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開議 午後 ６時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は10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。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 河内委員長。 

〇河内議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 平成31年第１回浦幌町議会定例会、本日８日の運営について、３月５日午後、議会運営

委員会を開催し、その日程等について協議をしましたので、報告をします。 

 本日は、年に１度のナイター議会として会議を開くこととしており、議事は一般質問及

び議案第21号 平成31年度浦幌町一般会計予算であります。一般質問には、通告順に安藤

忠司議員、河内富喜議員、阿部優議員の３名より３項目の通告がなされております。質問

順序は、通告順に指名されるよう議長に申し入れております。質問者は通告内容に沿って

わかりやすい質疑を心がけていただきますようお願い申し上げますとともに、活発なる議

論を期待いたします。 

 議会傍聴のためにここにお集まりの町民の皆様には、夜の貴重なお時間、そして町理事

者、職員の皆様には夜勤、勤務時間外での対応をいただきましたことに心から感謝を申し

上げ、議会運営委員会委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇田村議長 日程第２、一般質問を行います。 

 一般質問の内容については、会議規則第61条第２項の規定によって通告した要旨の範囲

内といたします。また、一般質問は、会議規則第61条第５項及び第６項の規定により、一

問一答方式により行い、質問時間については答弁を含め45分以内といたします。なお、制

限時間３分前には予鈴を１回、終了では終了鈴を２回鳴らしますので、議員並びに理事者、

説明員の皆さんにはわかりやすい質問、答弁となるようよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 初めに、４番、安藤忠司議員の質問を許します。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 それでは、通告に従い、一般質問を行います。 

 長期停電時における携帯電話基地局の電源について。現在携帯電話の普及により生活に
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欠かせないものとなっておりますが、昨年の９月６日発生の胆振東部地震による長期停電

において携帯電話基地局の電源の蓄電池が切れ、携帯電話の通話やインターネットの情報

が不通となり、先日の議会報告会や町民の方々から心配の声が寄せられております。最近

の地震やあらゆる災害を含め、一つ一つの課題、問題点を解消していくことが求められま

すが、その対応について次の３点について伺います。 

 １、防災対策の観点から、町として９月６日の携帯電話基地局の電池切れ、不通となっ

た原因、範囲、状況、見通しなどをどのように把握し、各携帯電話会社に対して、また町

としてどのような対応をしましたか。 

 ２、電池切れで不通となった状況や対応、また今後に向けてその内容を町民に公表すべ

と思いますが、その考えはありませんか。 

 ３、議会の政策提案及びさきの総務文教厚生常任委員会所管事務調査からも、防災行政

無線等の設置については検討中であることは承知しておりますが、こうした事例や大規模

停電も含めた防災体制が必要で、喫緊の課題であるが、基本的な町の姿勢をお聞きしたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 安藤議員のご質問にお答えをします。 

 長期停電時における携帯電話基地局の電源につきまして、総務省北海道総合通信局が本

年１月に公表した平成30年北海道胆振東部地震・ブラックアウト、通信・放送の被害状況

と当局の対応によりますと、地震に伴う伝送路支障及び道内全域における長時間の停電に

より基地局の予備電源が枯渇し、９月６日21時の発表では最大約6,500の基地局が停波した

こととなっています。各携帯電話事業者では、移動電源車、ポータブル発電機、車載、可

搬型基地局を手配し、早期復旧に努められましたが、本町におきましても一定期間携帯電

話が使用できない状況が発生しました。 

 １点目の発災当時における原因等の把握につきましては、報道機関等を通じて行われた

報道発表により把握し、町から各携帯電話事業者には報道発表している情報以外に得られ

る情報はないと考え、原因等の照会は行っておりません。 

 ２点目の発災当時における状況等の公表につきましては、他の災害についても同様の考

えですが、サービス提供事業者の責務において実施すべきものであり、町が報道発表され

ている内容以外の詳細情報が得られない中において、防災行政無線や広報車等により町民

の方へ情報提供することはできないと考えております。ただし、町に対してサービス提供

事業者より、自身が行う情報提供だけでは不十分であり、広報の依頼等があった場合には

案件ごとに情報提供の可否について判断してまいります。 

 ３点目の防災行政無線を含めた災害情報伝達手段の防災体制整備につきましては、防災

行政無線は一度に多数の住民の方に対して同じ内容の情報を短時間で提供することができ

るなど、災害情報の伝達手段として重要な役割を担うものとなっております。ただ、本町
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の場合は山間部の存在や行政面積が広大であるといった地理的特徴、音が通りにくい高気

密住宅、ひとり暮らし高齢者の増加などの状況を考慮すると、必ずしも万能な配信手段で

はなくなりつつあります。最近ではソーシャル・ネットワーキング・サービスを活用した

情報発信も多くの自治体で採用されており、多種多様な伝達手段があります。今後浦幌町

の自然、社会特性といった地域特性を検証し、伝達手段の適否を判断するなど、伝達手段

の選定の基礎資料を整理する必要があるものと考えているところであります。 

 以上、安藤議員の答弁といたします。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 携帯電話の基地局の関係です。私が今月の５日の日に通知したわけですが、

６日の日に新聞で、３月６日付の十勝毎日新聞で携帯基地局の増強急ピッチという記事が

１面に載りました。この関係でＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ａｕ、ソフトバンクについても、

これは３業者載っておりますけれども、急ピッチで進めているのだという情報が新聞で出

されております。私の今お聞きした中で、２月の議会報告会の中で、上浦幌地区で携帯電

話の基地局の電源について２時間か３時間で切れたということで、町に対してこの辺お願

いしたということでございます。この対応について町からまだ何も言ってこないというこ

とでしたので、私が一般質問ということで取り上げさせていただきました。町にこの辺携

帯電話の業者のほうに聞いてほしいということで、ここの地区の方が対応を求めたという

ことでございますけれども、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。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、その問い合わせというか、町のほうに

お願いをしたという話でございますけれども、私どものほうでその把握をしておりません

ので、具体的な内容を今詳細にはつかめていない状況でございますので、よろしくお願い

いたします。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 聞いていないということであれば、ここでどうのこうの言うあれでもないの

ですけれども、ただ言われた方については上浦幌地区の行政区長の方でございます。結局

今回長い時間ブラックアウトの状態になったということで、連絡がとれないと。行政区長

に対して町として何かその辺連絡体制とったのかどうか。大変不安がっていた区長さんが

いたということでございます。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。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの関係でございますが、携帯電話が使えないといった情報は、

皆さんそれぞれ自分の携帯電話が使えないということで承知はしていたかと思います。た

だ、町民の方が一番必要とする情報としましては、いつそれが復旧するのかということだ

と思います。ただ、今回の場合原因が停電ということもございまして、携帯事業者におい
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て復旧の見通しも出すことが困難だということも考えられましたので、そういったものに

ついて町にも情報がなかったということもございましたので、町民の方にとってそういっ

た有益な情報であれば提供することも考えられますが、ただ、今使えない。いつ復旧する

かわからないという情報であれば、流す意味もないかというところもありましたので、今

回についてはそういった広報等は行ってはおりません。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 行政区長、町内会では区長さんはどこにでもいると思うのですけれども、市

街地区は別としてでも、郊外の地域の区長にこういう場合は連絡とかというのはしなかっ

たということでよろしいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 今申し上げたとおり、町民の方にとって、いつ復旧するとか、そうい

った有益な情報であれば広報する必要もあるかと思いますけれども、その辺が何もわから

ない状況で連絡をしたところで、ただ使えないですというだけの情報であれば連絡をする

必要というか、意味はないのではないかという判断をして、連絡等は行っていないという

ことです。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 行政区長さんといったら、そこの地域の代表になる方だと思うのです。これ

