教育委

員会をずっと見ていたのですけれども、現場と教育委員会の考えの差が少しあると思うの

です。ぜひとも現場の声を聞いて、小中一貫なり教育問題なりやってほしいのですけれど

も、昔からどうなるのかなと思うのですけれども、現場の管理職の声が教育委員会に届か

なかったり、一般の先生の声が管理職でとまったりしているパターンも結構あるので、教

育委員会の教育関係の職員の方でもちょくちょく現場のほうに出向いて週に１回でも２回

でも、雑談でもいいですから現場の声を引き上げて教育のほうを進んでほしいなと思いま

す。それは、どのように考えますか。僕は結構開きがある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 今関井議員から学校現場と、それから教育委員会との間に考えの違いと

か、そういった思いへのつながりが開きがあるのでないかというご指摘でしたけれども、

私どもがふだん業務を進めている中でいきますと、学校長会議や教頭会議を通じながらい

ろんな周知事項を図っておりますけれども、そのほかの中でも学校現場に足を運んで、い

ろんなお話を聞くことが多々あります。ただ、学校現場の中でそういった踏み込み方への

回数とか、それから相談の関係とか、思いがなかなか伝わっていないという部分があるの

かどうかといいますと、現在は即答できないのですけれども、そういったお考えや気持ち

があるということを関井議員が捉えていることですので、今後につきましてはやはりそう

いった意思疎通を図るようないろんな方法を検討してまいりたいと思いますし、教育委員

さんが年に１回学校訪問ということでお邪魔させていただいているのですけれども、その

中でもやはりいろんなお話は聞くのですけれども、教育委員以外も職員が学校現場に足を

運んで授業を参観させていただいたりとか、管理職を通じながらいろんな話を聞くという

ことは必要なことであるというように考えておりますので、今後につきましてはそういっ
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たことも検討してまいりたいというよ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 なかなか先生の本音の声が多分行っていないと思うのです。小中一貫にして

もコミュニティスクールにしても、これから先生の負担がかなりかかると思うのです。そ

の中で先生の意見を多く聞いてほしいなと思います。 

 これで終わりたいのですけれども、次にもう一点だけ。先ほどスクールバスの関係で、

バスが中止になったら、来れる人は来てください、来れない人は来れないですよね。本当

にそういう考えなのですか。僕は、何のためのスクールバスなのかと考えたときに、やっ

ぱりみんなで行ける行けない別として、子どもたちが平等に行ける交通手段でスクールバ

スがあると思うのです。だから、来れるから来いとか来れないから来なくていいとか、そ

ういう問題ではないと思うのです。どうですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 先ほどのスクールバスの関係ですけれども、基本的に先般も吹雪の影響

でスクールバスが運行中止ということを判断したのですけれども、これに関しましては路

線を通じて児童生徒を安全な輸送ができないということで判断したものですから、その中

の一部の方、子どもたちだけを運ぶということになりませんので、１路線と、その路線に

関して安全が確保できないということで運行を中止したところでございます。ただ、前段

の来れるから来いとか来れる方は来いということに関しましては、結果として、例えばそ

の路線の中でも条件の整う方、保護者がいるとか、そういった方々が送ってきていただい

たということはございますけれども、こちらから申し上げていることは積極的にバスが走

れないから、あとは来れる方は来てくださいということではなくて、条件によっては全路

線はバスとしては走りませんけれども、部分的によってはそういった形で足が確保される

ということであれば、そういった形で学校に来ていただく分についてはいいのではないか

なというふうに判断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 この間は、バスは全面中止になったのですけれども、１時間でも２時間おく

らせてでも安全が確保とれたら、みんな平等にバスを運行しては、僕なりにはそうしては

いかがかなと思ったのですが、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 ２月の吹雪の関係だったのですけれども、本来であれば悪天候になった

ときは６時までに運行を判断するということで、その時点で走れないという場合は連絡網

を通じながら学校から各ご家庭に連絡をするという体制をとっております。今回の場合は、
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６時の段階ではスクールバスが運行できるということで施設課とも相談しながら判断した

