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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12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。 

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

いたします。 

 

    ◎日程第１ 認定第１号 

〇田村議長 日程第１、認定第１号 平成24年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

 ９月６日に引き続き審議を続けたいと思います。 

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

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、歳出から審議に入ります。 

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

は簡潔かつ的確にお願いをいたします。 

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

 議会事務局長。 

〇前田議会事務局長 それでは、決算書16ページ、あわせまして平成24年度一般会計決算

説明資料９ページをお開き願います。歳出、１款１項１目議会費、この科目につきまして

は議会の運営に係る経費であります。13節委託料、14節使用料及び賃借料につきましては、

説明資料９ページに記載のとおりであります。 

 次に、監査委員費であります。決算書22ページをお開き願います。２款総務費、６項１

目監査委員費、この科目につきましては監査の運営に係る経費であります。特に説明を加

える事項はありません。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に２款１項１目一般管理費から４項３目衆議院

議員選挙費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

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

１目一般管理費、次の17ページまでわたるものですけれども、この科目につきましては総

務所管事務にかかわります経費並びに庁舎管理、事務機器、機械借り上げ等に要した科目
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でございます。補正の主な内容につきましては、人件費及び事業確定に伴う庁舎耐震診断

委託料、庁舎地下タンクコーティング処理工事における執行残における減額と燃料単価ア

ップに伴います燃料費及び庁舎玄関ドア修繕による増額の内容となってございます。11節

需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費につきましては、説明資料

９ページに記載をしてございます。 

 引き続き、17ページをごらんおき願います。２目情報化推進管理費、この科目につきま

しては総合行政情報システム、庁舎ネットワークシステム等に要した科目でございます。

補正の主な内容につきましては、庁内ネットワーク稼働制御システム運用管理及び環境設

定変更委託による増額内容でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品

購入費は、説明資料９ページから10ページにかけて記載をしてございます。 

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

補正の主な内容につきましては、事業執行残による減額の内容となってございます。13節

委託料、15節工事請負費は、説明資料11ページに記載をしてございます。 

 18ページに移りまして、６目財政調整等基金費、この科目につきましては基金の積み立

て等に要した科目であります。補正の主な内容につきましては、公共施設整備基金、ふる

さとづくり基金積立金の追加でございます。以上でございます。 

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

に説明する事項はございません。 

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

生、職員研修に要した科目でございます。14節使用料及び賃借料は、説明資料13ページに

記載をしてございます。 

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

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

容につきましては、稲穂、中浦幌地域会館の体育館解体工事、吉野軽スポーツセンター壁

補修工事、本別浦幌生活維持路線バス運行補助負担金の追加内容でございます。13節委託

料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交

付金は、説明資料13ページから14ページにかけて記載してございます。 

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

きましては選挙管理委員会及び選挙管理委員４名に要した科目でございます。補正の主な

内容につきましては、職員人件費及び委員報酬の事務確定に伴います減額の内容で、14節

使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金は、説明資料15ページに記載をしてござ

います。 

 ２目海区漁業調整委員選挙費、この科目については海区漁業調整委員の選挙が無投票と

なったため準備に要した費用のみで、補正は投開票に係る費用の減額でございます。特に

説明する事項はございません。 

 ３目衆議院議員選挙費、この科目につきましては平成24年12月16日投票の衆議院議員選
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挙及び最高裁判所国民審査に要した科目でございます。補正の主な内容につきましては、

選挙に係る費用で職員人件費及び委員報酬、開票事務の迅速化を図るため国民審査投票読

み取り機の購入費及び事務費における需用費でございます。14節使用料及び賃借料、15節

工事請負費、18節備品購入費は、説明資料15ページに記載をしてございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 １番、関井議員。 

〇関井議員 説明資料10ページの使用料及び賃借料のクライアントＰＣ用ウィンドウズオ

フィスソフトライセンスのウィンドウズオフィスアップグレードをちょっと聞きたいので

すけれども、このグレードアップはオフィスソフトをグレードアップした、多分今2003使

っていると思うのですけれども、そのグレードアップしたということなのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問にかかわりましてご説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 ただいまの質問につきましては、いわゆるソフトのライセンスの関係の内容だと思いま

す。このことにつきましては、お話ございましたＸＰ、ご心配されておりますとおり、ウ

ィンドウスのＸＰにつきましては来年の３月の末までのサービスということで、それ以降

についてはそのサービスの提供をしないというようなことで盛んに言われてございます。

実際報道でもそのような報道がされておりまして、これは現実としてなり得るということ

で、ご心配の向きはその対応としてどうなのだということの含みだというふうなことで捉

えております。 

 ＸＰ問題につきましては、ご指摘のとおり、今お話ししましたとおり来年の４月からは

そのサービスが対応できないと。特に最も心配、懸念されていますのがいわゆるウイルス

対策としてはそのサービス提供がなされないということを言われておりますので、このこ

とにつきましては来年の４月からやはり導入ということは考えなくてはいけないという中

であって、現在リプレイスの中で来年以降のいわゆるネットワークシステムをどのような

形でつくり上げていこうかということを25年度当初予算におきましてその設計委託という

予算をご議決いただきました。それを含めて、どのような体系を持っているかということ

も含めて、またあわせて当然ＸＰの問題もございますので、４月１日以降にやはり入れか

えということも考えなければいけないということで、このことにつきましては設計対応が

固まった中で、必要台数の把握を含めて来年度の当初予算の中でそのことにつきましては

ご計上を申し上げて、説明をさせていただきたいというふうに考えてございますので、ご

理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 そしたら、今年25年度はＸＰのシステム、ＯＳ移行はしないということです
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か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 基本的には今言ったＸＰの問題につきましては、外部との接続にかかわ

って対応が非常に懸念されるという部分が１点ございます、いわゆるウイルス対策として。

今本町におきましては、いろんなシステムを稼働させていただいております。当然外部と

の接続というものもございますし、また内部だけのネットワークというものもございます。

そういった中で、システム設計をしていった中で全てにおいてＸＰ対応が必要なのかとい

う部分と内部だけで済むものであればＸＰの対応はしなくていいという問題もございます

ので、そういうのを含めて設計の中で明らかにしていきたいなと思ってございますので、

ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 どうせやるのならやっぱりサービス終了前に移行したほうが、サービス終わ

った後ではウイルス用セキュリティーとかの面でかなりマイナスではないかと思うのです

が、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ご心配のとおり、ただいまのご質問のとおり、そういった対応の部分が

ございます。先ほど申し上げましたとおり、そういったいわゆるＸＰ問題にかかわる必要

台数の把握という部分を今年度の中で把握をし、そしてそれに基づいた予算については来

年度当初予算におきますご計上を申し上げた中で対応したいと。また、その際にご議決を

いただければ、長期継続契約の事業の進め方の中で３月末をもってそういった契約更新と

いうことも諮りたく事務を進めたいと考えておりますので、４月以降にはその問題の対処

については間に合うのかなというふうに捉えておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 以前の質疑の中で、説明資料の９ページ見ているのですが、総合型ＧＩＳ、

地番データほかいろいろ、公有財産データ、上水道データとか、情報推進のところで2,600万

ばかり載っておりますが、これ以前の説明の中でホームページに掲載するという説明がた

しかあったと、新年度からあったと思うのですが、私の勘違いかどうか確認したいのと、

次の10ページの住民基本台帳ネットワークシステム費で使用料及び賃借料の中に114万

3,000円、これ何件ぐらい利用があったのか聞いておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ２点のご質問だったかというふうに思います。１点目につきましては、

説明資料９ページのいわゆる統合型ＧＩＳシステム、ＧＩＳという部分の内容だったかと



 － 8 － 

思います。ホームページの登録と、いわゆるアップという部分がどのような対応をされて

きたかというご質問だったと思います。 

 確かに昨年度の中でそういったご質問もございまして、またホームページに載せて対応

してまいりたいということでのお話もさせていただきました。そのときもお話しさせてい

ただいたのですけれども、やはり内容が、情報が通常の文字ではなくて図画、写真等の非

常にボリュームがあるというものになっております。これらの中で稼働させていくのには

大きな容量と申しますか、対応が要るだろうということで、やはり物によってはその稼働

が遅くなったりする場合等々ございますので、どこまで載せていこうかなという部分もや

はり内部での精査が必要だということもございまして、このことについては並行してＧＩ

Ｓの構築をしながら、全てを載せるのは困難でございますけれども、また個人情報等の扱

いもございますので、比較的できる範囲の中でこれらを精査してまいりたいなと考えてご

ざいますので、いま一度お時間をいただければと思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

〇田村議長 町民課長。 

〇小路谷町民課長 住民基本台帳ネットワークシステムの件数でございますが、住基カー

ドの交付件数につきましては24年度、13件、それと電子証明発行につきましては８件でご

ざいます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ホームページへの掲載の件ですが、なかなか容量が大きいということはわか

ります。写真になるとますます大きくなると思う。一生懸命見ていたのですが、どこから

入っていっていいのかということは、まだやっていなかったから見れなかったということ

なのですね。特別仕事で使うわけでもないのですが、やはりある程度期間を設けて、容量

も拡大しながら、なるべく住民にわかりやすい、せっかくここまで毎年何千万もかけてや

ってきたことですので、住民にわかりやすい情報提供など早急にしていただきたいという

ことです。 

 住基ネットのシステムのお金のことばかり言って申しわけないのですが、本当に21件に

114万3,000円プラス人件費ということで、膨大なこういうコンピューターシステムを使い

ながら、どこの町村でもそうなのでしょうけれども、非常に何か無駄とは言いませんが、

大変な経費がかかっていくということで、こういった件数はふえようがありませんか。本

人というか、個人の問題で、これは利用するわけでございますので。ここに掲載されてい

るかどうかわかりませんが、パスポートの発券というのでしょうか、パスポートの発券の

件数というのは、どこの時点でお伺いしたらよろしいのか、もしわかればお答えいただき

たいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 
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〇小路谷町民課長 24年度発行件数でございますが、77件でございます。５年用が37件、

それから10年用が40件でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

備費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

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

１目常備消防費、この科目につきましては署員22名、消防車両20台に要する科目であり、

東十勝消防事務組合の負担金に要した科目でございます。参考として、14節使用料及び賃

借料、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金は、説明資料31ページに記載をして

ございます。 

 ２目非常備消防費、この科目につきましては消防団員105名に要する科目であり、消防団

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

交付金については、説明資料31ページに記載をしてございます。 

 40ページに移りまして、３目消防施設費、この科目につきましては消防庁舎、３分遣所

並びに訓練塔改修工事、消防吏員待機宿舎改修工事、消防備品の整備、消防救急無線デジ

タル化共同整備事業等に要した科目でございます。参考として、15節工事請負費、18節備

品購入費、19節負担金、補助及び交付金は、説明資料31ページに記載をしてございます。 

 ４目災害対策費、この科目につきましては防災、災害対策に要した科目でございます。

補正の主な内容につきましては、浦幌町地域防災計画策定業務委託、津波避難対策におき

ます避難所造成及び避難道路、北栄地区内水排水整備に係るそれぞれの調査設計委託、防

災行政無線整備、浜厚内避難所の避難階段設置、北栄地区内水排水整備における工事請負

費、発電機、ポンプ等の内水排水対策備品購入でございます。11節需用費、13節委託料、

15節工事請負費、18節備品購入費は、説明資料31ページから32ページにかけて記載をして

ございます。 

 次に、48ページをお開き願います。決算書48ページをお開き願います。12款１項公債費、

この科目につきましては借入金元利償還金、長期償還利子及び一時借入金利子に要する科

目でございます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金、次の49ページまでにわたるものでございますけ

れども、この科目につきましての主な補正内容は平成23年度障がい者医療費に係る国庫及

び道費負担金の返還金でございます。 

 14款予備費については、特に説明はございません。 

 なお、決算書50ページから57ページにかけましては、財産に関する調書であり、それぞ

れ公有財産に係る土地、建物、山林、有価証券、出資による権利、そして物品、債権、基
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金に関しての調書を記載してございますので、ごらんおきをお願いいたします。 

 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。 

 ７番、森議員。 

〇森議員 決算資料の40ページになろうかと思うのですけれども、災害対策費の関連であ

りますけれども、８月の30日に気象庁は特別警報の運用を開始されたということも聞いて

ございます。特別警報というのはどういうときに発令があるのか、その辺教えていただき

たいなというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまの気象にかかわります特別警報ということで、新たに施行され