だけの長期停電になった場合でも、行政区長のところに車で向かうとか、状況を把握する

とか、そういうことは必要でないかと私は思うのですけれども、その辺について。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの関係でございますが、今回の場合は長期の停電ということ

で、以前も申し上げましたが、経験したことないということで、ほかにも対応すべき事項

とかが多々ございまして、その中で携帯電話が使えないといったことは、優先順位的には

停電が復旧しないという、そちらのほうをどちらかというと優先をしているという状況が

ございましたので、そういったことはできなかったということでございます。また、今後

においては、今回は全道全域で起きていることでございますので、本町だけでどうとかと

いう部分ではありません。また、本町だけがたまたま携帯電話が使えないとか、そういっ

た事象であれば状況等も深く確認をして、分かり得ると思いますので、そういった場合に

は今言われたようなことも必要かと思いますけれども、今回のように広域にそういった状

況になっている状況であれば、今言ったようにその部分について伝えるということはなか

なか難しいかなというふうに考えております。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 何回も繰り返しになるのですけれども、この辺行政区の区長さんぐらいには、
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町も車で行って、地域どうなのですかというぐらいのことはやってもいいのかなと私は思

いますけれども、その辺については町長、どう思いますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 緊急の事態ということで、その情報の扱いにおいてはおっしゃる部分も確かに理解とい

うか、わかる部分でございますけれども、ただ本町におきましては現在59の行政区がある

という中にありまして、その59行政区全てにそういったことを、物理的に電話使えないで

すから、出向いた中でお伝えするというのは相当な人員と時間を要するといったことがま

ず想定されます。その中にありまして、長期停電ということの中で自家発電機、そういっ

た設置の対応、避難所になり得るところ、また本町の場合は診療所、そして老人ホームと

いった入所、入院の患者も扱っているというのがございます。そういった中でそういった

対応をやはり優先すべきという部分がございますし、先ほど申し上げましたとおり、59全

ての行政区においてそういった形での連絡というのはなかなか物理的には困難かなと思っ

ているところでございます。 

 ただ、こういったことは想定外の部分もございますので、今後は何かの取り決め等があ

れば、連絡の中でそういった物理的なことではなくて、そういった取り決め等が可能であ

れば考える部分もあろうかと思いますけれども、これは今後の検証に係るのかなと思って

ございますので、いま一度申し上げますけれども、全ての59行政区においてはお伺いした

中でお伝えするということについては非常に時間もかかるという部分で、また人員的な物

理的においてもやはり困難な部分がある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 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 次に、３点目の防災無線についてちょっとお伺いします。 

 29年の11月、臨時会で行政報告の中で上浦幌地区のほうの防災無線は廃止ということで、

それで30年９月、昨年の９月の定例会で同僚議員が防災無線について一般質問しておりま

す。先日の総務文教厚生常任委員会の資料の中で、31年度災害関連情報伝達の基本構想の

策定となっておりますけれども、この基本構想の策定ということは予算を、新年度予算に

は入らないのかもしれないですけれども、骨格予算ですから、その後予算補正されるのか

どうか、その辺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。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問にお答えをしたいと思います。 

 議員がおっしゃったとおり、政策的な部分もあるということで、今の段階ではこうだと

いうふうなお答えが時限的にできないというのだけはまず１点ご理解をいただきたいと思

います。ただ、計画についてはその部分として達成すべき努力はしてまいるという部分で

ご理解をいただきたいと思います。 
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〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 予算のことはわかりましたけれども、基本構想策定ということは、そういう

委託をするのか、それともただ検討するということになるのか、その辺をお伺いしたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 今私どものほうで考えているのは、委託になると思われますけれども、

内容としましては本町の自然、社会特性といった地域特性並びに災害情報通信手段の適否

ですとか、導入に要する初期投資費用の概算の費用ですとか、また維持に係る概算のラン

ニングコスト、また導入した機器の耐用年数ですとか、そういったものの基礎資料を集め

るためのものとして行いたい。その基礎資料ができた上で、それを見て町としてどういっ

た方向性を持っていくのがいいのかという判断をしたいというふうに考えているというこ

とでございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 29年の11月の行政報告からもう１年以上たっているわけですけれども、この

辺構想というのはいいのですけれども、実現していかないと、またこういう大きな災害と

いうのはいつやってくるかわからないので、早急にしていただきたいなと思いますけれど

も、その辺町長にもう一度お考えを聞いておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 防災無線につきましては、たびたびご質問がある内容でありまして、町とし

てはどのような形で行ったら的確な住民に対する連絡体制、伝達体制ができるのかという

ことは今までいろいろ検討し、また基本構想の中で詳細を詰めていきたいなというふうに

今進めているところであります。ただ、その後４月からご存じのとおり町長選挙があると

いうことでありますので、私が今そういうことを申し上げる立場にないということだけは

ご理解をいただきたいなというふうに思っています。基本的なことにつきましては、今言

われているように基本構想を粛々と進めながらできるだけ。今いろんなパターンが、最初

に答弁したとおりいろんな伝達手段がある。だけれども、どれが有効なのかということを

詰めていかなければ予算計上もできないということになるのではないのかなというふうに

思っていますので、それをしっかり詰めていく必要があるというふうにだけは言わせてい

ただきたいと思います。 

〇安藤議員 終わります。 

〇田村議長 これで安藤忠司議員の一般質問を終わります。 

 次に、８番、河内富喜議員の質問を許します。 

 ８番、河内議員。 

〇河内議員 通告に従い、一般質問をいたします。 
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 うらほろスタイルの複合施設フタバが昨年11月に本町にオープンしているが、広報等で

周知しているにもかかわらず、その目的、機能、可能性についてまだまだ理解していない

町民が多いと感じている。そこで、次の３点についてお伺いいたします。 

 １点目、今後どのような方法で町民への理解を広げていく考えかお伺いいたします。 

 ２点目、複合施設の活用については大きく４項目示されていたが、特に少子高齢化社会

の中で若年層、壮年層、高齢者層などを含めた異年齢層の交流の場としてフタバにそれを

期待したいが、今後町民コミュニティの活用の場としての位置づけについてお伺いいたし

ます。 

 ３点目、町の主要施策としてこれらの事業の推進に向けてＰＤＣＡサイクルにおける説

明責任は大切であると考えますが、どのようにお考えですか。 

 以上、３点について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 河内議員のご質問にお答えをいたします。 

 うらほろスタイル複合施設フタバは、平成19年度から始まりましたうらほろスタイル推

進事業の新たな活動拠点として整備してきた施設で、昨年12月19日に供用開始したところ

であります。 

 １点目の町民への理解を広げていく方法についてでありますが、町広報紙２月号で設置

経過や施設の概要をお知らせするとともに、２月23日に開催しましたうらほろフォーラム

2019やＮＰＯ法人うらほろスタイルサポートのフェイスブックや施設の紹介をしていると

ころであります。また、直接フタバに訪れる町民の皆様も多いことから、その場合はうら

ほろスタイルサポートの職員が施設のご案内やご説明を行っているところであり、今後は

これらに加え、現在整備を進めているうらほろスタイルサポートのホームページへの掲載

など、広く情報発信を行ってまいりたいと考えているところであります。 

 ２点目の町民コミュニティの活用の場としての位置づけについてでありますが、フタバ

は、学校協働関連事業、高校生関連事業及び仕事支援関連事業を実施する場所として複合

施設基本構想が策定され、北海道教育大学釧路校を初めとする地方大学の学生と町内の小

中学生、高校生等との連携事業の活動拠点、高校生の浦幌部の活動拠点、そしてうらほろ

スタイルの活動をサポートする地方大学の学生やサテライトオフィス事業で来町した企業

関係者の宿泊、滞在施設として設置されたものであります。また、北海道教育大学釧路校

では、サテライトキャンパスとして学生と町内の小中学生や高校生との交流に加え、幅広

い世代の町民の皆様とのつながりや交流の場として活用を考えており、本町としましても

学生と町民、あるいは町民同士の交流の場としてご利用いただきたいと考えているところ

であります。 

 ３点目のＰＤＣＡサイクルにおける説明責任と検証作業でありますが、本町においては

公共施設におけるＰＤＣＡは行っておりませんが、供用開始から２カ月が経過したところ
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であり、今後事業を展開していく中で、町、学校及びうらほろスタイルサポートで構成す

