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開議 午前１０時００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。 
 本日の議事については、配付しております日程表により進めますので、よろしくお願い

をいたします。 
 
    ◎日程第１ 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15日に引き続き３款２項児童福祉費の質疑を続けます。 
 初めに、理事者より発言を許します。 
 助役。 
〇安藤助役 私の方から、昨日の児童保育課長補佐の説明の中で一部誤りがございますの

で、修正させていただきたいと思います。 
 ３款民生費の２項児童福祉費において島田議員からの質問に対しまして、しらかば保育

園の通園バスにスクールバスを利用するとの説明の際、運行路線地域においてバスを利用

するか、または通園補助を利用するかは保護者の選択であるという内容を説明いたしまし

たが、この説明は誤りでありまして、取り扱いとしましてへき地保育所の統合時、地域の

方とは通園バスを運行する旨の約束でありまして、そのように通園バスを希望されており

ますので、従来どおり対応し、実施していくところです。それで、通園バス路線実施して

いるところにつきましては、個人的に送り迎えするということがありましても、通園補助

は考えておりませんので、ここに説明内容を修正し、おわび申し上げます。 
〇水沢議長 質疑を続けます。 
 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 昨日の今言われた件に関してもありましたのですけれども、前段階での確認

でしたのですけれども、スクールバスと通園バス２本が走っていると私聞いておりました

のですが、それがまず間違いでは、確認です。 
 それと、岡田議員からもありましたへき地保育所と、それから認可保育所の通園に対す

る助成並びに通園バスに対してのことが不公平ではないかという点についてもお尋ねした

いと思います。スクールバスとへき地保育所の通園に対しましても、やはり以前の経緯も

あろうとは思いますけれども、現段階では私も不公平だというふうに考えております。た

だ、それに対して理事者の考えを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 まず、１点目のスクールバスと、それから認可保育所の通園バ

ス２本が走るかどうかという確認ですけれども、通園バスにつきましては、16年度におき

ましては従来民間のバスを委託しまして運行しておりましたけれども、新年度からにつき
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ましてはその民間委託をやめまして、小中学校対応のスクールバスが本町においては走っ

ておりますので、それを有効活用して民間委託をやめるという考え方でございます。 
 ２点目につきましては、町長です。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 今岡田議員に引き続きまして阿部議員からの質問でございますけれども、今

までの運営の中でやはりどのような形で通園バスを走らせるのか、また通園補助をするの

かということを話し合いながら進めてきていたというふうにとらえております。そういう

中で、地元の理解を得ながらこういう方法をとっていると。統合した場合の条件というの

が、統合すると当然のように距離が遠くなりますから、その統合の条件として、認可、へ

き地にかかわらずだと思いますけれども、統合の条件としてそういうふうに通園バスを走

らせると、または通園の便を図るということがとられているというふうに承知していると

ころでございます。岡田議員の質問に対してもお答えさせていただきましたけれども、17

年度中に十分検討させていただきたいと、そして整理ができるようにしていきたいなと、

このように考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 もう一点そのことについてなのですけれども、例えば今スクールバスが走っ

ておりますよね。そうすると、理論的に言いますと先ほどの認可保育所の方の送迎バスと

同じ状況になるのではないかなと思います。その辺の観点についてはいかがでしょうか。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 失礼しました。スクールバスが走っている路線というのは、上浦幌に限らず

町内全路線走っているのですけれども、それらを沿線の子供たちを乗せられるのかどうか

と、もっと枠を広げていけるのかどうかということにつきましても、やはり17年度中に調

査をしながら検討させていただきたいなと、今協議して即対応というのはなかなか難しい

問題ではないかなと、このように考えています。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 認可保育園経費、これは53ページ、課長、これ昨年は図書購入費２万円、今

回は18節、ここで大幅な２万に対して25万と、それともう一点は昨年印刷借上料、これに

ついても今回ないのですけれども、この２点どういうようなことなのでしょうか。特に保

育園ですから、いろんなコピー関係もかなり利用していると思うのです。この２点につい

てお伺いいたします。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 認可保育所の18節備品購入費が昨年は２万円で本年度25万とい

うことで、23万ぐらい増えておりますけれども、この内容につきましては、今回通園バス

をスクールバスに移行するということでチャイルドシートの購入を予定しております。 
 それから、14節の使用料及び賃借料におきまして昨年12万4,000円の本年度３万円という

ことで12万ほど減額されておりますが、これにつきましては認可保育所でコピー機をリー
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スで購入しまして、リース料をこの節より支出しておりましたが、17年度よりそのコピー

機が複合機になっておりましたので、公民館へ持っていったということで、所管替で教育

費の分に予算を振り替えております。 
（「追加で済みません」の声あり） 

〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 先ほどの備品購入費の説明のところで追加させていただきます

けれども、ご質問の図書購入費につきましては、新年度におきましては予算措置されてお

りません。現状での図書でとりあえず対応できるという判断でございます。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 課長、確かに経費節減大事なことですけれども、これからの特に幼稚園児か

ら小学校、非常に大事な時期になってきています。特に今世論がそういうようなスタイル

になってきているのです。ですから、経費節減は大事ですけれども、有効利用を考えて、

私の口から言うのは変ですけれども、10万、20万のことで子供に絶対いろいろ指導してい

く中で不便のないようにがっちりひとつお願いしたいと思うのです。その点ちょっとお聞

きしておきたいと思います。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 差間議員のおっしゃるとおりで、たかが３万、されど３万とい

うことで、金額にはかかわらず極力子供のために予算措置はしていきたいという考え方は

当然持っております。次年度につきましては既存の図書等でとりあえずは対応できるとい

うことでございますので、次年度以降またその辺は慎重に考えまして対応してまいりたい

と考えております。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 教育長、今言った意見の中で、私の質問している中でたしかこの幼稚園、小

学校一貫教育という意味でもないのですけれども、ある程度は幼稚園の子供といえども、

今私の課長に質問した中で、経費節減は大事だけれども、子供はこれから宝ですから、そ

の辺の見解を聞いておきたいと思います。 
〇水沢議長 差間議員、幼稚園はまた項目違いますので。認可保育所だけです。 
〇差間議員 いや、今の私の言った質問の中で何かありましたら聞いておきたいと思いま

す。だめですか、それは。 
〇水沢議長 担当が違いますので、答弁できないと思います。 
〇差間議員 わかりました。 
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、児童福祉費までの質疑を打ち切らさせていただき

ます。 
 次に、３項老人福祉費の説明を求めます。 
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 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費、予算額１億9,981万8,000円、