た内容についてのご質問だったかと思います。このことについてご説明させていただきま

す。 

 既に気象庁のほうから特にホームページ上等でもそういった内容の説明がアップされて

ございます。その中におきましては、特別警報につきましては予想される現象が特に異常

であるため、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告する新しい防災情報とい

うようなことでの内容となっております。また、それが今までとはどういった違いがある

のかという部分がありますけれども、このことにつきましては警報の発表基準をはるかに

超える現象について発表されます。警報につきましては、それぞれ地区ごとにその基準が

設けられてございまして、その基準を超える場合について注意報、警報というような数値

がございます。これらの中での警報の数値をはるかに超える現象については、この特別警

報というのが発表されるというふうな説明となっております。例としてはやはり大きな災

害ということで、東日本大震災における大津波、伊勢湾台風の高潮、また平成23年台風12号

の豪雨等が発表の対象といったことで、その旨説明として周知がされているところでござ

います。やはり今までにない大きな災害ということのその警報という部分を広くいち早く

周知をしたいという考えの中での対応ということで理解をしてございますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 わかりました。記録的な豪雨、または大津波のとき、せっぱ詰まったときに発

令が出てくると、発令があるということだというふうにも思います。 

 ただ、発令が来たときに町民にはどのような伝達をしていくのか、その辺のことをお伺

いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 発令が日ごろはやはり報道によってなされるというのがまず１点でござ

います。そういった報道を天候状況を踏まえながら、そういったことに注視をしていただ
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きたいというのがまず第１点でございます。ただ、そうはいってもなかなか情報が入手で

きないといったことも想定されると思います。これにつきましては、従前と同じような対

応にはなりますけれども、やはり広報車等の対応、連絡をもって対応する、そういったこ

ともございますし、また現在各行政区においてまちづくり出張説明会の中でお回りをして、

防災にかかわって昨年から引き続き２年目になりますけれども、行政区にお回りをして、

その中で自主防災組織というのをぜひお考え願いたいということのご理解の旨をお願いす

る部分も含めて回ってございます。そういった連絡網も含めて、各町内会単位の中でそう

いったこともぜひお願いをしたいということも進めていきたいなと。冒頭申し上げました

とおり、昨年に引き続き町内会単位での自主防災ということをぜひお話の場をたくさん設

けていただいた中でご理解をいただきたいということも今後もまた続けてまいりたいと考

えておりますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 町内会、また行政区に周知することはわかります。ただ、緊急のときにこれ発

令がございますよね。そういったときに私は町民に対しての伝達と申しますか、今の答弁

ですと報道を通じて通知をするということなのですけれども、今のテレビ関係ですと十勝

地方、これは北部、中部、南部と大きく分かれて、浦幌町は中部と南部ぐらいになるのか

なというふうに思っているのですけれども、今の説明ですと報道関係はそんなような内容

で伝達をするのか。また、町、行政として各町民にこの伝達方法、この辺のことを伺いた

いのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問にかかわりまして、１点目には特別警報のいわゆる適

用になる区域についてどうなのかという部分だというふうに思います。このことにつきま

しては、現在は気象庁発表の中ではやはり区域、十勝中部、南部といった区域もございま

すけれども、町村単位でのいわゆる警報等も発令をされてございます。そういった部分が

北海道の防災行政無線を使った中でも入ってきてございます。町には入ってきてございま

すし、また報道でも同じように町村単位でのいわゆる警報というものも発令がされており

ます。今おっしゃった中で、確かに広く一般には報道での周知というというのが伝わって

いる部分がございますし、またその中で補完的にはやはり町が広報車をもって、そして周

知を図っていくという部分もございますし、またその補完も含めて自主防災組織の中での

連絡系統といったものもぜひお考え願いたいということも話をさせていただいてございま

す。 

 いずれにいたしましても、緊急の場合ということもおっしゃるとおりの部分ございます。

ただ、気象にかかわっては、ある程度事前の発令というのがございますし、これらに基づ

いた中でいち早く町が入手した段階ではそういった広報等も含めて広報車による広報等、

また昨年度策定しました地域防災計画の中における職員の初動マニュアルといったものも
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策定をさせていただきました。この中でも広報車による周知等は、消防も含めて職員一丸

となった中での地区割りを含めて対応したいというふうな考えもございますので、いま一

度ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 周知方法につきましては理解させていただきました。 

 今課長のほうからお話がございましたように、防災無線というのは今ついておりますけ

れども、これはもう相当前、30年ぐらい前についた防災無線なのかなというふうに思いま

す。しかしながら、年数が経過している経緯もあります。私も防災無線というのは今聞こ

えるかいといろいろ聞いていますと、聞こえるところと、また聞こえない、ほとんどとい

うか、私も全部が全部調べたわけではないのですけれども、かなりもう聞こえないという

ような状況になっております。これ直す方法というのですか、修理に出せないのかという

ような話も聞きますけれども、やはり相当前の機械でありますので、部品のほうもないで

すよというような話も聞いてございますけれども、この辺につきまして行政としてはどの

ようにお考えになっているのか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問にかかわりましては、恐らく集落無線ということでの

浦幌町役場、当時は浦幌農協さんもそういった送信施設を持った中でのいわゆる同報無線

と言われている集落無線で、各農家の世帯の方々に個別の受信機が１台ずつ世帯ごとに設

置をされたというものだというふうに思います。これは、今お話しさせていただいたとお

り、集落無線整備ということの中で対応してきたということでございます。おっしゃると

おり、年数が30年ほど経過しているのかなというふうに捉えております。このことにつき

ましては、現状はアナログの無線というふうなことになってございます。これがどのよう

な形になっていくかということについては、デジタル等の対応もございますし、また今後

どのような整備というかの部分があるかといたしましても相当な費用もかかるということ

もございます。先ほど申し上げましたとおり、当初の所期の目的としては集落無線といっ

た中での整備ということが対応としては防災も兼ねたような形になってきているのかなと

いうふうには捉えておりますけれども、今後先ほど申し上げましたいろんな周知の対応を

検討させていただいて、また自主防災のことも含めてどのような進捗を図っていくのかと

いうことを見きわめた中で整備というものがどのようなことが必要になっていくのかとい

うことは今後調査という部分でさせていただきたいなというふうに思ってございますの

で、今の段階では先ほど申し上げた部分としてぜひとも町民の皆さんにもご協力をいただ

いた中で進めていきたいなと思ってございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 今の防災に関して私のほうからも１点確認をさせていただきたいと思いま

す。 
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 町民の方々を安否確認も含めて職員の皆さんが各班に分かれて回っておられるというこ

となので、私も何度かここにきて見させていただいた経緯もございます。そういった中で、

町民もさることながら職員の皆さんにとってもやはり町民の一人なわけです。そういった

中で、職員の方々が一生懸命やっておられる中で健康管理等も含めて十分に管理をしてい

ただかなければならないと。そういった中で、大きな災害ですとある程度のものは当然や

っていかなければならない。しかし、職員として警報が出たときにただ待機を長時間にわ

たってしなければならないという部分も多々あろうかなと思いますけれども、そのときに

食料とか水も含めてそういった整備というものはどの程度で考えておられるのか。また、

当然ながら健康が第一なので、そういったことも十分に考えていただかなければならない

と思うのですけれども、その辺の配慮というか、職員に対する配慮というものはどのよう

になっているのかちょっと聞いておきたいと。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまの災害の対応時における職員への配慮という部分のご質問だっ

たかと思います。いろんな部分がございます。健康面の管理、または精神的な負担部分の

管理等々があろうかと思います。この中で、実際に先ほど申し上げました地域防災計画の

中での初動マニュアルを作成するという段階に当たりましては、職員の方々に、特に係長

さん方の職員の方々にお集まりをいただいて、その初動マニュアルというのを策定の作業

を進めていただいた経過がございます。それは、やはり職員の視点に立ってと申しますか、

町民の皆さんの生命と財産を守るためには職員がどのように動いたらいいか、効率よく迅

速に、そして防災としてやはり減災も含めた対応がいかに発揮できるかということをお話

を進めていただいた経過がございます。そういった中で、初動マニュアルというのが策定

をされてきたということはまず１点ご理解いただきたいと思います。 

 いずれにいたしましても、職員の中でお話を進めてきたということでのご理解をいただ

きたいと思いますし、またその初動マニュアルにおきましても、先ほど申し上げました特

別警報のような大きな災害は、これはやはり総動員という部分は当然のことでございます

けれども、災害によっては対応としては大がかりな人数ではなく少人数という場合もあり

得ます。これにつきましては、やはり管理職優先の中で、管理職の方々が最初にその対応

をしていただいて、その中で人数的に対応が困難という部分についてはそれぞれ職員の皆

さんにもお手伝いいただくというようなことでの対応が初動マニュアルとして成り立って

おります。そういった部分では、職員の大きな待機も含めた中でも効率のよい対応をした

いなという部分で、負担についてもそういった配慮を初動マニュアルとしてはさせていた

だいたという経過がございますので、そういった対応が現在も形としてなってきていると

いう部分でご理解をいただければと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 初動マニュアルを皆さんでやっているということで、この中に、以前からも
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依頼をしていたのですが、女性の視点での災害に対する優しいというか、必要なもののこ

とというのでしょうか、内容もしあればお聞きしておきたいと思いますけれども。 

 それと、そのマニュアルを作成するメンバーの中に女性がいた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。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 人数までは、申しわけございません、記憶がなかなかあれなもので、申

しわけございませんけれども、その中に先ほど係長さん方を主体にということでお話をさ

せていただいたとおり、女性の方も職員として参加をしていただいてございます。 

 初動マニュアルにつきましては、やはり一律な扱いの中で最も最小で、そしてなおかつ

重点的な部分としての確認事項という部分で、職員が同じ理解のもとに同じような対応を

していくと、無駄のない動きをしていくという部分が最も大きな主眼となってございます

ので、細目的な部分としては初動マニュアルには記載はしてございませんけれども、これ

らにつきましては先ほど申し上げました職員の中でも女性の方もおられますし、当然そう

いった部分というのは各所管、所管の中での対応ということが話し合われてきているとい

うことでご理解をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

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 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時４１分  休憩 

午前１０時４３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３目文書広報費から５項２目指定統計調査費までの説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 17ページをお開き願います。２款総務費、１項総務管理費、

３目文書広報費、この目につきましては広報広聴事業に要した経費でございます。毎月１

回発行しております「広報うらほろ」の印刷製本費及び新たにスタートいたしました町か

ら行政情報を電子メールで定期的で発信する事業の経費が主なものでございます。 

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

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

ロジェクトにおける補助金交付事務並びに移住体験事業にかかわる経費でございます。補

正の主なものにつきましては、地域情報通信基盤整備推進事業のテレビ北海道放送を受信

する設備整備事業で675万1,000円の追加、同じく地域情報通信基盤整備推進事業の光回線

の移設に伴います光伝送路設備等移設事業で1,059万円の追加、ふるさとづくり寄附奨励事
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業における寄附申し込みの増加に伴う記念品等の経費493万2,000円の追加で、合計2,227万

3,000円の追加でございます。減額は、地域産業活性化補助金で300万円、住宅等建設補助

で100万円が実績見込みによる主な減額であります。15節工事請負費につきましては、投資

的経費内訳表12ページ及び説明資料12ページに記載のとおりでございます。また、工事請

負費のうち通学橋光伝送路設備仮移設復旧48万8,000円は、前年度からの繰越明許でありま

す。８節報償費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費、19節負担金、補

助及び交付金につきましては、説明資料11ページから13ページに記載のとおりでございま

す。 

 次に、20ページをごらん願います。14目地域活性化交付金（住民生活に光をそそぐ交付

金）事業費、この目につきましては平成22年度から国から交付された交付金を基金に積み

立て、平成23、24年度２カ年で執行するもので、最終年であります。事業内容につきまし

ては、学校図書と図書館との連携事業を進め、学校図書の充実を図るものです。13節委託

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

とおりでございます。 

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

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

えることはございません。 

 ２目指定統計調査費、この目につきましては法律に基づく指定統計調査にかかわる事務

で、特に説明を加えることはございません。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

 

午前１０時４７分  休憩 

午前１０時４９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10目生活安全推進費から３款３項２目老人医療対策費までの説明を求め

ます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 18ページをお開き願います。説明資料につきましては、13ページをご

らんください。２款総務費、１項総務管理費、10目生活安全推進費、この目につきまして

は交通安全対策、防犯対策及び消費者保護対策に係る経費でございます。交通安全対策に

つきましては、交通安全指導員12名によります啓発、巡視、街頭指導を実施しております。

活動実績は、延べ日数で47日、出動人員103名、211時間でございます。防犯対策につきま
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しては、防犯指導員13名によります啓発、巡視を実施しております。活動実績は、延べ日

数で156日、出動人員382名、738時間でございます。消費者保護対策につきましては、浦幌

消費者協会に平成22年度より委託をいたしまして、毎週火曜日に相談所を開設しておりま

す。昨年度の開設日数は、51日間でございます。19ページの13節委託料、19節負担金、補

助及び交付金につきましては、説明資料13ページに記載のとおりでございます。 

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

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

件費等の管理に要する経費でございます。特に説明する事項はございません。 

 ２目賦課徴収費、説明資料につきましては14ページから15ページをごらんください。こ

の目につきましては、町税の賦課徴収業務に係る事務的経費でございます。23節償還金、

利子及び割引料につきましては、過年度分６個人、決算確定に伴う10法人に対する償還金

でございます。12節役務費、手数料、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14、15ページに記載のとおりでございます。 