るうらほろスタイル推進連携会議を中心に事業の進捗管理を行ってまいります。また、活

動状況につきましては、町広報紙の浦幌新聞や地域おこし協力隊活動状況報告等に掲載す

るとともに、来年度のうらほろフォーラム2020で報告してまいりたいと考えているところ

であります。 

 以上、河内議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 まず、１点目について確認をさせていただきたいと思います。 

 今後いろいろフェイスブック、またホームページ等で広く情報発信をしていくというこ

とでございます。これは当然今の時代でございますので、どんどんやっていただきたいな

と考えるところでございます。町民の中には、ネットとか、そういったものを使えない方

もいるわけです。そういう方については、恐らく町の広報とか、そういったものを利用す

ることになるわけだと思うのですが、できるだけ私はこういった新しいものを目指す、多

くの町民の理解のもとにこういった事業を進めていくという考え方のもとでは、高齢者含

め、ネットを使えない方にも周知していけるようなものを工夫してやっていっていただき

たいなと思うわけですが、その点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。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問でございますが、繰り返しになりますけれ

ども、町の広報紙とか、それからうらほろスタイルサポートが今整備中のフェイスブック、

それからホームページの掲載ということで考えております。ただ、まだ供用開始になって

から２カ月余りなものですから、今河内議員からおっしゃられた部分につきましては、ま

た後段のほうでもお答えしていますけれども、推進連携会議の中でどういった方法がいい

のか、中で議論を深めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいという

ふうに思います。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 ２点目についてお伺いいたします。 

 基本的な機能の４項目についてお答えいただいたわけでございます。私としては、その

ほか町民の皆さん方、若年、壮年、高齢者などの交流の場としてぜひ位置づけていただき

たい、使っていただきということでの質問でございますが、お答えとしては今後そういっ

た方向でも考えていくのだというお答えをいただいたと思いますが、やはり一番大事なの

はコンテンツ、何をコンテンツにしてそういった交流を広げていくのかということが非常

に大事だと思うのです。その辺の考え方は今後どう捉えていく考えかお伺いしたいと思い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 
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〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問ですが、フタバにつきましては北海道教育

大学釧路校のサテライトキャンパスという位置づけでも今進めてございます。先ほど基本

的な使用の仕方につきましてはご説明させていただいたのですけれども、北海道教育大学

釧路校との打ち合わせの中でいきますと、もともと高校生や中学生、それから小学生との

交流が中心だったわけなのですけれども、大学側からも、先ほどの答弁のとおり、幅広い

町民の方々と交流していきたいのだということでお話をいただいていまして、私どももそ

ういった大学との交流をより深めてまいりたいというふうに考えています。サテライトキ

ャンパスという位置づけの中では、もともとのものもございますけれども、例えば教育大

学のサークル活動とか、それからいろんな文化、芸術サークル等の活動がありますけれど

も、そういった行事などをフタバでやっていただいて、そういった中で町民の方々にお集

まりいただくとか、それからもともと子どもたちが集まる場所ではあるのですけれども、

そこに高齢者の方や、また若い方が集まるような、そういった仕掛けをこれから考えてま

いりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 ２点目についてもう一項目、ちょっとお聞きしたいと思いますが、フタバの

管理業務です。2,878万円ということでございますが、これはどこと契約して何年の契約と

いうことで考えているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 フタバにつきましては、昨年の12月から供用開始になったと

いうことで、今年度は昨年の第３回定例会の中で４カ月分の維持管理経費ということで補

正をさせていただきまして、新年度は来週からの審議になりますけれども、その中で計上

させていただいております。現在この管理運営につきましては、ＮＰＯ法人でありますう

らほろスタイルサポートのほうで管理運営を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 ＮＰＯで委託管理業務をするということでのお答えですが、この施設の目標

利用者数とか、そういうのはございますか。年度ごとの目標利用者数はありますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問ですけれども、この施設につきましては国

の地方創生拠点整備交付金を活用しております。その中でいきますと、年度ごとにどうい

った利用があるのかということで、現在の予定ですけれども、初年度につきましては途中

から始まりますので、40人ということになっています。２年目が360人、そして３年目が

480人ということで、これは宿泊の部分もありますし、交流の部分もあるのですけれども、
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このような形で国のほうにはこれからこういった形で利用していきますよということで予

定の計画を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、河内議員。 

〇河内議員 できるだけ多くの町民の方も活用できるように、先ほども質問させていただ

きましたけれども、コンテンツというのが一番大事だと思うのです。各年代層を引き込ん

で、興味の持てるコンテンツで、みんながそのことで共通の話題だとか共通のイベントを

広げていくというようなことに努力していただきたいなと思っております。 

 次に、３点目についてお伺いいたします。３点目のお答えいただいたわけでございます

が、ＰＤＣＡサイクルについてお聞きしたわけですが、私の聞き方が悪かったのかなと、

お答えをいただいた後で、もう少し詳細に質問を通告したほうがよかったのかなと今反省

をしているところでございますが、３点目についてお聞きしたいと思います。うらほろス

タイルについてでございます。３点目にこれらの事業の推進ということで、うらほろスタ

イルということでは主要施策として位置づけされておりますので、お聞きしたいと思いま

すが、町の総合振興計画審議会で、４つの部門に分けて施策別実施シートで検証しており

ます。最終的には全部会で取りまとめているわけですが、前期５カ年、後期５カ年ごとの

事業が載っております。大きくは10施策、部門別の各事業について載っております。うら

ほろスタイルを創出する教育、文化のまちについては、第３章第３節、ナンバー９で予算、

事業費が記載されております。前年５カ年の計画を見ますと2,811万円、後期５カ年につい

てはいまだ終了していない計画含めて合計１億1,750万8,000円ということで認識をしてお

ります。前期、後期足しますと１億4,561万8,000円になるわけですが、この施策別実施シ

ートというのは、やはりうらほろスタイルを創出する教育、文化のまちづくりの施策につ

いて根本となるものだと私は思っております。 

 しかし、この資料を見させていただいているわけですが、現状と課題というところを見

ますと、うらほろスタイルに関連した事業評価が全く載っていないわけです。そこで、私

はＰＤＣＡサイクルということがこれらの事業の推進に向けて必要ではないかということ

をお聞きしたかったわけでございます。これらの事業に多くの人材、お金、期間を費やし

ているわけですから、行政として検証、改善が、評価した上でしていくことが私はやり方

として今の時代必要ではないかなということを感じております。このことについて説明を

受けたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 まず、ただいまのご質問ですけれども、まちづくり計画に基

づきました成果指標の関係でございます。こちらにつきましては、それぞれ第１章から第

６章まで、最後に重点プロジェクトがあるわけなのですけれども、章の中でもそれぞれ節

ごとに数値目標というのを定めています。その中で、例えば農業の関係でいきますと認定
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農業者の数が５年後、それから10年後はどうなるのかということで、数値化できるものに