この科目につきましては、高齢者福祉、介護保険サービス及び介護保険特別会計繰出金に

係る経費でございます。新規事業といたしましては、老人福祉計画並びに介護保険事業計

画策定に係る経費ということで１節の委員報酬18万6,000円、次のページでございます９節

の費用弁償３万円、また需用費の印刷費の30万円、それから役務費の通信運搬費の中で36

万円、合計介護保険計画に係る87万6,000円をこの目で計上しております。また、８節の報

償費の中身でございますが、50万5,000円前年度より減額されておりますが、ダイヤモンド

婚の廃止並びにゲートボール大会、パークゴルフ大会の中止を計画し、報償費の減額にな

っております。なお、ゲートボール大会については、町が主催するものは中止しますが、

ゲートボール協会といたしまして町長杯を新たに創設して協会で開くということになって

おります。また、パークゴルフ大会については、町の主催は中止いたしますが、老人クラ

ブ連合会としての主催を今内容を検討させていただいております。次に、報償費の敬老祝

金については、先般の一部改正の中で203万円の減額になっております。次に、13節の委託

料の中で外出支援委託料、下から２行目でございますが、前年度より46万7,000円ふえてお

ります。また、14節の使用料及び賃借料の上の方の緊急通報システム機器借上料でありま

すが、昨年まで40台、今年さらに20台増やしましたので、予算上64万4,000円になっており

ます。この借り上げにつきましては、毎年現在保有している緊急通報システムを新しく切

りかえる際に借り上げのリースで５年間の中でそれぞれ切りかえを行っているところでご

ざいます。次に、19節の負担金でございます。負担金、補助及び交付金の中で町の老人ク

ラブ連合会、中ほどにございますが、それらについて80万ほど減額になっております。ま

た、町老人クラブ補助金の方で９万円。新規といたしまして、十勝地区の老人クラブ連合

会のゲートボール大会が19年に１回本町で開催されるということで、十勝地区連合会のゲ

ートボール大会補助金ということで10万計上しております。また、扶助費の中の介護保険

低所得者の利用料の扶助費については40万の減になっております。また、介護用品の給付

費につきましては60万の減になっております。並びに21節の貸付金につきましては、介護

経営貸付金につきましては総体で6,350万でございますが、昨年は6,400万ということで、

ＮＰＯに貸し出している750万については今年については700万ということで、前年度より5

0万落ちております。また、28節の繰出金については前年度より1,000万ほど落ちておりま

す。 
 以上でございます。 
〇藤川住民課長 ２目老人医療対策費7,080万1,000円、この科目は道医療給付事業及び老

人保健特別会計の繰り出しに係る科目でございます。28節の繰出金につきまして、老人保

健特別会計繰出金が減の主な内容でございます。 
 以上です。 
〇上村保健福祉課長 ３目老人福祉施設費、予算額8,119万7,000円、老人福祉施設入居者
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に係る経費、また入所判定会議に係る経費でございます。20節の扶助費が昨年より905万4,

000円ふえております。32名に対するものです。 
 ４目老人ホーム費１億4,099万1,000円、老人ホームの入居者の管理運営に係る経費でご

ざいます。現在50名入所しております。そのうち本町の入所者につきましては26名になっ

ております。 
 以上でございます。 
〇松田建設課長 ５目町民バス管理費、本年度予算360万8,000円、この目は町民バスの年

間の維持管理費でございます。比較増減で178万6,000円ほど増えておりますけれども、こ

の中身は、昨年まで借上料をスクールバス管理費に計上しておりましたけれども、本年度

よりこの目の町民バス管理費に移行したため前年度より増額になっております。中身で使

用料及び賃借料の借上料ですけれども、これまでと同じく管外にバスを運行した場合にそ

のバス料金の一部を助成をしておりますけれども、本年度は昨年の実績、いわゆる運行料

金の半分程度を助成するということですけれども、その辺の実績及び財政面から大型車で

札幌方面を対象にしている300キロ以上で８万円を７万円に、札幌から十勝、管外ですね、

網走、旭川方面については７万円を６万円に、これは大型車です。それから、中型車は今

の中身と同じで７万円を６万円、６万円を５万円ということで、それぞれ１万円ずつ減額

して借上料を援助いたします。また、12節役務費の中の手数料11万9,000円があります。こ

の中で、本年度から新しく法律が変わりまして、リサイクル料として６万円を計上してお

ります。このリサイクル料につきましては、2002年の７月に自動車リサイクル法が制定さ

れ、本年１月１日から施行されるようになりました。廃車を有効活用しつつ自動車の不法

投棄を減らす目的で再資源化をする法律が定められておりまして、自動車メーカーがこの

リサイクルを行うということで、対象物はフロンガス類、エアバッグ、シュレッダーダス

ト等が対象となります。これにつきまして、リサイクル料として６万円を計上しておりま

す。 
 なお、昨日の自動車管理費の中身で今の関係が説明漏れというのですか、そういうこと

で大変申しわけないのですけれども、補足説明させていただきますけれども、ページでい

くと34ページの自動車管理費の役務費の中の手数料で79万8,000円があります。そのうちの

リサイクル料として公用車25台分20万円をリサイクル料として計上しておりますので、追

加補足説明とさせていただきます。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑を許します。 
 14番、島田議員。 
〇島田議員 福祉課長の言葉の表現として、過日文教で介護の指導受けた中で痴呆性を認

知症ということで使われているということ初めて知りました。それで、今後そういう表現

に変わるやに聞いたのですが、これ予算書できた段階が時期的にずれがあるのだと思うの
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ですが、痴呆性ということで表現されているので、これはおいおい変わってくるのだろう

なというふうに思いますが、それと住民課長、老人医療対策費についてなのですが、レセ

プトというのはどういうことを意味しているのですか。どういう処理の仕方でどこで委託

を受けてやっているのだろうか。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 まことに申しわけありません。予算作成の段階で気がつきませんで

したので、59ページにございます19節の負担金補助の中の一番上でございます。痴呆性と

なっています。今国会の中ではこの痴呆というのを認知というふうに改めなければならな

いというふうになっております。予算の中で言葉の字句でございますので、痴呆を今回こ

の予算の中で認知という形に訂正させていただきたく、よろしくお願いします。まことに

申しわけありません。よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 レセプトという言葉についてのお尋ねでございますが、レセプトという

のは診療報酬請求明細書ということで、医療費の請求書でございます。それで、本町は国

保連合会に委託させていただいております。件数はちょっとここでは資料持ってきており

ませんが、去年と同額で計上でございます。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 診療報酬の請求はそれぞれ病院でやるわけですよね。その点検のために国保

連合会に委託しなければならないものなのだろうか。自前でできないのですか。技術的な

問題かもしれないのですけれども。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 過誤といいますか、医療請求ミスというか、多過ぎる請求等を点検して

いただいている内容でございます。先ほど申し上げました連合会に委託させていただいて

おります。 
（「自分のところでできないのか」の声あり） 

〇藤川住民課長 済みません。町で自前でできないかというお尋ねがありましたけれども、

件数が結構ございますので、現体制ではかなり不可能かと思います。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 患者、いわば窓口で医療費請求しますよね。今どきですから、機械でもって

処理できるわけです。だから、診療報酬も瞬時に計算されているはずなのです。それをい

わば請求するだけでないのですか。個人病院ではレセプトは自分の病院でやっています。

そして、人数がという話あったのだが、そんなに大して変わらない患者さんの数、患者さ

んの数だけで見ているかどうかわかりませんけれども、そういう中でも処理しています。

だから、可能な限りというか、委託に出さなくても処理できると思うのですが、資格が要

るのですか、これは。 
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〇水沢議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 
 

午前１０時３３分  休憩 
午前１０時３５分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 住民課長。 
〇藤川住民課長 一部訂正させていただきますが、国保連合会に委託しておりますのが上