ものですから、実際運転が始まってからの現場に入ってからの運行中止ということの条件

が重なったところでございます。本当に学校に行けなかった児童生徒については申しわけ

なく思いますけれども、そういったまれな例といいますか、普通は進んでから児童生徒の

安全を確保しなければならないということで、運行が始まってからの中止ということで苦

渋の判断をしたわけで、その点につきましてはご理解いただきたいと思いますし、先般の

状況でいきますと、なかなか走り出してからのことだったものですから、それからさらに

時間をおくらせてとか、そういったところまでは判断に及ばなかったということでご理解

願いたいと思います。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 やっぱり教育ってみんな平等にやるべきというか、そう思うのです。ぜひと

もバス云々よりも、みんなが平等に受けれる教育をしてほしいなと思います。 

 終わります。 

〇田村議長 教育長。 

〇久門教育長 公教育の場でありますので、平等に行うということは私ども最も大切にし

ておりますので、議員おっしゃることをしっかり受けとめながら進めさせていただきたい

と思っております。 

 なお、スクールバスにつきましては９路線ございまして、今回は全てがストップになっ

たわけではなくて、本当に南のほうは吹雪がひどくて、やむなく走り出してからとまった

という、ふだんでは考えられないような形での中止判断だったものですから、多少の混乱

が生じたのではないかなと思っております。 

 それから、２時間おくれで開会するとか、そういう選択肢も当然あると思います。あの

日につきましては、夜までふぶいて帰りも入れないと、結果的にはそういうところがあっ

たというふうに聞いておりますので、２時間おくれでも無理だったのかなと、そういうふ

うに思っております。 

 それから、もう一つ、先ほど答弁漏れしておりますけれども、小中一貫コミュニティス

クール、これを進める上で教職員との意見の乖離があるのではないかということでありま

す。私たちもそうしたことがないように努めておりますが、繰り返しになりますが、毎月

校長会議、それから教頭会議を行っております。それだけでは職員の声が全て上がってく

るとは限らないものですから、特に昨年２月に小中一貫教育推進委員会というのを立ち上

げました。その委員の中には校長先生も教頭先生も入るのですが、一般の先生も入ってい

ただいております、各学校から１名ずつ。直接先生方の声も聞きながら、この小中一貫教

育を進めてきているということであります。 

 それから、学校現場の中に私ども今指導主事訪問というのが年に３回ございます。それ

から、指導官訪問等もありますので、私の立場ですと年間五、六回は先生方の授業も見せ

ていただいていると。学校にはもっともっと足を運んで、事あるたびに何か表彰式があっ
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たら行く、何か町の伝達事項があったら行くということで、極力現場には足を運びながら

先生方との意見の乖離のないように努めているつもりでありますが、先ほどのようなご指

摘もいただいておりますので、なお一層そういうことのないように努めてまいりたいと思

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５１分  休憩 

午後 ４時０９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、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 一般会計予算書102ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料

の32ページをごらん願います。５項社会教育費、１目社会教育総務費、本年度予算額2,672万

2,000円、この目につきましては社会教育、文化振興及び文化財保護並びに関係団体への事

業支援、そして職員人件費に要する経費でございます。減額の主なものは、職員の人件費

で619万1,000円の減額という内容でございます。１節報酬については、説明資料に記載の

とおりでございます。 

 103ページをごらん願います。２目公民館運営費、本年度予算額3,466万6,000円、この目

につきましては町内４つの公民館の管理運営と施設維持に要する経費でございます。増額

の主なものは、11節需用費のうち消耗品費で18万円の増、燃料費で66万2,000円の増、印刷

製本費は隔年で発行しております町民文芸誌「樹炎」第32号の印刷代など85万4,000円の増、

光熱水費で19万3,000円の増、修繕料は23万4,000円の増、これらを合わせまして212万

3,000円の増、12節役務費は手数料で54万1,000円の増、13節委託料は管理業務委託料で26万

9,000円の増額という内容でございます。減額の主なものは、13節委託料は保守管理業務委

託料で18万8,000円の減、15節工事請負費で890万円の減額という内容でございます。１節

報酬、７節賃金、11節需用費、13節委託料については、説明資料に記載のとおりでござい

ます。 

 104ページをごらん願います。３目博物館費、本年度予算額206万8,000円、この目につき
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ましては博物館の企画展や資料収集及び保存などの管理運営に要する経費でございます。

１節報酬、11節需用費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 105ページをごらん願います。４目高齢者学級開設費、本年度予算額50万7,000円、この