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

でございます。特に説明する事項はございません。 

 23ページをお開き願います。説明資料につきましては、16ページをごらんください。３

款民生費、１項社会福祉費、２目国民年金事務費、この目につきましては国民年金事務及

び国民年金制度の啓発等に係る経費でございます。13節委託料につきましては、説明資料

16ページに記載のとおりです。 

 24ページをごらん願います。説明資料につきましては、同じく16ページでございます。

６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費、この目につきましては重度心身障がい者

43名、障がい老人114名、ひとり親家庭等の親41名、子ども56名の医療費の助成に要する経

費でございます。20節扶助費につきましては、説明資料16ページに記載のとおりです。 

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

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

経費でございます。 

 ２項児童福祉費、２目児童措置費、この目につきましては２月、３月分の子ども手当、

法改正に伴います４月から１月分までの児童手当の支給に要する経費でございます。３歳

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

万円、第３子以降は月額１万5,000円、中学生につきましては一律１万円でございます。な

お、平成24年の６月より所得制限が設けられまして、制限以上の方につきましては特例給

付として一律5,000円が支給されております。25ページの13節委託料、20節扶助費につきま

しては、説明資料16ページに記載のとおりです。 

 27ページをお開き願います。３項老人福祉費、２目老人医療対策費、この目につきまし

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

伴いまして、平成20年３月までの老人保健に係ります診療報酬の支払いが生じた場合に対
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応する目でございます。24年度につきましては、支払いの請求はございません。 

 以上で説明を終わ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。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 説明資料の13ページの生活安全推進費の中の交通安全協会補助金ということ

で説明をただいま受けました。12名の方がその協会に所属しているということで、これ年

齢層とか、それから個人に報酬みたいのを出しているのかどうか確認をしておきたいと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 年齢層につきましては、資料をちょっと持ち合わせておりませんが、

交通安全指導員ということで、一番若い方で50歳ぐらいかなと思います。 

 あと、報酬につきましては、出動報酬だとか支払っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 実際にやっている方のお話を伺いまして、高齢化しているという話もありま

して、次にバトンタッチしたいのですが、女性の方も男性の方もおっしゃっていたのです

が、なかなか交代してくださる方がいないということで、町でこれからもこの指導員含め

ていろんなものをやっていかれると思いますが、後継者等をどのように考えているかお伺

いして、なるべく若い方にこういう協会みたいのに入っていただくような努力をしていっ

ているのかどうかも確認しておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 ただいまのご質問でございますが、24年度につきましては12名という

ことになっておりますが、今年の３月、高齢と言ったらいいか、ちょっと言葉はあれなの

ですけれども、４名ほどおやめになられまして、新たに女性なのですけれども、３名確保

したような形でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 説明資料の14ページの12番の手数料のコンビニ収納なのですが、コンビニの

収納で大変納税しやすくなったと思うのですけれども、前年度に比べてどのぐらい納税率

が上がったのかわかりますでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

（「収納率でございますか」の声あり） 

（「はい」の声あり） 

〇田村議長 町民課長。 
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〇小路谷町民課長 総体的に上がっているか、上がっていないかというお話ですよね。 

（「はい」の声あり） 

〇小路谷町民課長 基本的には利用しやすくなったということで、上がる、上がらないの

話ではないと思います。上がっておりません。大体去年と同額か、若干落ちているか、総

体ではです。納付しやすくなった、それを…… 

   （「滞納が今までしていて、やっぱりコンビニになったら滞納がないとか、そ 

     ういうのはないんですか」の声あり） 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 滞納者につきましても、しやすくなったということだと思います。と

いうのは、滞納で納期過ぎているのですけれども、コンビニで払いたいということで納付

書を送ってくださいという方もいらっしゃいました。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に４款１項３目環境衛生費から２項２目し尿処

理費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 29ページをお開き願います。説明資料につきましては、19ページをご

らんください。４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境衛生費、この目につきましては葬

斎場ほか環境衛生業務に要する経費でございます。11節需用費、13節委託料、18節備品購

入費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料19ページに記載のとおりで

す。なお、18節備品購入費の２トンダンプ車につきましては、平成27年度燃費基準達成に

よりますエコカー補助金20万円の交付を受けているところでございます。 

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

でございます。特に説明する事項はございません。 

 30ページをごらん願います。説明資料につきましては、同じく19ページをごらんくださ

い。６目乳幼児等医療対策費、この目につきましては中学生以下の医療費補助に要する経

費でございます。20節扶助費につきましては、説明資料19ページに記載のとおりです。 

 ７目公衆浴場管理費、この目につきましては町営公衆浴場の管理運営に要する経費でご

ざいます。平成24年度の入浴者数は9,254名で、前年度対比で66名、0.72％の増、利用料収

入では320万360円で、前年度対比１万1,440円の増でございます。13節委託料につきまして

は、説明資料19ページに記載のとおりです。 

 31ページをお開き願います。説明資料につきましては、20ページをごらんください。２

項清掃費、１目塵芥処理費、この目につきましてはごみ処理の収集運搬から処理に要する

経費でございます。11節需用費の修繕料、13節委託料及びごみ収集量、リサイクル搬出量
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の実績につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２目し尿処理費、この目につきましてはし尿処理に要する経費でございます。平成24年

度のし尿処理につきましては1,151キロリットルで、前年度対比69キロリットル、6.38％の

増でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 説明資料19ページの環境衛生費の委託料、火葬業務の中でちょっとお尋ねを

したいと思います。 

 火葬業務、委託をした場合もあるのですが、通常ですとここの職員の方がやっておられ

るということが大半だと思いますけれども、家族にとっては最後のお別れという中でその

業務に携わるのですけれども、火葬に対するやり方、やり方といいますか、家族の最後の

別れのときに担当者の方がそこにいないとか、そういうことがあるとすれば家族にとって

は大変な思いをするのです。先般も私もちょっと身内の中にいたときに途中で骨を拾おう

としたときに担当者がいない、ではどこに行ったかといったらバスの中に乗っていたよう

な状態があったのも事実なのでございます。そういったことを考えるときに、少し地方と

いいますか、こういった講習とかそういった類いというのは行った経緯というか、これか

らも含めてです、あるのかどうなのかちょっと聞いておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 ただいまの件につきましては、ちょっと掌握しておりませんが、講習

等あるかどうかちょっと今確認しておりません、それにつきましても。ただ、本来であれ

ばほかのところ行って勉強するなりすればよろしいのでしょうが、なかなかそういう機会

はないということでございますので、了承願います。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 今なかなか機会がないということの中ですけれども、今後においても、残念

ながら自然減の中の一つの中に亡くなる方がいるわけですから、多少なりともそういった

ことも含めて今後に向けて他町村行って、他町村といいますか、そういった火葬の仕方と

いいますか、そういったものも含めて勉強しておいていただいたほうがいいのかなと思い

ますけれども、いかがなものでしょう。家族にとっては最後のお別れという中で、その辺

をどのように考えているか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 そういうような研修等があれば、うちのほうに情報が入ってくればそ

ういうのを利用して一応勉強させたいとは思っております。 

 以上です。 
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〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 どうも本当にやろうとしているのかなと思う点、申しわけないけれども、そ

ういう情報があればというような今答えだったと思いますけれども、率先してこういった

ことも含めてそうしますということにならないのかなと思いますけれども。もう一度お願

いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 今確認しましたところ東京のほうでは年に１度ほどあるみたいなので

すけれども、なかなかそこまで旅費を要求して、そして行かせるということもちょっと財

政的にどうかなとは思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 火葬の関係につきましては、町の直営で職員が対応してやっているという

こともありますので、私もほかの町村行って、とうちの状況を比較してということもある

わけですけれども、やはりその対応についてはもう少し考えたほうがいいのかなという部

分もありますので、その辺の指導を徹底していきたいなというふうに思っております。 

 また、うちの担当職員がどうしても休まざるを得ないという状況もありますし、また火

葬が重なった場合ということもありますので、そういう場合委託等で対応している場合も

ありまして、そこら辺については委託業者のほうは専門的な業者ですから、その辺の対応

は問題ないと思っていますけれども、その辺も含めてきちんと連携をとってやっていきた

いというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ここでお聞きしていいのかどうかわかりませんが、子宮頸がん検診143名とい

うことで、これは延べの数字でしょうか、それとも実際の人数でしょうか、確認をしてお

きたいと思います。 

 それと、いろいろ報道されていますが、この受けた後のフォローというのでしょうか…

… 

〇田村議長 福原議員、項目が違うと…… 

〇福原議員 これセンターのほうの…… 

〇田村議長 保健のほうで。 

〇福原議員 わかりました。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

 あわせて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。 
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（「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、再開は11時25分といたします。 

 

午前１１時０９分  休憩 

午前１１時２４分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けます。 

 次に、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 決算書の22ページから24ページをごらん願います。あわせて説明資

料15ページから16ページをごらん願います。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉

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

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

社会福祉全般に要した経費でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金、20節

扶助費につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。19節負担金、補助及び交

付金、20節扶助費の不用額につきましては、障がい者の自立支援サービスの給付費等に係

る執行残でございます。28節繰出金につきましては、浦幌町国民健康保険事業特別会計へ

の繰出金でございます。 

 ３目厚生委員費、この目につきましては民生委員児童委員24名の活動に要した経費でご

ざいます。13節委託料につきましては、社会調査委託料として北海道からの委託料が町に

交付され、同額を民生委員各位に支出してございます。 

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

補導委員会の運営並びに青少年健全育成事業に要した経費でございます。特に説明する事

項はございません。 

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

談員に要した経費でございます。13節委託料につきましては、説明資料のとおりでござい

ます。 

 引き続き、24ページから27ページをごらん願います。あわせて説明資料16ページから17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、この目につきましては保

育園、幼稚園等の入退園及び保育料納付事務等、児童福祉全般に要した経費でございます。

13節委託料につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 続いて、25ページをごらん願います。３目認可保育園運営費、この目につきましては浦

幌町立しらかば保育園の管理運営及び園児87名に要した経費でございます。11節需用費、
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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、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ４目へき地保育所運営費、この目につきましては浦幌町立上浦幌ひまわり保育園の管理

運営及び園児14名に要した経費でございます。18節備品購入費、19節負担金、補助及び交

付金につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

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

ます。不用額の11節需用費につきましては、児童館修理費の執行残でございます。 

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

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

業を実施する子ども発達支援センターくれよん広場の運営に要した経費でございます。 

 ７目学童保育所費、この目につきましては放課後児童対策として開園している浦幌町立

学童保育所の児童の保育の運営に要した経費でございます。 

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

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

支援センターの運営に要した経費でございます。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 何点かお伺いしたいと思います。 

 まず、１点目、孤立死の防止実態調査ということで平成24年の総務文教委員会の中で答

弁をいただきまして、実態調査をこれからやるということで、毎年のように確認をしてき

ました。現在の進捗状況とその実態調査後の対処というか、そういったものが現時点でわ

かりましたらお知らせを願います。 

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 ただいま福原議員からのご質問にありました孤立死の実態調査とい

うような内容でしたけれども、私たちが行っている調査につきましては高齢者生活実態調

査という形で実施しております。この調査につきましては、平成24年度より65歳以上の高

齢者の方の自宅を訪問し、高齢者の健康状態、それから生活の様子、地域での支えを聞き

取りして、今後の支援につなげるというような内容で実施しておりますけれども、ただい

まご質問にありました進捗状況でございますが、現在訪問は460人に訪問しております。私

たちが訪問する目標としている977名のお年寄りに対して460訪問していますので、実施率

につきましては47.1％というような進捗状況でございます。 

   （「まだ答えが。わかった時点での内容が、把握できた時点のその経過も含め 

     て聞いたんですけど」の声あり） 

〇田村議長 保健福祉課長。 
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〇熊谷保健福祉課長 失礼しました。 

 経過のほうの説明でございます。経過につきましては、この実態調査を行いまして、実

際に継続支援、支援が必要だと判断した高齢者の方につきましては73名という形でござい

まして、この73名につきましては継続的支援を実施している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 この件について、本当におひとり住まいでなくても現実にみずから命を絶っ

たお年寄りなんかもいるのです、最近なのですけれども。そういったものの把握すること

は非常に難しいということで私も実感をしているのですけれども、そういうところに家族

と同居だからということでなかなか手を差し伸べられない。家族もわからない鬱病という

か、老人性のそういった疾病とか抱えていて、なかなか理解がしてあげられないというこ

とで苦慮していると思うのです。それで、65歳以上の全てにということは非常に難しいの

ですが、何かもっと心のこもった優しい手を差し伸べることができないのかなと本当に常

日ごろ思っているのですが、皆さん本当に多忙で、職員の方だけでは難しい。もちろん民

生委員さんもいらっしゃるのですが、それでも現実にはそういったことでみずから命を絶

ってしまわれる方がいらっしゃるということで、町長初め皆さんも沈痛な思いでいると思

います。せっかくこういういいことをやっていらっしゃって、それが実を結ばずにこうい

うことが発生するということで、何かいい手当てはないかなというふうに考えているので

すが、なかなか民生委員の方も回り切れないというか、家族がいるから安心という部分も

あるかと思います。その辺何かいい法的なものを含めて浦幌町の独自の方法みたいなもの

を考えていらっしゃるかどうか伺っ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 ただいまのご質問でございますが、孤立死というような問題が社会