の老人医療共同電算処理委託料でございまして、レセプト点検につきましては委託先が民

間業者でございまして、釧路の民間業者でございます。訂正させていただきます。 
 それと、レセプトの関係につきましては医療措置に関する点検でございまして、これは

素人ではできないということでございます。それと、その結果、委託した結果の年間効果

額といたしまして500万ぐらいございますので、これは効果として非常に高い委託料という

ふうに考えております。件数も年間２万5,000件ぐらいございますので、そういうことで手

作業でやるものではないというご理解をお願いいたします。 
 以上です。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 今訂正あったように、私は当初老人医療共同電算処理委託料、国保連合会に

委託していると、これとのいわばセットでの処理なのかなと思ったら民間に出していると

いうことでしょう。民間はこの業務に精通しているのだろうか。ということは、資格なく

てもやれるのでしょう。いわば数字の上でチェックするだけなのでしょう。それをそんな

のなら委託に出さないで直でできないのですか。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 先ほども申し上げましたつもりでございますが、医療措置の関係と件数

が多いということで、件数は別といたしまして医療措置の関係でございますので、素人で

はできかねるというふうにご理解をお願いしたいと思います。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 素人ではできかねる、だから直でやるとしたら、これはどの範囲をあれして

いるかわからないけれども、例えば診療所で医療事務に携わっている人たちもいるわけだ

し、その点では今みんな手書きという話ないでしょう。何ぼ多くたって、今もう電算で処

理できるのでしょう。だから、いつまでもこれを委託に出す必要性があるのかな。素人で

はできないというだけのことであれば、そういうことは考えられないですか。 
〇水沢議長 お諮りいたします。 
 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
〇水沢議長 異議なしと認めます。 
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 よって、暫時休憩をいたします。 
 

午前１０時３９分  休憩 
午前１０時５１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。 
 住民課長。 
〇藤川住民課長 先ほど500万の効果と言ったつもりなのですが、ちょっと言い間違ったと

いうふうに指摘されましたので、レセプト点検の結果500万ぐらいの効果があるというふう

に改めて申し上げさせていただきたいと思います。 
 それから、レセプトの流れでございますが、改めて申し上げますが、病院から連合会に

各町村から、それから各病院から流れます。そして、連合会で取りまとめたのを各町村に

振り分けて浦幌町の分は我が町に参ります。 
 それで、その点検の内容でございますが、診療における医療行為が適正かどうかという

点検、主に医療行為の過剰がないかどうか、例えばレントゲンが本当に必要でない場合に

もあえてレントゲン検査を行う、また投薬が過剰でないかとかそういう、例えばですけれ

ども、そういう行為自体も点検するものでございまして、先ほども申し上げましたとおり

素人ではちょっと無理があるということで、先ほども申し上げましたが、委託しているも

のでございます。 
 以上です。 

（「委託先は資格必要なの」の声あり） 
〇藤川住民課長 済みません、釧路の民間業者でございますが、名前は控えさせていただ

きますが、そこの業者には専門の資格を持っている方が当然おります。そういうことで、

我が町で独自に全く可能性はないわけではございませんが、そういう人件費、それから考

えますと委託に出した方が効果が期待できるということでございまして、委託いたしてお

ります。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 課長をいじめるわけではないのだけれども、そうしたらその委託先の資格を

持った人がいると。名前も言わないのだが、何ていう資格が要るのですか。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 専門知識があればいいということを教えられまして、訂正させていただ

きますが、専門知識がある方は町内にほとんどいませんので、委託に出しているものでご

ざいます。 
 以上でございます。 
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〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 そうやって言うから、また言いたくなるのだけれども、町内には専門知識者

がいないから委託に出していると。それは、今までそうやってやってきた。しかも、そう

いう機関を通して再チェックをすると、診療報酬のね。町内にいないからと。そうしたら

置いてやれるの。いたらやれるということですか。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 効果額等々を考えまして、浦幌町にいればやらなくていいかということ

から考えますと絶対やった方がいいということになることから、委託させていただいてい

るものでございます。 
〇水沢議長  暫時休憩いたします。 
 

午前１１時００分  休憩 
午前１１時０１分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 町長。 
〇八木町長 今までの説明を総合しながら私の持っている知識の中で説明をさせていただ

きたいと思います。 
 先ほどもお話ししておりますように、浦幌の国保事業につきましては浦幌町が事業主体

ということになっておりますので、私たちは事業主体として請求された保健医療事務にか

かわる診療費を払う立場にあるということであります。その中でその請求されたものが適

正かどうかということを判断する基準として、このレセプトの委託料というものを支払っ

ているということになります。そうなりますと、その請求がそれぞれの病気とか医療に関

して適正なものかどうかと、治療が適正なものであるかどうか、また投薬が適正なもので

あるかどうかという判断するには、やはりそれなりの専門知識を持っていなければならな

いということでございます。 
 先ほど町内と言いましたけれども、庁舎内ということで、職員の中にそういう専門的な、

今のこの行政側の職員の中には、行政側といいますか、この庁舎内にいる職員の中にはそ

ういう専門的な知識を持った者はいないと。診療所については、請求者でもあるというこ

とでもありますから、私どもといたしましては、そういう立場から見ますとその専門的な

知識を持っているところに委託をいたしまして、それぞれのレセプトの１件１件を点検し、

それが正当なものであるか、診療が正当なものであるか、また請求が正当なものであるか

どうかを診断するものでございます。その費用が今ここにのっております195万3,000円で

ございますけれども、それをすることによって多く請求されているものを、過剰医療と申

しますか、そういうものを見出して、その見出す効果が500万円ぐらいありますよと、一度

請求されたもの支払いしますけれども、後でそれを指摘して500万ほどの還付を受けること
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ができるということで、その費用対効果を見ますと300万以上の効果があるということです

から、レセプト点検は必要なものであると、こういうふうに考えております。それを実施

する段階では、もちろんそれぞれの町では専門知識を持った人を置いてやっているところ

もあるそうです。しかし、浦幌町としてはその効果を考えるときに、また人件費、将来の

人件費負担というものを考えていった中ではこのような形で委託をしていった方がよいと

いうことを考えて委託している内容でございますので、ひとつご理解をいただきたいと思

います。 
〇水沢議長 よろしいですか。 
〇島田議員 はい。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 58ページ、老人福祉費の13節委託料、それから14節の使用料及び賃借料の中

で緊急通報システムのことでちょっとお聞きいたします。説明書によりますと緊急通報シ

ステム59台59万5,000円、それから緊急通報システム100戸120万、それとリース機器60台、

これが219万2,000円ですか、合わせて398万7,000円、約400万円近くのこのシステムを設置

しましてからの実態はどのような現状でしょうか、お伺いいたします。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 資料的には昨年の資料を記憶しておりますが、実際に救急の中で煙

感知器、それからそういう通報があったのが12件ということに覚えています。そのうち協

力員を要請し、消防自動車が出動し、我々が出動したのが１件と。ほとんどおなべのかけ

忘れ、そういうもので感知が、かなり煙感知器の方が多かったと。それから、病院関係の

転送については四、五件あったというふうに記憶しております。何せ煙感知器の方が多分

にこの緊急システムの中ではそういう通報件数が多かったということになっています。ま

た、これらについては、そのシステムについては当然、道の方の北海道健康づくり財団の

システムについては１件月1,000円で委託していて、100戸分見ているということでござい

ます。 
 以上でございます。よろしくお願いします。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 実態はわかりましたが、59台設置して100戸に緊急通報システムということは、