対して成果指標ということで整理をさせていただいているところでございます。ですから、

それぞれの章があって、各節があるわけなのですけれども、節の中にはたくさんの事業が

ぶら下がりであるわけなのですけれども、その中から数値目標として出せるものに関して

平成23年から第３期のまちづくり計画が進んでいる中で、そういった整理の中で検証を行

ってきたというのがこの成果指標でございます。 

 ただいまうらほろスタイルについてはこれがないのかというご質問だったのですけれど

も、先ほど議員からおっしゃったとおり、ＰＤＣＡサイクル、これにつきましては計画が

あって、実行、評価、改善ということで、その繰り返しで行っていくわけなのですけれど

も、うらほろスタイルの中でも確かに、例えば起業した人数はどうなのかとか、それから

浦幌町に都会から来た人は何人いるのかとか、そういう設定ができるのかなというふうに

は考えているのですけれども、当時まちづくり計画をつくったときは、うらほろスタイル

自体がまだ始まって、平成19年度ですから４年程度経過した中ではそこまで踏み込んだ成

果指標まではちょっとつくることが難しいだろうというふうに判断したものですから、今

ある成果指標の中には載っておりませんけれども、今後これから重ねる中ではそういった

ものも取り組んでいかなければならないものかというふうには考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 今説明の中で理解できたところもありますが、今後ぜひこれらのことについ

ては、せっかく先進的な取り組みをしている。しかし、その報告だとか運用については旧

態依然たるものが私はあるのかなと思っております。我が町は、ＣＳの事業についても大

変先進的な取り組みをしております。29年からＰＤＣＡサイクルというものを導入してや

っている。こういった先進的な取り組みを理解してもらうためには、住民への周知、説明、

そういったものをきっちりとわかりやすくしていくということに改善をしていただきたい

と思っております。今後検討して、浦幌町民の誰もが評価していけるような形にぜひ努力

していただきたいなと思います。 

 町長、この辺についてお答えをいただきたいと思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 うらほろスタイルにつきましては、まさに10年以上経過しているという中で、

既に浦幌町の政策として定着をしてきておりますし、日本全国でよく知られるようになっ

たというふうに理解をしていますし、いろいろな意味で当初から比べれば発展系が出てき

ているなというふうに今感じているところであります。そういう意味におきましては、今

後このうらほろスタイルについては継続し、そしてまたさらに発展させていく必要がある

だろうなというふうに思っているところであります。 
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 これの検証につきましては、いろんな形で報告はさせていただいておりますし、予算的

な部分でも総合計画審議会の中でも報告はさせていただいておりますけれども、ＰＤＣＡ

サイクルをどういうふうに進めていくかというのは、今ご指摘のとおりこれからの問題だ

ろうというふうに思っています。そういう面では、町民の皆様に理解をしていただく方法

についてＰＤＣＡサイクルは一つの方法だろうというふうに思いますので、今後はこれに

ついて進めていく必要があるのかなというふうに現在のところ感じているところでありま

す。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 前向きに考えていただけるというようなお答えでございます。町長は３月を

もって退任されるわけですが、この事業というのは恐らく続いていくものと考えますので、

そういった改善に期待して、質問を終わらせていただきます。 

 終わります。 

〇田村議長 これで河内富喜議員の一般質問を終わります。 

 次に、９番、阿部優議員の質問を許します。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 通告書に従い、一般質問させていただきます。 

 農林水産物等及び農山漁村に存在する土地、水、その他の資源を有効に活用した農林水

産業者による事業の多角化及び高度化（農林漁業者による加工、販売への進出等の６次産

業化）に関する施策並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を総合的に推進す

ることにより、農林漁業等の振興等を図るとともに食料自給率の向上等に寄与することを

目的に、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の

利用促進に関する法律（６次産業化法）があります。これにより北海道内でもさまざまな

取り組みが行われているが、次の２点について伺います。 

 １、本町の取り組みの現状と今後の考え方や施策についてどのようにお考えになってい

るか。 

 ２、取り組みに当たっては、他産業、異業種分野等との連携、交流が重要な要素の一つ

と捉えるが、どのように考えておられるか。 

 以上の２点についてお願いをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 阿部議員のご質問にお答えします。 

 ６次産業化の促進についてでありますが、農山漁村の豊かな地域資源を活用した新たな

付加価値を生み出す６次産業化は、所得の向上や雇用の確保など地域の活性化や経済の発

展に資するものであり、国においては平成22年に６次産業化法を制定し、融資制度や施設

整備の支援など各種施策が行われるとともに、北海道においては６次産業化サポート事業

により支援体制を確立するなど、農林漁業者の６次産業化が進められているところであり
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ます。 

 １点目の本町の取り組みと今後の考え方や方策についてでありますが、６次産業化をす

るに当たって国の支援を受けるためには、農林漁業者等が主体となって農林水産物の生産

及びその加工、販売を一体的に行う事業活動の計画である総合化事業計画を作成し、農林

水産大臣の認定を受ける必要があるなど、事業化を円滑に進めるためには計画段階からの

サポートは大変重要であると考えておりますが、本町には経営に関する専門の職員がいな

いため、これまで相談があった際には北海道６次産業化サポートセンターや公益財団法人

とかち財団などさまざまなノウハウや人材を有する専門機関を紹介するなど各種情報の提

供を行うとともに、本町においては起業創業等促進補助金や地域産業活性化補助金など事

業化を後押しする各種制度を設けていることから、所管課が連携しながら、新たに事業に

取り組もうとする方々を支援してきたところであります。現在本町の事業者で国の認定を

受けた実績はないものの、みずから加工、販売に取り組まれている農林漁業者が多数おら

れ、町としても物産販売や商品ＰＲなど販売促進に協力させていただいているところであ

り、今後におきましても関係機関と情報を共有しながら、事業化が円滑に進むよう対応す

るとともに、事業が安定的に継続するため、これまで同様に側面からも支援してまいりた

いと考えているところであります。 

 ２点目の他産業、異業種分野等との連携、交流についての考えについてでありますが、

基幹産業である第１次産業のみならず、他の産業においてもさまざまな課題を抱えており、

それぞれの立場を理解し、課題を共有することは課題解決や新たな事業創出につながる可

能性を秘めていると理解しているところですが、青年層においては産業団体を含む各種団

体で組織する実行委員会がイベントを主催するなど、既に連携、交流が行われている例も

あることから、多様な形態の自発的な連携、交流への派生も期待しつつ、各産業団体とも

意見を交わしながら方策を探ってまいりたいと考えているところであります。また、町内

においては、これまでの６次産業化にとどまらず、地元事業者と都市の大手企業人が新会

社を立ち上げるなど先進的な事例も見られ、地方と都市の融合による新たな事業の展開に

大きな期待を寄せているところであり、このようなさまざまな動きに対しても引き続き支

援、協力してまいりたいと考えているところであります。 

 以上、阿部議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今本当に型どおりの答弁をいただいたところでありますけれども、現実的に

所管課が連携しながら新たな事業に取り組もうとする方々を支援ということがございまし

たが、具体的にはどのような支援をされたのか、もしあれば伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 役場内の連携体制でございますけれども、私どもが所管しております部分でありますと
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起業創業等促進補助金というのがあります。また、まちづくり政策課が所管しております

地域産業活性化補助金というのもございます。そのようにいろいろな補助金が各課にわた

っているものですから、まずお客様が見えたときに内容を聞きながら、どの補助金を使う

のが有利なのか、また国ですとか道のどういう施策を使えば有利に展開するのかという話

をするときに、私どもだけでは話が進まないので、関連すると思われるセクションには声

をかけさせていただきながら、その都度アドバイスといいますか、支援、協力させていた

だいているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 金銭的な事業費等についての説明はわかりました。ただ、それに関する限り、

あくまで事業を行わないとどうしようもない。そこに至るまでのプロセスがきめ細かなア

ドバイスがないと、極端なこと言うと途中で断念せざるを得ない起業者たちもいるのでな

いかと私考えるのです。それで、生産者ばかりではなく、先ほど言いました６次産業化と

いうことでございますので、６次産業化になるまでのプロセス、それから６次産業化にな

ってからのことも考えた中でご指導願わなければならないのでないかなと思うのですが、

その辺についてはいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 おっしゃっているとおり、町長の答弁にもありましたが、最初から、起業をしたいとか

