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開議 午後 １時３０分 
    ◎開議の宣告 
〇水沢議長 ただいまの出席議員は16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。 
 本日の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 議案第３１号 
〇水沢議長 日程第１、議案第31号 平成17年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 
 昨日の14日に引き続き審議を続けます。 
 ここでお願いをいたします。予算の説明は、配付しております予算の説明要領に従って

説明を願います。また、質疑、答弁につきましては、簡潔、的確にお願いをいたします。 
 それでは、１款議会費から２款１項８目支所費までの説明を求めます。 
 議会事務局長。 
〇久保議会事務局長 予算書30ページから説明いたします。１款１項１目議会費、本年度

予算額6,863万1,000円、本科目は議会に要する経費を計上しております。前年度と比較い

たしまして、報酬で302万7,000円、旅費で51万5,000円が主な減額となっております。 
 以上でございます。 
〇山田企画総務課長 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、この科目につきま

しては総務所管事務に係る科目でありまして、庁舎管理等に係る経費を計上しております。

主な増の関係につきましては、職員人件費の組みかえによる4,664万2,000円の増でありま

す。また、組みかえによる職員数は11名から20名となっております。主な減につきまして

は、32ページ、町長交際費、10節でございます。これについては、昨年度180万計上してお

りましたが、本年度については40万でございます。内容につきましては、17年度より香典

の廃止と供花料についてはごく一部とし、経費の削減を図るものでございます。次に、13

節委託料の関係でございますが、顧問弁護士委託料が36万の計上になっております。これ

につきましては、前年比90万の減でありますが、基本委託料のみとし、公営住宅等の訴訟

が出てきた場合においては補正で対応することとしております。 
 次に、33ページ、２目情報化推進管理費、これにつきましては総合行政情報システム等

に係る科目であります。主な減額につきましては、人件費の組みかえによる1,403万9,000

円の減と13節委託料、システム導入支援委託料で360万円の減、プログラム修正委託料190

万の減が主な内容となっております。 
 次に、34ページをお開きください。次に、文書広報費、本年度予算378万9,000円、この

科目につきましては広報及び広聴に係る科目であり、主に「広報うらほろ」に係る経費の

計上をしております。主な減につきましては、印刷製本費の65万8,000円の減、これについ

ては17年度より「役場だより」廃止に伴う減の内容でございます。 
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〇松田建設課長 ４目自動車管理費、本年度予算1,090万8,000円、この目は建設課で集中

管理している公用車51台分の年間の維持管理費でございます。比較で52万8,000円減になっ

ておりますけれども、16年度中に２台の公用車の減に伴う減額でございます。 
 以上です。 
〇中川管財水道課長 ５目財産管理費、本年度予算額534万2,000円、この科目につきまし

ては公有財産の管理に伴う経費でございます。減の主なものは、17節の公有財産購入費の

土地開発公社よりの南町町道用地1,700万、それから車両管理センター用地980万円が完了

したことによる減と、職員給与によります433万6,000円の減の分でございます。17節の公

有財産購入費については、説明資料のとおりでございます。 
 以上です。 
〇山田企画総務課長 ６目財政調整基金、本年度予算額は20万円、この科目につきまして

は財政調整基金の積み立ての科目でございます。 
 ７目企画費、予算額282万3,000円、この科目につきましては企画振興及び町懸案事項推

進に係る科目であり、また関係諸団体に対する負担金の計上であります。主な減額につき

ましては、人件費の組みかえによる3,975万9,000円の減と19節負担金、補助及び交付金の

諸団体に係る負担金の54万円の減額の内容でございます。 
 以上です。 
〇河村上浦幌支所長 36ページをお開き願います。８目支所費1,627万4,000円、これは支

所費の運営にかかわる費用を計上したものでございます。特に説明することはございませ

ん。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 
 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 総務管理費の34ページにございます４目自動車管理費についてお聞きをした

いと思います。 
 現在公用車でリースしている車は何台か、さらにまたその金額とリース回数、期間はど

のくらいか、さらにまたリース業者はどのような状況にあるか、以上確認をしたいと思い

ます。 
〇水沢議長 建設課長。 
〇松田建設課長 建設課で管理している51台のうちリースしている車につきましては４台

でございます。乗用車系が１台、ジープ系、俗に言うＲＶ車が２台、それから軽トラック

が１台でございます。 
 その金額でございますけれども、乗用系につきましては月額リース料５万9,800円、それ

からジープ系につきましては５万2,500円、軽トラックですけれども、これは２万4,000円。 
 期間につきましては、一番古いもので平成14年４月からということで、回数が３年物の3

6回と５年間リースの60回で、最長の年ですか、年月で平成21年３月までというのがありま



 5 

す。 
 それと、そのリースの中身ですけれども、帯広からが１社、あと地元業者が３社という

ような中身でございます。３台ですね。失礼しました。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 今の説明の中でリースが町内３台、そして帯広から１台と。意外と思ったよ

りも少ないわけでございますけれども、そういう中でリースをするメリットはどこにある

のか、その辺ちょっと確認したいと思いますので、ご返答お願いします。 
〇水沢議長 建設課長。 
〇松田建設課長 リースをするメリットですけれども、スクールバスとか消防自動車は補

助事業等そういう事業があるのですけれども、一般公用車につきましてはそういう購入の

補助事業がないものですから、単独費で買うか、もしくは補助事業の事務費とか工事雑費

等で１年契約のリースというのか、そういう形で実施期間中リースをして、その事業の現

場行くということで借りるということができると。この場合補助事業ですので、そのリー

ス料の５割なり６割を補助で見ているということ、そして最終的にそのリースが満了した

ときには買い取りリースという、初め契約の段階で５年たって最後には町が残の価格をも

って買い取りできるということで、そういうメリットがあるということで、車の価格の大

体４割程度は補助対象になるということで、リースの期間が１年間、12カ月入れないとい

うことで、いわゆる事業実施期間中、５月から12月とか、そういう中身の補助対象でリー

ス料が払われるということでございます。そういうメリットがあります。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 今リースをするメリットは補助事業関係等を行えばその段階でそういうもの

が対象になるというお話ございましたけれども、それなら確かに補助事業でなければ幾分

買い取りからかなり高く上がるのでないかなというふうに感じます。そのような関係も含

めてちょっとまたお願いしたいのですけれども、それともう一点、今後公用車の更新をす

る時期があると思うのですけれども、どのような方法で購入するか、なお燃焼率あるいは

小回り関係も確認しますと、軽関係の乗用車についても非常にそういうメリットがあるの

でないかなと考えておりますけれども、その辺どのように考えているか確認したいと思い

ます。 
〇水沢議長 建設課長。 
〇松田建設課長 現在公用車で軽自動車につきましては３台あります。 
 それで、今後更新するに当たってどういう方法で次の車を購入するかということですけ

れども、こういう財政非常に厳しい中身で、当面乗れるだけ乗るというのですか、乗りつ

ぶすという表現がちょっと適当かどうかわかりませんけれども、とりあえず乗れるだけ乗

って、また仮にそれを廃車しても組織機構の見直し、今回機構改革で提案しているのです

けれども……まだですね。そういう組織機構の見直しによって１台の車をさらに有効に使

うというのですか、そういうことで極力次の更新を控えながら、先ほど申し上げたとおり
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補助事業でリースできるものがあって買い取りリースができるものがあるのならばそうい

う形で更新をしていきたいし、さらに値段的にも安い軽自動車ですか、市外等を走る場合

はそういうことで軽自動車の購入についても、最終的に節減するなり乗りつぶすなりして

も、やはりいつかの時点は購入しないとだめだということですので、なるべく安い自動車、

軽等を購入、軽ばかりということになりませんけれども、リースで買い取りできるものを、

そのほか足りない分は最終的には単独費になるということでございます。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 今課長の説明、節減しながら乗りつぶしていくような形も含めて考えている。

それで、今現在各課ごとに配備しています車の関係は間に合っているのか間に合っていな

いのか、その辺ちょっともう一回お伺いしたいと思います。 
〇水沢議長 建設課長。 
〇松田建設課長 公用車51台のうち建設課で実際にフリーに使える車というのは12台ほど

がありまして、行政イントラネットで申し込みをしながらあいている車に乗っているとい

うことで、そのほかはそれぞれの事業所とか各課で専門に使う車、例えば山に行く車はジ

ープでないとだめだとか、農水産課なら畑に入ってひどい悪路を走るということでジープ

乗るとか、ごみ処理場とか保健師さんが直接乗っているとか、そういう各課専用の車もあ

りまして、とりあえずはフリーに使えるのが12台という中身では今の段階では、一時的に

どうしても集中して車ないというようなときも年に何回かはありますけれども、とりあえ

ずは今のところは何とか間に合っているというふうな状況でございます。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 関連しまして今の公用車の関係でお聞きしたいのですけれども、このことに

ついては、もちろん今高橋議員の質問のとおり、それぞれないよりも台数はあった方が、

それは確かに便利だということもわかります。その中で、先ほど資料説明あった中で今年

の52万8,000円の減額の部分については16年度に廃車した分と言いましたですよね。そんな

中で、16年度分で新年度52万8,000円の減額、公用車をなくしたというようなことかなと思

いますけれども、実際的に各町村はどんな状況かは調べた経過もございませんし、わかり

ませんけれども、確かに担当課とすれば恐らく今で十分車は間に合っているという状況で

はないというのは、これは担当課の仕事ですから、もちろん十分だなんていうことは絶対

ないと思いますけれども、そんな中で特殊車両を除いたほか乗用タイプ、軽の車が51台と

いうのは、果たして今の浦幌町の財政の中でこれだけの金額を占めている中で適正な台数

なのかといったらちょっと疑問が残るなというふうに思うのですけれども、そんな中でも

しや経費を全体的に絞るということになったら、一番身近なことでは僕はこういう面で絞

っていかなければまずいのかなというふうに思うわけですけれども、その中で公用車を持

っていて、自家保有車を持っていてリース車をまだ持つということについての、これが僕

反対だったら、例えば公用車がなくてリース事業で全部やっていますよということである
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のであれば、これは理に合っているなと。だけれども、公用車が47台ありますよね。その

差の中で47台と、果たしてその４台のリースをどうしてもしなければいけないのかどうか

と。そういうリース事業なんていうのは、そういうふうにして果たして本当にやらなけれ

ばいけないのだろうかと。この財政難の中で、それまでして車の台数を保有してやりなが

ら、町民に対してもいろいろお願いをしている中で、こういう面で何とか切り詰めること

ができないかなというふうに思いますけれども、そんな中で課長、１台の年間の走行距離

平均したらどのぐらいになりますか。 
〇水沢議長 建設課長。 
〇松田建設課長 その用途、それから借り上げ車の種類ですか、それによって多く申し込

む車もありまして、一概には言えないのですけれども、日報等でいきますと大体１年間9,

000キロから１万四、五千、多いやつは２万1,000というような中身で、平均と言われると

大体１万二、三千ぐらいかなというふうに考えております。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 キロ数的にはそんなびっくりしたような、どうしてもというようなキロ数で