的問題となっておりますが、この要因はいろいろあろうかと思います。また、家族がいな

がら、いろいろと要因が考えられます。家族がいても要因が考えられると思いますが、浦

幌町といたしましては現在高齢者・障がい者見守りネットワークという事業を展開してお

ります。この見守りネットワークという事業は、地域、それから行政が一体となって協働

して見守りを行うというような事業でございます。この事業を大きく発展させまして、そ

のような例えばふだんと違うような行動、ふだんと違うような状態、ふだんと違うような

生活状態というようなものを見たり、聞いたりした場合につきましては、町民の方のほう

から情報をいただければ浦幌町として必要な支援をしていくというような事業を構築して

おりますので、そちらのほうで町民の方の見守りを行っていきたいと思っております。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 今課長の答弁の中で見守りネットワークという事業がスタートしたというこ

となのですが、現在は何件の団体が協力していただいて、どのような実績が、スタートし
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たばかりですが、５月からということでしょうか、実績があるか、ないかお伺いしておき

たいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 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。浦幌町が行いました高齢者見守り

ネットワークですが、今年の５月に広報等で町民に周知をしております。現在までの８月

末までの実績でございますが、町民の方から３件、それから事業所の方から１件というよ

うな情報の提供がございました。それぞれ情報の提供を受けまして、既に情報提供受けた

中には浦幌町が支援に携わっているというような、そういうような事例もございましたが、

それぞれ情報提供いただいた事例につきましては、住民から３件、事業所から１件という

ことで計４件ということでございまして、それぞれ支援をしていく中で最終的にその４件

の４名の方が入院された方が２名、それから施設に入所された方が１名、それから施設の

申請に至った方が１名というような実績内容でございます。既にスタートしてから４件の

町民の方並びに事業所さんのほうから情報提供あったということで、大変感謝しておりま

すし、今後ますますこの事業を展開させていかなければならないというようなことを痛感

しております。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ５月からスタートして、４件が手を差し伸べてあげられたということで非常

に効果的だと思いますが、たくさんの事業者ですと団体ですとか登録していると思います。

町民の皆さんにもいろいろと回っております、パンフレットが。これ全体の会議というも

のは必要ないかどうか。必要ないかどうかというよりも、１度か持って皆さんと意思疎通

を図ったかどうか確認を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 ただいまのご質問でございますが、この事業を実施するに当たり、

協力団体23団体、それから協力事業者35事業者という方々にご協力をいただいております。

私たちがこの事業を展開するに当たりまして、各協力団体、それから協力事業所１件１件

訪問を行いまして、そしてこの事業をご理解いただいて、この事業に協力することを承諾

いただいて行っているような内容でございますが、その中で私たちが協力していただいて

いる各事業者さん方にお願いしているのは、いわゆる通常の営業、それに無理をしない中

での見守りをお願いしております。各事業者さんにおかれましては、日常業務大変忙しい

というようなことも考えられますので、その中でやはり事業者さんに余り負担をかけない

ような、無理をさせないような、そういうような見守りというような形で、できる限り日

常の業務の中でそういうような例えばお年寄りの異常な行動、それから最近お年寄りの住

んでいる住宅に夜電気がともっていないだとか、またそういうような発見をした場合には
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報告していただきたいというような形でお願いしておりますので、今現在のところ事業者

さんには今の見守り以上のお願いはしていかないつもりでおります。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 非常にいろいろと細かい事業がたくさんあって、大変だとは思います。 

 次に、外出支援サービス事業のことでお伺いしたいと思います。説明資料の17ページ、

外出支援事業延べ552回ということで、これは福祉協議会ほかということになっています。

これの内訳というのでしょうか、タクシーを利用しているとか、それからバスではいない

でしょうけれども、どのような形態でこれ支援事業をなさっているかお伺いしたいと思い

ます。 

〇田村議長 福原議員、今の質問につきましては次でございますので。 

〇福原議員 わかりました。済みません。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、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 27ページから28ページをごらん願います。あわせて説明資料17ペー

ジから18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、この目につき

ましては浦幌町福祉有償運送運営協議会及び高齢者福祉、在宅福祉支援事業、浦幌町介護

保険特別会計繰出金に要した経費でございます。８節報償費、13節委託料、14節使用料及

び賃借料、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費につきましては、

説明資料に記載のとおりでございます。28節繰出金につきましては、浦幌町介護保険特別

会計への繰出金でございます。不用額の12節役務費は、緊急通報システム設置手数料、13節

委託料は在宅福祉支援事業費の執行残でございます。 

 ３目老人福祉施設費、この目につきましては３施設の養護老人ホームに入所している方

の入所措置等に要した経費でございます。20節扶助費につきましては、説明資料に記載の

とおりでございます。 

 ４目老人ホーム費、この目につきましては浦幌町養護老人ホームらぽろの管理運営に要

した経費でございます。13節委託料、18節備品購入費につきましては、説明資料に記載の

とおりでございます。 

 引き続き、28ページから30ページをごらん願います。あわせて説明資料18ページから19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、この目につ

きましては各種健康診査、浦幌町簡易水道特別会計繰出金に要した経費でございます。13節

委託料、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、説明資料に記載

のとおりでございます。13節委託料の不用額につきましては、各種健康診査に係る委託料
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の執行残でございます。28節繰出金につきましては、浦幌町簡易水道特別会計への繰出金

でございます。 

 ２目予防費、この目につきましては予防接種等に要した経費でございます。13節委託料

につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 続いて、30ページをごらん願います。５目医療対策費、この目につきましては患者輸送

業務、日曜当番医等の医療対策及び浦幌町立診療所特別会計繰出金に要した経費でござい

ます。11節需用費、13節委託料、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金につきま

しては、説明資料に記載のとおりでございます。28節繰出金につきましては、浦幌町立診

療所特別会計への繰出金でございます。 

 ８目保健福祉センター管理費、この目につきましては浦幌町保健福祉センターの維持管

理に要した経費でございます。13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費につきまし

ては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 続きまして、43ページから44ページをごらん願います。あわせて説明資料35ページから

36ページをごらん願います。10款教育費、４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、この目につ

きましては浦幌町立浦幌幼稚園、厚内幼稚園の管理運営及び浦幌幼稚園児30名、厚内幼稚

園児５名の保育の運営に要した経費でございます。15節工事請負費、18節備品購入費、19節

負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。不用額

の15節工事請負費は、厚内幼稚園暖房ボイラー取りかえ工事の執行残でございます。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 先ほどは失礼いたしました。外出支援の事業の内容についてお伺いしたいと

思います。 

 17ページの老人福祉総務費の中の外出支援事業が延べ552回ということになっておりま

す。これの内容というか、バスとかタクシーとかいろいろありますが、その内容を詳しく

わかる範囲内でお願いいたします。 

 それと、先ほども間違えましたけれども、子宮頸がんの受診というか、検診、実際に受

けた方が76名ということで、これは進捗率というのですか、全体の人数に対して何％の受

診率になっているのか。 

 それと、子宮頸がんにいろいろと予防の接種した後の諸症状等が新聞等で出ております。

浦幌町は、予防の接種した後の調査等を実施しているかどうかお伺いしておきます。 

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 ただいまご質問ありました１点目、外出支援サービス事業でござい

ますが、この外出支援サービス事業につきましては在宅の方で一人では公共交通機関等を

利用できない方、そういう方々を対象に浦幌町が社会福祉協議会、それからうらほろ幸寿
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会にそれぞれ委託を申し上げまして、そこで外出支援について援助をしている事業でござ

います。ですので、車両につきましては、社会福祉協議会、それからうらほろ幸寿会がそ

れぞれお持ちの福祉車両というような内容でございまして、バスとかタクシーというよう

なものではございません。 

 続きまして、子宮頸がんの関係でございますが、76名というような形になっております

が、実は子宮頸がんにつきましては子宮頸がんの予防接種を完了するまでに３回の接種が

必要でございます。76という数字につきましては、延べ人数でございまして、実際には24年

度40名の実施というような内容でございます。実施率につきましては、31.7％というよう

な実施率でございまして、この実施率、それぞれ23年度任意接種ということで国の補助で

始まりました子宮頸がんのワクチン接種ですが、24年度からは定期予防接種ということで

予防接種法の中で実施するというような子宮頸がんワクチン予防接種でございます。副作

用の関係でございますが、副作用につきましては実際問題23年度に実施した任意の段階の

中での予防接種では２件の副作用の状態がございました。これにつきましては、意識の低

下、それから発熱というような内容でございましたが、いずれも二、三日で回復したとい

うような状態でございます。この２件につきましては、町ではそれぞれ事後の回復の様子

ですとかそういうような形のものを保護者と常に連携をとり合いながら、回復状況を見守

ったというような内容でございます。その後、浦幌町につきましては、副作用におきます

報告等はございません。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 子宮頸がんのほうはわかりました。これからも予防接種をしていくと思いま

すが、その後の経過等、調査つぶさにしていっていただきたいということです。 

 それと、外出支援サービスのことなのですが、在宅支援ということで依頼は２カ所、幸

寿会と福祉協議会と。タクシーとかは使っていないという報告でしたが、外出支援サービ

スを利用する方へという要綱を読んでいますと、土日はだめ、利用時間は９時から５時半

までということで非常に使い勝手が悪いことになっております。これは、やはり車と運転

者、両方の提供をするという条件がついておりますので、こういう事業をやっているほう

の側からしますと余り使い勝手が悪くて、なかなかスムーズにこの支援サービスを実施す

ることができないというお話が出ております。これは、町内のみの支援ということですの

で、やむを得ずこういう内容になっているかなと思うのですが、例えば緊急の場合は救急

車ですとか、それから自費でタクシー等を使わなければならないかなということもありま

すが、今現在浦幌町もこういう外出支援サービスに対してのもっと親切な方法がないかな

というふうに思っているのです。 

 それで、せんだっても郵政省のほうですか、郵便局のほうでいろんな事業を展開してい

くというような報道もありました。全体的にいろいろと行政ができないところも含めて、

これは自分たちが毎日のように町を回っているということで、なかなか細かい目も届くと
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いうことで、郵政省もこういったことを事業として取り上げていくという方向で今やって

いくようでございますけれども、やはり浦幌町としても高齢者にもっと優しいやり方がな

いのかなというふうに私もいろいろと調べています。買い物代行ですとか、訪問して何か

変だなと思ったら、有償でもちろん日本郵便がやりますが、浦幌町ももう少し何か人と車

ともっと使いやすいセットになったもので、無償とは言わなくても実費の半分ぐらいの福

祉有償の運送をＮＰＯ等に任せてやって、もっともっとやっていく必要があるのではない

かと思います。タクシーの乗車券何かも月1,000円で発行している町もありますし、そうい

ったいろいろと条件がありますでしょうけれども、65歳以上の方を対象に温かい手を差し

伸べる工夫はできないかどうかお伺いしておきます。 

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 ただいま外出支援サービスの関係で質問のあった件でございます

が、いわゆる外出支援サービスにつきましては医療機関、それから保健福祉サービス提供

施設等々、それらの往来を支援する、そういう事業でございます。ですから、先ほど言い

ましたけれども、公共交通機関を利用することが何らかの理由で、例えば身体的理由とか

そういうような理由でできないという方を支援するような事業でございますので、まずこ

の外出支援事業につきましては限定された方しか利用できないということでございます。 

 先ほど買い物ですとか、そういう高齢者に優しいような何か交通手段はありませんかと

いうようなご質問でございましたが、ただいま浦幌町の町の中でコミュニティバスという

ような運行を今年の10月から試験的に運行しまして、そして現在どのような形でそのコミ

ュニティバスの運行を行ったらよろしいかというような調査を行っておりますが、結果的

に浦幌町としてはそういうようなコミュニティバス等が実際に走り出した場合にどの程度

高齢者の方に対して利用されているのか、また高齢者がどの程度そのバスが走ったとして

も不便されているのか、そういうようなところを検証しながら、地域の高齢者の外出とい

うような、移動手段というようなものに対して調査検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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５９分  休憩 

午後 １時２９分  再開 
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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款１項１目労働諸費から２項５目林道上厚内線開設事業費までの説明を求めま

す。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 決算書31ページをごらん願います。あわせまして説明資料20ページをご

らん願います。５款労働費、１項１目労働諸費、この目につきましては勤労者対策、雇用

対策及び職業病対策並びに緊急雇用創出推進事業に要した経費でございます。13節委託料、

19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 32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、この目