いろいろな事情というか、近所の方にお願いするのもあるのかと思いますが、設置する条

件というのでしょうか、それをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 基本的には、65歳以上のひとり暮らしという基本的な条件がござい

ます。また、２人暮らしであっても高齢である場合についてはつけるというふうになって

おります。基本的には65歳以上のひとり暮らしにつけてまいりたいと。現在100戸前後をシ

ステムとしてやっているということでございますので、よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
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〇福原議員 59台のうち100戸ということで数字的にちょっと状態がわからないのですが、

差額があって。それで、設置するときに非常にお年寄りは装置の使い方に不安を覚えてい

るようにも聞きます。それで、具体的に使うときには、お年寄りひとり暮らしですから、

１人にしか説明はしてこないのでしょうけれども、わかりやすい説明をしているのか、そ

れとかまた共同社会ということでこのような機器を設置することによって周り近所とのつ

き合いのあり方というのでしょうか、そのようなことの配慮はなされているかどうかちょ

っとお聞きいたします。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 最初の設置台数についての誤差でございますが、先ほど予算の中で

説明したとおり保守点検しているのが59台、それから借り上げしているのが60台で、実際

問題119台の保有はしていると、しかしシステムで今動かしているのが100台でございます

ということでございまして、19台は予備に保有をしているということでご理解をいただき

たい。契約の際については実際動いている部分として契約をしてまいりたいというふうに

考えておりますので、まずその点ご理解を願いたいと思います。 
 また、近所的な絡みでございますが、基本的には協力員３名ということで隣近所含めて、

また民生委員、また親族等を含めながら近間にいる方に協力員を、そのお年寄りと相談し

ながら協力員という形で、私どももその協力員と協議をしながら進めております。また、

設置に対しましては、高齢者が確かに使いづらい面もありますが、装置の使用については

私どもは当初設置する段階で十分説明もしますし、またいろんなトラブルの操作が出た場

合についても私どもが極力行って説明をさせていただきますし、そういうことで対応して

おりますが、緊急通報システムがここにありますよという隣近所の連携については現在し

ておりませんので、あくまで協力員という方に対して、その方に対して３人体制の協力体

制のもとでその家族を見守っているという形になっておりますので、ご理解を賜りたいと

思います。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 協力員のことなのですが、例えばおばあさんのところに緊急通報システムを

設置しましたよということで、町側の方から多分私の見聞きしたところでは文書を１枚送

付して隣近所に協力を求めると。文書来た方にしてみれば、何の話もなくいきなり文書が

来て何が何だかわからなかったというようなことも聞いておりますので、その辺の協力員

の体制の方も十分に説明をしてあげた上で緊急通報システムを今後設置してほしいという

ふうに考えておりますので、お願いいたします。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 ただいま福原議員さんから質問がありましたようなトラブルの原因

になったことも事実でございます。私ども協力員を依頼するときに、まず設置者に対して

どの方をお願いしますかということの中で選定をしておりました。当然その中でその本人
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が今回緊急通報システムがつくので、その協力員に対して私がつけるので、よろしくお願

いしますねということを話をしてあるというふうに私どもも誤解をしていました。その辺、

当然そういう中で文書を一方的に協力員に出した経緯がございます。それらについても今

後お年寄りと十分協議しながら協力員の選定に当たって、協力員にもそのような趣旨の内

容を十分説明していきながら協力員としてお願いしてまいりたいと思いますので、よろし

くお願いをいたします。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 60ページの４目老人ホーム、ちょっと聞いておきたいと思います。 
 老人ホームの定員が50名で、町内が26、町外が24と。これについて、今現在ホーム申し

込み予定者と言ったら変ですけれども、希望者、町外と町内いるかどうか、いるのであれ

ば人数を知りたいと思います。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 現在養護老人ホームの入所希望者、町内に今４名おります。また、

町外につきましては３名おります。池田ということで、３名おるというふうにとらえてお

ります。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 課長、それで希望者が何人もいないです。それで、例えば本別とか豊頃に老

人ホームありますよね。この中で町内の方、ここから行って入っている方、そういう人い

るのですか。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 先ほども予算の中で説明しました３目の中で、老人福祉施設の中で

それぞれ老人福祉施設に入所している方は32名、つまり浦幌の養護老人ホームに26名です

から、６名の方がそれぞれ町外の老人ホームに入所しているということになっております。

そういうことでよろしいですか。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 いずれにしろ、地元にあるホームですから、特別養護老人ホームを含めて、

やはり町内の人は身近な施設に入りたいと、そういうこともあると思うのです。だからと

いって、老人ホームは別にしまして、特老となれば管轄が違いますから、いろんな問題も

あると思いますけれども、特にこれから高齢化が進む中で何とか老人ホーム、こういう希

望者がいれば、優先的にとは言いませんけれども、何とかその辺ひとつ配慮をできればあ

る程度してほしいなと、そういうふうに思っております。 
 また、私も地元でそういう民生委員の方々に直接聞いているわけではないですけれども、

いろんなそういう方もふえてきているわけなのです。ですから、高齢化が進む中で小さい

子供いない、見たとおり中学校も閉校しましたし、だんだん、だんだん人が少なくなって
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いくと。しかし、高齢者の方もいざとなればそういう施設があるという一つの安心感も出

ると思うのです。その点ひとつよろしくお願いしたいと思います。それについての何かあ

りましたらお願いいたします。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 せっかく地元の老人ホームあるわけですから、その待機者も抱えて

いるわけでございますが、今ご質問ありました地元優先という一つの質問の内容もござい

ましたけれども、基本的には老人ホームは申請順という形でとらえておりますので、ご理

解を賜りたいと思います。ただ、地元の方で緊急やむを得ない場合については一部順番を

変えることがあるかもわからないですが、基本的には受け付け順という形の基本姿勢でご

ざいます。そういうことで、何とぞご理解をいただきたい。また、町外の方に行っている

方はそれぞれの家族の事情で浦幌よりほかの養護老人ホームを選んでおりますので、その

辺も理解をしていただきたいというふうに思っております。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 私も老人福祉費の59ページの負担金、補助金についてお伺いしたいと思うの

ですけれども、ここの中でまず最初に敬老会の実施団体の補助金についてですけれども、

これは町内各地区でいろんな敬老会開催されて、それの運営についてはいろんな地区の団

体、婦連協絡みですか、委託していると思うのですけれども、たしか今までその費用とし

て支出されている金額だと認識しておりますけれども、１人頭幾らという計算で補助して

いるのかなと思いますけれども、昨年と同じ金額が記載されているということに対して、

お伺いするところによると今年は人数割に対する１人当たりの単価が相当量下がったとい

う形を実施団体から聞いているのですけれども、それの算出の根拠、また該当する人数そ

の他がどのような移動があったのか、まず最初にお伺いしたいと思うのですけれども。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 敬老会につきましては、以前70歳以上を対象に実施をしていただき