ないのかなというふうに思いますけれども、これが課長、例えば災害があったとかなんと

かということで建設課の方で保有している台数、それから水道課のように昼夜問わずずっ

と走り続けている車、こういうのはどうしても僕はなければいけないし、災害あったとき

には走らなければならないその特殊車両、俗に言うジープみたいなタイプのやつはどうし

てもこれはもう絶対的に必要だと、なければいけないと、いつ何あるかわからないという

ようなこともある場合においてはいいのですけれども、そんな中で乗用タイプをもって俗

に言う、札幌は今車で行くことはないだろうと思いますけれども、恐らく帯広へでもさっ

と行くとか、隣の町村に会議があって行くとかということに使う程度かな。また、その中

にも絶対金がかかっても生産の生み出さない福祉課で使っているような車、そういうよう

な車もその中に入っているだろうと思うけれども、そんな中でもう少しボリュームを絞る

努力が必要でないかなと。確かに課長言うとおり、担当課としてはこれで十分間に合って

いますということは絶対言わないと思うのです。その状況はもう十分わかるのですけれど

も、そんな中ではもう少しボリュームを絞った方が、これだけの金額ですから、最低限度

のやっぱり１割ぐらいは絞っておかなければ、全体的な中で見たときに果たして内部的に

どれだけの努力をしているのかなという目移りの段階ではちょっと厳しいものがあるので

なかろうかなというふうに思うのですけれども、これ内情のよくわからない私の意見です

から、理解してくれとは言いませんけれども、そういう姿勢というか、そういうものはも

う少し見せる必要があるというふうに思うし、特にリース車なんていうのは僕はもう今の

段階ではこの今の厳しいときにやめた方がいいと、リース車両を持つ必要はないなという

ふうに思うのですけれども、それはもう絶対紛れないものなのかどうなのか、助役考え方

ちょっと聞かせてよ。 
〇水沢議長 助役。 
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〇安藤助役 このリース車両につきましては、現在道路建設の補助事業と災害復旧事業と

いう中で借上料ということで補助対象にしている部分もございます。そういうことで、そ

ういう補助事業等がある場合にはその中で対応してまいりたいと思っています。今後もま

だ補助事業が続きますので、今のこの乗用タイプとジープのＲＶ車につきましては、そう

いう補助絡みで支払い、支出していきたいと考えております。 
 総体の今現在51台でございますけれども、15年度から減車しております。そういうこと

で、16年度は今２台ということにしておりますけれども、15年度のときも町長公用車初め

四、五台減車しております。そのほかにバス関係も減車しておりますので、少しずつでも

古い経費のかかるものから減車をするということで、今後もその辺は減車をしていきたい

と思っております。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 それでは、課長にもう一回戻りますけれども、課長、17年度予定として何台

減らす計画があるか。それと、もう少し絞り込めますよという、絞り込みたいという考え

方があるかないかだけちょっと聞かせてください。 
〇水沢議長 建設課長。 
〇松田建設課長 17年度の減車予定ですけれども、今現在総務課で交通防犯車と安全指導

車がありまして、その辺の関係でどちらかを１台減車したいという担当課の方の考えもあ

るみたいですし、あと今助役言ったとおり年式の古い走行距離の多いものについては、専

用車といえど今回機構改革で集約当たってきた中身では、年がら年中朝から晩まで乗って

いるわけでない、あいているときもあるということで、その辺減車できる課ですか、専用

車があればしていきたいということで、極力、台数的には今何台ということは言えません

けれども、そういう機構改革に基づいて圧縮できるものについては廃車していきたいとい

うふうに考えております。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 今リース車、ちょっと課長、これ必要だから置いているのであって、必要で

なければ置かないと思うのです。それで、圧縮するという前向きな考えが今ちらっと出た

のですけれども、これ新年度予算ですから、もう少しもうちょっと突き進んだような考え

持てないのですか、これは。なぜかというと、いろんな財源不足のためにいろいろ減って

きていますよね。これで見ますと52万8,000円と、前年比ですよ、これでいったら金額的に

どうなのですか、それでは。減らす要素があるのかないのか、これでわかると思うのです。

今までの意見は、もうちょっと減らせという意味だと思うのです。私もそれには賛成して

いますけれども、このリース車というのが４台、必要だから当然あるのでしょうけれども、

圧縮するとしたらこれしかないと思うのです。その辺もうちょっとはっきり聞きたいと思

います。 
〇水沢議長 建設課長。 
〇松田建設課長 リース車につきましては、先ほど助役言ったとおり補助事業の補助対象
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になるということで、また現場に行くのに公用車が必要であるということで補助対象にひ

っかけながらリースをしているということで、余分にリースしているという意味ではあり

ません。 
 それと、今後のこと、17年度の減車に関しましては、先ほど田村議員さんが言われた中

身、今後どうだということで総務課の関係、それから今後課の機構改革に基づく統合によ

って減車が可能ではないかなということで、これから詰めるということで、確定している

ものでなかったものですから、新年度予算には計上しておりませんけれども、今後さらに

その辺確定した中身においては年度途中から、いわゆる予算的には執行残という形で残る

だろうし、また年度内には方向性というのですか、ある程度決まって18年度予算に反映し

ていくというような考えでございます。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 一応このリース車、補助の対象にもなっているようですけれども、何ぼ補助

になっているからといったって必要ないものは必要ないと思うのです。無理して使うこと

ないと思うのです。ですから、私の言いたいことは、やはりリースの車というのは４台あ

るのですから、はっきり何台減らせそうだとかなんとかって、それ今予算やっているわけ

ですから、課長の恐らく腹の中ではあれとこれとあれともうあると思うのです。それは強

いて言いませんけれども、やはり総体の減らせるところは減らしてきているわけですから、

私は別にこの金額がいい悪いという判断はしておりませんけれども、できればはっきりし

た課長の腹構えで、そしてこの数字を減らしていくと、そうすることが今町長のやってい

る再建の最中ですから、ひとつそれにぜひ協力してほしいと、最後にそれだけちょっと課

長の腹を教えていただきたいと思います。 
〇水沢議長 建設課長。 
〇松田建設課長 先ほど言ったとおり、リース車につきまして補助対象になるということ

で借りているのですけれども、仮にその補助対象にひっかけないリース車をやめた場合に

おいては、今の現有の４台抜かした47台ですけれども、その中で運用していくということ

になります。貸し出し車12台を使うとなると、今現在がほぼ12台で何とか役場全体の業務

をこなしているような感じで、さらに４台分とられるとなると逆に貸し出しが不足すると

いうようなことがあります。それと、リース車は先ほど申し上げたとおり、最終的には買

い取りリースということで町の財産になるというメリットもありますので、そういうリー

ス車で購入した新しい車を入れることによって古い車の更新を図るという意味もあります

ので、当面は今の現在の４台のリースはそのままリースしていきたいというふうに考えて

おります。 
〇水沢議長 よろしいですか。 
 ４番、差間議員。 
〇差間議員 リース車ばかり言って申しわけないのですが、恐らく最後になったらこのリ

ース買い取りになったとして、いずれはこれ手放すでしょうけれども、私も聞いています。
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何千円の世界ですから、何かそういうのではなかったなと思うのですけれども、リースが

大体終わって、そしてもう廃車に近いと、そうした場合買い取りすると、そしてこれ一般

に競売のような形で町内でやっているのですか。そういうような方法もとっているのです

か。その場合のいわゆるリース車としての価値、もう本当にだめなのだと、行政、いわゆ

るこういうあちこち走って歩くにはもうだめだと、それがリース車の限界だと思うのです。

そういう判断でよろしいのですか。 
〇水沢議長 建設課長。 
〇松田建設課長 国の補助事業で乗用車の耐用年数としては、大体７年ぐらいが耐用年数

です。しかし、今の車は性能がいいので、７年どころか10年も15年も乗れます。それで、

いわゆる耐用年数的には廃車という形ですけれども、それをリース会社と当初の契約の段

階で、最終的にリース期間が終わった段階ではその残存価格をもって買い取りリースして

町の財産にしますということで、そのリース車を一般町民に競売するのでなくて、それを

町の方の財産として公用車として入れて町の一番古い公用車を、15万とか18万乗っている

古い車、年式の古いやつを廃車にして競売をしているというような中身でございます。 
〇水沢議長 ５番、河内議員。 
〇河内議員 総務管理費ということで、職員の時間外手当についてちょっとご確認をさせ

ていただきたいと思いますけれども、比較によると一般職員の場合は今年は400万円の減額

をして2,249万という予算をとっているのですけれども、この辺の今年の運用というか、考

え方をちょっと聞かせていただきたいと思います。ここ２年ぐらい、３年ぐらいですか、

ずっと減額してきているのですけれども、予算よりもやはり結果的には二、三割多いよう

な決算になってくるのですけれども、もちろんその辺適正な運用はしていると思うのです

けれども、その辺の考え方について。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 時間外については、16年度の予算額が総体で3,200万見ております。

２月末現在を推計しまして、３月末で恐らく約2,200万程度の消化というふうに計算してお

りますので、約1,000万ほど16年度においては執行残が残る予定になっております。これに

ついては、職員の休日、それから祭日、土曜日、それらの出た分については代休なり振り

かえ休日を採用しているものですから、そういう影響もありまして、16年度についてはこ

の程度の執行残が見込まれることになっております。 
〇水沢議長 ５番、河内議員。 
〇河内議員 今年もそれではそういうことで努力していただけるということでよろしいで

すね。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 17年度予算執行に当たりましても、昨年同様に職員管理を徹底しま

して、時間外等については極力避けるような方向で進めていきたいと、このように考えて

おります。 
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〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 ２目の情報化推進管理費、33ページですけれども、昨年も私質問しているの

ですが、非常にわかりにくいです。この委託料の部分ですね。委託料と借上料。まず、１

点目は委託料の保守業務委託料317万となっております。これ昨年の予算計上見ますと同じ

項目がなくて電算機器保守業務委託料、このようになっているので、これに該当するのか

なと思うのですが、それと同じようなことで、同じ項目で計上されているものについては

比較検討できるのですが、非常に17年度分、今回の計上では項目がなくなっていて、これ

は仕事が完了したものかなと理解するのですが、わかりにくいです。まず、１点目の保守

業務委託料、今お伺いした16年度予算の電算機器保守業務委託料と同一のものなのかどう

か。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 これについては、16年度と同じでございまして、説明資料13ページ

に載ってございますが、総合行政ネットワークから公的認証ペア生成装置までを含んでお

ります。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 次、ホームページの管理機能追加委託料というものがございますが、前年度

予算ではこういう項目がなくて、調べても調べても、これわかって説明できる方がほかに

いるのかどうか、プログラム修正委託料だとか非常にわかりにくくて、私よく分類わから

ないのです。情報システム機器保守だとかソフトの保守だとか、この違いはわかりますけ

れども、ホームページも説明資料ではホームページのソフトウエア借上料の部分で1,390

万ですか、この部分にホームページ分も含むとかと説明資料に載っていますけれども、ソ

フトウエア借上料がホームページ分も含んで毎年このぐらいずつ支払いをしていくという

ことなのか、またホームページの書きかえ等に、例規集なんかの書きかえもありますから、

当然職員なんかでできない、専門家任せでやっている部分もあると思いますけれども、ホ

ームページの書きかえ等が全然職員は携わらないで委託という感じでやっているのか、ち

ょっと説明お願いしたいと思います。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 最初に、13節の委託料の関係、ホームページ管理機能追加委託料で

ございます。これにつきましては、バージョンアップによるアクセスカウンターの機能を

追加するものでございまして、これについては住民の方で浦幌町のホームページにアクセ

スした場合についてカウンターがついていないと、それで何人利用しているのかわからな

いではないかというご意見がございましたので、今回は単費ですが、20万でバージョンア

ップをするという内容でございます。 
 それから、ソフトウエアの借り上げの関係でございます。これについては、財務会計シ

ステム、それから決算統計システムあるいは電子決算システム、これら17システムを導入

した借り上げになっております。これにつきましては、なぜ借り上げをしているかという
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と、以前ですとその都度、職員ではできませんので、法律が変わるたびに業者に委託して