目につきましては高齢者を対象として４つの公民館ごとに開設している４寿大学の運営費

と寿大学生が一堂に会する４寿大学交流会の事業に要する経費でございます。特に説明を

加えることはございません。 

 ５目青少年教育費、本年度予算額392万5,000円、この目につきましては子ども会活動奨

励や少年教育に要する経費でございます。増額の主なものは、13節委託料は子ども文化鑑

賞会委託料で30万円の増額という内容でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び

交付金については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 106ページをごらん願います。６目家庭教育学級開設費、本年度予算額29万7,000円、こ

の目につきましては小中学校の校下に開設されている家庭教育学級４学級の運営に要する

経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

 同じく106ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料の32ページから33ペー

ジをごらん願います。７目図書館管理費、本年度予算額4,193万2,000円、この目につきま

しては図書館の管理運営及び教育文化センターの維持管理に要する経費でございます。増

額の主なものは、職員の人件費で484万3,000円の増、11節需用費のうち燃料費で26万

1,000円の増、光熱水費で23万4,000円の増、修繕料で63万8,000円の増、これらを合わせま

して113万3,000円の増、13節委託料は保守業務委託料で33万9,000円の増、管理業務委託料

で26万6,000円の増、これらを合わせて60万5,000円の増額という内容でございます。減額

の主なものは、７節賃金で17万7,000円の減、15節工事請負費で180万円の減額という内容

でございます。１節報酬、11節需用費、13節委託料、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、説明資料に記載のとおりでございます。 

 108ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料の33ページをごらん願います。

６項保健体育費、１目社会体育総務費、本年度予算額858万2,000円、この目につきまして

は社会体育事業及び関係団体への事業支援と職員人件費に要する経費でございます。増額

の主なものは、職員の人件費で111万6,600円の増額という内容でございます。１節報酬、

19節負担金、補助及び交付金については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 109ページをごらん願います。２目社会体育施設費、本年度予算額7,671万1,000円、この

目につきましては町民球場、アイスアリーナ、町民スケートリンク及び学校開放事業並び

に指定管理者に管理を委託しているパークゴルフ場、総合スポーツセンター、浦幌スイミ

ングプール、健康公園に要する経費でございます。増額の主なものは、11節需用費のうち

消耗品費で14万円の増、燃料費で103万2,000円の増、光熱水費で32万4,000円の増、修繕料

で34万3,000円の増、これらを合わせまして183万9,000円の増、13節委託料は指定管理料で

389万9,000円の増、18節備品購入費で51万3,000円の増額という内容でございます。減額の

主なものは、７節賃金で39万円の減、13節委託料は町民球場芝整備委託料で47万3,000円の
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減、15節工事請負費で645万円の減額という内容でございます。11節需用費、13節委託料、

18節備品購入費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 110ページをごらん願います。３目給食センター管理費、本年度予算額8,755万円、この

目につきましては学校給食センターの管理運営及び施設維持に要する経費でございます。

増額の主なものは、７節賃金は調理員２人が平成26年度末で定年退職による退職手当相当

賃金の増額などで935万3,000円の増、11節需用費のうち燃料費で21万6,000円の増、修繕料

で10万7,000円の増、賄い材料費で11万9,000円の増、これらを合わせまして44万2,000円の

増、13節委託料は管理業務委託料で32万5,000円の増額という内容でございます。減額の主

なものは、職員の人件費で460万2,000円の減、11節需用費のうち光熱水費で20万5,000円の

減、13節委託料は保守業務委託料で13万7,000円の減、15節工事請負費で850万円の減額と

いう内容でございます。１節報酬、13節委託料、18節備品購入費については、説明資料に

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 106ページの青少年教育費193万、少年道外交流事業活動奨励補助金の関係で

お聞きをしたいと思います。３月10日の関係におきまして、教育委員長のほうから教育行

政の執行方針が述べられました。その際に生涯学習の推進という中で富山県氷見市との少

年道外交流事業については平成26年、今年度をもって終了するとありましたが、18年間と

いう長きにわたりどのような交流成果があったかお尋ねをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇高橋教育次長補佐 ただいまのご質問にご説明をさせていただきたいと思います。 