につきましては農政担当職員の人件費及び各種団体に対する負担金でございます。特に説

明を加える事項はございません。 

 ３目農業振興費、説明資料につきましては20ページ、21ページをごらん願います。この

目につきましては、農政全般と畑作を主とする農業振興に要した経費でございます。19節

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

 33ページをごらん願います。あわせまして説明資料21ページから23ページをごらん願い

ます。５目畜産振興費、この目につきましては酪農等を主とする畜産振興及び模範牧場の

施設整備に要した経費でございます。11節需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、

15節工事請負費、19節負担金、補助及び交付金並びに模範牧場の利用実績につきましては、

説明資料に記載のとおりでございます。 

 ６目土地改良費、説明資料につきましては23ページをごらん願います。この目につきま

しては、土地基盤等の整備促進に要した経費でございます。14節使用料及び賃借料、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、説明資料に記載のとおりでご

ざいます。 

 ８目道営土地改良事業費、説明資料につきましては23ページをごらん願います。この目

につきましては、道営中浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業及び道営浦幌地区担い

手支援型畑地帯総合整備事業の土地改良事業に要した経費でございます。道営浦幌地区担

い手支援型畑地帯総合整備事業に係る暗渠排水50ヘクタール、心土破砕10.3ヘクタール、

区画整理6.9ヘクタール分の工事負担金2,280万8,000円を翌年度へ繰り越して事業を執行

するものでございます。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、説明資料に記載のとおりでございます。 

 34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。10目団

体営土地改良事業費、この目につきましては浦幌地区農業体質強化基盤整備促進事業に要

した経費でございます。排水不良対策として、暗渠排水11.5ヘクタールの整備に係る調査

測量委託料230万円、工事請負費2,070万円を翌年度へ繰り越して事業を執行するものでご
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ざいます。15節工事請負費に係る不用額につきましては、平成23年度から平成24年度に繰

り越しした事業に係る執行残でございます。13節委託料、15節工事請負費につきましては、

説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費、説明資料につきましては24ページ、25ページをごらん願

います。この目につきましては、林業行政一般及び有害鳥獣駆除等に要した経費でござい

ます。８節報償費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費、19節負担金、

補助及び交付金、28節繰出金につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２目林業振興費、説明資料につきましては25ページをごらんおき願います。この目につ

きましては、民有林の振興に要した経費でございます。19節負担金、補助及び交付金につ

きましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 35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。３目林

道維持費、この目につきましては町が管理する林道12路線、延長６万2,709メートルの林道

の維持管理に要した経費でございます。15節工事請負費につきましては、説明資料に記載

のとおりでございます。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費、説明資料につきましては25ページ、26ページをごら

ん願います。この目につきましては、うらほろ森林公園の管理運営に要した経費でござい

ます。11節需用費、13節委託料、15節工事請負費並びにうらほろ森林公園利用実績につき

ましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ５目林道上厚内線開設事業費、説明資料につきましては26ページをごらん願います。こ

の目につきましては、林道上厚内線の開設工事、延長420メーターに要した経費でございま

す。13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料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、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 決算の数字の出ている項目ではありませんが、農地の排水対策ということで

お伺いしたいと思います。 

 ご承知のように下浦幌地区、今年の４月に排水対策の改善ということで中川代議士やら

道議に現地視察をしていただきました。そのときは町長初め副町長、まちづくり政策課、

産業課、施設課、それぞれ土曜日にもかかわらず10人程度の立ち会いをしていただいて、

現地視察していただいたという経過がございます。そこで、この件は農地の防災事業にか

かわる残務処理と言ってはなんですが、まだ十分でなかった部分について見ていただいた

部分、それから河川管理についてかかわる部分もありますので、河川管理部分については

後の施設課のほうの説明のときにしたいと思いますが、朝日の釜場はご承知のようにもう

ほぼ釜場の改修をしまして、今もう転圧されていい状況になっておりますから、舗装をし

ていただければ終わるという状況になっているのはご承知のとおりです。 

 もう一点は、静内、地番的には生剛になるかと思いますが、静内川にかかわる排水対策
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として、国営防災事業で取りつけ道路に関する排水管が非常に埋まっている状態にあると

いうことで現地の確認をしていただきました。この件につきましては、要請事項としては

多分まちづくり政策課なのかなと思いますし、また国営事業にかかわる農地の基盤整備と

いう面では産業課なのかなというふうに思いますので、それぞれその後要請活動の状況経

過、それからその後の対応についてどうなっているのかについて伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 それでは、私のほうから国、道に対する要請の経過について

ご説明させていただきます。 

 ただいま杉江議員からお話がございましたとおり、今年の４月に大谷道議並びに中川衆

議院議員が本町に見えまして、現地の確認に来られたという経過でございます。それぞれ

朝日地区の浦幌太樋門、あるいは緊急排水作業ヤード、それから統太の樋門付近の現地の

確認、それから静内川第３樋門付近における国営防災関係の排水不良、その辺のところを

それぞれの道議あるいは国会議員に見ていただいて、当然関係する機関に要請をしていた

だけるようにお願いしたところでございます。 

 朝日の排水ヤードにつきましては、先ほど杉江議員のほうからご説明がありましたとお

り、既に釜場ができまして転圧、そして舗装工事が、舗装工事部分だけについてはちょっ

とまだできておりませんけれども、もう少ししたら地盤が締まった時点で舗装が入るとい

う状況下にございます。それから、統太樋門、それと国営農地の排水の関係でございます

けれども、国営農地の部分につきましては私のほうで押さえているのは現状として本年ま

だ大雨というものが来ていないので、国の機関としては一応お話はわかりましたと。雨が

降った際に現地を確認して、その上で対応を考えたいというような報告をいただいており

ます。それから、静内川に係る樋門の関係につきましては、従来より河川内における立木

の撤去、それから河床の掘削等を要請しておりますけれども、なかなかこの辺レベル的に

ゼロメーターといいますか、平らな部分でございますので、比較的工事をするにしても決

定打が見えないということで、ご検討いただいているところで、この部分については今後

における政務活動におきましても国あるいは道のほうに引き続き要望していく予定でござ

います。 

〇田村議長 産業課長。 

〇大山産業課長 今まちづくり政策課長のほうから大まかな内容については説明したとい

うことでございます。朝日の浦幌太については、何とか早く簡易舗装を終了していただき

たいというふうに考えてございます。 

 また、静内に関する部分でございますが、国営農地防災において農地のかさ上げ等を実

施してきたという中において、当初はあそこに排水機場を設置する計画もあったというこ

とでございますが、平成10年に事業費等が圧縮されまして、その辺も消えてきたという状

況であります。その中で、幹線明渠なり、いろんな部分を整備した中であそこの部分はあ
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れで問題ありませんよというような状況を地域として説明を受けていたと。ただし、昨年

の大雨でもそうですけれども、その前にもありましたが、道路を横断するなり、排水がい

っぱいになって町のほうでポンプアップして排水しなければならないような状況が続いて

いるということの中で、その辺の状況を開発のほうには先ほどまち政の課長が言ったよう

に要望してきておりますが、国営の事業が終わったという中でなかなかいい回答はもらっ

ておりません。ただ、町としては、あそこの部分の排水対策については今後とも粘り強く

開発に対しては行っ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 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ４月からの経過については、ただいま説明受けましたけれども、説明の中で

開発のほうも大雨がないので、状況確認できていないというような説明でしたけれども、

大雨降って状況確認できるようになったら遅いのです。ですから、お願いしたいのは、そ

れ以前にも先ほど産業課長のほうからもありましたように100ミリを超す雨降れば昨年度

も百二、三十ヘクタールが静内川、生剛川で湖になってしまうという状況は十分把握され

ていると思うのです。ですから、開発さんも大雨降って状況確認できてからというのでは

なくて、もう状況は地域の皆さんから写真をいただいたり、いろんなもの添付して要請し

ていただいたと思うのですが、もう少しやっぱり前向きで町自体も取り組む姿勢がないの

かなと。説明の中にありました国営事業が終了していますから、基本的には排水路、地権

者の隣接する排水路の対策としては町の範疇の最終的にはそういう責任で処理しなければ

ならないと私は思うのです。開発が事後処理としてどんな予算のつけ方してやってくれる

かわかりませんが、とにかく早く手を打っていただきたいというのが本音です。 

 後で質問しますけれども、静内川の問題もあります。そちらが解決してしまえば、下が

ってしまえばこっちのほうの対策全然要らないのかもしれません、専門家ではないですか

らわかりませんが。そういうことで、町として開発が何とかうんと言ってくれるまで待っ

ているつもりなのか。要請の後、中川代議士のほうでは審議官まで話は通しました、すぐ

話は通してありますのでということで開発のほうも対応はあったと思うのですが、その後

の話が進んでいないという状況だと思うのです。この点について町の対応、姿勢について

どういうふうにお考えでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 今ご質問あったように国営事業が完成するときにこれで静内地区、あの

辺の地区の排水対策は問題ないというか、いうような形で事業は終わったというふうに理

解しています。ただし、それ以降今みたいな現状が起きているということの中で、国営事

業としては当初これでということだったのでしょうけれども、町としては一応それが今の

現状からいうと完全ではないというふうに理解してございます。その中で、基本的にすぐ

排水路なり、大きくできればいいのでしょうけれども、補助が入っていることもあります。
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そういうことを含めて、今後ともやっぱり開発とは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 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 開発と話を進めていきたいという中では当初の説明どおりでわかるのです

が、また水没するようなことでは遅いと私は思うのです。昨年の湖となった状況を見てい

ただければわかるとおり、あそこの状況は無名川ですか、万年の裏山から、私たちは昔か

ら万年の大沢と言っていますけれども、広い面積の水が全部あの無名川に入って、静内川

に入っている状況を見ますと、あれがあの水路で処理できるわけがないと思うのです。国

営事業の中間でも再度整備をし直したという状況もあります。勾配もあるからすぐ砂で埋

まるとか、そういう中でその水が全部静内川に入り切らないで生剛川の農地に、かつては

横断管ありませんでしたから、道路を横断して水が行って水没した状況、それは何も改善

されていないのです。ですから、できるだけ早く開発と、あるいは開発に限度があるなら

町でどういう対応できるか、千万単位の予算はかかるのではないかと思いますが、先ほど

説明ありましたように国営事業ですから、手かけた以上は補助入っていますから、その対

応の問題あります。しかし、そんなかたいこと言わないで、現況見てもらえばわかるので

す。去年の状況を見ていただければわかる。そういう中では一刻も早く対策をしていただ

きたいというふうに思っています。再度答弁求めます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 今言われたとおりでございまして、町のほうとしましてもその辺のこと

について、施設課が所管になりますけれども、あの辺の水深といいますか、高さとかいろ

んなものを調査をしてございます。今まではだからたまっているという中で、実際にそし

たらどれぐらい勾配があるとか、その辺について調査させていただいております。その辺

をもってまたいろんな協議をさせていただきたいというふうに思っておりますし、何がで

きるのか、当然今言われたように国のほうはもう終わりましたよと。ただ、終わったと言

いながら、地元としては完全な形にはなっていないのではないかということを含めて、そ

の辺を再度協議をしていきたいと考えてございますし、町としても何ができるのかという

ことについても検討すべきだというふうに考えてございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 畜産振興についてお聞きをしたいと思います。 

 模範牧場の関係で、岩手県の洋野町と牧場の縁から交流を行っております。互いの町長

杯を競ってパークゴルフ大会も実施しておりますが、数年間を経過していると思います。

いつから始まったのかを含め、改めて経過説明を願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 副町長。 

〇門馬副町長 模範牧場の姉妹提携の関係含めてのご質問でございます。模範牧場、浦幌

町の模範牧場と洋野町の大野地区にあります共同利用模範牧場の姉妹提携につきまして

は、昭和63年の２月に姉妹提携をしております。したがいまして、今年で25年が経過した

ところでございます。 

 この姉妹提携によりまして、当初から両牧場の職員の相互訪問による研修等が行われて

きたわけでございまして、その研修の中で当時大野村の共同利用模範牧場の職員が研修に

来たときに浦幌町でパークゴルフをしまして、それを持ち帰りまして、大野地区にパーク

ゴルフ場を開設したということで、現在では11コースということで、全国でも有数のパー

クゴルフ場を設置いたしまして、交流人口の拡大に寄与しているという状況でございます。

そうしたパークゴルフを通じまして両町のパークゴルフ協会の会員同士がお互いに交流を

しようということで、今年も浦幌町では洋野町長杯のパークゴルフ大会が行われまして、

今年で18回目になりました。また、今年の10月には洋野町で浦幌町長杯のパークゴルフ大

会が開催されるということで、それにつきましては19回目ということになりまして、こう

いう長い歴史の中で交流が深められてきているという状況にございます。 

 以上です。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今副町長のほうから説明があったように25年という長きにわたり経過してお

ります。お互いに太平洋沿岸を控えて、災害対策においても類似した対応があると思いま

す。互いに交流を通じた発展と協力し合う関係が築かれればすばらしいことと思うわけで

ございます。例えば姉妹提携みたいな今の交流を発展的に進める考えはあるのか、ないの

かお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 先ほど申し上げましたように模範牧場という姉妹提携を通じまして、両町