つくり直さなければならないということがございます。これは、昨年から条例が変わりま

しても変わったものをすぐ同じ金額で入れかえしてくれるよということになっております

ので、このシステムを入れることによって、職員が一々条例変わったので直すとか、ある

いは業者に委託に出すとかいうことがなくなって、そのシステムそのものを業者の方から

条例が変わると入れかえしてくれると、それで同じ金額ですよと、それで１年間やります

よというシステムになったようです。もちろん不要になったシステムについては当然返し

ますので、お金はかかってこないことになります。 
 以上です。 

（何事か声あり） 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 説明資料の13ページの一番下のソフトウエア借上料、ホームページ

ソフトウエアと書いてあります。これについては、毎年かかるというものでありまして、

先ほどの機能とは別物でございます。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 もう一点お答えいただきたいのですが、通常のホームページ分の例規集でな

くて、いろんな情報の書きかえ等も職員は全然やっていないのかどうか、その点もお伺い

したのですが。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 ホームページの画面の関係については、町民の声とかいろいろござ

います。それらについては、業者でなくて職員がやっております。画面については職員が

やっております。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 一つ目の質問から私も、先ほどのバージョンアップの件についてもですけれ

ども、こういう改めて聞かなければわからない事項についてはきちっと説明資料につけて

いただければこういう質問しないで済むと思うのですが、今後配慮をいただきたいと思い

ます。 
 それから、ホームページも私ちょこちょこのぞいてみますけれども、非常に使いやすく

できているのかなというふうに思っております。そういう中で貴重な意見もたくさん載っ

ておりますから、今後も十分使いやすいような形での利用できるような配慮をしていって

いただきたいと思っております。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 情報化推進管理費の中の委託料、それから使用料等については、こ

れからは説明資料の中でもう少しわかりやすく記載するようにいたします。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 情報システムの中のＩＤＣ業務委託料、昨年は200万という数字がのっていま
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した。今年は各種帳票作成業務として350万という数字になっておりますが、これの根拠は

何でしょうか。 
〇水沢議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 
 

午後 ２時１７分  休憩 
午後 ２時１８分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 これにつきましては、センター処理業務委託料ということで、従前

ですと納付書を原課でつくっていたわけです。原課というか、それぞれ原課で予算を見て

つくっていたのですが、今度今年から電算処理ということですべて電算係の方で納付書を

発行するということでこちらの方に予算を計上しております。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 集約したことによって150万プラスになったという解釈でよろしいのですか。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 電算係の方に集約したということでございます。集約したことによ

って比較で…… 
（「350万」の声あり） 

〇山田企画総務課長 そうです。ふえております。これについては、ほかの課の方の要す

るに委託料ですか、それが減っております。ですから、電算の方でふえたということで、

その分ほかの方で減っているというふうに解釈していただければいいと思います。 
〇水沢議長 よろしいですか。 
〇福原議員 はい。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 34ページ、文書広報費の中の19節の負担金、補助金の方でちょっとお伺いし

たいのですけれども、昨年は町内のコミュニティに対する補助金でコミュニティ運動につ

いての推進として出されてあるのですけれども、今回全くゼロで査定というか、全く計上

していないと。これについては、コミュニティ運動に対する町の考え方、どのように持っ

ていこうとしているのか、それをまずお伺いしたいと思いますけれども。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 コミュニティ関係については、去年３万円ほど計上しておりますが、

今年については３万計上しておりません。これにつきましては、供花紙の印刷代でありま

して、直接のコミュニティ運動については関係ありませんが、このコミュニティ運動につ

いてはそれぞれボランティア等でやっていただきたいという考えを持っております。ただ、

予算上についてはあくまでも供花紙の印刷代ということで、その分を削ったということで
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ご理解願いたいと思います。 
〇水沢議長 １番、森議員。 
〇森議員 総務費の中の総務管理費の方でございます。14節なのですけれども、印刷機械

の借上料ということで600万計上してございます。これは去年も同額なのですけれども、今

回の定例会で100万ほど減額をしています。17年度は去年から総務課で複合コピー機、また

カラーコピー機を集中管理をするということを聞いています。今年は何台かこれを据える

のか、その辺のことをどうなのでしょうか。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 印刷機器の借り上げの関係につきましては、現在デジタル印刷機械、

それから複写機、それから複合機、それと合わせて総体で26台ございます。それで、この

借上料600万については補助対象外、要するに補助対象についてはその科目で計上しており

まして、補助対象外でございます。それで、昨年より３月の議会で100万ほど減額補正して

おります。これらについては、同じ印刷が20枚以上かかる場合についてはデジタル印刷機

を使用することということで、デジタル印刷機については基本料が毎月幾らと決まってお

ります。ですから、何枚デジタル印刷しても金額は変わりませんので、そのように印刷を

振りかえて実施しております。今年についても一応600万見ております。しかしながら、ま

たデジタル印刷機の使用回数をふやすということで軽減、要するに経費の軽減に努めてい

きたいと、このように考えております。 
〇水沢議長 森議員、よろしいですか。 
 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 デジタル印刷機というのは昔でいう輪転機でございまして、要する

に原画を入れてやるとそれが回転して、例えば100枚、200枚、一番わかりやすいのは死亡

回覧等なのですけれども、あれは１枚入れてやると回転して100枚でも200枚でも焼けると。

それについてはデジタル印刷機で、費用については月払いですから、何枚印刷しようと印

刷代、要するに電気代とカウンター料は取らないということなのです、デジタル印刷機と

いうのは。それと、複写機というのはカラーコピーです。カラーコピーの機械です。それ

から、複合機が普通庁舎内にあるコピー、要するにパソコンとつながっている複写機の意

味です。 
 それから、補正で100万落として今回600万の計上ということなのですけれども、これに

ついては最大限の幅で見ております。ですから、先ほど申し上げましたようにデジタル印

刷機を使うことによって他のコピーのカウンターを少しでも少なくしようということで考

えておりますが、最大限の数値で見ております。ですけれども、それについては要するに

コピーの使用頻度を下げるという意味では本来なら500万計上するところなのでしょうけ

れども、今年については最大限を見ております。余ったものについてはまたその時点で執

行残で処理していきたいというふうに考えております。 
〇水沢議長 よろしいですか。 
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 ３番、福原議員。 
〇福原議員 昨年は庁舎内で全部で20台というふうに、出先に９台、庁舎内で11台、その

ほかにカラーコピーが２台ということで22台というふうなお話を伺ったようにメモがあり

ます。今年26台ということは、またどこかの部署にふえたのかどうかちょっとお聞きしま

す。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 町立病院の方が直営になりましたので、そちらの方でふえておりま

す。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 町立に４台あるということですか。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 昨年については、私も担当してすぐで全部把握していなかったと思

うのですが、多分給食センターとかそういうものは入れていなかったと思うのです。今回

についてはデジタル関係、それから複写機、複写機はカラーコピーですね、それからその

ほかに庁舎内でこれは保健福祉センター、教育委員会等も含めて20台、それから診療所関

係、それから給食センター、そういうもの含めて３台、それともう一つ税務課で税の申告

に使う、これはリースなのですけれども、そのときも１台を計上しております。合計で今

年については26台を見ております。先ほど言いましたように税務課で使うものについては

その期間だけなのですけれども、一応ここには予算の関係上１カ月分の予算を計上してお

ります。去年の数字がちょっと間違っていたと思います。実際には町立病院の方に１台ふ

えていますから、町立病院の方直営になりましたので、１台ふえています。それと、税務

課の方の関係のリース１カ月分のやつなのですけれども、その分が１台ふえていますので、

合計で26台で、昨年が多分24台だと思います。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 こういうことは言いたくないのですけれども、ちょっと助役にお尋ねしたい

のですけれども、交際費の関係でお聞きしたいのですけれども、私どもの議長も大変な中

で交際費は減額しているわけですけれども、どうも私が当初議員になった折には議長も10

0万台ぐらいの交際費があったかなというふうに、50万ではきかなかったですね。あったか

なと思いますけれども、町長も何百万台の交際費があったように思うのですけれども、こ

れそれぞれ10年前にお亡くなりになった人がその年に集中したとか、交際費が生花だとか、

香料だとか、香典だとか、供花料だということはわかっているのです。わかっているので

すけれども、そんな中で10年前に何百万もの予算あった中での対応のときに、まさか今の

時代と違って、今何ぼ高齢者が長生きする時代だといえども、そのころだからといって10

年前に一極集中してあれしたというわけではないのだけれども、そんな中でこれ去年の予

算から見るともう４分の１以下ですよね。これで助役、どうですか。僕心配するのは、町

民に対してどうのこうのでなく、今この時代に、昔と違うといえども政務活動というのは
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僕大変大事なことなのだろうとは思うのですけれども、そんな中での政務活動する中で前

年度180万もあったやつが今年40万なんていったら果たして、それはそれだけの町長もお金

を持っている人だと思いますから、それでいいのだろうけれども、給与も大変削減してお

られる中で、何ぼ貯金があるといえども政務活動するのに私財を投入してまでも本当に全

部おんぶにだっこでいいのかというような疑問もあるのですけれども、そんな中ではいか

がなのでしょうね。これで助役から見て、政務活動は皆さんに指摘されないだけのことは

きちっとできます予算ですと断言していただけるのでしょうか。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 17年度につきましては、香典、それから供花料等が一部廃止ということでご

ざいます。そういうことで、今交際費の中から出すものということになりますと16年度で

は消防等の演習等に出しております、ご祝儀とか。それから、お祭りのときとか、それと

今年16年度にはサンマルコのときに札幌で行ったときの会費、大体そういうものを16年度

には支出していると。そういうことで、香典、供花料等がなくなりますと、今のその40万

の中で何とか政務活動できるのかなとは思っております。いろいろ会議等もございますし、

その中で懇親会等もございますけれども、その関係については理事者だけではなくて職員

の方もそうですが、ある程度自費でということでこれからもやっていきたいということを

言っております。そういうことを思っております。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 そうしたら助役の判断として政務活動や何かは、町長は大変お金も持ってい

るので、自費で対応していきますよという判断でよろしいのですね。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 政務活動等については、出張のときにはちゃんと出張旅費もつきますし、あ

とは会議等では町長はそれなりに政務活動をされていると私は思っております。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 簡単なことで私のちょっと理解があれなのですけれども、給与のことなので

すけれども、情報化推進管理費以後の給料はさっきの一般管理費の中の給料という中に全

部含まれるということで考えてよろしいのですね。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 情報管理費の中の給料、これについては一般管理費の方に含んでい

ます、今年については。 
〇阿部議員 では、結構です。 
〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、支所費までの質疑は打ち切らさせていただきます。 
 次に、２款１項14目町有バス運行費までの説明を求めます。 
 企画総務課長。 
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〇山田企画総務課長 ９目公平委員会費、予算額９万4,000円、この科目につきましては公

平委員会の委員３名に係る科目でございます。 
 10目生活安全推進費1,586万2,000円、これにつきましては生活安全推進に係る科目であ

りまして、交通指導員14名、防犯指導員15名に係る予算の計上であります。主な減額につ

きましては、需用費等経常経費の削減による内容でございます。 
 以上です。 
〇経堂社会教育課長 11目成人式費、本年度予算額23万円、この科目は平成18年の成人式

に要しますアトラクションの謝金、新成人の集合写真等の内容のものでございます。 
〇山田企画総務課長 12目職員厚生費1,434万6,000円、この科目につきましては職員の福