ました。５年間かかりまして昨年で75歳以上の対象に変更させていただきました。一通り7

5歳以上という形で去年から実施をしてまいりました。その中で、多少人数が当然75歳に引

き上げたということで人数的には下がってきた。ただ、金額的には町が2,000円、それから

社会福祉協議会が500円ということで、それぞれ実施団体に対して助成を行って実施をして

おります。そういったことで、年齢的に５年前より１年ずつ引き上げてきて、昨年で75歳

以上という定義の中でやっているということで、総体的に人数的にはそれぞれ予算的には

変わっていませんけれども、70歳以上を対象にして敬老会を実施をしている団体につきま

しては、当然70歳から74歳の部分については町の補助金から対象外になるから、内容が薄

くなっているような形になろうかというふうに解釈しております。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 



 16 

〇野村議員 課長、それ説明逆ではないのかな。今言ったように、その事実は知っていま

す。今まで70歳以上が敬老会の招待者ということで、そして社会福祉協議会は別にしまし

て町は補助金出したと。それが段階的に上がってきて、今は75歳以上ということで敬老会

の招待になっているということで、単純に言えば結局５年間、５歳の幅を圧縮したわけだ

から、75以上は人数減るわけです。そして、150万、去年も150万このための援助団体に支

出しているわけです。今年も同じ金額支出しているわけです。そして、今言ったように、

そうすると町から実施団体に対する補助金は１人頭の金額は変わらないのですかと。ただ、

私の調べたところというか、聞いたところによると、町からの補助金が１人頭2,000円が1,

500円に減ったというような予算で今後してくれという話を聞いているのですけれども、そ

れ正しいのかどうか、その辺の差異がちょっと確認したかったのですけれども。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 あくまでも補助は１人頭2,000円ということで補助金を出している

ということで、1,500円という話は私どももしたつもりはございません。１人2,000円とい

う形であくまで出しているという考え方の予算計上をさせていただきます。よろしくお願

いします。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 わかりました。それでは、その補助金団体の関係については同じような実施

がまた地域で行われると期待しております。 
 それで、その次の段階の老人クラブの連合会の補助金と老人クラブの補助金、これにつ

きまして、これ地域やいろんな形である老人クラブも非常に活発にいろんな形で行事もや

っておりますけれども、聞くところによりますと相当量補助金が減額し、老人クラブの事

業ももうほとんどできないような状態、例の楽しみにしている旅行のバスを結局負担しな

ければならないだとか、いろんな形で聞いておりますけれども、この内容で見ますと町の

老人クラブの補助金は本当に９万円程度の減額ですけれども、連合会の80万、これの減額

は、それは各地区の老人クラブに対してどのような、何か連合会がまたその下の各地区の

クラブに補助金とか助成金とかと割り振りしている内容のものなのか、その辺が地域が相

当量減額されたというのは、この数字から見ると町の老人クラブはそんなに減っていない

から、そんなことあり得ないなと思うのですけれども、その辺のからくりはどういう形に

なっているのか、まず最初にお伺いしたいと思うのですけれども。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 総体的に町老人クラブ連合会補助金の170万の補助でございますが、

このうち50万については各団体に交付されるような、連合会で処理をする、連合会として

の活動であります。それから、120万につきましては各老人クラブ単位にこの連合会から助

成金という形で出して、実は花壇を社会活動の一環としてつくっていただきました。その

金額を大幅に、要するに去年まで195万を120万ということですから、75万ほどの減額のお

願いをしております。これらについては、それぞれ単位老人クラブにつきましては公共施



 17 

設に対して社会の環境整備ということで花壇を植えていただきましたが、昨今の事情もご

ざいまして、花壇の種代を査定の原価として、基本的には活動そのものに対してはボラン

ティアの方へボランティア精神に基づいてお願いをしたいということで、本当の種代の中

で、総体の植える本数に対する種代の中で活動していただきたいということで、連合会と

協議した中でこれらの75万の実質カットということをお願いした経過がございますので、

よろしくお願いをいたします。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 詳しい説明でよくわかりました。 
 それで、今課長の言われたとおり、老人クラブに対する各公共施設の環境整備も含めま

して植栽、また花壇づくりという形で本当に老人が楽しみにやっているその苗さえもこれ

だけ下げなければならないと。そうすると、今までコミュニティの運動もそうですけれど

も、やっぱり町を花でいっぱいにしよう、せめて花を飾ってきれいな公共施設の周り環境

をつくるという問題と非常に逆行している形であって、老人クラブもなければやむを得な

いということでなくて、今までやってきたエリア、面積を何とか確保しなければならない

という形で、今度は単位老人クラブあたりで自分たちで自賄いしなければならないという

形で非常に苦労されているという話を聞きますので、それで町長にちょっとお伺いしたい

のだけれども、こういう形で我が町も本当に前回の先日のあれのように墓場までの費用ま

で取らなければならない、敬老祝金もなしにすると。すべてを考えたら本当に老人に対し

て非常に住みにくいというか、何かもう少し心の温まる施策を持ってやっていいのではな

いかと思うのですけれども、こういう老人クラブの活動の、またひいては我が町の美化に

かかわることまでも削減しなければならないということに対しては今後どのようにお考え

ですか。その点１点だけお伺いしたいと思います。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 私へのお尋ねでございますから、私の方からお話をさせていただきたいなと、

このように考えております。ただ、墓地、墓園は、火葬場の関係については老人クラブと

は違うということだけはひとつご認識をいただきたいなと、こういうふうに考えながら答

弁させていただきたいなと思いますけれども、今老人クラブ、寿大学と、いろんなところ

があります。そこに私も出ながらお話をさせていただいておりますけれども、やはりこの

３年間、５年間皆さんのご協力をいただかなければならないという話を、今の時期ですか

ら、この前行ったとき一番先には職員のということでそれの陳謝をするということから始

めたわけですけれども、その後は今３年間、５年間非常に財政が厳しいので、皆さんのご

理解をいただきたいということから始めているわけであります。そしてまた、老人の方も

やはり自分たちの子供や孫の世代にはもっとよい時代を残したいと、そのためには今我慢

しなければならないところは我慢できると、我慢していただきたいということをお話しし

ながらご理解をいただいているところでございます。 
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 そういうところの中で、花壇の関係も非常に盛んに行われている地帯もございますし、

きれいに飾っていただいているということもございます。そんな中で、ではその花壇の整

備していただいている中でもっと方法はないのだろうかと、そしてまた非常に楽しみにし

ていただいている方々に何とか気持ち、ボランティア的な、もちろん老人の方々みんなボ

ランティア的な形でやっていただいておりますから、そういうことを考え合わせた中でも

うちょっと気持ちを拡大した中でお願いできないのかということを、それからまた花につ

きましても今ぎっしり植えているのですけれども、これを半分の量ぐらいにして、ちょっ

とまばらですけれども、そういう形でもできないのかとか、いろんなことを協議させてい

ただきました。そういうことを含めた中で、今回この花壇造成等につきましても、老人に

対するものを老人敬老会とかそういうもの総合的に判断して、敬老会については来年度は

わかりませんけれども、今回こういう形で同じような措置をいたしましょうと。ただ、そ

の花壇等についてはこういう形で減額させていただきましょうという形で、総体的なもの

も見ながら、今の経済情勢も踏まえながらお願いできるところということで考えてきたと

ころでございますので、確かに老人の方々から見ると今までやってきたことがということ

を考えるとそれぞれの思いもあろうかと思いますけれども、何とかその辺をご理解いただ

きたいと、このよ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 今の野村議員の質問に関連してなのですが、今町長も答弁されたように花壇