の交流が促進されてきているという状況にありまして、そういう交流が深められる中でお

互いに今度は町と町との交流を促進をしていこうということで、これについては両町がち

ょうどタイミングよくお互いにそういう気持ちになってきたという中で、実は先般７月７

日の日に浦幌町で洋野町長杯のパークゴルフ大会が行われた折、洋野町の水上町長さんも

来られまして、うちの水澤町長とその辺交流を深めようということでお互いに合意されま

した。それについては、せっかくの交流を深めるのであれば、お互いに友好の協定を結ぶ

ということも念頭に置きながら進めましょうというお話になっておりまして、今そういっ

た両町長のお話を受けまして、洋野町、浦幌町で両町にとってこれから交流を進めていく

上でどういう交流があるのか、あるいは協定を結ぶとしたらいつごろの時期がいいのかと

いうことも含めまして今現在調整中という段階に入っておりまして、これらについてはい

ずれにしてもお互いに議会、町民含めましてそういった内容が十分熟成された中で進めら
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れるべきものでありますので、それらについても並行してやりながら、両町がさらに友好

を深められるように進めていきたいというふうに思っているところでございます。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今副町長の説明受けて、我が町というのは明治６年、岩手県人の西田小次郎

がうちの町の開拓の父と言っても過言ではございません。そういう中から、開町114年とい

う歴史を刻んできたわけでございますけれども、今まさに初めてそういった友好関係、そ

れはどういう形になるか、姉妹盟約という形に取りつけるのか、そういう協定の中で岩手

県の洋野町今たしか人口が１万八千何がしかいると思いますけれども、そういう中で我が

町との交流がまだ以上に深まるということが非常に頼もしく考えている次第でもございま

す。そういう中で、牧場に限らず町として交流を進めるとのことでありますが、相当窓口

の役割については期待するところで、大きいものと思ってございます。そういう中で、町

としては初めての対応であり、窓口を明確にする必要があると思うわけでございます。町

の担当はどこになるのかお伺いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 交流の促進について今進めていくということでありまして、その交流の内

容についてはこれから具体的にしていこうというふうに思っているわけでございますが、

全体の流れの中ではやっぱり町民の相互交流の促進ですとか産業交流あるいは教育文化交

流、さらには災害時の応援協定等含めまして幅広く交流を促進していこうということであ

りますので、そういった意味では窓口を１つにしながら進めていきたいというふうに思っ

ておりまして、こういった交流促進については私どもの町の窓口としてはまちづくり政策

課が担当する中で全体をまとめて進めていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今浦幌町始まって以来のそういった関係で洋野町との強いきずなを深めてい

くという状況の中で、まちづくり政策課がその窓口を受けていただくということでござい

ます。非常にこれは大事な窓口でもございます。そんな意味で、まちづくり政策課の皆さ

んにおかれましては、本当にふんどし引き締める思いでしっかり洋野町との対応をお願い

したいと思うわけでございます。 

 さらにまた、私も昨年洋野町のほうにパークの関係でお邪魔をしてございます。今年も

またお邪魔をさせてもらうような状況下に今パークゴルフ協会の会長さんとも打ち合わせ

をしてもらってございます。そんな意味で、これから我が町が求めようとしている洋野町

への思いをしっかりその今の町のほうの対応を聞きながら、今までたしか昨年18回の浦幌

町の町長杯を行ってございまして、今年19回という中で10月の27日ですか、行われる予定

になっているように聞いてございます。そういう中で、今の友好関係を非常にもっと強い

ものに町民がそういう対応の中でしていくような形もぜひまたそういう中で町民の皆さん
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とともに対応していく対応を考えてございます。そんな意味で、町の考えを、先ほど副町

長言いましたように町民と一緒になってこの大きな目的を果たしていくということの変わ

りなき考えを再度またもう一度お聞きして、質問の最後にしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 これからいろいろと友好の中身を詰めて、協定を結んでいくということで

ありますが、洋野町さんとの当初のお話では、肩肘を張らないで、今までやってきた交流

を基本に、それにつけ加えてやりましょうというお話しさせていただいていますので、基

本的には今までやられている友好的なそういう交流をまずは基本に置きながら、肉づけを

してやっていきたいなというふうに思っております。 

 おかげさまで本当にこういうパークゴルフという一つの交流を通じる中で、両町の三役

それぞれ全員がお互いの町に訪問してやってきました。そういう中で、そういった理事者

の信頼関係も醸成されたという中での今回の交流の拡大ということでありますので、今ま

でパークゴルフ協会の会員の皆さんが交流を続けられたことが一つには形としてあらわれ

てきたのかなというふうに思っておりますので、今後ともご協力をお願いしたいなという

ふうに思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に３項１目水産業総務費から11款３項１目その

他公共施設等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 決算書35ページをごらん願います。６款農林水産業費、３項水産業費、

１目水産業総務費、この目につきましては水産行政に係る人件費等に要した経費でござい

ます。特に説明を加えることはございません。 

 ２目水産業振興費、説明資料につきましては26ページをごらん願います。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に要した経費でございます。13節委託料、14節

使用料及び賃借料、15節工事請負費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明

資料に記載のとおりでございます。 

 36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、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、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。８節報償費、19節負担金、補助及び交

付金につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２目観光費、説明資料につきましては27ページをごらん願います。この目につきまして

は、観光振興及び観光施設の維持管理等に要する経費でございます。13節委託料、18節備

品購入費、19節負担金、補助及び交付金並びに道の駅うらほろの利用実績、留真温泉利用
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実績、留真温泉送迎バス運行実績につきましては説明資料に記載のとおりでございます。 

 ３目工業対策費、この目につきましては企業対策に要した経費でございます。特に説明

する内容はございません。 

 続きまして、決算書の48ページをごらん願います。あわせまして説明資料39ページをご

らん願います。11款災害復旧費、２項農林水産施設災害復旧費、１目農業施設災害応急費、

この目につきましては昨年の５月３日から５日の低気圧による大雨により被災した農業用

施設の復旧に要した経費でございます。 

 ２目水産業施設災害応急費、この目につきましては流木処理に要した経費でございます。 

 ３目林業施設災害応急費、この目につきましては昨年の５月３日から５日の低気圧によ

る大雨により被災した森林公園内遊歩道の復旧に要した経費でございます。 

 ３項その他公共施設等災害復旧費、１目その他公共施設等災害応急費、この目につきま

しては昨年の５月３日から５月５日の低気圧による大雨により被災した留真温泉周辺施設

の復旧に要した経費でございます。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

 

午後 ２時０５分  休憩 

午後 ２時０７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。 

〇新川施設課長 17ページをお開き願います。あわせて説明資料11ページをごらんおき願

います。２款総務費、１項総務管理費、４目自動車管理費、この科目につきましては施設

課で維持管理している車両42台分の経費でございます。車両の内訳につきましては、説明

資料に記載のとおりでございます。不用額の11節需用費につきましては、車検整備など修

繕料の執行残でございます。 

 28ページをごらんおき願います。あわせて説明資料18ページをごらんおき願います。３

款民生費、３項老人福祉費、５目町民バス管理費、この科目につきましては町民バスの運

行に関する経費でございます。運行管理実績につきましては、説明資料に記載のとおりで

ございます。不用額の14節使用料及び賃借料につきましては、団体の研修、視察等に係る

バス借り上げ補助金の執行残でございます。 

 33ページをお開き願います。６款農林水産業費、１項農業費、７目飲料営農用水対策費、
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この科目につきましては営農用水施設の用地借り上げ料と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、同ページをごらんおき願います。説明資料のほうは24ページをごらんおき願

います。９目地籍調査費、この科目につきましては事業継続地区、最終完了年のオコッペ

及びチプネオコッペ7.85平方キロメートル及び新規地区帯富の一部9.14平方キロメートル

の地籍調査の実施内容でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料につきましては、

説明資料に記載のとおりでございます。不用額の９節旅費につきましては、研修及び認証

審査などの執行残でございます。 

 36ページ、37ページをごらんおき願います。土木管理費及び道路橋梁費につきましては、

説明資料27ページから29ページをごらんおき願います。８款土木費、１項土木管理費、１

目土木総務費、この科目につきましては施設課職員に係る人件費、事務費及び道路台帳修

正業務に係る内容でございます。13節委託料につきましては、説明資料に記載のとおりで

ございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、この科目につきましては維持係の人件費及び建

設機械13台の年間維持管理費の内容でございます。18節備品購入費につきましては、説明

資料に記載のとおりでございます。不用額の11節需用費につきましては、土木維持車両の

消耗品及び除雪などに係る燃料費の執行残で、12節役務費につきましては車検整備などに

係る手数料の執行残です。また、18節備品購入費につきましては、10トン級除雪トラック

の購入に伴う入札残などでございます。 

 ２目道路維持事業費、この科目につきましては町道255路線、実延長303キロを維持管理

する内容でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費につきまし

ては、説明資料に記載のとおりでございます。不用額の７節賃金及び14節使用料及び賃借

料につきましては、除雪作業の執行に係る残額で、11節需用費につきましては土木維持車

両の修繕料の執行残でございます。 

 ３目道路建設補助事業費、この科目につきましては国の補助及び社会資本整備総合交付

金で実施する道路改良舗装３路線、うち１路線は橋梁拡幅も施工した内容でございます。

13節委託料、15節工事請負費、17節公有財産購入費につきましては、説明資料に記載のと

おりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 説明資料11ページの自動車管理費の中のことでお伺いします。 

 ただいま課長の説明では施設課の予算42台分というふうにおっしゃられたと思うのです

が、それで間違いないか確認したいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 
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〇新川施設課長 自動車管理費につきまして１台ふえた分についてということであると思

いますけれども、これにつきましては水道の車両を更新してございます。ただ、その更新

の時期が24年の４月以降に手続上おくれたということでございまして、その結果重複期間

が生まれまして、25年度につきましては、その分が25年度に加わったということで実質は

１台増という形にはならなくて、同じ台数が維持ということになってございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 総体の台数は71台ということでよろしいのですか、建設機械や何かも含めて。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 車両総体では99台でございますが、うち車検整備とかいろんなそういっ

たものにかかわる車両で施設課の予算で配分しているものが71台ということでございま

す。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、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 38ページをごらんおき願います。これも続きますので、説明資料につき

ましては、河川費から住宅費につきましては説明資料の29ページから30ページをごらんお

き願います。３項河川費、１目河川管理費、この科目につきましては町が管理している215の

普通河川の維持管理及び道河川の樋門管理委託業務を行う内容でございます。13節委託料、

14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。不用額の

13節委託料につきましては、緊急時対応に係る救急排水施設管理委託業務の執行残でござ

います。 

 ４項都市計画費、１目都市計画総務費、この科目につきましては都市計画に係る経費で

ございます。特に説明する事項はございません。 

 ２目公共下水道費、公共下水道特別会計への繰出金でございます。 

 ３目公園緑地管理費、この科目につきましては中央広場、駅前広場、ポケットパーク、

児童公園、遊園地の維持管理及び森林公園ほか町有地の草刈りなどに係る内容でございま

す。13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。

不用額の11節需用費につきましては、芝刈り機の燃料費及び修繕料の執行残でございます。 

 39ページをお開き願います。あわせて説明資料30ページをごらんおき願います。５項住

宅費、１目住宅管理費、この科目につきましては町営住宅495戸、ほか雑種家屋59戸の維持

管理に係る内容でございます。15節工事請負費、18節備品購入費、19節負担金、補助及び

交付金につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。不用額につきましては、

人件費及び19節負担金、補助及び交付金の木造住宅耐震診断補助金の未執行によるものと
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住宅リフォームの補助の執行残でございます。 

 ２項公営住宅建築費、この科目につきましては南町団地買い取り事業１棟６戸に係る建

築費及び公営住宅の施設整備工事などを行う内容でございます。13節委託料、15節工事請

負費、17節公有財産購入費、22節補償、補填及び賠償金につきましては、説明資料に記載

のとおりでございます。不用額の22節補償、補填及び賠償金につきましては、入居者の移

転補償に係る執行残でございます。 

 43ページをお開き願います。あわせて説明資料35ページをごらんおき願います。10款教

育費、３項中学校費、４目スクールバス管理費、この科目につきましてはスクールバス９

路線に係る人件費及び運行管理費でございます。13節委託料につきましては、説明資料に

記載のとおりでございます。不用額の11節需用費につきましては、燃料費及び修繕料の執

行残で、13節委託料につきましては登下校の業務外に係るバス委託料の執行残でございま

す。 

 47ページ、48ページをごらんおき願います。あわせて説明資料38ページ、39ページをご

らんおき願います。11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災

害応急費、この科目につきましては災害が発生したときの応急費でございます。昨年度は、

５月３日から５日にかけての低気圧による大雨で甚大な被害となったため第２回町議会の

定例会におきまして補正をいただき、被災した道路、河川などの復旧をいたしました。14節

使用料及び賃借料、15節工事請負費につきましては、説明資料に記載のとおりでございま

す。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほども産業課の説明の中で、部署の中で質疑をしましたけれども、農地の