利厚生に係る科目の予算計上でございます。 
 次に、13目諸費1,590万2,000円、この科目につきましては行政区及び各種団体などによ

る活動の推進並びにコミュニティ施設に係る科目でございまして、主な減額につきまして

は行政区長の報酬、これにつきましては１行政区平均で10万3,000円から６万円に減額する

金額で、281万2,000円の減額であります。また、この科目においては連合行政区長会の負

担金、これについても廃止いたします。18万9,000円の減額。それと、行政区振興補助金、

これについても約３割削減の63万3,000円の減額であります。また、農漁家後継者結婚祝金

の廃止、これについても昨年度30万計上しておりましたが、これについても廃止する内容

でございます。主な減額の内容については、以上でございます。 
〇藤川住民課長 14目町有バス運行費２万円、町有バスの乗車券を扱っている科目でござ

います。 
 以上です。 
〇山田企画総務課長 地域政策費、これについては廃目整理でございます。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 
 ５番、河内議員。 
〇河内議員 軒並み減額ということでご説明を今受けたのですけれども、その中で13、諸

費の19節、行政区振興補助金と、126万5,000円予算を組んでいるわけですけれども、この

ことについては行政区に直接使われる補助金みたいな形なのですけれども、行政区の運営

をする中で平成15年までは納税奨励金という形で地域へそういった、名目は納税奨励金で

ございますけれども、地域に対する助成をしていたわけですけれども、これが16年度で半

分ですか、15年度で半分ですか、になり、今年は全廃ということで賦課徴収費の中にもの

っていないわけですけれども、この行政区振興補助金も15、16ということで多少その分上

乗せになっていたのですけれども、今年はかなり削減されているということで、また財政

推計の中でも19年度以降は廃止の意向を持っておられるというふうに見ております。 
 そういうふうな中で、これ納税奨励金ももうなくなりましたし、この行政区振興補助金

も今年は何とか120万何がしの金額が行政区に充てられますけれども、私は地域のいろいろ
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なコミュニティということを考えた場合にこれは大変重要なお金であると、この辺がなく

なったときに果たして行政区のコミュニティは今までどおり存続していけるのかというこ

とで非常に不安持っているのですけれども、その辺の考え方についてちょっとお伺いした

いと思います。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 19節負担金、補助及び交付金の行政区振興補助金の関係、これにつ

いては前年は189万8,000円、17年度には126万5,000円の63万3,000円の減額をしております。

行政区の運営につきましては、厳しい財政運営のもとですので、自主財源に伴う町として

の助成金、補助金、これらについても各種団体についても基本的には自主運営をお願いし

てきているところです。また、この振興補助金についても行政区とのかかわりも大きいも

のですから、18年度以降についてはまた再度協議をしていきたいというふうに考えており

ます。先ほどおっしゃられました自立計画の中では、19年度についてはゼロ査定になって

おります。しかしながら、先般各行政区長さん初め方面の連合区長と相談した結果、それ

らについてもゼロ査定ということではなく行政区の役割等も考慮してほしいということも

ございます。そういう関係もございまして、17年度については25％減、18年度については

再度事務段階で協議して、仮に削減する場合については再度行政区の意見を仰ぐというお

話をしております。ただ、基本的にはこの自立のゼロ査定を見直したいという考えですの

で、ご理解賜りたいと思います。 
〇水沢議長 ５番、河内議員。 
〇河内議員 それと、同じく諸費の留真本別高校通学バス回数券負担金の項目なのですけ

れども、このことについては私も同僚議員がいる中でちょっと触れにくいところだったの

ですけれども、このことについては合併協議会の中で豊頃町の方からいかがなものかなと

いうことで指摘を受け、新聞紙上にもこのことが載った経緯があり、町民の中でもかなり

の方がこのことについてわかっております。その際、町行政側としてそういう予算を出し

てくると、それを我々議員はチェックする立場にあるわけですけれども、議員としてのき

ちっとしたチェックはこのことについてされていなかったのかということについて私はあ

る方から言われた経緯がございます。そんな中で自立推計を見ますと18年度からこのこと

については廃止するということになっておりますけれども、町民の間でやはりちょっと考

え方としては公平性とか説明する場合に非常に問題があるというような点が指摘されてお

りますので、その辺17年度の予算に計上した意味というのかな、その辺はどういうふうに

考えて計上されているのか。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 留真本別高校通学バス回数券の負担金でございます。これ前年度予

算は84万見ています。本年度は60万計上して24万の減額ですが、２月末の実績では約50万

ほどになっております。それで、自立計画の中では18年度からはゼロ査定になっておりま

す。本年この計上した経緯については、やはり地元の方としても長い歴史があって、それ
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なりに町の方からお願いしてきたという経緯もございます。そういう関係もありまして、

今年については昨年の実績に基づく予算を計上しておりますが、18年度については利用者、

父母の会がございますので、その会とも十分相談をしながら何らかの結論を出していきた

いと、このように考えておりますので、ご理解願います。 
〇水沢議長 よろしいですか。 
 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 昨年の第１回定例会の関係につきましては、私と島田議員２人は欠席をした

関係ございまして、そういう中でひもといてみますと浦幌高等学校の振興会補助金の関係

で昨年もたしか言われている状況を見ております。そういう中で、平成15年に324万ですか、

それと昨年16年については300万、今回270万の計上がありますけれども、一応そういう中

で非常に心配されるのは、昨年も定員割れの関係があったというふうにお聞きしておりま

すけれども、間もなくそういった関係が今道教委の方との関係で教育委員会との対応の中

であると思うのですけれども、その辺の状況下、今どうなっているか、その辺もお聞きし

ていきたいのと、あわせて今回270万という金額を計上したことも含めてその辺を説明願い

たいと思います。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 ご説明をいたします。 
 まず、高校を取り巻く現在の状況といいますか、定員割れの関係でございますけれども、

道教委が現在の制度をつくりまして、５月１日現在の新入生の在籍数が20人を２年連続下

回って、かつその後増加の見込みがないといったケース、これは浦幌高校のケースですけ

れども、そのときには閉校しますというのが基本的な考え方です。それで、ここのところ

につきましては感情の入る要素はなくて数字だけで処理をされるということになっていま

す。それで、この制度が平成19年度まで続きます。それで、20年度以降の全道の高校の配

置のあり方につきましては今年度から検討が始まりましたので、20年度以降の全道の高校

の配置、要するに現行のような制度、20人以下になったら、20人以下が２年連続続いたと

いう場合に閉校しますよというようなところが変更されるかどうか、それが今年度検討さ

れるということでございます。 
 それから、270万円の計上でございますけれども、16年度につきましては300万計上させ

ていただきました。それで、ご承知のように町財政も大変厳しいという中で振興会ともい

ろいろお話をさせていただきました。それで、最終的に270という数字を出したのですが、

ご承知のようにあした高校の入学者の発表があって新入生の数というのも確定しますけれ

ども、徐々に子供たちの数が減ってきているという中で振興会で使う費用、例えば学資金

ですとか、資格を取るための経費ですとか、それから部活に使われる経費ですとか、そう

いったものも在校生の数が徐々に減っていくに従ってやっぱり減っていくのではないだろ

うかというふうに考えています。そういうこととあわせて、例年翌年度の繰り越しが約13

万から15万程度ございます。そういったことも考えて、270という数字は本当は心苦しいの
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ですが、何とかやれるのではないかな、やっていただきたいなというふうに考えておりま

す。  
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 今課長の方から説明あったわけでございますけれども、いずれにしても何と

か持続願いたい状況の気持ちは変わらないわけでございますけれども、ただ、今お話あり

ましたように２年連続定員割れという形になったら廃止というその言葉の重み、これ非常

に危惧してございます。そういう中で窓口にといいますか、教育委員会の方としましては、

何とか継続願うような、そういう対応でお願いをしたいと思っております。 
 なお、今回、あす今言われましたように発表になるという関係、何人ぐらい受けられて

いるのか、その辺わかればちょっとお聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 私どもも新聞発表しかわかりませんけれども、願書を出した方は16人と

承知しております。ただ、実際に何人受けられたかどうかちょっとわかりません。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 関連してお聞きしたいのですけれども、先ほどの留真本別高校の通学生バス

の回数券の関係でございますけれども、この件について、先ほど同僚議員の方からもあっ

たように、これ合併協議会の中でどこの町村の人が見ても浦幌のやり方はおかしいよとい

う指摘がされている問題をなぜここまで固持してやらなければいけないと。我が町に住ん

でいる住民にはさかのぼってまで経費を負担させておいて、そしてほかの町村から見ても

おかしいというものを繰り延ばしして出していくということに僕はどうも理解ができない。

本当に浦幌町民の方々が理事者になっておるのか、ほかの町村から借りてきて理事者やっ

ているのかという疑問も出るぐらいな感じがするのだけれども、その辺の考え方。もう少

しこれシビアにやらなければ、それだったら町の人方が池田高校へ通っている子供たちに

も旅費を出してやるのが平等の精神からいったら本来そうでないかなと。何ぼ古くからや

っているから、古くからやっているものだったら理由が通らなくても支援をしてやるのだ

という考え方が果たして今この厳しいときにマッチした言葉なのかどうかわかりませんけ

れども、その辺の説明をちょうだいしたいなと。 
 それから、地元の浦幌高校、これ課長さっきから大変わかりやすい説明しているけれど

も、効果のないものにどんどん予算をつぎ込むというのが教育の原点なのかどうか、その

辺ちょっと聞かせてほしい。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 留真本別間の本別高校生、これについての回数券の助成でございま

す。これについては、表向きは本別高校の高校生の回数券というふうなことで言っており

ますが、現実問題は留真本別間のバスの確保という意味合いもございます。利用者が少な

いということになってきますと、いずれ本別浦幌線については廃止という可能性もござい

ます。そういうことも含めてバスを利用してもらおうということで助成をしているもので
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ございまして、もしこれが廃止されますと逆に高校へ通学している方を親が送っていかな

ければならないとか、あるいはもうバスが廃止になるとか、そういうものが出てきます。

そういうものも含まっているものですから、今年については地元の要望もありますし、今

年中に検討して18年度からについては十勝バスが走っているバスの路線も含めて検討した

いということで先ほど答弁いたしておりますので、あくまでも高校生の通学を補助してい

るというだけではなくて生活路線ということも含めて考えておりますので、その辺ご理解

願いたいと思います。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 今企画総務課長の方から申し上げましたが、この路線バスに関しまして17年

度中に検討しまして、スクールバス対応にするのか、その辺をもう少し検討させていただ

きたいと思います。そういうことで、17年度につきましてはその路線バスを廃止するとい

うことにはなりませんので、そういうことで今回計上したものでございますので、よろし

くお願いしたいと思います。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 ご説明をいたします。 
 ただいまの質問、私の方でお答えをするのが適当かどうかちょっとわかりませんけれど

も、町の方が補助をしているのは、浦幌高校の教育活動に対して補助しているわけではご

ざいません。浦幌高校の振興会の事業に対して補助をしているのであって、そこのところ

はやっぱり違うのだろうというふうに思います。ですから、浦幌高校の存続あるいは浦幌

高校の振興のために振興会ができて、そこの事業に対して町長の施策として何がしかの補

助金を出すということでやっているわけでございまして、教育活動そのものに対して補助

しているわけではございませんので、ご理解をいただきたいと思います。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 管理課長、済みません、大変なのだけれども、浦幌高校に補助金を出してい