 浦幌町開町100周年を前に本町の古を探る旅として町無形文化財指定の開拓獅子舞と縁

のある富山県氷見市での交流を主とし、藪田小学校で行われ、浦幌から開拓獅子舞を演技、

その後藪田小学校は統合となりまして、海峰小学校との交流を始め、夜には小杉地区児童

との交流を行ってまいりました。主に獅子舞を通じて交流を深めてまいったところでござ

います。平成22年度には、訪問地での受け入れが困難とのことから児童との交流は終了し、

23年度より現在の子ども農山漁村交流プロジェクトによる民泊体験及びひみまつりでの獅

子舞演舞見学という新たな形態で実施をしてきております。25年度までに18回を数え、児

童303名と教諭52名の合わせて355名の派遣をしてまいりました。平成22年度15回までは、

訪問先の児童と学校を通じながら双方の情報を提供し、帰宅後も手紙のやりとり、また児

童との交流の中では将来の自分へ向けて書いた手紙など、本年度本町に送られ、当時参加

された児童に思い出の手紙としてお送りをし、大きな子どもたちの励みにもなっておりま

す。出発前の事前研修では、獅子舞と浦幌の縁、ゆかりと開拓獅子舞の舞いについて学ん

でもらいながら伝統と文化を学び、児童が書いた文集からは獅子舞のリズム感が違う、多
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くの文化を学んだ、また訪問先の人々の温かさから感謝の気持ちを感じるなど、文集を通

じて子どもたちの感想が伝わってまいりました。現在では、26年度の取り組みでございま

すが、本年度と同様に考えておりますが、帰町後はこれまでの歩み、総括として展示パネ

ルを制作し、博物館に展示をし、歴史と文化に触れていただこうという予定であります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今18年という長きにわたって富山県の氷見市と、そういう当時５、６年生の

生徒方との対応の中で、今その子どもたちももう立派な成人を過ぎて、あるいは結婚して

子どものいる方もいらっしゃると思います。そういう中で、本当にこの富山県の氷見市に

ついては有効的にそれぞれ今浦幌を巣立った子どもたちが本当にいい思い出の一つとして

頭の脳裏に刻んでいることと思います。そんなことで、すばらしい中身を26年という歳月、

今年いっぱいの中で、今お話聞きましたら展示パネル等をやってその過去を振り返るとい

う、そんなことも今お聞きしました。さらにまた、先ほど言いましたように平成７年とい

いますと浦幌町の開町100年という、そしてまた浦幌町の無形文化財に指定されました獅子

舞という、そういう発祥の地であったということもお聞きして、また一つ感銘を受ける状

況にもあるわけでございます。 

 そんな中で、一応今言いましたように本当に18年、今年やれば19年という長きにわたっ

てそういったものをまた積み重ねて、今年うちの町長のほうからもお話がございましたよ

うに、岩手県の洋野町というすばらしい町との対応が開かれるわけでございます。ここと

の交流も青少年の道外研修の中で考えていかれるのかどうか。それも今ここで伺いたいと

思いますけれども、いかがでしょうか。 

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。 

 友好町ということで、これから洋野町との協定調印ということで進めてまいるのですけ

れども、やはり友好町ということでありますので、両町の町民同士とか、それから町同士

のおつき合いということで、いろんな深いかかわりができてくるのかなというふうには考

えております。そのことで、教育委員会としましてはやはり小学生による交流をぜひ図っ

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。現在のところ、友好町の調印

はまだ終わっていませんので、洋野町の意向とかそういったものはまだ確認はしておりま

せんけれども、やはり浦幌町の子どもたちが洋野町に行く、そして洋野町の子どもたちも

浦幌町に来るような相互交流を行ったらどうかということで現在のところは考えていると

ころでございます。ただ、その場合は夏休みとか冬休みとか、いつそういったことができ

るのかとか、それから浦幌町が受け入れする場合はやはり宿泊先の関係とか考えられます

ので、そんなことで民泊がいいのかとか、事務局の中ではそういったことを今話し合いの

中で問題点とか課題などを提起しているところですけれども、具体化につきましてはこれ
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から内部協議を重ねながら調査研究の時間が必要である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 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今次長のほうからお話をいただきました。本当に長い年月をかけて有効的に