をつくって楽しみにといいますか、そういうことではボランティア的にやられていると。

予算総額も減額という中で、まばらにするというよりも、むしろ売ることは禁止している

のですか。切り花にするとか、そういう形でわずかな、次年度に向けてもいいし、自分た

ちのお茶代にぐらいしてもいいかと思うのだけれども、売れるかどうかというか、どうい

うものをつくって販売するということがあるのでしょうけれども、そういった工夫もして

販売活動もやってはどうなのかな。これは無理があるのだろうか。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 確かに195万、120万と75万の削減をお願いした経過の中で、老人ク

ラブ連合会との協議でその種代相当分しかないのではないかという話の中で、昨年同様の

種を購入してその本数を確保するのは非常に難しいだろうというふうにこちらも判断して

おります。その中で多年草、要するに地衣類も含めながら、何とか一年草の花を少なくし

ながら総体の花壇の面積を確保しながら、やむを得ないときには多少花壇の総体の面積を

縮小しながら何とか検討していただきたいということで今進めてまいっております。ただ、

切り花についてはちょっと私の方も今考えておりませんでしたが、私どもが社会の活動参

加、美化という中で連合会の方で委託しておりますので、それらについては私どもが切り

花にして売っていいよだとか、そういう話にはちょっとならないというふうに解釈してお

りますので、それぞれの担当老人クラブがそれぞれの創意工夫の中でやっていただければ

結構だというふうに考えておりますので、ご答弁にかえさせていただきます。 
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 以上でございます。 
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 質疑なしと認めます。 
 老人福祉費の質疑を打ち切らさせていただきます。 
 次に、４款１項５目墓地墓園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 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費２億8,080万円、

この科目につきましては、各種検診委託料及び国保、簡易水道特別会計の繰出金等に係る

経費を計上しています。主な増減につきましては、７節賃金で産休代替職員が復帰します

ので、295万4,000円の減額をさせていただいております。13節委託料の健康診査委託料の

中で、新規事業ということで前立腺がん検診100人を計上しております。また、予算説明資

料の17ページにございます一番下のがん検診延べ1,210名の中にこの前立腺がん検診100名

が上乗せになっております。なお、このがん検診につきましては対象50歳以上、それで釧

路がんセンター、総合健診のときに希望者に受けていただきたいというふうに思っていま

す。検診料については2,000円、それから個人負担については1,000円、これらについては

今後総合健診のときのチラシの中で周知をしてまいりたいというふうに思っております。

そういうことでふえております。次に、次のページの64ページの19節負担金補助の中で下

から２行目の高等看護学院設置運営負担金が52万5,000円減っております。あと、繰出金が

ございます。 
 ２目予防費、予算額526万4,000円、この予防費につきましては、生活習慣病及び結核検

診、予防接種等、保健予防に係る経費を計上させていただきます。13節の中で予防接種委

託料で前年より36万5,000円増加しております。 
 以上です。 
〇藤川住民課長 ３目環境衛生費2,732万3,000円、この科目は葬斎場等環境衛生対策及び

個別排水処理特別会計の繰り出しに係る科目でございます。なお、19節の負担金、補助及

び交付金の節で事務事業の見直しにおいて生ごみ堆肥化容器並びに電熱処理機の予算を今

年度から廃止させていただいております。なお、生ごみ堆肥化容器につきましては、11年

の要綱設置以来、当初の11年度につきましては218基、以降12年８基、13年８基、14年５基、

15年４基、16年は３基、累計246基を補助しております。電熱処理機につきましては、14

年が５基、15年３基、16年３基を補助してまいりました。 
 ４目公害対策費40万円、これは公害対策に係る科目でございまして、13節悪臭測定業務

委託料につきましては隔年実施によるもので、今年度比較増になってございます。 
 ５目墓地墓園費50万円、この科目は墓地墓園の管理に要する科目でございます。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
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 質疑を許します。 
 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 予防費のところでちょっとご質問をさせていただきたいなと思うのですけれ

ども、昨年の予算委員会で肺炎の関係の予防接種ということでご質問させていただいたわ

けですけれども、今年度に向けて検討するという中身だったかなと思うのですが、その辺

についてどのようになっているのかちょっとお聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 岡田議員さんの方より昨年そういうご質問をされた記憶もございま

す。それらについて、内容について精査させていただきました。内容につきましては、肺

炎の予防接種につきましては予防接種法に基づかない任意の予防接種というふうにとらえ

ております。それで、それらの予防接種につきましては５年に１回という形の予防接種に

なっているということで、５年に１回しか打てないという形になっております。そういう

ものと、検診に対する助成をするということに対して、予防接種法でない任意に対する助

成というのは基本的に管理、それからそういう事故等も含めながら、５年間打てないのに、

例えば補助金を出していて間違って３年目に打ってしまったというときの管理運営、責任

問題等もありますので、それらについて任意の予防接種についてはやはり助成はしていか

ない方がいいだろうというふうに考えておりますし、全道的に見ても、十勝管内に見ても

モデル的に北海道で１カ所お医者さんとの連携の中でやった、補助金を町からいただきな

がらやってみたという経過がございますが、それらを踏まえて、今町内でもこの肺炎の予

防接種をしている方何人かおられるということで聞いています。それは、あくまでもお医

者さんとの対等の中で他の病気とあわせた中で肺炎の予防接種をしているというとらえ方

をしておりますので、その辺十分ご理解をしていただきながら、今後について、これらに

ついては予防接種法に基づいて、その肺炎予防ワクチンが認可になった時点ではそういう

対応は可能かと思いますので、任意の予防接種の中では対応できないということでとらえ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 ちょっと一つお尋ねしたいのですけれども、公害対策費の、これ説明資料見

ると吉野地区隔年実施というふうな説明内容でございますけれども、このことについてお

聞きしたいのですけれども、これ恐らく吉野地区ということですから、東工連のでん粉工

場の悪臭の関係でやるのかなというふうに思ってございますけれども、そんな中でこれ浦

幌町だけがこの負担をしているのか、それとも東工連に関係している町村がそれぞれこれ

だけの分割負担をしながらやっているものなのかお聞きしたいのと、これ考え方によって

悪臭を出す方の責任はなくて悪臭を出される方が金をかけてまでこういう対策に関連して

いるということなのか、その辺のこともちょっとお聞かせいただきたいなと思います。 
〇水沢議長 住民課長。 



 21 

〇藤川住民課長 負担に関しましては、我が町独自の負担でございます。 
 それから、事業所の負担につきまして、これは自治体の責務になるものでございますの

で、町で負担しているものでございます。町で、自治体で負担、測定義務を課せられてい

るものでございます。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 これ東工連のやつですよね。 
〇藤川住民課長 そうです。 
〇田村議員 これどうなのでしょう。考え方によって、果たして公害の悪臭の測定をしな