るのでないと。もう十分承知してございます。例えば浦幌高校の振興会に補助をしている

のだという道理を言うとすれば、それなら浦幌高校の振興会というものは目的は何のため

に設立をして町の補助を出しているのか、まず聞かせていただきたい。 
 それと、こっちの今度企画課長、助役の方も答弁ありましたけれども、本別浦幌線の中

で高校生が乗車して販売している回数券の金額は幾らになるのですか、去年度。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 15年度については、実績で49万7,250円です。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 振興会の設立目的につきましては、先ほども申し上げましたように浦幌

高校の振興と存続、これが大きな目的であろうというふうに思います。それに対して町の

方で支援するという形をとっているのが現在の形だろうというふうに思います。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
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〇田村議員 課長と僕の見解が違うのかなと思いますけれども、浦幌高校を存続するため、

それには子供たちを確保しなければいけないというのが最大の目的でないかと思うのです。

それが浦幌高校の存続だと思うのです。それで、その効果が上がらないのにこうやって出

していって年々年々児童が減っていくと、効果が上がらないのにそれをいつまでも助成し

ていくというのが本来の姿かどうかと僕言っているのであって、それが課長は望ましいと

思うのですよね。効果のないものに、何ぼ教育といえども効果の上がらないもの、目的を

達成できないものにやることはいかがなものかと僕は聞いている。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 目的が入学願書を出した方々の数というふうに端的に考えれば、それが

例えば20人に達しなかったからといって、それがあながち効果が全くなかったということ

にはならないのだろうというふうに思います。浦幌高校、それから教育委員会もそうです

けれども、各沿線の各中学校等を回って入学願書を出してくださいというようなお願いも

浦幌高校と一緒にしておりますし、そういった地道な活動をやっていかなければならない

のだろうというふうに思います。基本的に中学生の数はもう激減しております。そういっ

た中で、浦幌高校の子供たちの願書を出す方々の数を20まで持っていくと、これはやっぱ

り至難のわざではないかなというふうに思います。振興会をつくった当時も子供たちの数

がどんどん減っていくという状況はわかっていたわけですから、わかっていてもやっぱり

そういうことをやらざるを得ない、そういった考え方があって振興会ができ、町の方もそ

れに対して支援をするというふうになったのだろうというふうに思いますので、それが効

果がないと言われればそうなのかもしれませんけれども、一方でそういった努力もやっぱ

りしているということをご理解いただきたいというふうに思います。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 よくわかりました。 
 先ほど同僚議員から定数割れ、20人を割った場合に２年経過したら閉校にしますよとい

うような申し合わせ事項があるのか、そういう内規があるのかわかりませんけれども、そ

ういうふうな状況の中では去年は19人、今年は16人ということにもしなったとしたら、来

年はもう閉校なのですよということなのですか。それはどうなのですか。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 先ほども申し上げましたけれども、２年連続20人を切り、かつその後も

増加の見通しがないというケースの場合について閉校ということでございます。ですから、

先ほども申し上げましたけれども、20年以降現行の制度が変わります。ですから、16、17

で20人切っているわけです。ですから、18、19を何とか乗り切れて新しい制度にまで持っ

ていけないかなというふうに考えているのが今のところの状況です。その今の制度を変え

るに当たっては、全道的な現在のお父さん、お母さんたち、関係者からのヒアリングもご

ざいますので、そういった中でいろんな意見が出てくるだろうと思いますし、全道で子供

たち、中学卒業の子供たちの数というのは激減しております。例えば去年から今年で全道
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で3,300人減っているのですが、そうすると学校がどんどん減っていくのは当たり前の話で

す。そういった中で、存続をさせていくということは非常にやっぱり難しいとは思います

けれども、やっぱり一方ではそういう努力をしなければいけないのだろうと、そういうふ

うに思っております。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 それでは、課長に対しての質問は最後になりますけれども、課長の考え方と

して、見通しとして今浦幌高校の振興会が一生懸命活動しておられるという課長の評価の

もとで２年間の20名台を割った中での、そしてその制度まであと２年間ある余裕の中で見

通しとして、課長は振興会のその努力を買って、そして一生懸命やっているのだというそ

の自信あふれる課長のお言葉を土台にして、課長の２年後の見通しは明るいですか、暗い

ですか。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 明るいとも暗いとも申し上げられないのですが、現実問題として浦幌中

学校の卒業生、これが大変減っております。それと同時に、豊頃中学校側の子供の数がさ

らに減っております。そういうことで、非常に厳しい状況にあるのだろうなというふうに

思っていますけれども、今浦幌高校では平成16年度から学力向上フロンティア事業という

道教委の指定を受けた事業を新たにスタートさせました。そういったそれぞれの学校で特

色ある事業やっていただいて、何とか子供たちの数を確保するというような方向に持って

いければいいなというふうに思っています。そういったことで、浦幌高校がやるさまざま

な事業ありますけれども、補助金270万出すだけではなくて、いろんな総合的な学習や何か

がありますし、部活もありますし、そういったものに対して町の方で例えばバスを出すと

か、そういった側面的な支援もして何とかもたせたいなというふうに考えております。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 課長、希望の持てるご意見をちょうだいして本当にありがたいなと思うので

すけれども、課長、町と高校との関連はそんな密でないのかもしれないけれども、これは

大変こういう委員会で軽はずみな発言をして申しわけないのですけれども、お許しをいた

だきまして発言させていただきたいのですけれども、どうも浦幌高校の教育、フロンティ

アだか何だか知らないけれども、学力増進のやっておられるとかという話は結構なことだ

なというふうに思いますけれども、そんな中でよく耳にするのですけれども、浦幌高校に

来る先生はいるのだよと、それは新任の先生が多いのだと、年数の浅い先生が多いのだと、

そして浦幌高校で実績をつくった先生はみんな出ていくのだよと、ここが先生の教育の場

なのだよというようなうわさがあるのだけれども、そういうことはないと思っていますか。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 道立高校の教員の人事なので、我々は全く関知しておりませんから、わ

かりませんし、そういううわさも私は聞いたことはございません。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
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〇福原議員 ４点ばかりお伺いします。 
 まず、37ページ、生活安全推進費の中の１、報酬、交通安全指導員14名、それから防犯

指導員15名ということで、交通安全指導員の方はよく道路や何かでお見かけするのですが、

防犯指導員というのはどのような組織と内容で運営されているか、１点目お伺いいたしま

す。 
 それと、38ページ、職員厚生費の中の、この科目は職員の健康を維持するための大変重

要な科目であると思いますが、委託料437万6,000円、定期健康診断等の委託料、この内容

につきまして、どこで職員が健康診断を実施するのかということと、現在長期欠席者はい

るかいないかということをお聞きしたいと思います。 
 それと、19節の負担金補助金及び交付金の中の市町村職員福祉協会という負担金が230

万ありますが、この団体の負担金としての効果というか、どのような内容のものでこの23

0万というお金が支払われているかお伺いします。 
 それと、諸費の中の11の需用費の修繕料90万、これのってございますが、説明の中では

載っていませんので、これの説明をお願いいたします。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 最初に、防犯指導員の関係でございます。これについては、現在14

名の方がそれぞれ防犯活動に従事していただいております。昨年の実績でいいますと延べ5

4日、１人当たり約3.86日でございます。回数にしまして、人数14名ですから、133回でご

ざいます。これについては、それぞれ春の防犯、秋の防犯といろいろございます。それら

の防犯活動と、それとあわせてお祭り関係の防犯、それから年末年始にかけての年越しの

防犯、それぞれがその時間帯に合わせてそれぞれ防犯の啓蒙もしておりますし、実は先般

公営住宅の空き地の関係で防犯活動によってそういうところにたむろしている人たちを発

見したり、あるいはシンナーですか、そういう人たちも発見して警察に通報したり、そう

いう実績がかなり最近は出ておりますし、今後とも防犯活動、防犯指導員の充実が必要か

なというふうに考えております。 
 次に、諸費の関係の委託料の内容、委託料の定期健康診断委託料の関係でございます。

これは、本年度437万6,000円計上しておりますが、内容につきましては総合健診が143名、

脳ドック11名、定期健康診断該当者が57名、そのほかにインフルエンザ、Ｂ型肝炎、これ

あたりは保健師さん、あるいは老人ホーム等々に勤める方の予防接種が延べ56名を予定し、

計上しております。また、実施する場所については、総合健診については町の方で第一病

院と厚生病院、それと札幌のダイヤモンドクリニックの３件でございます。また、これは4

0歳以上の方の総合健診で、それ以外、30から40についても１年置きの総合健診やっておる

のですが、それ以外については町立病院と契約を結びまして、町立病院で定期の健康診断

を実施しております。また、長期の欠席者については現在のところ長期の欠席者はいませ

ん。 
 次に、19節の負担金、補助及び交付金、市町村職員福祉協会の230万の負担金でございま



 25 

す。これにつきましては、北海道市町村共済組合、こういう組合に役場の職員が加入して

おります。これは全道組織になっておりまして、その共済組合の事業を充実、補完するた

めに財団法人の福祉協会というものがございます。この福祉協会というのは、入る入らな

いではなくて、もう既に社会保険料と同じで負担金が決まっております。その負担金に基

づいて拠出をしております。それで、ここに書いてある拠出金については町村の負担金分

でございまして、基本給の1,000分の2.425を出すことになっております。これらの事業内

容につきましては、指定の宿泊場所の助成であるとか、あるいは入院一時金、それから出

産祝金、それから総合健診の事後指導援助金とかそういうもの、要するに職員の福利厚生

に係る経費でございまして、これらはすべて北海道市町村職員福祉協会の方に拠出するも

のでございます。 
 それと、修繕料の90万につきましては、これにつきましては地域会館がかなり老朽化し

ている場所がございます。それらも含めて地域会館の修繕料として計上しております。こ

れらについては、地域会館の実績を毎年３月末に出していただくのですが、その段階で修

繕料等も幾らかかったというふうに出していただいております。その実績をかんがみて17

年度については90万を一応計上しておりますので、ご理解願います。 
〇水沢議長 よろしいですか。 
 ３番、福原議員。 
〇福原議員 防犯指導員の実績もいろいろと上がっているようでございますが、         

                                                                                

                                                                                

               非常に物騒な世の中が現在起きている状態でございます。それにこの防犯

指導員がどのようなかかわりを具体的に持っていたかちょっと疑問に思いましたので、お

聞きしましたが、私たち生活する身としまして、例えばそういう物騒なグループがいるの

であれば、速やかにどこにどういうふうに届けたらいいのかなと、もちろん警察に言えば

よろしいのでしょうけれども、義務教育内であれば本当に父兄も先生方もひた隠しに隠す

ような状態であって、犯罪が本当に何回も繰り返されるという非常に悲惨な状態で今年度

多発したと思います。この実績等はどのようになっているか把握しているでしょうか、お

伺いいたします。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 防犯指導員の実績関係でございます。これらについても年４回ほど

防犯指導員会議を開催しております。その中でそれぞれその実績等も把握しております。

この会議については、警察も浦幌の駐在所の所長も同席して浦幌町内の防犯状況、犯罪状

況等も報告をそれぞれ受けて、内容も聞いております。16年度の全般の実績といたしまし

ては、場所言って申しわけないのですが、ある末広町の空き地、そこでガスボンベを吸っ

ていたと、それは防犯指導員が発見して、空き缶がある、おかしいよということで警察に

届けております。警察の方もその実態を把握して、街頭と言ったら変なのですが、実際調
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べまして、吸っていた生徒と言っていいのだか児童と言っていいのだかちょっとわからな