排水対策とあわせて河川管理の部署で、施設課の説明ですからお伺いしたいと思います。 

 先ほども申し上げましたように４月に現地視察をしていただきました、代議士、道議に。

そのときも担当の職員さん大勢立ち会っていただいた中で、状況把握はしていただいてい

ると思います。２点伺いたいわけですが、静内川に関する件、それからもう一点は生剛樋

門周辺の堤内排水対策です。まず、静内川問題ですが、先ほどまちづくり政策課長のほう

から要請活動の状況について説明ありました。しかし、ほぼゼロメートル地帯だというの

は国営防災の導入時からよく言われておりまして、静内川の川底の床下げ、あるいは柳を

切っていただく、そういう要請をずっとしてきたと思いますが、柳も十分あそこの第３樋

門までもやっていない、中途半端だと。それから、床下げについても、ゼロメートル地帯、

あるいはほぼ平ら状態だというのですけれども、道のほうはお金がなくてできないのか、

本当にゼロメートル地帯で床下げ不可能なのか。私たちの見るところではまだまだ十分流

れる勾配余裕があると思うのです、流れているのを見ると。そういう中で、その辺の判断

はどうなのでしょうか。道のほうとも打ち合わせは進めているようですから、その辺の道
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のほうの見解もちょっと伺っておきたいと思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 先ほどからまち政の課長のほうから要望の経過、そして産業課のほうの

課長からは国営の開発含めてその樋門管理の一連の質問かと思います。それで、私のほう

から今杉江議員言われた２点について状況、現況、それと今の進捗状況というか、その辺

についてご説明させていただきたいと思います。 

 まず、先に生剛樋門、統太樋門付近の排水不良の関係でございますが、これにつきまし

ては統太樋門からずっと発祥の地線、それを経過して旧浦幌川へ合流する区間と、そこま

でのまず現況を測量を実施いたしました。その結果ここにつきましては、まず町道発祥の

地線、これにつきまして設置している横断管があります。これ1,800ミリの管です、1.8メ

ーター。これで約40センチ程度管渠が高いという状況になってございます。連絡する河川

までの堤内排水につきましては、これもちょっと杉江議員も言われましたけれども、ほぼ

平たんな水路の状況になってございまして、標高がほとんど余り変わらないという状況で、

土砂が少し堆積した状況で、傾斜が余り変わらないというところで床ざらいをしたからと

いってすぐに解消できるといったような状況にはなってはございません。河川区間におい

て高さがその区間１メートル程度ですか、その辺の高低差がないというような状況になっ

てございます。この状況を踏まえております。樋門管理の観点から、発祥の地線における

横断管渠工の布設、管が埋まっているということとその大きさが妥当かということを含め

まして、それも視野に入れて今後対応を検討していきたいというところです。 

 次に、静内川の第３樋門、これにおける部分なのですが、これにつきましても第３樋門

から勝静橋の下流、第２樋門まで、そこまでの側溝の形態含めまして排水路について現況

をここも実施いたしました。測量した結果がこれも河床とか取りつけの横断管渠工の高さ

について当たりましたが、高低差ほぼなくて、平たんのような状況でございました。そう

いうような状況で、２つの樋門に係る河川も同じような状況ということになってございま

した。それで、この静内川に関しましては、先ほど産業課のほうでもちょっと申しました

けれども、道に対しての要望ということになっていきますが、これにつきましては支障木

の伐採とか、あと閉塞している土の除去ですか、あと第３樋門への進入路、予算のとき質

問あったのですが、それについても造成関係、これについても要望してございます。道に

ついては管理する予算がないということでございまして、すぐには実施できるというよう

な回答はもらっていません。それにつきましても町としては今後も強く要望はしていきた

いと思っています。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 今静内川に関して先に１点を終わらせようと思ったのですが、両方説明いた

だきましたので。 
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 静内川の対応については、説明されているとおり、国営防災事業のときから同じような

判断だと思うのです。ただ、今説明ありましたように道のほうとしてもできることをやっ

ぱり少しずつでもやっていただければ、先ほどお話しした国営防災のほうの排水路対応も

多少は改善するかもしれないと思っているのです。ですから、ぜひ引き続き要請活動をし

て、できることをやってもらっていただきたいということが１点です。 

 それから、生剛樋門を閉めたときの内水対策です。ご承知のように生剛樋門閉めますと

統太へ逆流、500メートルぐらい排水路を逆流するわけです、明渠を。畑が水没してしまう

という状況の中で、先ほど説明ありましたように旧浦幌川までの排水路がほぼ平たんだと

いうような状況だということであります。これについては、多分どこに要請することもで

きなくて、生剛樋門から下、先ほど説明ありました発祥の地へおりるところの横断管、こ

れの入れかえ含めて床下げが可能なのかどうか。結構な距離あります、枝線を通って旧浦

幌川へ流しているわけですから。この旧浦幌川の落ち口に町道が舗装されている横断管あ

ります。これもどういう状況になっているのか。多分十分に流せる高さになっていないの

ではないかと思うのです。この夏その辺のこと状況を確認するために測量していただいた

という経過がございまして、その辺の説明だったと思うのですが、これの対応について、

堤内排水というのも現地確認させていただきましたら川に関する河川敷地の用地はかなり

幅があるのです。ですから、床下げして浦幌川まで流すことが可能なのか、そうなれば町

として対応していけないのか。現状ですと、間違いなく100ミリ超せば統太の排水路を逆流

して水没するという面積が何ヘクタールか生まれるという状況がずっと続いているので

す。この辺の見解について、町長、副町長にも現地視察していただいていますから、状況

把握できているとすれば何らかの対応策お考えか伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長補佐。 

〇小川施設課長補佐 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 上流端にありますまず樋門ございます。そちらから今説明しました町道発祥の地線、そ

こへ行くまでの水の流れる堤内排水、こちらについては北海道さんの管理下にございます。

ご存じのように各樋門においてその上流側の水をはくという一つの排水計画を北海道さん

は持っていらっしゃいますので、今の統太樋門ですけれども、そこの樋門に落ちる区域と

いうものも当然決まっております。今それから下流側のほうに樋門を閉めた場合には水が

流れていってしまうわけですけれども、そこにおける堤内排水につきましては、統太樋門

の高さよりは下流側の堤内排水の河床高、そちらのほうが40センチ程度高い状況にありま

す。これを改善するために40センチ程度床下げをするということを物理的にはやることは

可能ですけれども、管理者が北海道さんになってしまいますので、当然協議とか、あと許

可、許認可、そういった対応が必要になってくるものと思われます。施工自体につきまし

ても、そういった堤内排水の形態になっておりますので、浦幌町がその区域を施工すると

いうことは現実的にはできない施設であるというふうに認識しています。 
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 次に、町道発祥の地線から浦幌川から旧浦幌川へわたる連絡河川、これがあるわけです

けれども、そこに至るまでの堤内排水路につきましてはおおむね、平たんという言葉が先

ほど出ていますけれども、上流側、下流側、同じ高さでございます。場所によっては、堆

積物によって10センチ程度の高低差はありますけれども、おおむね平らな状態で、通常の

草刈りですとか通常の床ざらいの維持範疇で対応することは可能かというふうに私として

は考えています。浦幌川から次に河川連絡路、旧浦幌川にわたる連絡路、この場所におき

まして１メーター程度の土砂が堆積した状況が今回現場を測量したことによって確認でき

ました。ただ、その連絡河川というのが大変大きな断面を持った深い川でございまして、

そこの川を管理としては町となるわけですけれども、どのように対応が可能かというとこ

ろを今後内部的にもいろいろ検討していかなければならないかなというふうに考えており

ます。 

 今度その下流側に町道生剛朝日線という町道がございます。そちらには過去に道路整備

行った際にコンクリートのボックスカルバートを設置した構造物がございます。こちら今

標高でいいますと10.00という標高になってございます。こちらの高さと先ほどお話ししま

した浦幌川から町管理の連絡河川にわたるところの河川、堤内排水路の末端といいますか、

その場所も同じく10メートルという標高でございます。ということで、浦幌川から連絡河

川に落ちる部分で１メーターの堆積があるのですけれども、堤内排水路と今の町道生剛朝

日線の横断構造物について同じ高さの現地の測量結果が得られました。このコンクリート

構造物を改修をするということは、我々道路管理を担っている者としては非常に難しい、

困難かなと。次に、旧浦幌川の合流のほうまで測量を実施しております。そちらのほうま

で下げた場合におきましても、今の場所から40センチ程度、標高でいいますと9.6メートル

という河床高でございました。それら全体を踏まえまして、今後どういった方策が一番有

効な方法になっていくのか、そういうところを模索しながら検討してまいりたいと思って

おります。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 実際に測量をやっていただいて、はっきりと数字的な裏づけが出たというこ

とで、できるもの、できないものあるというような説明ですけれども、しかし水は排水し

なければならないのです。これは、道はどのような返事というか、対応になっているので

しょうか。河川敷地の許可が出る、あるいは許可でなくて道の責任で堤内排水の処理をし

ていただき、その後連絡河川も含めて、これは手かけるとすれば町でやらなければならな

いという範囲ですよね。先ほどの話だと、町の手のかけなければならない連絡河川、ある

いは横断のブロックの手前で堆積あるというのですか、１メートルぐらいの。それの対応

を難しい、難しくないでなくて、今まで放置してあったわけですから、対応していただか

なければならないと思うのです。排水対策ですから、できる、できないではなくて、やっ

ていただかなければならないと思うのです。その辺の道の今までの対応と今後どうしよう
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としているか、あるいは町としてもその下、旧浦幌川まで抜くための対応をどうしていく

のか。検討しなければならない、考えますと言ったって、５年、10年では困るのです。ど

んなふうに考えておりますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今の杉江議員言われたように、そういう傾斜がなくて流れていないとい

う状況、そして道の管理下にあって、町が直接手だてをできないという状況あります。し

かしながら、今年は大雨まだ降ってはいませんが、ちょっと降ったらすぐつかるような、

500メートル先さかのぼってたまるような状況がありますので、町としてもただ手をこまね

いて黙っているということではなくて、何かとは思っています。ただ、先ほどちょっと説

明したように状況は把握しましたということで、数値関係も道のほうに示しまして、先ほ

ど言った管の大きさも含めまして、あと流れていないという状況、堆積の状況、その辺も

今の状況では財源的に厳しいのだという返事しか返ってきてはいません。これにつきまし

ては、道がどうしてもできないということではなくて、今年についてはまだちょっと今で

きかねますということですので、あくまでも町といたしましては、勝手にと言ったらあれ

ですけれども、できませんので、重ねて強く要望していきながら、あと町道に係る分、そ

の辺については町のほうで考えていかなければならないのかなというふうには思ってはお

ります。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 道議のほうにも現地視察していただいて、状況は把握していただいている中

でそのような回答ですから、今度は担当者というか、技術者も含めて今後検討してもらえ

るものと。何とかしていただかなければならないという状況にあると思います。 

 樋門から道のかかわる排水路については道の管轄ですけれども、それから下、排水路は

大抵下から整備しますから、町として検討する、検討するでなくて、予算化してできると

ころから対応していくつもりがあるのか。やっていただかなければならないと思っていま

す、何回も言いますけれども。町長、どうでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 現地を見た後、今担当のほうで現地を測量して、その状況を把握したとい

うことでありまして、ただ把握状況等についてはちょっと私どもまだ聞いていないという

状況でありまして、今後いずれにしても北海道と町で協力してやらないとどうも今の話で

すと進まないということですので、その辺全体の問題、あるいは町としてどういうふうに

今早急にやれるのか含めて、その内容を把握しながら進めていきたいというふうに思いま

す。その内容によっては、早急に対応するものについては早急に対応するということでや

っていきたいというふうに思っています。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 
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〇差間議員 ５項の１目、住宅リフォーム補助のことで質問いたします。 

 これまた執行残が出たのですけれども、町内の方に聞いてみますと工事はやりたいのだ

けれども、業者がなかなか来てくれないという声も聞こえてきます。私も町内の業者と話

しすることはあるのですけれども、もしかして町の業者の数がこの工事を行うに足るだけ

の数がないという、そういう可能性はあるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今リフォーム補助についての執行残が多い、要望があってもなかなかす

ぐ対応できない、手が回らないというような状況だということだと思います。私のほうも

申し込み受けた段階で、例えば屋根の塗装をやるとかそういったときに重なって、時期的

なものありますので、若干おくれたり、時には本当に年度末になると、雪が降りますので、

そういった場合には翌年度以降に回っている方もいるというのは承知してございます。業

者数については、町の公共工事それ以外にもありますが、それで手いっぱいで手回らない

ということではなくて、ただ時期的に重なるということでございまして、これはあくまで

も町で出す補助金なものですから、要綱上も浦幌町の業者ということで定めたのは、ある

程度の要望に対しては対応できるというふうに思ってございますので、それで現状のよう

な状況になっていますので、決して業者が足りないからできないと、そういうことではな

いというふうに思っております。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 それを聞いて安心したのですけれども、やはり町民の方たちにいずれはでき