温めてきたそういう子どもたちの親交が恐らく富山県の氷見市から、今度は新たに洋野町

のほうへと移行していくのではないかなと思います。 

 そんな中、もう一点、スポーツの振興の中でスポーツに親しむための環境整備とスポー

ツ振興の増加を図るため親子で取り組めるスポーツ活動の提供、運動や体を使った遊びな

どの体験活動を通した子ども運動体験活動を実施してまいります、こうございます。そう

いう中で、私は平成24年、25年と洋野町に浦幌町長杯のパークゴルフ大会に参加をした中

で、広大な11コースの中で数多くのドラマを見てまいりました。といいますのも、まず最

初に低学年の小学生が４人１組で自転車の通学に使うヘルメットをかぶって、帽子をかぶ

りプレーをしている姿を見て、本当にてきぱきとした姿を見て、非常にルールをマスター

しているなと。この低学年でありながら、やはり先ほど言いましたように11コース、そう

いう大きなコースを持つ洋野町の子どもの学校の教育も徹底されているなと。そういう姿

とあわせ、もう一つびっくりしたことがございます。何かといいますと、乳幼児をおんぶ

って、女性のまだ若いお母さんです。おんぶってプレーしているのです。その姿を見て圧

倒されました。私は、浦幌町にもすばらしい５コースがあるわけでございますけれども、

こんな小さな子どもたち、あるいは女性の若いお母さんが子どもをおんぶってプレーして

いる、そんな姿に出会ったとき非常に感銘を受けたわけでございます。そんな意味で、こ

れから洋野町とのよき、いい意味でのそういう対応をやっていく中で、非常にメリットの

ある、あるいは本当にアドバイスをいただけるような洋野町のそういった子どもたち、あ

るいは老若男女を問わずそういう人たちからの影響力というのは非常に大きなものがある

なと今から思っているわけでございますけれども、その辺含めて今後そういう活動の中で

対応していくのかどうか、それもお聞きを若干したいと思いますけれども、いかがでござ

いますか。 

〇田村議長 質疑は大変長いですけれども、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 髙橋議員からのただいまのご質問だったのですけれども、執行方針に書

いております親子で参加できるスポーツイベントの関係、これにつきましては第７期浦幌

町社会教育計画の中でいいますと、そういった形で親子で参加できるスポーツイベントを

やっていこうということにはなっておりますけれども、先般も行われたわけなのですけれ

ども、ソチオリンピックに参加しました釧路教育大学の竹内選手をお招きして、子どもた

ちを交えながらオリンピックの体験談とか、それから実際に実技指導ということで、少年

団と、そしてそれに係る指導者や保護者の方にも参加していただいております。現在は、
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そのような鑑賞型のスポーツといいますか、そんなことを考えております。また、あとは

スポーツとしてはやはり町の施設を利用した中でスイミングプールの活用とか、その中で

水泳教室とか遊具を使っての親子での触れ合いということで考えているところなのですけ

れども、髙橋議員からお話がありましたパークゴルフにつきましては、現在浦幌中学校で

もＰＴＡの行事の中で生徒と保護者が一緒にパークをするというようなことも聞いており

ますけれども、やはり浦幌町の子どもたち全体にどうかというと、まだまだいろいろ研究

しなければならないと思いますし、地元にはパークゴルフ協会もございますので、そうい

った方々との連携とかお話とか考えをお聞きしなければならないのかなというふうに考え

ております。 

 また、今さらにメリットというお話がありましたけれども、総体的に見ますとやはり浦

幌町と洋野町の子どもたちがそれぞれの地域の文化とか歴史とか、そういったものに触れ

ながら、また町民の方々といろいろ触れる機会があると思いますけれども、その中で子ど

もたちの思いが上向いたりとか、上昇したりとか、そういった形でメリットという形より

は子どもたちがこれから生きていく中の糧となるような、そんな形がやはり期待できるの

ではないかな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 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 議長のほうから大変長いというようなご指摘を受けたわけでございますけれ

ども、簡潔に。 

 一応今お話しいただきましたような中で、これからやがて訪れるであろう洋野町のいい

意味での小中一貫、先ほど言いました、うちの同僚委員が言いましたようにコミュニティ

スクールを充実した、そこに住む地域の理解あるいは住んでくれる先生方も十分に大きく

養っていただけると思います。そんな関係で、小中一貫教育のコミュニティスクールを十

分伸ばしていくような対応にお願いしたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 今ご指摘、ご指導いただきましたことを胸に入れながら、洋野町との有効

な交流ができるように、急がずゆっくり、じっくり進めてまいりたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 説明資料の32ページ、公民館運営費の中の11節需用費、この中の修繕料のと