いのですが、その方も警察の方で補導をされております。また、それ以外に先ほど申しま

したように東山の住宅、そこにもそういう人たちがたむろしている場所を発見し、警察の

方に通報し、そこにあったものから足がついていろいろ補導されたということもあります。

また、今まで自販機荒らしとかいろいろございましたが、防犯指導員については一応７時

から９時までと、それから８時から10時までというふうに２時間程度ずつの見回りをして

いただいております。しかしながら、防犯指導員が来るとどこかしらに消えてしまうそう

でございます。それで、帰った後にまたそういう悪さをしているような事例がございます。

それらについても、これはある程度ボランティアでやっていただいておりますので、夜の

夜中まで見張ってくださいと私の方からも言えませんので、その辺についてはご理解願い

たいなというふうに思っていますし、今後についても防犯指導員を活用しながら地域の防

犯活動に貢献していきたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 それから、非常に現在空き家が多いのです。私の住んでいる町内会も道営住

宅の18戸あるうち６戸ぐらいしか入っていないとか、非常に空き家が多いものですから、

その対策等も今後町の方で検討していただけないかということでお伺いしたいと思います。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 道の住宅、道職員の住宅の関係でございますが、これらについても

結構空き室が目立ちます。それらについての防犯対策、それから空き家についての例えば

目張りをしてもらうとか、そういうものについては今後道の方に要請していきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 
〇水沢議長 質疑の途中でありますけれども、お諮りをいたします。 
 ここで暫時休憩いた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） 
〇水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、暫時休憩いたします。 
 

午後 ３時２１分  休憩 
午後 ３時４０分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 質疑を続けます。 
 14番、島田議員。 
〇島田議員 諸費の先ほど来から質問にありましたけれども、高校の振興会補助金にかか

わって浦幌高校の存置の件について、直接予算的にはかかわりはないのですが、関連して
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町長にお尋ねをしたいと思います。 
 先ほど管理課長の方から現状と、また生徒の将来的な展望も含めて非常に存置の動向が

極めて難しいということも説明されたのですが、可能性があるとすれば、これぜひ住民運

動を背景にした道教育局になりますか、やはり強く要請する必要あると思うのですが、そ

の辺について町長の決意だけ伺っておきたいと思います。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 お答えいたします。 
 今現実に浦幌高校の存置という関係につきましては、私の引き継ぎ文書の中にも書いて

ありますけれども、浦幌高校振興会が現実的な窓口になっておりますということで引き継

いではおります。しかし、私どもも何とか浦幌高校の存置をということで教育局にも何回

か行っております。そんな中で、高校教育課長という方が以前に浦幌高校にいらした方だ

ということでもありますし、その下の主幹が直前まで池田高校の教頭先生だったというこ

とで非常にこの地域の実情に詳しい方でもございました。また、高校教育の対策推進室に

もお邪魔しながら何とか存置をということでお話をしておりますけれども、先ほど管理課

長がお話ししたような内容のことでございます。 
 そんな中で、やはり存置のためには浦高の生徒数を維持しなければならないということ

があろうかと思います。この関係につきましては、振興会への補助金を出しているという

ことで、それだけに頼ることはできませんけれども、私たちも何とかその生徒の確保とい

うものに努めていかなければならないと、このように考えております。ただ、局への陳情

等につきましては、今の一定の先ほど管理課長が説明したようなものがはっきりと決まっ

たものがありますので、それに照らして考えさせていただきますと、その数字を曲げてど

うのこうのということではありませんということを言われてきております。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 ぜひ道教委教育局の方にも私たち議会としてもやはり強く求めていきたいと、

このようにも思いますが、振興会そのものは存置運動の母体にというか、性格上ちょっと

なり得ないのかなと思います。今後どういう形でこの地域にそうした存置を求める運動が

起きるかはちょっと私も今定かではありませんけれども、そうした運動を背景にぜひ強力

な要請活動を強めていただきたいと。特に浦幌高校は学区的な位置、地域的な条件から見

ても、生徒の数は別にして、やはりあってほしい場所なのです。遠隔地からの通学を余儀

なくされる中で父兄の経済的な負担だとか、また通学費の増大する中で浦高がなくなれば、

またそれだけ大変な思いをする父兄、そして直接負担をするわけではないですけれども、

生徒のいろいろな面での負担といいますか、それがあるわけで、義務教育ではありません

けれども、今ほとんどの子供たちが進学するという状況の中では、何名が適切かどうかは

わかりませんけれども、残すために20名切ったからということだけで価値を判断されない

ようにひとつ要請方お願いしたいと思います。 
〇水沢議長 町長。 
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〇八木町長 17年度から十勝１学区になるということもありましたので、特に要請活動を

続けてきたところであります。16年度に学力向上フロンティアの採択ということを目指し

て15年度にも十勝の教育局、また道の教育局にもお願いに行き、非常に対象希望校が多い

という中でありましたけれども、浦幌高校の存続がかかっているということで何とかお願

いしてこの学力向上フロンティアの対象校にということをお願いし、また17年度について

も２年間継続ということでお願いをし、それについても対象となってきているところでご

ざいます。十勝１学区になるということへの心配も述べて、そしてまた今島田議員のおっ

しゃったように家庭の事情で遠隔地に通えない、地元の高校でなければ通えない子供たち

もあるということもお話ししながら、何とか浦幌高校の存続をということを働きかけてい

るところでございますけれども、返ってくる答えは今の高校の適正配置の中ではこのよう

な決まりがありますと、何とか20名の確保に努力をしてくださいと言われて帰ってくるこ

とが多いということでございます。それらを含めますと、何とか振興会の活動によって20

名の生徒の確保ということをお願いしたいと、このように感じているところでございます。 
 今後につきましても、事あるごとに十勝の教育局、北海道の教育局と、その存置につい

ての運動を続けてまいりたいと考えております。要請を続けてまいりたいと考えておりま

す。 
〇水沢議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、町有バス運行費までの質疑を打ち切らさせていた

だきます。 
 次に、２款６項監査委員費までの説明を求めます。 
 税務課長。 
〇山崎税務課長 41ページをお開き願います。２項徴税費、１目税務総務費、本年度予算

額4,816万5,000円、ここでは固定資産評価審査委員３名にかかわる費用と人件費の内容で

ございます。 
 ２目賦課徴収費、本年度予算額992万1,000円、ここでは町税の賦課徴収にかかわる経費

を計上しております。減額の主なものといたしましては、42ページの13節委託料で土地評

価（路線価）業務委託料312万3,000円とありますが、これは平成18年度における土地評価

替えに向けて16年度に鑑定評価を実施し、平成17年度予算で路線価付設事業を予定、結果1

41万3,000円の減の内容でございます。また、農業所得調査委託料220万円においては、農

業所得調査に関する業務を浦幌町農民連盟に委託するものですが、委託内容の検討と事業

実施の改善により前年度予算額から254万円の減額の内容でございます。 
〇藤川住民課長 ３項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、この科目につきましては住

民登録に係る経費でございます。1,871万6,000円。主な減でございますが、11節の需用費、

消耗品費でございますが、昨年印鑑登録カードが更新になる関係で今年はそれがないこと

から75万程度減額でございます。それと、14節の使用料及び賃借料、印刷機借上料、これ
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はリース期間の終了に伴いまして再リース料で減額になったものでございます。その他は

人件費でございます。 
 以上です。 
〇山田企画総務課長 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費911万1,000円、この科目につき

ましては選挙管理委員会事務局に係る科目で、主な減の内容につきましては経常経費の削

減によるものでございます。 
 次、44ページをお開きください。２目農業委員会選挙費175万7,000円、この科目につき

ましては、今年の７月実施予定の農業委員会選挙に係る予算の計上であります。 
 参議院議員選挙費、これにつきましては廃目整理でございます。 
  海区漁業調整委員選挙費、これにつきましても廃目整理でございます。 
 ５項統計調査費、１目統計調査総務費1,514万円、この科目につきましては統計事務に係

る予算の計上であります。 
 ２目指定統計調査費558万円、この科目につきましては、本年度実施予定されています国

勢調査、工業統計調査に係る予算の計上であります。 
 以上です。 
〇久保議会事務局長 ６項１目監査委員費231万7,000円、この科目は監査事務に要する経

費を計上しております。特に説明する事項はありません。 
 以上です。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 
 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 農業所得調査委託料についてお伺いをいたしたいと思います。 
 これ長い間町と農民連盟の関係の中で所得調査委託ということで委託料として出してい

たわけですが、17年度に向かって２分の１以上の減額ということの提案になっております。

また、この後の財政推計におきましても18年度以降は全面的になくするような推計になっ

ております。しかし、いろんな関係、長い間続いてきた関係の中でこのことについての考

え方、位置づけについて税務課長に伺いたいと思いますが。 
〇水沢議長 税務課長。 
〇山崎税務課長 農業所得調査業務につきましては、今議員さんの方からお話ありました

ように長年本町、管内でも何カ町村かやっているかと思いますけれども、ある意味では本

町の特徴的な事業かというふうに思っております。それで、たった今平成17年の確定申告

事務が行われておりますが、農民連盟の農業所得調査業務から確定申告に至った実績につ

きましては、盟友で276名、その家族分で173名、計449名の実績でございました。この事業

委託につきましては、複雑な税務の中で、町独自のものとはいえ長年農業所得において正

しい税と公平な負担に果たした役割は大変大きい成果があったというふうに考えておりま

す。これは、所得のみならず固定資産の課税客体の把握においても同じですが、また平成1
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7年度から消費税の課税対象が拡大されるということで一層業務の複雑、増大が予想されて

おります。しかしながら、残念ながら財政の悪化という状況の中で18年度は予算措置が困

難な状況の見通しでございますが、平成17年度につきましては農民連盟の執行委員さん初

め事務局さんとも何回か話し合いをさせていただきました中で、事務費、事務機器、人件

費、物件費等々、それから農民連盟の経営の努力の中で従前どおり盟友さんに対する事業

を実施していこうということで、そういう範囲がただいま計上させていただきました予算

額でございますが、平成18年度につきましては大変無理な状況にあるということで執行委

員長さんにもお話を申し上げました。委員長さんの方からは、農民連盟の大きな主体的な

事業の一つでもあり、委員長一存の中で回答するわけにはいきませんということで、私ど

もとの間では今年１年間かけまして来年からこの業務についてどうあるべきか十二分に検

討、協議をさせていただきたいということになっておりますので、よろしくお願いをいた

します。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 課長の方から非常に詳しく長年の経過、位置づけについてご説明ありました

けれども、17年度につきましては、今お話ありましたように組織とそれなりのご協議をい

ただいたという中での合意のようでありますから、このことについては私たちもこの財政

状況の中でそれを否定するものではございません。ただ、18年度以降につきまして、こう

いう重要な役割を担って長年町の方とよい関係を保ってきていたと私は認識しております。

そういう中でありますので、どうか今後とも、先ほどの答弁にもありましたように組織と

それなりのご協議をいただけるものと私は期待をしているわけですけれども、その辺につ

いていかがでしょうか。 
〇水沢議長 税務課長。 
〇山崎税務課長 ただいま杉江議員さんの方からご意見をいただきましたが、先ほどもお

答えいたしましたように町の課税業務、それから農民連盟の事業、それから盟友という関

係の中で今年１年かけまして一番いい方法をさらに検討、協議をしていきたいというふう

に思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 
〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、監査委員費までの質疑を打ち切らさせていただき

ます。 
 次に、３款１項社会福祉費までの説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、本年度予算額

２億2,203万6,000円、この目につきましては社会福祉全般に係る経費及び各種団体に係る

補助金、社会福祉施設支援費、障害者居宅生活支援費及び国保会計繰出金に係る経費でご

ざいます。主な減につきましては、人件費で521万円、負担金及び補助金の中で日赤無線奉
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仕団につきましては16年度より補助金の辞退、それから新年度につきましてはボランティ