いろいろ思っている段階から協力体制がないとなかなか進んでいかないというものはあり

ますし、実際に立ち上げたけれども、その後どうなるのかということがございます。私ど

もの中では、経営ですとか経済の専門家がいないものですから、そういうところの専門的

なアドバイスというのはどうしてもできないということで、安易なことを申し上げてとい

うことも、次の展開につながっていっては申しわけないということもありますので、北海

道６次産業化サポートセンターというのが近隣であれば帯広にありますけれども、そこの

センターにおきましては最初の相談段階から企画推進員が相談に乗ってアドバイスを実施

して、最終的にいけばプランナーを無料で派遣してくれるというところもありますので、

そういうところをご紹介しながら、専門的な知識によりまして協力をしていただいている

ような形をとらせていただいているところでございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 先ほどの町長の答弁にあった。わかりました。 

 それで、各支援、サポート、それからノウハウ等というのもあるのですけれども、現実

この地場、浦幌町に即した方、浦幌町を直接見た方でないと本当に親切な支援ができない

のではないかなと私考えるのです。それで、極端な話をしますと、途中で断念した方、ま

たいろいろなことがあって、サイド的なことがあってそろそろやめようかなとか言ってい
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る方もいるのです。その辺を今後、途中でやめた方なんていうとこの浦幌町という名前が

僕としてはネーミングが悪くなってしまうのかなと考えます。そういう至る前に何らかの

形で手を打って、せっかく支援して起業された方に、ある程度の我慢をもってといいます

か、そういう中で少し次の芽が見える、見させるというぐらいの気持ちの支援が地域とし

ては必要なのでないかと考えますが、もう一度伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、経営開始してからという部分につきましては、どこに原因があるのかというのは、

先ほど申し上げましたとおり専門的な部分、計画に対してどうだったのかというのは売り

上げがどうだったとか、経費がかかり過ぎたとか、いろんな要因がありますので、そちら

に対して私どもがアドバイスできる立場にはないと思いますけれども、次なる展開を考え

ているですとか、こういう支援があったらというふうな相談があった場合には、いろいろ

な相談に乗るような体制はとっていきたいと思います。また、最初の部分につきましては、

私どもからこういうことやってはどうですかという話はなかなかできなくて、町の中には

農林水産業、すばらしいものがあると思っていますので、こんなことをやってみたいのだ

けれどもぐらいの話でもあれば、そういうふうな専門的につないでということでそういう

思いはなるべく実現させてあげたいなというふうに思っていますので、これからもそのよ

うな対応をさせていただきたいというふうに思っています。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 直接責任とれなんていうことはまず行政に向かっては言えないのであって、

自発的にやった方がある程度の責任はとっていただいて、でもやっぱりどこかここかでサ

ポートがないと最後まで続かないのだろうなというふうに思っておりますので、もしその

辺の事情を察していただければ、またそういった形の中も今後配慮していただきたいと考

えます。 

 ２点目に行きます。２点目の中に、今のことと関係はあるのですけれども、６次産業化

を立ち上げるに当たって、町内に今課長の言われましたように各種産業団体がいっぱいあ

ります。その中に、思っているのですけれども、なかなか一歩踏み出せないという産業者

の方がいます。農業であれ漁業であれ、林業であれ商工業であれと私考えます。そういう

人の中でそういうことをお互いに話しする機会というのは何かあるのかどうか、とりあえ

ず伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 そういうようないろんな異業種が集まって話すような場は、私どもの所管している場面

ではございません。それで、６次産業化という部分に関しましては、町内産業団体ともお
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話をさせていただいておりまして、今も事務担当レベルでは常にそれぞれのセクションで

意見交換を行ったり情報共有を行って連携に努めているところでございます。そういうと

ころはさらに協力したいと思いますけれども、産業課の中だけではなく、役場の全体、各

課とも共有できるような体制をとっていければ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 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今課長すごく大切なことを私に教えていただきました。そういう業者の方ば

かりではなく、庁舎内の方たちも職員の方たちもそういう動きを常に見ていないと浦幌町

の中で産業が発展するのは無理なのかと思います。一時的に国の補助金等である程度動く

ことはあると思うのですけれども、これを定着させるためには全職業の方が一体となって

いかなければいけないのかなと思います。それで、別に商工会ばかりではなく、農業界ば

かりではないのですけれども、そういう中でそのきっかけをつくることが私は必要なのか

なと思います。それはどこのセクションであれいいと思うのですけれども、そういうきっ

かけをつくる段取りと言ったらおかしいかな、きっかけをつくるきっかけは今浦幌町の中

であるのか、ないのか、もう一度伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 町長の答弁でも答弁させていただきましたが、連携、交流というのが大

変必要だというふうに認識しております。その形態もさまざまでありますし、現時点では

私どもでは具体的な考えというのは持ってございません。ただ、青年層のように同じ世代

の仲間が集まって新たな展開に発展したという例もあります。行政主導がベストなのかと

考える部分もありますけれども、何を目的としてということも含めまして、今後関係機関

の考えもお伺いしながら、どのレベルですとか、どの階層での連携が必要なのかという部

分には、そういうような形のものは探ってまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今課長のほうから伺いました。町長のお答えの中に、多様な形態の自発的な

連携、交流への派生もと書いてあるのです。自発的なを促す努力というのはどのようにさ

れてきたか、ちょっと伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 促す努力という部分は、先ほど申し上げましたとおりにいろんなところ

に声をかけるというようなものはやっていませんが、常に産業団体等とは意見交換をしな

がらですとか、青年部のレベルでのお話をいただいたりとかということでは対応している

ところでございます。 

 以上です。 
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〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 それでは、もう大体理解しました。 

 ここで１つ町長に伺いたいのですが、今言った異業種交流という中で一番このきっかけ

に大切なのは各諸団体の長がどこかの形の中で、そんな格式張ったところではなくて、み

んなでこの町の将来、起業についてはどうなのだということを役場、それから農業関係、

商業関係、林業関係、漁業関係の方とのざっくばらんな話というのが、僕に言わせたら飲

みニケーションと言うのですけれども、そういうことが今までにあったのか、ないのか。

ないとすれば、今後そういう気持ちはないのか。これから町長が３月で終わるとか終わら

ないとか言っておりますけれども、そんな場合でなくて、今浦幌町を盛り上げるためには

そういう場が必要でないかと私個人としては考えますが、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 ６次産業化について、まさに町としては起業、創業分野をしっかりやりたい

というふうにこれまでも言っておりましたし、そういう予算づけをこれまでもしておりま

した。ただ、阿部議員が言われるように、６次産業化を進めるに当たっての職員のノウハ

ウがないというのは、これは全く残念でありますけれども、現実はそのようなことで、そ

こをサポートしたり、ノウハウをそこの人たちに伝えるということはなかなかできないと

いうのが現実でありまして、６次産業を立ち上げるためには立ち上げる人たちの努力が大

変必要だというふうなことがあるのかなというふうに思っています。そういう面では、こ

れからも専門職員を配置するということはなかなかできないだろうというふうに思ってお

りますし、その辺は難しいだろうなというふうに思っているところであります。 

 ただ、今言われたように、町外からうらほろスタイルの中でいろんな企業人が、大企業

の人たちが、若手社員が今来ている。浦幌に集まってきているというような分野がありま

して、そういう面でこれからそういう人たちが新たな６次産業化を進めていきたいという

希望もあるというふうに聞いておりますので、そういう人たちがすばらしいノウハウ持っ

ていますから、その人たちのノウハウを活用することができるのではないかというふうに

私たちは期待をしているというところであります。 

 いろんな業種の長が集まって懇談会形式で話をするということも必要だろうというふう

には一部は思いますけれども、ただ単に集まってもトップ同士がそのノウハウを持ってい

なければ何にもならないということがありますので、私としては町内にそういうノウハウ

がなければ、町外の人材を活用して、これからそういう６次産業化を具体的に進める人材、

そういう人たちをぜひ活用しながら具体的な方向づけをしていく必要がこれからはあるの

かなというふうに思っています。なかなか自前で職員育成はできないということはご理解

をいただきたいと思いますけれども、今は町外のそういうノウハウを持っている人たちが

うらほろスタイルの中で浦幌町に集まってきているという、こういう好機を逃すことなく

活用する方向で進めることが必要なのかなというふうに思っているところであります。 
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〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 一応町長の前向きとも言える意見を聞かせていただきました。長たる方がそ