ころでもう少し詳しく内容を知りたいと思いますので、説明をお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 公民館の修繕関係ですけれども、まず１点目、中央公民館の町民集会室

のステージの雨漏り修繕ということで、昨年から雨が降ったりとか、特に風の強い日なん
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かは吹き込みや何かでステージに雨漏りがあるものですから、この修繕を行うものでござ

います。また、上浦幌公民館の事務室等の改修ですけれども、こちらにつきましても建設

時から床の張りかえ等を行っておりません。また、ここ数年ワックスがけ等を行っていな

かったものですから、特に事務室等の劣化が激しいものですから、この床のタイルを張り

かえる改修を行うものでございます。また、中央公民館ほかのトイレの手すりの改修です

けれども、これにつきましても中央公民館も含め４公民館にそれぞれ洋式のトイレを設置

しているのですけれども、現在は横の手すりはついているのですけれども、それにさらに

縦の手すりをつけるということで、全公民館のトイレに手すりを設置するものでございま

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 中央公民館も非常に古くなってまいりました。30万円で雨漏り修繕をすると

いうことで、どのような工事をするのかちょっと、こんな少ない金額で本当に完全なもの

はできないのではないかなというふうに思ったものですから。 

 それと、公民館の床の改修なのですが、中央公民館の小会議室というのですか、あそこ

もはがれてきているのです。床のタイルというのですか、それもはがれてきて、いつも使

わせていただいているのですが、これもいつか直さなければならないのだろうねと言いな

がら、はがれたらもとに戻しながら使わせていただいておりますので、少し見ておいてい

ただきたいと思います。 

 それと、早速トイレの手すりの改修をしていただくということで、大変心強く思ってい

ます。せんだっても１時間以上閉じ込められまして、お年寄りの方が。探して歩いたら、

トイレの中で動けなくて座っていたということです。それで、手すりは縦にも横にもつけ

ていただいて結構なのですが、福祉関係の中には危険を何か生じたときに知らせるための

ブザーとか何かが置いてあります。公民館の場合は広過ぎてブザーや何かは多分聞こえな

いかと思いますので、中からトイレの外側に何か異変を知らせるような回転灯みたいのを、

今何か中で困っていますよというような回転灯みたいのをつけるようなことができるかど

うかと。それと、大変狭い場所ですので、鍵も一回見直していただきたいというふうに思

っております。それと、ドアの開閉が右だったら右側に開いたら危険だ、そしたら左側に

つけかえたら大丈夫かというような、ちょっとした工夫でそういう細かいところも見てい

ただければ、これから高齢者、障がい者の方が安心して使えるような公共の建物に少しで

も改善をしていってほしいというふうに思っていますので、説明を願います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 何点かありましたけれども、順番に説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、中央公民館の床の関係なのですけれども、今年度２階の第１、第２研修室の床の
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張りかえを行いました。本来でいきますと、年次計画で２階の会議室等から順番に進めた