アいちげの会の補助金の辞退による減でございます。また、次のページの48ページ、３段

目でございます町社会福祉協議会運営補助金につきましては、昨年の予算の方で人件費相

当額を助成している内容でございますが、本年につきましては２年に１回の社会福祉大会

が行われる後にふれあい広場も行われます。それの事業運営費ということで30万事業費に

補助金を出しております。また、20節の扶助費の中では更生医療給付事業費が昨年より25

0万ほどふえておりますが、この給付につきましては、腎臓障害者が昨年改正されました重

度医療費の引き上げ等によりこの更生医療給付を利用したということでふえております。

また、扶助費の下から３行目の障害者居宅生活支援費につきましては550万ほど減っており

ますが、対象者については変わっておりませんが、利用頻度が少なくて済むことになりま

したので、これらのもので支援費が減っております。 
 以上でございます。 
〇藤川住民課長 ２目国民年金事務費、この科目につきましては年金窓口業務に係る経費

でございます。17万5,000円。特にご説明する事項はございません。 
〇上村保健福祉課長 ３目厚生委員費305万3,000円、民生児童委員24名に係る経費でござ

います。主な減につきましては、民生児童委員の改選期が去年で終わりまして、３年に１

回の去年が旅費ということで道内研修視察を行いました。それらの減が75万6,000円、また

昨年度推薦委員会につきましては２回分計上しておりましたが、今回は１回分で減でござ

います。 
 次に、４目青少年健全育成費、本年度予算額42万4,000円、青少年問題協議会及び少年補

導委員会等、青少年健全育成事業に係る経費でございます。内容については特にございま

せん。 
 ５目社会福祉施設費、本年度予算額361万1,000円、生活館４館、厚内、浜厚内、吉野、

上浦幌生活館に係る分及びウタリ生活相談員に係る経費でございます。特に説明はござい

ません。 
〇藤川住民課長 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費、この科目につきまして

は道医療給付事業に伴う科目でございます。2,658万7,000円。減の主なものでございます

が、昨年10月の制度改正に伴う扶助費の特に重度心身障害者医療費扶助の減でございます。 
 以上です。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、社会福祉費までの質疑を打ち切らさせていただき

ます。 
 次に、２項児童福祉費の説明を求めます。 
 児童保育課長補佐。 
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〇菅原児童保育課長補佐 50ページをお開きください。２項児童福祉費、１目児童福祉総

務費、本年度予算額2,939万3,000円です。この予算は、保育所、幼稚園等の入園や保育料

納付事務にかかわる経費及び住民課担当の出産祝金の経費です。なお、需用費の減につき

ましては、前年度次世代育成支援対策行動計画の策定にかかわるものの減額でございます。 
〇藤川住民課長 ２目児童措置費2,083万5,000円、この科目は児童手当給付に係る科目で

ございます。説明資料の16ページに掲載しておりますので、省略させていただきます。 
〇菅原児童保育課長補佐 ３目認可保育園運営費、本年度予算額8,019万8,000円、この予

算はしらかば保育園の児童及び保育士、調理員等職員、その他保育園一般保育運営にかか

わる経費です。なお、通園保育の運行に当たっては民間の委託バスにより実施しておりま

したが、新年度よりスクールバスでの送迎に切りかえますので、通園用バス運行委託料の

減となります。 
 ４目へき地保育所運営費、本年度予算額1,374万7,000円、この予算は上浦幌保育所の児

童及び保育士、その他保育運営にかかわる経費です。なお、比較増減につきましては人事

異動に伴う人件費の増でございます。 
 ５目児童館運営費、本年度予算額52万円、この予算は常室児童館の管理にかかわる経費

です。 
 ６目児童デイサービスセンター運営費、本年度予算額は1,448万1,000円です。この予算

は、児童が言葉や心身の発達遅滞等により療育を要するための経費でございます。 
 ７目学童保育所費、本年度予算額316万4,000円です。この予算は、放課後児童の対策と

して小学校の１年生から６年生までの児童を対象に学童保育所の開設に要する経費です。 
 ８目子育て支援センター費、本年度予算額1,366万2,000円です。この予算は、親子の遊

びを通して子育て、家庭の育児不安や悩みの解消を図るべく子育て支援センターの運営に

かかわる経費でございます。 
 以上です。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑はございませんか。 
 14番、島田議員。 
〇島田議員 51ページの認可保育園の運営費にかかわって、今課長の方から説明された通

園バス運行の委託料がスクールバスで対応することで予算上ではゼロということなのです

が、スクールバスの運行にちょっとイメージとしてわかないのですが、一つは園児の場合

はだれかがつかなければならないのではないのだろうか、そのことからしたらスクールバ

スで対応するというのだが、十分な対応できるのだろうか。それから、今年スクールバス

２路線ふえるということもあってかわかりませんけれども、その路線上に園児がどこまで

利用できるのだろうか、ちょっとよく見えないのですが、説明いただけますか。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 まず、園児の対応でございますが、スクールバスを利用するた
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め、従来は運転手１人で、あと子供たちが乗車するという形になっておりましたけれども、

新年度からにおきましては、当然小さい園児を乗せるわけですから、今の対応といたしま

してはその園児の面倒を見る介助員をパートで雇いまして添乗する予定でございます。 
 それから、子供の座るいすにつきましてはチャイルドシートを設置する予定でございま

す。 
 それから、バス停の関係ですが、現在このスクールバスに乗車する子供は５名ぐらいの

予定です。それで、各世帯と道路の関係は既に確認済みでございまして、できるだけ家の

近くまで行きたいところなのですが、一部幹線道路という基本指定がありますので、１カ

所だけちょっと遠いかなというところはありますけれども、その辺につきまして今後運行

上で保護者の方と相談しながら適切な対応をとっていきたいと考えています。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 介助員をつけるということなのですが、路線では何路線になりますか。それ

と、現在スクールバスは、ちょっと私乗っていないからわからないのですが、家の近くま

で行っていらっしゃるのかな。乗せて自宅までというか、行っているのもあるのかな。バ

ス停だけではなくて、所によっては。そういうケースがあるとすれば、先ほどちょっと距

離の遠い園児もいらっしゃるという話なのですが、その辺の配慮といいますか、路線上少

し遠回りになるのかもしれませんけれども、スクールバスの運行と別な対応になりますよ

ね、園児を乗せにそこまで行くとなれば。その辺は無理がないのかな。無理というか、対

応できるのだろうか。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 路線数につきましては、新年度におきましては幾千世線、それ

から留真瀬多来線、この２本の路線につきまして園児を乗せる予定です。 
 それから、家の前までの従来のバスが入っていたということがありますけれども、今回

スクールバスを利用する場合につきましても、先ほど言いましたけれども、１軒だけちょ

っと遠いところがありまして、その辺は十分保護者の方と相談したいと思いますが、それ

以外につきましては距離的にも100メートル以内の範囲の状況になっていますので、そうい

うことは心配はないと思います。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 たしか以前には通園バスではなくて自家用で送り迎えする世帯に対しては補

助金というのだろうか、何ぼか交通費助成したような形でやっていたのをやめて通園バス

を走らせたのですよね。まだ自家用での、距離にもよりますけれども、通園費補助はされ

ているのですか。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 登園バス並びに通園費の補助につきましては、へき地保育所を

統廃合する際に条件として子供の送り迎えをするということで、四、五年前になりますか、

ぐらいから始まっていると思います。それで、現在バスを出しましたのが先ほど申し上げ
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ました幾千世方面と、それから留真方面。閉園されましたへき地保育所で下の、十勝太、

それから養老保育所、この２カ所につきましては当初通園バスを出しておりましたけれど

も、その後登園バスはやめまして、各保護者の送り迎えの経費の一部を助成するという形

で通園補助を今現在も実施しております。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 ちょっとお聞きをしたいのですけれども、53ページの管外入所保育委託料の

関係なのですけれども、176万円ですね、その関係はどこへ何名の方が行っているのかお聞

きしたいと思います。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 管外入所保育所委託料でございますが、これにつきましては通

常一般的に広域保育という制度でございます。現在本町からは２名のお子さんが本別町の

認可保育所に通園されております。これにつきましては、徴収金は本町、浦幌町に入りま

すが、それに保育委託を本別町の保育所に委託するために、それにかかわる経費としてこ

の委託料を組んでいるところでございます。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 これ何歳児の方なのですか。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 １歳児１名、３歳児１名でございます。新年度は２歳と４歳に

なります。 
〇岡田議員 もう一回。 
〇水沢議長 17年度になれば２歳児と４歳児という。説明資料16ページ。 
 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 それでしたら上浦幌にへき地保育所があるのです。それですと３歳以上です

と受け入れしていると思うのですが、そちらへ向けることはできないのかどうなのかちょ

っとお聞きしたい。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 それにつきましては、上浦幌保育所の保育時間の問題が出てき

ます。それで、今現在上浦幌保育所につきましては朝が８時半から……失礼しました。今

冬期間ですので、冬期ですと今９時から３時までという保育時間になっているのですが、

この広域保育を希望されている方につきましては勤務地が本別町です。それで、朝の出勤

時間も上浦幌保育所の時間帯では合わないということで広域保育を実施しております。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 ２人の方がそうなのですか。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 ２世帯でございます。２世帯で１人ずつでございます。 
 一般的に広域保育を利用される方は、その保育所の近くで勤務をされているのではなく
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して、本町の場合ですと本別町に勤務地を持っておりまして、子供を預ける場合近くの保

育所として適切な保育園がある場合、地元にはその対応できる保育所がない場合について

利用できる制度でございます。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 そうしたら、２人の方が仕事の関係で本別の方ということですか。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 そのとおりでございます。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 勉強不足で申しわけありませんけれども、ちょっとお聞きしたいのですけれ

ども、50ページ、民生費の６目の中にございます扶助費の関係でございますけれども、重

度心身障害者医療費扶助費ということで…… 
〇水沢議長 田村議員、その項は終わっておりますので、あと総括のときにお願いします。 
〇田村議員 済みません。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 先ほどの説明の中で通園費補助という答弁がありました。今年48万3,000円、

十勝太と養老の方面の園児でバスに乗れない方に出しているということで、昨年より若干2

5万ほどふえておりますが、この補助金の出す基準というのでしょうか、距離で出している

のか人数で出しているのかお伺いしたいと思います。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 通園補助の積算根拠でございますが、今現在予算措置で積算し

ておりますのは実際の走行キロ数に130円、キロ当たり130円の単価を掛けて計算して積算

しております。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 ということは、園児がふえたから、この金額が増額になったと解釈してよろ

しいのですか。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 予算的には昨年と比較しましてふえておりますけれども、昨年

は年度途中で補正をしまして、今現在は70万ぐらいの予算措置になっていると思います。

ですから、単価がちょっと上がっていると思いますけれども、そんなに変わっていないと

思っております。 
〇水沢議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 
 

午後 ４時２５分  休憩 
午後 ４時２７分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
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 答弁願います。 
 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 失礼しました。通園補助につきましては、昨年度当初予算にお

きましては２名分で23万2,000円、本年度につきましては３名分で48万3,000円ということ

になっております。それと、昨年の予算におきましては年度途中で補正をいたしまして、

最終的には５名で80万2,000円の予算でございました。 
〇水沢議長 よろしいですか。 
 ３番、福原議員。 
〇福原議員 補正を組んで23万2,000円のが途中で80万5,000円ということで、実態調査を

して今年度の予算は組んでいるのでしょうか、お伺いします。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 本年度の予算につきましては、昨年中に積算しておりますので、