るよと、今年度中には絶対できますからというその安心感のあることを町民に伝えてほし

いのです。逆のことが私たちにも聞こえてくるものですから、決して業者が足りないので

はなくて、待っていればできます、これぜひ伝えてください。よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 私どものほうに申請登録に参ります。そのときに、先に業者さんと話し

ている方が多いですので、ご心配された場合にはその辺心配ないように、また場合によっ

ては業者のほうにもある程度確認するような形で、せっかくリフォームしようという方が

いらっしゃいますので、その辺については業者と町のほうも連絡をとりながらやっていき

たいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 
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 よって、暫時休憩をいたします。 

 

午後 ２時４５分  休憩 

午後 ２時５８分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けます。 

 次に、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 決算書18ページをごらん願います。あわせて説明資料13ページをご

らん願います。２款総務費、１項総務管理費、８目支所費、この目につきましては上浦幌

支所の業務に要した経費であります。13節委託料につきましては、説明資料に記載のとお

りであります。 

 次に、決算書32ページをごらん願います。あわせて説明資料21ページをごらん願います。

６款農林水産業費、１項農業費、４目農業団地センター管理費、この目につきましては浦

幌町農業団地センターの施設管理に要した経費であります。13節委託料、15節工事請負費

につきましては、説明資料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 決算書31ページ、32ページ、あわせて説明資料20ページをご

らんいただきたいと存じます。６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、この

科目につきましては農業委員13名の活動費、事務局費及び農業者年金業務にかかわる経費

でございます。13節委託料につきましては、説明資料20ページに記載のとおりでございま

す。なお、農業委員会の活動内容といたしましては、農業委員会総会を12回、農地の権利

移動についてのあっせんにかかわる農用地利用調整会議を14回、権利者調整委員会を19回

開催してございます。また、農業者年金業務につきましては、平成24年度末におきまして

年金加入者は219名、年金受給者は242名となってございます。 

 以上でございます。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 ３時０２分  休憩 

午後 ３時０３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 決算書の19ページをごらんください。２款総務費、１項総務管理費、11目

成人式費、この目につきましては平成25年成人式に要した経費で、対象者64名中39名が出

席し、出席率は60.9％でございました。特に説明を加えることはございません。 

 続いて、ページが飛びます。決算書の40ページをごらん願います。10款教育費、１項教

育総務費、１目教育委員会費、この目につきましては教育委員４名の報酬、費用弁償など

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

時会を２回開催しております。 

 ２目事務局費、この目につきましては教育委員会事務局の運営や職員人件費に要した経

費で、特に説明を加えることはございません。 

 次に、２項小学校費は、決算書の41ページから42ページまでをごらん願います。あわせ

まして説明資料の32ページから34ページをごらん願います。２項小学校費、１目学校管理

費、この目につきましては小学校３校、児童数217名、教職員数25人に係る学校経費、施設

維持に要した経費でございます。11節需用費の修繕料、13節委託料、15節工事請負費、18節

備品購入費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２目教育振興費、この目につきましては小学校３校の教育振興のための事務委託や関係

団体への事業支援に要した経費でございます。18節備品購入費、19節負担金、補助及び交

付金、20節扶助費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

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

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

がい各１学級でございます。19節負担金、補助及び交付金については、説明資料に記載の

とおりでございます。 

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

学校及び上浦幌中央小学校に設置しております学校プールの維持管理に要した経費で、特

に説明を加えることはございません。 

 ５目学校保健費、この目につきましては小中学校の児童生徒及び教職員の健康診断等に

要した経費でございます。13節委託料については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、３項中学校費は、決算書の42ページから43ページまでをごらん願います。あわせ

まして説明資料の34ページから35ページをごらん願います。３項中学校費、１目学校管理

費、この目につきましては中学校２校、生徒数137人、教職員数28人に係る学校経営、施設
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維持に要した経費でございます。13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費について

は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 43ページをごらん願います。２目教育振興費、この目につきましては中学校２校の教育

振興のための事務委託や関係団体への事業支援に要した経費でございます。18節備品購入

費、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費については、説明資料に記載のとおりでご

ざいます。 

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

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

がい、病弱の各１学級でございます。 

 以上で説明を終わりますので、よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 説明資料の33ページの中の備品購入のことでちょっと確認をさせていただき

たいと思います。 

 備品購入の中で薬品庫がございますが、これらの薬品の中に劇薬等があるとすればきち

っとした区分けも必要かなと思うのですが、その辺の薬品というのはどういう薬品庫なの

かちょっとお聞きをしたいと思います。 

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、二瓶議員の質問にお答えいたします。 

 学校用一般備品購入のうち薬品庫ブローベキャビネットの件でございますけれども、こ

れにつきましては保健室に置いてあります薬品庫になります。ですので、中に入っている

ものは消毒用のエタノールであるとか、その他学校保健に使う子どもたちがけがや病気を

したときに使うものを保管している薬品庫になります。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に５項１目社会教育総務費から６項３目給食セ

ンター管理費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 次に、５項社会教育費は、決算書の44ページから46ページまでをごらん

願います。あわせまして説明資料の36ページをごらん願います。５項社会教育費、１目社

会教育総務費、この目につきましては社会教育、文化振興及び文化財保護並びに職員人件

費に要した経費でございます。18節備品購入費、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。 

 ２目公民館運営費は、44ページから45ページをごらん願います。この目につきましては、



 － 49 － 

町内４つの公民館の管理運営に要した経費でございます。11節需用費の修繕料、13節委託

料、18節備品購入費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

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

 ４目高齢者学級開設費、この目につきましては高齢者を対象として４つの公民館ごとに

開設している寿大学の運営と４寿大学交流会に要した経費で、特に説明を加えることはご

ざいません。 

 ５目青少年教育費、この目につきましては子ども会や少年教育に要した経費でございま

す。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。 

 46ページをごらん願います。６目家庭教育学級開設費、この目につきましては小中学校

の校下に開設されている家庭教育学級４学級の運営に要した経費で、特に説明を加えるこ

とはございません。 

 ７目図書館管理費、この目につきましては図書館の管理運営及び教育文化センターの管

理に要した経費でございます。11節需用費の修繕料、13節委託料、14節使用料及び賃借料、

18節備品購入費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、６項保健体育費は、決算書の46ページから47ページまでをごらん願います。あわ

せまして説明資料の37ページから38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、この目につきましては社会体育全般及び職員人件費に要した経費でございま

す。19節負担金、補助及び交付金については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 47ページをごらん願います。２目社会体育施設費、この目につきましては町民球場、ア

イスアリーナ、町民スケートリンク、パークゴルフ場、総合スポーツセンター、スイミン

グプール、健康公園の管理運営及び学校開放事業に要した経費でございます。11節需用費

の修繕料、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、18節備品購入費につい

ては、説明資料に記載のとおりでございます。 

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

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

載のとおりでございます。平成24年度の学校給食センターの稼働日数は、前年度比２日増

の208日間で、製造食数は前年度比2,944食減の９万4,420食でございました。 

 以上で説明を終わりますので、よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっと施設的なことでお聞きいたします。公民館と、それから図書館とい

いますか、そこのことなのですけれども、よろしいでしょうか、施設的な。 

 実は、先日障がい者の東部４町かな、研修会があったそうですけれども、その中で車椅

子を使用している者が使わせていただいたそうなのですけれども、何か使い勝手が悪いと
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いうことを聞きまして、どのようなことだと言ったら、障がいを持っている者が使うには

公民館及び図書館の皆さんが集まって講習等を開く公民館だとか図書館の部分なのですけ

れども、その中で車椅子が入ったら……失礼しました。まず、図書館のほうからいきます。

図書館の博物館の２階のその部屋の部分で、上がりましたら車椅子がその中に入ったら、

通るのに通路に入ったら動けないという状況があります。それで、交わして人が通るのに

すごく不便だと。ちょっと狭いということがありましたので、そこのところを改修すると

か、足元をちょっと広げていただけるようなことができないのかということを私どもの町

でなくてよその町村から来た人が言ったそうでございます。そんなので、その辺も含めま

してそういうことが可能なのかどうか。 

 それから、中央公民館におきましては、そういう障がい者のトイレがないということな

ので、その辺の改修についてはどうなのかなということをちょっとお聞きしたいなと思い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 まず、図書館のほう、教育文化センターの関係ですけれども、恐らく今阿部議員がおっ

しゃったのは２階の視聴覚室のことだと思いますけれども、基本的に車椅子でお越しにな

った方については、エレベーターを使っていただいて２階に上がっていただいて、その後

視聴覚ホールに入るに関しましては、ホールの東側の廊下があるのですけれども、そちら

側を移動していって、中に入って今度前面、前のほうに車椅子の方が座るというか、車椅

子ごと入るような設計にはなっているのですけれども、今ご指摘のありましたたくさん人

が集まった中でいきますと、例えば車椅子同士が交差するとか、ほかに人が通っている場

合が想定されると思いますけれども、恐らくその中で、その状況の中で前に進めなかった

りとか、いろんな状況があったというふうには思います。ただ、施設のほうはもう形が決

まっているものですから、中を改修するとかというのは現時点ではちょっと難しいかなと

いうふうには考えておりますけれども、そういった方々が来場されたときに職員がその方

に付き添う形で、スムーズな形で入場できるような形を職員の中でもきちんと確認をしな

がら対応してまいりたいというふうに考えております。 

 また、中央公民館のトイレの関係ですけれども、これは障がい者の方も含めて、大変ち

ょっと古い施設なものですから、トイレ全体の改修ということがこれまでもほかの方々か

らもいろんなご意見をいただいているところでございます。現時点ではどういった改修が

いいのかとか、どういった改修という方向はまだ出ていないわけなのですけれども、町民

の方々だけではなく、管内からもそういった行事とか集会でお越しになっている方が集ま

る中で、できるだけご不便をおかけしないような形をとりたいというふうに考えておりま

すので、時間のほうをちょっといただきたいというふうに思いますので、ご理解願いたい

と思います。 
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 以上でございます。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 ご親切な、ご丁寧といいますか、ありがとうございます。 

 視聴覚室です、申しわけありませんでした。例えば今言ったような誘導するのにわざわ

ざ人でなくても何かちょっとあれば、こちらから前へ行けますよとか、こちらのほうにち

ょっとポイント的に何脚かということをつくっていただければ、それでその辺は解決する

のかなと、後ろにほうにありますけれども、と思います。これはアイデアでございます。 

 それから、公民館のトイレにおきましては、私どもも使わせていただいておるのですけ

れども、舞台の袖の下のほうにあります奥のほうにある職員用のトイレというのか、そう

いうのがありますよね。あの辺あたりが私はとりあえず改修するのならよろしいのかなと

いう感じがいたすのですけれども、その辺いかがなものでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 教育文化センター、それから中央公民館、それぞれ施設の新しい、古いはございますけ

れども、いろんな中で全ての方にうまく対応していけるような形ということで、職員が張

りつかなくても例えば誘導の関係の表示、それとかどの辺をそういった形で改修できるの

かとか、今阿部議員からいろいろ承りましたご意見をまた職員の中でも詰めながら、どう

いったことがあるのかということを模索の時間をいただきたいというふうに思いますの

で、ご理解のほどよろしくお願いします。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 説明資料37ページの一番上の町体育協会に12団体に毎年85万あるのですが、

この12団体はしっかり活動しているのでしょうか。お聞かせください。 

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 関井議員のただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 12団体につきましては、毎年各単位団で総会を開いて、その総会の資料を体育協会のほ

うに提出する、それをもとに体育協会のほうは補助金を配分しておりますので、紙ベース

で必ず毎年１回体育協会のほうに提出をするというふうな仕組みになっておりますので、

その辺についてはしっかりとした活動はされているというふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 総会やるのと活動しているのは別だと思うので、もうちょっと中身を見て、

もし活動していないのであれば少年団とかほかの団体に補助金やるとか、ちょっと前に活

動していない協会もあるとちらっと聞いたのですが、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 教育次長補佐。 

〇高橋教育次長補佐 ただいまのご質問でございます。12団体ございまして、中には教育

委員会のほうで各単位団の総会の資料等は一切目を通させてはいただく機会はございませ

ん。今ご意見ございましたようにやはり活動内容をしっかりと把握、もう一度さらに把握

した上で、体育協会と連携をとりながら補助金の関係については吟味をしていきたいなと

いうふうに思っております。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 ないようなので、以上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。 

 議事の都合により、本日の会議はこの程度にとどめて延会とし、あす９月10日午前10時

から本会議を開きたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会とし、あす９月10日午前10時から本会議を開くことに

決定をいたしました。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会といたします。 

延会 午後 ３時２５分 