いというように考えておったわけなのですけれども、やはり今回改修ありました上浦幌の

公民館事務室の床の改修とか、非常に劣化状態が厳しかったものですから、そちらのほう

を優先させていただきまして、今福原議員からご指摘のあった分につきましては小破修繕

の中で対応してまいりたいというふうに考えております。 

 また、先般も補正予算の中でトイレに閉じ込められたというお話があったわけなのです

けれども、その際にもいろいろ説明をさせていただきましたけれども、やはり形状的に古

い建物ですので、通路も狭い、ドアをあけると、その通路の人にぶつかってしまうとか、

いろんな障害がございます。その中でいきますと、やはりせんだってのようないろんな人

が大勢集まるような集会のときは、教育委員会の職員がいるときはその中で職員が巡回し

たりとか、また実行委員会の方々にもそういった巡回とか、いろいろご協力いただく面が

あるのかなというふうに考えております。先般のことに関しましても、閉じ込められた方

がご老人だったのですけれども、こちらの施設のほうに入居されていた方ということで、

その日施設の方も一緒に来られていたのですけれども、たまたまそこにご家族の方がお見

えになったので、そういった形でお任せしたのですけれども、１階のトイレを利用しない

で２階に行ってしまったということで随分時間がかかってしまったものですから、あのこ

とに関しましては開催した後にその施設の方ともお会いしながら、そういったことに関し

てのいろんなお互いの共通認識を図らさせていただいたところでございます。 

 また、トイレのいろんな設備の関係でございます。議員がおっしゃるとおり、回転灯と

か、それからブザーとか、いろんなことが想定されるかなというふうに思いますけれども、

先般もお話ししましたけれども、和式トイレに関しましては内開き、洋式トイレが外開き

ということで、改修したときにそういう形にはなっているのですけれども、やはり女性の

トイレでありますと、和式が２つあって洋式があるという形で順番にあるのですけれども、

やはり狭い通路を利用する中で全部が外開きにしてしまうと人にぶつかってしまったりと

か、そういったことが想定されますので、ちょっとまたお時間をいただくような形になる

と思うのですけれども、両方外開きでなくて片方だけとか、また開く方向もどうなのかと

か、またそれで問題がなかなか解決できない場合の例えばブザーとか、そういったものは

どういった形で進めるのかというのを現在進めているところでございますので、当初予算

には計上しておりませんけれども、そういったことで検討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 ６番、福原議員。 

〇福原議員 非常に細に入り微にわたりいろいろと大勢の人が集まるときに落ち度という

か穴があって、そういうような状態になった。たまたま今回の場合は家族の方が男性の家

族だったものですから、中に入っていけなかったのです。もし回転灯みたいなものがつい

ているのであれば、押して、誰か女の人が近くにいたら入っていけたのですが、家族の方
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が男性、お母さんを２階のトイレに連れていって、中に入らないで……入れないでという

のかな、余り出てこないので、よそのほうへ探しに行ったのです。警察にも届けたりなん

かして、非常に長い時間だったのです。それで、私はやはり外側に誰でも見れるような回

転灯みたいなものをどこかに１つ、２階の場合は３カ所ありますけれども、つけていただ

いたらどういう状態なのかなと。３つつけていただければ一番安心なのですけれども、男

の人が中に入っていけない状態だということで、後から見つかったときに私たちが入って

いって、女性が入っていって何とか助けたというか、１時間以上も入っていて、もし見つ

からなかったら本当に人命にかかわるようなことになるのではないかなというふうな思い

もしたものですから、いろいろな要望をしております。ブザーだと、大勢集まっていると

きって音が聞こえづらいのではないかと。目で見れれば、何かなるかなというふうに思っ

ています。それで、いろいろこれからやっていただくということでありますので、どうぞ

よろしくお願いしたいと思います。特別に小さな修理で小会議室も何かやっていただけれ

ばなというふうに思っていますので、この件についてもよろしくどうぞお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまいただきましたご意見と今回のことを教訓としながら、やはり

利用される方がご不便なこととか、それからいろんな危険なことに遭わないような形の整

備を図るということで調査研究のお時間をいただきたいと思いますので、ご理解のほどお

願いしたいと思います。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 今次長言われたのですけれども、時間を置けません、はっきり言って。喫緊

の課題であります。先ほどコスミックホールのことで私質問させていただいたら、今度は

公共施設なので、私は時間置けないと思います。ということで、先ほどの件も含めまして、

もう一度ご返答をお願いしたいと思います。 

〇田村議長 再度。 

〇阿部議員 町長がオーケーと出せば、恐らくすぐ喫緊で予算補正はしていただけるのだ

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 公民館のトイレの改修ということで福原議員からも阿部議員からもお話あり

ました。まさにあい・フェスティのとき、ちょうどお年寄りの方が立ち上がれないという

ことで大変な思いをされたということを聞いています。閉じ込められたときにわかるよう

にということでお話ありますけれども、やはり閉じ込められないようにするということが

一番先に先決問題だろうなというふうに思います。そういうスクランブルの用意するので

はなくて、そういうことにならないようにするということは当然大切なことだなというふ

うに思います。ただ、その中でどのようにしたらいいのかというのは、今阿部議員から早
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急にということでありましたけれども、これ予算組みするにはやはり調査しなければなり