ういう気持ちを持たないと、職員の方たちもそれではもう少しこういうノウハウを、この

方からこういうノウハウをという気持ちにならないのではないのかなと私は思います。私

が今まで述べさせていただいたような形の中で、町長が、副町長が、産業課長がそういう

気持ちを持って職員の方たちに当たっていただければまだまだ、浦幌の町は産業的にも資

源には恵まれているわけですから、その資源をフルに活用させていけるのではないのかな

と。私はいつまでもやれるわけではないので、できれば私の目の黒いうちにそういう皆さ

んになっていただければうれしいなと思います。 

 そんなことを思いながら終わりますけれども、もし何かあれば、もう一言伺えればと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 重ねて申し上げますけれども、具体的にうらほろスタイルの中で、先端をい

く企業人の人たちが具体的におととしから浦幌に来ていただいています。その人たちが今

そういう浦幌の自然を生かす、また１次産業を生かしながら何とか新たな方向を見つけた

いというのを具体的に今考え方をいただいているところがあります。そういう方がきっと

阿部議員が言われる先端的な６次産業化をこれからは進めていっていただける部分がある

のかなということを私としては確信をしていますので、そういう部分でのこれからの浦幌

町の将来に向かっての見通しはあるのかなというふうに思っているところであります。 

〇阿部議員 終わります。 

〇田村議長 これで阿部優議員の一般質問を終わります。 

 以上で一般質問は終結いたします。 

 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。 

 

午後 ７時１６分  休憩 

午後 ７時２５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。 

 お諮りをいたします。これより平成31年度浦幌町一般会計及び各特別会計予算の審議に

入りますが、議案第21号から第29号までの９議案は本会議での質疑を３回までとする会議

規則第55条の規定を適用しないで審議を続けたいと思います。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、議案第21号から第29号までの９議案は会議規則第55条の規定を適用しないで審

議することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第３ 議案第２１号 

〇田村議長 日程第３、議案第21号 平成31年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本議案の審議は、提案理由の説明、予算説明書附票の説明、予算

書第３表、地方債までの説明の後に質疑は歳入歳出予算事項別明細書の各款ごとに先に歳

出から行い、地方債までの質疑はその後歳入の質疑とあわせて行いたいと思いますが、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、審議は提案理由ほか説明の後、質疑は各款ごとに先に歳出から行い、地方債ま

での質疑はその後歳入の質疑とあわせて行うことに決定をいたしました。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 平成31年度予算をご審議いただくに当たり、予算概要について説明をさせて

いただきます。 

 平成31年度政府予算が12月21日、閣議決定し、２月２日には衆議院を通過し、現在参議

院で審議を行われているところでありますけれども、憲法の規定により年度内成立が確実

になったところであります。一般会計総額は101兆4,564億円でありまして、当初予算とし

ては初めて100兆円を超えるという予算になりました。７年連続で過去最高ということにな

ったところであります。今年10月に予定されております消費税の改定に対する経済対策費

が２兆280億円の増額ということになっておりますし、社会保障費と防衛費も過去最大とな

っているところであります。地方の一般財源の総額につきましては、平成30年度地方財政

を下回らないように実質的に同水準を確保するということなっておりますが、特に交付税

については厳しい地方財政の現状等を踏まえ、本来の役割である財政調整機能、財政保障

機能が適切に発揮されるように総額を適切に確保するとされているところであります。た

だ、今入り口ベースでは地方交付税交付金等は4,701億円増でありますけれども、臨時財政

対策債が7,000億円の減というふうになっているところでありまして、最近の地方交付税に

対する締めつけが簡単に緩むことはない、考えにくいというふうに考えており、地方財政

にとっては大変厳しい予算編成が強いられるところだろうというふうに考えているところ

であります。 

 浦幌町の平成31年度予算は、骨格予算となりますことから、消費税率改正の影響等を考

慮しながら予算編成を行ったところであり、大型の継続事業や当初予算に計上せざるを得
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ない更新事業があり、一般会計の総額は63億8,700万円とし、前年対比1.9％の増額となっ

たところであります。ハード事業では、東山公営住宅団地内の道路改良工事１億1,900万円、

既製住宅の除去工事4,050万円、除雪トラックの購入費4,566万円などがあり、継続事業の

相川川西線道路整備事業３億1,140万円や公営住宅買い取り事業の１億3,882万8,000円も

計上しているところであります。ソフト事業につきましては、開町120年記念事業費の429万

7,000円、地域おこし協力隊起業支援補助金100万円、情報化推進管理費における電算シス

テム更新が１億309万7,000円を計上しております。また、前年度から引き続き国からの地

方創生推進交付金を受けて、サテライトオフィス・コワーキング運営事業として実施する

常室ラボ運営事業負担金935万1,000円などを計上しているところであります。防災関連に

つきましては、前年度からの防災用備蓄品購入の助成事業として防災備蓄購入費用補助金

や自主防災組織に活用できる笑顔輝く地域づくり補助金も引き続き計上し、８特別会計を

含めた総額では前年度に比して0.4％の増額になっているところであります。 

 31年度は、第３期まちづくり計画の後期５カ年の４年目となっておりまして、町民が安

心、安全な暮らしを確保できるよう、限られた財源の中で財政調整基金３億6,300万円を繰

り入れ、必要最小限の経費で財政の健全化に努めつつ予算編成を行ったところであります。 

 それぞれの詳細につきましては副町長、担当課長から説明させますので、よろしくご審

議くださいますようお願い申し上げます。 

 以上で平成31年度予算の提案に当たっての概略説明とさせていただきます。 

〇田村議長 続いて、平成31年度予算説明書附表の説明を求めます。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 それでは、平成31年度予算説明書附表を説明させていただきます。 

 お手元の予算説明書附表の１ページをごらんいただきたいと思います。最初に、ページ

左側の各会計予算比較表でございますが、平成31年度予算額、一般会計63億8,700万円、町

有林野特別会計など８特別会計を含む総計で90億10万9,000円になります。比較増減であり

ますが、一般会計につきましては前年度当初比１億2,000万円、1.9％の増となっておりま

す。一般会計、特別会計の総計で前年度当初比4,093万6,000円、0.5％の増となっておりま

す。 

 特別会計の主な増減要因でありますが、平成30年４月１日から国民健康保険の財政運営

主体が北海道に移行し、２年目となります国保事業会計において8,015万円の減は、一般被

保険者療養給付費負担金5,800万円及び一般被保険者高額療養費負担金1,200万円、また移

行に伴いレスプト点検委託業務を要しないことから委託料が発生しなく、242万4,000円減

が主たる減額要因であります。町立診療所の1,873万3,000円の増は、経年劣化により暖房

給油ボイラー取りかえを要するため、また事業執行期限の関係から当初予算に計上するも

ので、その費用1,500万円が主な増額要因となるものであります。公共下水道会計における

3,298万円の減は、下水道建設事業における北栄マンホールポンプ所設備更新工事が完了し

たことによる1,650万円の減、また長期債償還元金及び利子額で2,105万3,000円の減が主た
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る要因であります。 