実態ちょっと押さえていませんけれども、変わる可能性はあります。 
〇水沢議長 算出根拠は３名でやっているのでしょう。 
〇菅原児童保育課長補佐 そうです。 
〇水沢議長 実態調査のときは３名ということでしょう。 
〇菅原児童保育課長補佐 予想される人数ですね、要は在園児童をベースに。 
〇水沢議長 在園児童、現在。 
〇菅原児童保育課長補佐 はい。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 実態調査をして予算を組むのが本当だと思います。今在園数が３名というこ

とでこの予算ということでお話がありましたが、新規で通園するということになればまた

補正を組むと、昨年の場合80万5,000円ということで、今のところ補正を通した側にも問題

もあるかもしれませんが、安易に補正を組むというような考えで簡単に考えないでほしい

ということを要望しておきます。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 この件につきましては、私から説明させていただきます。 
 予算を組む段階では、前年実績と今年の予想をしながら予算を組みます。その後で入園

の希望をとるということで、その後で実績が出てくるというものでありますし、また年度

途中で入園者もいるかもしれません。そういうことを考えるとどうしても補正を組まなけ

ればならない場合もあるということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 入園希望者というのは、いつの時期で希望をとるのでしょうか。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 新年度に入園希望をされる方につきましては、１月に入ってか

ら２月ぐらいまでに希望をとっております。ただし、認可保育所につきましては保育に欠
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けるという条件がありまして、またその保育に欠ける状況は年間を通してございますので、

年度途中におきましての増減は当然出てまいります。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 入園希望者というのは１月から２月の間に大まかな数字はつかめるというこ

とですね。そうしますと、それに対する予算ということで私どもは受けとめてよろしいと

いうことですね。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 予算編成につきましては、各職場におきましては、最近早くな

っていますけれども、11月下旬ぐらいから12月上旬にかけて予算編成作業をやっておりま

す。１月いっぱいで大体査定が終わりますので、情報としてはやはり12月までの情報が予

算反映されるという限界でございまして、保育所の申し込みにつきましては２月ぐらいま

であるということで、正確なところの数字というのはなかなか押さえづらいところがあり

ます。 
〇水沢議長 よろしいですか。 
 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 今の通園費補助金の関係なのですけれども、今お聞きしていますと公平性に

欠けるなというのがちょっと実感としてあるのですけれども、認可保育所に通園費の補助

が出てへき地保育所に何で通園補助が出ていないのかという、これどうもちょっと公平性

に欠くのでないかなと思うのですが、その辺のちょっと考えを聞かせていただきたいです。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 通園費並びに通園バスにつきましては、先ほどもご説明いたし

ましたけれども、統廃合に伴って閉園にする条件といたしまして出てきたお話でございま

す。従来はへき地保育所につきましても幾つかあったのですけれども、それらを統廃合、

少なくして効率性を図るという意味合いで政策に基づきまして通園バスあるいは通園補助

という制度が出てきているところでございます。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 どうも納得いかないのです、どうしてそうなるのかなというのが。同じ子供

たちを保育所に預けながらどうしてそういう不公平な、それは条件的なことはいろいろと

あると思うのです。それは、そのときの条件はあると思います。へき地保育所もバス利用

していたときは通園補助は出ていたのです。そして、バス利用しなくなって、同じ形だと

思うのです。それなのにどうしてこういう形になるのかなというのが、それはちょっとど

うも納得できないというか、不公平ではないかなという感じするのですけれども、その辺

どうでしょうか。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 今児童保育課長補佐が申し上げましたが、今通園補助という形で出している

ものについては、統廃合によりましてそのときの条件ということで出しているものでござ
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います。以前は通園バスを走らせていたということで、通園バスの方が経費がかかるとい

うことで保護者と協議いたしまして、安い方のといいますか、補助の方にしたということ

でございます。 
（「ちょっと休憩とっていただけますか」の声あり） 

〇水沢議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 
 

午後 ４時３７分  休憩 
午後 ４時４２分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 答弁願います。 
 町長。 
〇八木町長 大変失礼いたしました。今までのいきさつ、古いいきさつの中で十分私も承

知できなかったということで答弁に時間をおかけしましたことをおわび申し上げたいと思

います。 
 岡田議員が聞かれている関係の中で、当時保育所の運営を運営委員会方式でやっていた

という形のときにはそういう形で通園補助というものを運営委員会に出すという方法でや

ってきたということでございます。それが町営ということで町が直接運営をしていくとい

う形になったときにその運営委員会で話し合って、その通園補助につきましてはご理解を

いただいたということだそうでございます。 
 それで、客観的に見てそういうことを考えると通園、遠いところから通う人、近いとこ

ろから通う人も含めて不公平感はないのかと言われると、また統合の条件としてやったと

きのその遠い近いの不公平感はないのかと言われると、確かに遠いところからと近いとこ

ろからということを考えるとそういうふうに不公平感というのは出てくるかもしれません。

ただ、浦幌町内であっても、では北栄から浦幌中学校まで通う子供が何キロあるのかとよ

く話題になるわけですけれども、ではバス通の人たちはどうなのかと、またもっと近い人

でも統合ということでバスを使っている人たちもいると。また、その沿線にありながら統

合していないから、バスに乗れないという人たちもいるということもよく聞くわけであり

ます。それらの不公平感があるのかないのかと言われると確かに岡田議員指摘のとおりか

と思いますけれども、やはり長い歴史の中でこういう形になっているということで現状に

ついてはご理解をいただきたいなと、このように考えております。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 どうも何か私の言っている話が食い違っているのではないかなという感じし

ているのですけれども、どういうふうに言ったらわかってもらえるのだろうな。今までの

過程のこと言っているわけではないのです。要するに通園に対しての補助、これは計算し

てみれば１人に大体12万円ぐらい出ているのかな、それはいいのだけれども、要するに同
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じ保育所に通う、へき地保育所、認可保育所関係なく通っている条件下の中で、片方は一

銭も通園費の補助を受けていない、へき地保育所は一銭も出ているわけではないのです。

そして、認可保育所だけ今いろいろ48万3,000円という形の中で出ているわけだけれども、

条件はおれ同じだと思うのです。遠いか近いか、それはそのときの条件があったなかった

というのは、おれその辺は、いや、わからないわけではないのだけれども、その辺今後こ

れ見直しをする必要性はあるのではないかなと考えるのです。やはりこれ１人の園児に対

して同じ条件で通わせることができればそれでいいわけなので、今後ともその辺に対して

の見直しをできるのかできないのかお聞きしたいのです。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 お互いに答弁と質問とが十分理解し合えた中で、個別の例を挙げてどういう

状況かということもあるかと思うのです。一般論で言うと、今までの中では統廃合をする

とやはり通園距離が遠くなるという形の中で現在そういう方法をとっていると。保育所、

幼稚園については、本来ですとやはり保護者の方にそこまで来ていただくというのが本当

なのかなと考えるのですけれども、統廃合ということで非常に距離が遠くなるということ

もあって条件としてその通園と。本来であれば通園バスということなのですけれども、そ

れらを考えて父兄の方にもご理解をいただいているということになるのかなと思っており

ます。個別のこととか細かいこともありますから、よく岡田議員と話し合いながら17年度

中に、見直すかどうかということよりも、17年度中ちょっと検討させていただきたいなと、

協議をさせていただきたいなと思っております。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 細かいことをちょっとお聞きします。 
 補佐、先ほどスクールバスで対応されるということで、それは何となくイメージわいた

のですが、17年度のみならず、例えば未満児も同じ扱いなのだろうか。親が希望すれば子

供さんは黙って乗るかもしれないけれども、やはり小学生と違うわけだし、ましてや学校

の授業、いわば登下校の時間とも必ずしも一緒ではないわけですから、かといって園児に

合わせて走るわけでもなし、そうなってくるとかなりバスを利用する子供さんの精神的な

面も含めて、介助員つくとはいえなかなか大変なのかなという気するのです。その辺はク

リアできますか。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 島田議員おっしゃるとおりだと思っています。それで、今現在

は一応基本的には３歳未満児につきましては保護者の方に責任を持って送り迎えしてほし

いということで、登園バスにつきましては３歳以上を基本にしております。ただし、６カ

月ぐらいの月数につきましては、ですから２歳半ぐらいから３カ月以上と、２歳半ぐらい

から弾力的に、基本的には３歳以上ですけれども、６カ月ぐらいは余裕を見て弾力的に運

用しております。それは、その子供の状況を見て判断しているところでございます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
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〇島田議員 スクールバスがいわば子供さんの年齢だけではなくて、状態も含めて親御さ

んが自家用車で送り迎えしようという、そういう選択は弾力的に考えていいのですね。そ

れはあり得ますよね。ただ、さっきも言ったのだけれども、学校の登下校と園児のいわば

入園、退園というのですか、時間的に違うと思うのです。その辺の対応は大丈夫なのだろ

うか。どっちかに、どっちかというよりも園児に無理がかかるような形、時間的にだよ、

そういうことは起きやしないだろうかという危惧がされるのだけれども。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 登園するときにはスクールバスは１本しか走っておりませんの

で、その時間帯に合わせて乗車してもらうと、それから帰りにつきましてはスクールバス

２本走っているのですが、遅い方の、３時40分ぐらいになると思うのですけれども、その

バスで帰園してもらうという段取りになっております。その辺は保護者の方にもお話をし

まして理解してもらって対応したいと考えております。 
（「そうじゃなくて、学校の時間と時間差があったときに、保育所の園児に負 
  担かからないかということです。だから、それの時間が同じだったら構わ 
  ないんだけども、時間差がないのか」の声あり）            

〇水沢議長 答弁願います。 
 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 朝の登園時間につきましては、スクールが瀬多来留真線で最初

に乗るお子さんで大体30分から40分ぐらいの時間バスに乗っていると思うのですけれども、

認可保育所につきましては基本的には８時半から、延長で７時半からという時間帯になっ

ております。ですから、そういう意味では決して、大体８時ちょっと前ぐらいに着くと思

うのですけれども、時間的にはそんな早い時間ではないと思います。それから、帰りの時

間帯も３時40分ぐらいの時間になりますけれども、基本的に通常保育は４時までですので、

これにつきましても負担にはなっていないというふうに考えております。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 わかりましたけれども、いずれにしてもそういう条件に合わなければ自家用

での送り迎えを選択されてもいいという判断ですね。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 スクールバスに乗る乗らないは保護者の方の選択で結構だと思

います。乗らない場合につきましては、当初の約束どおりバスを出すか通園補助を出すか

ということがありますので、通園補助の対象になると思います。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 帰りの３時40分ごろ、一般的には保育園も大体帰る時間帯。ただ、保育所は

お残りといいますか、ありますよね。だから、そういう条件からスクールバスの運行に合

わない人も出てきます。だから、この人たちはさっき言ったように自家用での送り迎えと

いう選択もあり得るという判断でいいですね。 
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〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 バスに乗るか通園補助の対象になるかということは、利用する

際に最初にはっきりとどちらにするか決めていただきます。それで、バス対応でバスの時

間帯よりも長く扱ってもらいたいという場合につきましては、その帰りにつきましては保

護者の方に迎えに来ていただいて帰っていただくということになります。 
〇水沢議長 よろしいですか。 
〇島田議員 はい。 
 
    ◎延会の議決 
〇水沢議長 審議の途中でありますけれども、お諮りをいたします。 
 議事の都合により本日の会議は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） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、本日はこれをもって延会することに決定いたしました。 
 再開は、明日16日午前10時といたします。 
 
    ◎延会の宣告 
〇水沢議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ４時５７分 
 
 