ませんので、どういう形が今使いやすいのか。確かに公民館自体が古いですから、その中

でどのぐらいの改修余地があるのかということも当然必要だなというふうに思います。洋

式トイレにするということになると、やっぱりスペースがどの程度とれるのかということ

はやっぱり問題ですから、公民館全体のやつで考えていかないときっとならないのでない

のかなというふうに思います。そういう面では、これからすぐ、きょうやってあしたやる

という話には当然なりませんので、どういう形がいいのかというのは検討させていただき

たいなというふうに思います。これは、予算の関係でありますから、私も今答弁させてい

ただきましたけれども、いずれにしても古い公民館をどうやってうまく活用していくかと

いうことが問題でありますので、ぜひその辺については検討させて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 済みません。町長から心温まるお答えをいただいたというふうに私流に解釈

させていただきます。 

 それから、若干バリアフリー化ということにつきまして、私からお願いをするといいま

すか、質問したいなと思います。一昨年だと思うのですけれども、やはり公民館のことに

つきまして、一応トイレだとか、それから場所、会議室等々について若干のことをお伺い

したと思うのでありますけれども、今回高齢者、それから障がい者の使用料免除というこ

とにつきまして、公民館のほうである程度お年寄りたちが今回、あっちのコスミックを使

った方がこっちへ恐らく申請されている人いると思うのです。その中で、やはり使いやす

いような形に、公民館の各研修室を見直さなければならないのでないかということにきて

いると思います、これがずっと続きますと。そういうことも含めまして、２階におきまし

ては結構バリアフリーといいますか、楽なところがあるのですけれども、やはり下の部屋

が椅子を使える部屋が少ないというふうに感じておりますので、できればそういう部屋を

今回見直しするという中身で、それは急ぎませんので、そういうこともこれから私も含め

まして、足が弱くなれば畳の間よりも、できれば椅子を置いて机の上にしたいというのが

基本だと思いますので、その辺のこともできればお考えをいただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問でございますけれども、４月からの高齢者の施設の利

用の無料化に伴いまして準備を進めているところなのですけれども、実際施設のハード面

については、そこまではやっていないところでございます。ただ、今回補正させていただ

きましたけれども、それぞれ４公民館の中に和室がございますけれども、和室の部分に椅

子を設置させていただくということで４公民館に配置する予定でございます。また、これ

からいろんな改修を行う中で昨年の決算議会でもご指摘がありました多目的トイレの関係
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とか、今回も予算措置の中で内部で積算、そしてどういった場所がいいのかということで

検討を重ねてきたところなのですけれども、総体的にまだ現在の計画に盛り込むような形

までは至らなかったということで、今後はやはりまちづくり計画の中で前期計画があと２

年で終了いたしますけれども、それから公教育化に向けて、今古くなっていく公民館、い

ろんな施設についてどういった形で改修するか、また利用しやすい形があるのかというこ

とで調査研究を進めてまいりたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 申しわけありません。時間が押し迫って、議長も大分焦っていると思います

けれども、もう一点。やはりバリアフリーといいまして、入るところは大変よろしいです、

玄関までは。玄関から上へ一歩行くという段階におきまして、各部屋、それから基本的に

は玄関から入ったらいきなり、靴脱いだら、靴はお年寄りでしたら座って靴を脱ぐ、座っ

て靴を履くというのはいいのでしょうけれども、やはり障がい者によりましてはそれがで

きない。できればスロープつきというのが当たり前なのですけれども、入ってしまえばい

いかなという形の中であります。その辺の今後改造といいますか、バリアフリー化を進め

るに当たって公民館ばかりではなく、公共施設におきましてはやっぱりそういうふうに見

直しをしていただきたいと思います。それだけ伺えば結構です。 

〇田村議長 答弁はよろしいですか。 

〇阿部議員 いただければいいです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 公共施設全般のバリアフリーというのは、これは理想なのかもしれませんけ

れども、要するに一般の人が使用する施設でありますから、やはりその用途、用途によっ

て必要な部分があるだろうというふうに思います。全体のやつを全てバリアフリーという

ことはなかなか難しい部分があると思いますし、それは施設ごとにそれぞれ必要な部分は

必要な部分としてこれから精査していかないとならないのかなというふうに思います。阿

部議員が言うように、全ての施設をバリアフリーにするということはなかなか難しいもの

があるのではないかなというふうにお答えせざるを得ないだろうと思います。 

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 これで歳出の審議を終了いたします。 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 審議の途中でありますが、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にし

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、本日はこれをもって延会とすることに決定をいたしました。 

 なお、再開は明日午前10時ですので、よろしくお願いをいたします。 

 

    ◎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 ４時５２分 

 