 次に、右側の歳入歳出予算の総計表及び純計表についてご説明いたします。一般会計か

ら他会計への繰出金でございますが、町有林野会計など８特別会計に６億7,706万9,000円

を繰り出しております。総計から重複計を引いた純計は83億2,304万円で、前年度と比較し

ますと3,156万8,000円の増となっております。 

 次の２ページの一般会計歳入歳出総括表につきましては、説明を省略をさせていただき

ます。 

 次に、一般会計の歳入及び歳出に係る款別比較表についての説明ですが、歳入歳出に係

る各科目の内容につきましては、後ほど各説明員から各会計歳入歳出予算書の説明におい

て前年度と比較して大きな増減につきましてはその内容の説明がございますので、ここで

の詳細にわたる説明は省略し、前年度と比較し、増減の主なものをご説明いたします。平

成31年度予算の編成におきましては、第３期まちづくり計画の後期計画を基本として、重

点プロジェクトを中心に各事業、施策を推し進めるための編成に当たったところでござい

ます。 

 初めに、３ページから始まる一般会計歳入款別比較表についてご説明いたします。３ペ

ージをごらんおき願います。１款町税2,705万9,000円の増につきましては、個人町民税及

び法人町民税の増と償却資産の動向による固定資産税の増が主たる要因ですが、たばこ税

について健康志向の高まりの傾向から年々減額傾向にあり、減額を見込んでおります。６

款地方消費税交付金200万円の増及び７款自動車取得税交付金450万円の増は、いずれも前

年度の実績見込み額によるものです。９款地方交付税1,500万円の減は、普通交付税の減額

によるものですが、前年度の実績比で見ますと前年度交付額28億5,985万円でありますの

で、0.2％増を見込んでおります。11款分担金及び負担金の543万6,000円増は、栄穂地区担

い手育成型畑総整備事業受益者分担金337万5,000円及び認可保育所保育料269万4,000円の

増が主な要因であります。 

 次に、４ページをごらん願います。13款国庫支出金１億2,250万1,000円の増は、継続事

業であります道路建設補助事業、橋梁長寿命化修繕事業、公営住宅整備事業及び土木車両

更新の充当財源である社会資本整備総合交付金１億2,917万2,000円増が主な要因でありま

す。14款道支出金305万3,000円の減は、豊北地区基幹水利施設管理事業における更新工事

完了に伴う補助金437万4,000円の減、林道上出沢線開設事業においても完了に伴う1,326万

円の減と知事道議選挙費委託金464万2,000円、参議院議員選挙費委託金836万7,000円の増

が主な要因でございます。17款繰入金7,739万円増は、財政調整基金繰入金8,100万円増に

よるところが主な内容であります。なお、ふるさとづくり基金活用事業の内容につきまし

ては、この予算書附表の中の各会計予算説明資料の一般会計説明資料40ページにその内容

を記載しておりますので、ごらんおきを願います。その他の基金からの繰り入れといたし

まして、まちづくり計画重点プロジェクトの地域産業活性化補助金、出産祝金、店舗等リ

フォーム補助金、新規創業等促進補助金、転入者ハマナス商品券贈呈の５つの事業に充て
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るために地域振興基金から1,405万円を繰り入れする内容でございます。 

 ５ページに移りまして、20款町債１億270万円の減は、臨時財政対策債2,600万円、過疎

対策事業債6,490万円、公共施設等適正管理推進事業債6,710万円が減、公営住宅建設事業

6,430万円増によることが増額要因となるものですが、過疎対策事業債における林道上出沢

線開設事業、教職員住宅整備事業、スクールバス車庫建設事業、給食センター改築事業が

それぞれ完了したことによる減額要因が主な内容でございます。 

 次に、６ページからの一般会計歳出款別比較表についてご説明をいたします。継続して

行う拡充事業または大型事業の特徴的な事業についてご説明させていただきます。６ペー

ジの１款議会費、１行目、改正のありました議員報酬、期末手当において910万6,000円の

増となるものでございます。２款総務費、各種システム導入支援委託料から庁内イントラ

ネットワーククラウドサービス機器借り上げ料までについて１億3,117万6,000円となるも

のですが、主に現在のクラウドシステムにおけるサーバーの更新及び現行のＰＣオペレー

ションシステムサービス終了に伴う更新が必要なことから対応するものでございます。上

から10行目の総合振興計画策定業務委託料347万6,000円については、平成30年第４回町議

会定例会において債務負担行為補正のご議決を賜り、平成30年度において契約した業務に

係る執行のものでございます。下から５行目の開町120年記念事業費から参議院議員選挙費

まで、いずれも新たな事業でありますが、事業執行期限の関係から当初予算での対応を要

するものでございます。 

 ７ページの４款衛生費における上から５行目、浦幌町立診療所特別会計繰出金2,095万

3,000円の増は、暖房給湯ボイラー取りかえ工事によるものが主たる増額要因であります。

６款農林水産業費、上から２行目、模範牧場作業機械購入、続いて栄穂地区排水路補修工

事、浦幌太、豊北排水機場設備更新工事、下から３行目、うらほろ森林公園遊歩道補修工

事、次の行の林道上出沢線開設工事、十勝太共同作業所利用施設ほか塗装工事について、

それぞれ事業完了による減額となるものです。下から４行目の林道橋定期点検業務委託料

は、林野庁の指導のもと点検を図るもので、553万円を計上しているものでございます。 

 ８ページに移りまして、７款商工費における上から３行目、産業交流施設レストラン施

設内部改修工事2,000万円は、築後40年を迎え、老朽化が進み、建物内部の基幹部分の改修

が必要となり、維持管理上から当初予算に計上しているものでございます。８款土木費、

上から３行目、光南３丁目通道路整備事業5,060万円、同じく上から５行目、北栄５条通道

路整備事業5,420万円の減額は、それぞれ事業完了によるもので、上から１行目、除雪トラ

ック購入4,566万円については現車両の更新対応によるもので、上から４行目、光南５丁目

通道路整備事業6,630万円、同じく上から６行目、北栄２条通道路整備事業3,930万円、下

から１行目、東山団地内道路改良工事１億1,900万円については国の交付金事業であります

社会資本整備交付金事業における継続事業として進めるため、当初予算での対応を要する

ものでございます。９款消防費における上から３行目から順次、防災倉庫実施設計委託料、

地域防災計画等策定委託料、Ｊアラート受信機更新工事、車載用衛星携帯電話購入は合わ
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せて1,655万円の減ですが、それぞれ事業完了による減額となるものであります。10款教育