ければいけないということは、行政でしなければいけないということは、そのこと自体が

悪臭が出ているからやることなのです。これあそこへ東工連の加工場ができてからもう何

年もたって、これ隔年ごとにやっているということになったら隔年ごとに恐らく測定をし

ていることだと思うけれども、これ東工連自体にこういう悪臭が出ているのだから、東工

連の方できちっと悪臭対策をしていただきながら、測定もしていただきながらというのが

筋であって、このことについてこれを行政が負担するということはいかがなものなのかな

というふうに思うのですけれども、企業に対してそういう要請というか、そういうものは

できないものなのかどうなのかと。 
 それから、それはなぜそういうふうに言うかというと、東工連が浦幌町だけの加工工場

であればそれは別問題として、各町村から何農協という、こういうものの中で参加してい

る中ではその辺考える必要があるのでないかと思うけれども、いかがでしょうか。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 自治体としては、その環境に及ぼす影響を監視しなければならないとい

うことで検査といいますか、測定をしているものでございます。それで、事業者には連絡、

異常というか、基準値を上回る結果が出るような予測される場合、それから測定結果が基

準値を上回った場合には当然要請をしなければならないと考えておりますが、昨年広報に

周知しましたとおり基準値の10分の１ないし100分の１という測定結果でございますので、

においは確かにするのですけれども、基準に対しては許容範囲ということになりますので、

特にそういう事業所に対する特別な要請は今のところしておりませんが、今後において特

に構造の変化等におきまして測定値が上がるようなことがございましたら当然要請をさせ

ていただきたいと考えております。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 説明内容よくわかるのだけれども、これ恐らく隔年ごとって、申しわけない

のですけれども、東工連ができてから隔年ごとにずっと実施してきていることだと思いま

すけれども、そうしたら基準値超えたことがあるのかないのかということと、それが超え

ていないとしたら、例えば隔年ごとにこれだけの経費を、測定をするという、これ今のこ

ういう時代ですから、ごみにしても悪臭にしてもいろいろな対策については企業が住民に

迷惑のかけないような対策はとらなければならないというのは、そういうような時代にな
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っているのかなと思うので、そういうようなことで町としてその企業に対して我々が隔年

ごとやるのでなく、もう基準内で終わっているということがわかっていても、そのことに

ついては隔年ごとでもその負担をしてもらうなり企業で自主的にやってもらうなりのこと

の対策は要望することは考えているのかいないのか聞かせていただきたいと思います。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 過去に基準値を上回ったことはございません。 
 それで、企業に費用負担なりしてもらう考えはないかということでございますが、あく

までも企業の測定ということになりますれば客観的という要素が奪われるということにも

なりますので、あくまでも自治体で実施しなければならないものと考えております。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 墓地、墓園の関係について伺いたいと思いますが、16年度より多少の減額に

なりまして、調べますと賃金において16万4,000円減額になっております。昨年私墓園の管

理非常によくされているということ申し上げたのですが、多分昨年から除草剤まきを行っ

ていないようです。私も年間何回も墓園には行きませんけれども、何回も行かない中でこ

の辺のことあるものですから、見て回るようにしております。除草剤まかないことによっ

て大丈夫なのかなという状況になっております。この減額も賃金の減額で、除草剤代は多

分下の部分、需用費の部分にも入っていないのではないかなと思うわけですけれども、お

伺いいたします。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 昨年試験的にと言ったらちょっと語弊がありますけれども、特別除草剤

をまかないでやってみたということもございますので、今年も除草剤を使わないというこ

とではございませんが、大量に使うということはしないつもりでございます。 
 それで、賃金につきまして火葬の委託している方に極力ほかの賃金を使わないようにし

て管理をしていただくように節減に努めてまいる予定でございます。 
 以上です。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 ちょっと２点確認したいのですが、１点目はその除草剤の関係です。16年度

においては、それまで長い間除草剤まいてきましたから、非常にきれいな状態になってい

ましたね。しかし、去年のお盆過ぎから後半にかけては明らかにもう生えてきています。

これは長い間の貯金があったから、きれいだったのであって、今年も使わないということ

ではないということですから、状況見て使うのかなと思うのですけれども、このこときち

っと対応しないと多分17年のお盆近辺にはかなりのよくない状況になるのでないかなとい

うことが予想されますが、その辺について１点です。 
 それから、労賃の関係について、今課長火葬場の方の労賃も含めて負担にならないよう

な形で実施をしていくということですが、そういうことでよろしいのでしょうか。やはり
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墓園は墓園一括して雇用しているということなら別ですが、その辺どうなっているのでし

ょう。ちょっと疑問持つ点なのですが。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 除草剤につきましては、必要最小限に使って対応してまいる予定でござ

います。 
 それから、賃金につきましては極力ブラシカッターといいますか、そういう機械の刃を

取りかえることによって効率を上げて、賃金も極力減らして処理していただくようにお願

いするということでございます。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 ちょっと話がわからなくなりました。課長、わかっておられて説明されたの

かもしれませんけれども、賃金のこととその刃の問題と何関係あるのでしょうか。そして、

火葬場、墓園含めてどれだけという契約をしているから、そういうふうな話になるのでし

ょうか。その辺もちょっとお聞かせください。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 環境衛生の賃金で年間委託料で……賃金ですね、328万、これは年間雇用

の常雇いでございます。それの方が主体になりまして、ほかの人夫といいますか、賃金を

さらに墓地墓園費の方で上乗せしてというか、違う人を一緒に除草する際に管理費の賃金

として雇うことがございますので、計上するものでございます。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 墓地墓園の関係でございますが、賃金につきましては16年度10日分見ており

ましたが、17年度分は８日分を計上しております。それと、単価的にも若干落ちて計上さ

せていただいております。それと、消耗品の中に除草剤を見ておりますので、今年度は除

草剤を使用しながら管理運営していきたいと考えております。よろしくお願いしたいと思

います。 
（「月に８日」の声あり） 

〇安藤助役 今の説明の賃金ですが、８日分、月８日です。それの５カ月分の7,600円とい

うことで計上させていただいております。墓地、厚内、それからここの万年のところ、そ

のほか各地区にもまだ小さい墓園はありますけれども、そこも含めてやっております。 
〇水沢議長 よろしいですか。はい、ほかに質疑ございませんか。 
 ５番、河内議員。 
〇河内議員 これ保健衛生というか、予防費になるのか環境衛生費になるのかちょっと全

般にわたると思うのですけれども、町内の老人施設、そのほか小学校、保育園も含めて院

内感染というのですか、そういう結核を含めいろいろな細菌による感染とか、いろいろな

ことが突発的に起きるという可能性はどこでもあるのだけれども、そういうことに対する

予防的なものに何か対策として徹底してこういうものをしなさいとか、こういう何かがあ

った場合は早期にそういうものが広がらないように指導し、マニュアルというかな、そう
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いうものというのはされているのか、その辺について考え方とか対策について聞きたいと

思います。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 それぞれ施設管理のもとで今回のノロウイルスまたはインフルエン