費において上から１行目の浦幌小学校児童用机・椅子購入事業、次の行の上浦幌中央小学

校教員住宅整備事業、上から４行目、スクールバス車庫建設事業、最後の行の給食センタ

ー改築事業、それぞれが完了したことによる減額内容であります。 

 以上で一般会計歳出款別比較表についての説明を終えます。 

 次に、10ページから13ページまでの会計別、節別集計比較表につきましては、説明を省

略いたしますますので、ごらんおきを願います。 

 それでは、14ページ、15ページをごらん願います。各会計予算性質別一覧表であります

が、まず14ページ上段の一般会計における増減でご説明をいたします。人件費、前年度比

3,428万2,000円の増、これにつきましては職員の給与及び期末、勤勉手当支給率並びに共

済組合納付金掛金率の改定によることが主たる要因であります。次に、物件費、維持補修

費１億9,545万4,000円の増は、物件費で１億9,017万6,000円の増、維持補修費で527万

8,000円増によるもので、物件費においては情報管理費におけるシステム更新等に係る費用

で１億186万2,000円の増が要因をなしているものでございます。維持補修費においては、

林道橋定期点検業務委託料553万円が増額の要因となるものであります。次に、扶助費、補

助費等につきましては5,248万5,000円の減、これは扶助費で351万2,000円の減と補助費等

において4,897万3,000円の減によるもので、扶助費においては障害医療給付費580万円の

減、補助費等につきましてはふるさとづくり寄附奨励事業で1,500万円、十勝圏複合事務組

合分担金における塵芥処理及びし尿処理分508万3,000円、地場工業等振興補助金1,231万

2,000円、とかち広域消防事務組合浦幌消防署費負担金で523万7,000円、それぞれの減額に

よることが要因となるものであります。次に、普通建設事業費、災害復旧事業費につきま

しては5,555万2,000円の減ですが、主な増減額の要因は模範牧場作業機械購入費1,652万

2,000円、森林公園内遊歩道補修工事1,925万円、林道上出沢線開設事業費2,600万円、上浦

幌中央小教員住宅新築及び既設住宅解体工事3,650万円、スクールバス車庫新築に係る実施

設計委託料及び建設工事費2,320万円、給食センター改築事業費3,550万円、いずれも事業

完了による減額となるもので、また増額要因としては公営住宅の東山町団地内道路改良工

事１億1,900万円は団地内整備事業として継続して行うものであります。公債費は884万

7,000円の減ですが、長期償還に係る元金で566万1,000円、利子で318万6,000円減となるも

のでございます。繰出金は、特別会計への繰出金ですが、686万3,000円の増は町立診療所

特別会計2,095万3,000円の増、公共下水道特別会計1,379万6,000円減による増減が主な要

因でございます。 

 次に、15ページ、下の段の一般会計、特別会計の合計でありますが、これも増減でご説

明いたします。人件費3,544万3,000円、2.6％の増、物件費、維持補修費で１億9,655万

1,000円、12.3％の増、扶助費、補助費等で１億1,943万7,000円、4.6％の減、普通建設事

業費、災害復旧事業費は5,554万5,000円、3.8％の減において、18ページから29ページまで

に記載しております全会計主な事業費調べの事業のうち米印のついているものが投資的経
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費として普通建設事業費、災害復旧事業費の対象事業費でありますが、29ページをごらん

おき願いたいと思います。全会計、本年度投資的経費合計の金額14億718万3,000円は、15ペ

ージにお戻りいただきまして、普通建設事業費、災害復旧事業費の合計と同額となってい

るものでございます。引き続き、公債費2,325万5,000円、2.1％の減、出資金、貸付金は

1,000円の減、繰出金686万3,000円、1.0％の増、その他31万7,000円、0.6％の増となって

おります。 

 次に、16ページ、17ページをお開き願います。一般会計債務負担行為総括表についてで

ありますが、平成31年度予算額合計は17ページの下の段になりますが、１億7,655万

6,000円、そのうち一般財源につきましては１億7,444万7,000円であります。次に、右側の

平成32年度以降支出予定額は、合計が３億3,635万3,000円で、うち一般財源につきまして

は３億3,073万8,000円となっております。 

 次に、18ページから29ページまでの全会計主な事業費調べにつきましては、説明を省略

させていただきますので、後ほどごらんおきを願います。 

 続きまして、給与費明細書附票についての説明をいたします。29ページの次のページに

ウグイス色の表紙があり、給与費明細書附票と表示をしてございます。これは、表紙の次

の１ページから72ページまで、一般会計から各特別会計までの全会計における給与費明細

の内容となります。まず、１ページをごらんおき願います。一般会計の給与費明細書、特

別職に係る内容で、表の比較欄における議員の人数が前年度比１名増となっていますが、

定数との比較であります。その他の特別職の人数が前年度比18名の増となっていますが、

指定統計調査調査員等における増員の内容であります。給与費、共済費の合計は１億

6,706万2,000円ですが、前年度比では一番下の右側の欄になりますが、1,762万3,000円の

増となっております。内訳は、下の表の欄でご説明いたします。給与費の計で2,058万

6,000円の増、共済費296万3,000円の減の内容でございます。 

 次に、２ページをごらん願います。一般会計における一般職につきましての内容であり

ます。職員110名で前年度と同数であります。給与費、共済費の合計で前年度比1,513万

6,000円の増となっております。 

 次の３ページ以降につきましてはこの給与費明細書の説明を省略させていただきますけ

れども、一般会計、特別会計における９会計全体での職員数は129名となり、前年度と同数

でございます。また、一般職の給与費、共済費の総合計は10億186万5,000円で、前年度対

比で1,399万8,000円、1.4％の増となっております。 

 以上で平成31年度予算説明書附表の説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 次に、第３表、地方債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 予算書の１ページをごらん願います。議案第21号 平成31年度浦幌町

一般会計予算。 

 平成31年度浦幌町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 
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 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ63億8,700万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 （債務負担行為） 

 第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

 第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

 第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

10億円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

 第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 平成31年３月４日提出、十勝郡浦幌町長。 

 ２ページをごらん願います。２ページから６ページまでの第１表、歳入歳出予算につき

ましては、説明を省略させていただきます。 

 ７ページをごらん願います。第２表、債務負担行為、事項、総合行政情報システム端末

機器借り上げ料、期間、平成31年度から平成36年度、限度額594万円、事項、庁内ＬＡＮ電

子計算機器借り上げ料、期間、平成31年度から平成36年度、限度額2,754万円、事項、庁内

イントラネットワーククラウドサービスネットワーク機器借り上げ料、期間、平成31年度

から平成36年度、限度額4,623万3,000円、事項、介護保険等業務管理システム機器借り上

げ料、期間、平成31年度から平成34年度、限度額３万5,000円、事項、介護保険等業務管理

システムソフトウエア借り上げ料、期間、平成31年度から平成34年度、限度額２万8,000円、

事項、ケア総合記録システムソフトウエア借り上げ料、期間、平成31年度から平成34年度、

限度額86万4,000円、事項、教育用コンピューター等借り上げ料（中学校）、期間、平成31年

度から平成36年度、限度額3,229万1,000円。 

 ８ページをごらん願います。第３表、地方債、起債の目的、過疎対策事業、限度額３億

1,480万円、内容につきましては、うらほろスタイル推進事業、限度額1,100万円、移住・

交流・若者の定住促進対策事業、限度額500万円、高等学校等就学費補助事業、限度額250万

円、紙おむつ購入費助成事業、限度額120万円、介護事業運営補助事業、限度額4,430万円、

医療費無料化事業、限度額800万円、雇用促進事業補助事業、限度額200万円、合流地区担
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い手育成型畑地帯総合整備事業、限度額2,210万円、除雪機械購入事業、限度額1,400万円、

道路建設補助事業、限度額１億4,780万円、橋梁長寿命化修繕事業、限度額4,090万円、住

宅リフォーム補助事業、限度額200万円、学校給食費補助事業、限度額1,400万円、以上が

過疎対策事業に係る内容でございます。次に、公共施設等適正管理推進事業、限度額1,570万

円、内容につきましては老朽化対策事業でございます。公営住宅建設事業、限度額１億

2,770万円。臨時財政対策債、限度額１億2,000万円。限度額の計５億7,820万円でございま

す。起債の方法につきましては証書借入又は証券発行、利率は年5.0％以内（ただし、利率

見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し

後の利率）、償還の方法につきましては政府資金又は金融機関等の融通条件による。ただし、

町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換

することができる。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 審議の途中ではありますが、議事の都合により本日の会議はこの程度にとどめ、これで

延会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれで延会とすることに決定をいたしました。 

 なお、あすから３月10日までの２日間は休日休会のため、会議の再開は３月11日午前10時

といたします。 

 

    ◎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 ７時５８分 