ザ等のそれぞれの流行に対する先取りの中で極力手洗いだとか、うがいだとか、そういう

予防対策については、それぞれうちの方特別養護老人ホームの方にも指示しておりますし、

また養護老人ホームにつきましてもそのようなことの手洗い、それからそういう手を洗う

洗剤、それからマスク、来客者が入ってくる場合についてはそういうマスクをしていただ

く等、それぞれの予防対策を施設ではさせていただいています。幼稚園の方については、

それを受けて私どもとも連携とりながら、今回ノロウイルス等の発生に伴いまして児童保

育課の方からそれぞれ父兄なり学校等を含めながら注意を呼びかけた経緯がございます。

いずれにしても、各施設については高齢者が入所している観点で非常に弱者、一たん発生

すると非常に蔓延するおそれがあるということで、それらについては手洗いだとか、うが

いだとか、そういうことを徹底をさせていただいております。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 前にも聞いたのですが、ちょっと理解できないので。一つには、具体的なこ

とでいうと保健衛生総務費で道理学療法士会負担金、これらを初め何点か負担金について

は個人対応ということで予算を計上されておりません。全く加入というのか、必要性がな

いとするものなのか、強制的なものなのかちょっと伺いたいと思います。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 ただいまの理学療法士会の負担金ですか、加入負担金というのが今

年からそれぞれ個人負担の中で対応をして、予算上の中では計上しておりません。これら

についてはあくまでも任意加入ということでございまして、そういうふうなことで行政的

な指導のもとでどうしても入らなければならないということでもなかった経過がございま

すので、それらの方を含めながら任意の加入に切りかえさせていただき、加入については

本人負担の方に切りかえさせていただきました。それらについてはいろいろ、ただし公務

の中で出張するものの負担金等については十分その他負担金の中で対応していくというこ

とにさせていただきまして、その加入に対する負担金についてはあくまで任意だという解

釈のもとで個人負担の中で入っていただくように新年度から……。そういう医療、それか

ら栄養士会、それらについては強制的な加入ではないという意味を含めて任意ということ

で個人で負担をして加入をしていただいた経過がございます。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 公務で行かれる場合については旅費等も見るということであれば、これ公の

業務ですよね。そうしたら、負担金は個人対応というのは矛盾しませんか。 
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〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 確かにその辺はおっしゃることもわかるのですが、各資格を持って

いる者について、十勝、また北海道段階にそれぞれの加盟という形で負担金を払っている

わけですが、あくまでもそれは入る入らないというのはその資格の持っている人の形とい

うとらえ方をさせていただいているということで個人負担に切りかえしていただいたと。

しかし、その資格があることによって当然公務の中の活動というのをするわけですが、協

議会自体の負担金ではなくて、その会議に出る者が当然、公務でございますから、そのよ

うな負担金、参加料については当然支出をしてまいりた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 これは個人対応ということは、その資格を有する人の懐から出すということ

なのだろうか、それとも課として、俗っぽく言えば課長が出すからということになるのか、

強いて言えば町長の懐ということになるのかな。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 島田議員さんのおっしゃることもわかりますが、あくまでも資格を

持っている者が十勝段階、北海道段階に任意にその会に入っている負担金であるという意

味合いの中で、公費の支出についてはもろもろのことがございますが、割愛させていただ

いたと。その負担金については現在、17年度については脱退してもいいものについては脱

退するような形をとっていますし、個人としてどうしても入っていなければならないとい

うものがある場合については個人の方でお願いをしているところでございます。その辺ご

理解を賜りたいと思います。 
 以上です。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 理解したいのだけれども、何か無理ないか。脱会するものはと、いっそのこ

と脱会、任意のものであれば脱会できるのではないか。その方がすっきりするのでないだ

ろうか。脱会できないとしたら、これは予算化しなければならないと思いますけれども。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 先ほども申し上げた、あくまでも個人がその資格を持っていること

に対してその協議会に負担金を払い、それぞれの資質向上を図る上で個人として負担金を

払っているものを現在まで公費の中で見ていたものがあるというものについては任意で入

れる、それ入らないというのはその資格者の個人の自由に任せたということでございます

ので、その辺よろしくお願いをしたいと思います。 
（「そこはわかっているんだ」の声あり） 

（「その後に、結局その会議に出席するときに公務出張にするという、その 
  理由がわからない。公務出張にするんだったら、当然公務でないのかと 
  ……」の声あり）                         

〇水沢議長 保健福祉課長。 
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〇上村保健福祉課長 一応公務で出張する場合については研修会等の参加という公務でご

ざいますので、それの参加経費については公務という形で町費で賄っていくということで

す。会に加盟する負担金については、先ほど申し上げたとおりでございます。 
〇水沢議長 島田議員、この項だけではなくて全般にわたるものが出てきますので、総体

の中で再度質問してもらうということでよろしいですか。 
〇島田議員 はい。 
〇水沢議長 ほかに質疑ございますか。 

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

ます。 
 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 ０時０７分  休憩 
午後 １時００分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 次に、９目保健福祉センター管理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 66ページをお開きください。６目医療対策費、本年度予算額１億97

6万8,000円、この目につきましては、患者輸送業務並びに町立診療所特別会計繰出金等、

医療に係る経費でございます。19節負担金、補助及び交付金の中の当番医制度負担金につ

きましては48万の減、昨年３院による医療対策会議の中で西谷先生については16年度のみ

で、今後においては二つの医院で日曜当番医についてはお願いしたいということで、今回2

4日分、多田先生のお願い部分だけを予算計上しております。また、28節の繰出金につきま

しては昨年の1,253万2,000円の減額となっております。 
 以上です。 
〇藤川住民課長 ７目乳幼児医療対策費815万1,000円、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。増の要因でございますが、12節の役務費、請求事務手数

料の……対象医療が３歳から５歳の通院にも拡大されたことに伴う件数の増で、単価210

円のものでございます。 
 ８目公衆浴場管理費1,019万8,000円、この科目は公衆浴場運営に係る科目でございます。

委託料の保守業務委託料につきまして、ろ材交換業務を今年度開設以来初めて計上させて
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いただいておりますが、これはおおむね10年をめどに交換するようになっているものでご

ざいます。それから、警備保安業務委託料につきましては、昨年12月21日に発生いたしま

した盗難被害対策によりまして警備保安業務を委託する、新たに計上されるものでござい

ます。 
 以上でございます。 
〇上村保健福祉課長 ９目保健福祉センター管理費1,161万2,000円の本年度予算額でござ

います。センターの維持管理に要する経費でございます。主な増減につきましては、13節

の委託料、保守業務委託料71万1,000円の減になっております。次に、次のページ、68ペー

ジの管理業務委託料59万1,000円の減になっております。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑なしと認めます。 
 質疑がないようですので、保健福祉センター管理費までの質疑を打ち切らさせていただ

きます。 
 次に、２項清掃費の説明を求めます。 
 住民課長。 
〇藤川住民課長 ２項清掃費、１目塵芥処理費6,505万4,000円、塵芥処理に要する費用で

ございます。増の要因ですが、今年度十勝環境複合組合ごみ処理事業分の一時負担金が新

たに計上されたことによるものでございます。 
 ２目し尿処理費747万1,000円、し尿処理に要する科目でございまして、この減は搬入実

績減に基づきまして減額になるものでございます。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 
 ３番、福原議員。 
〇福原議員 清掃費の中の塵芥処理費、12節役務費の手数料、これは説明資料の中にはご

ざいませんが、どのようなものでしょうか。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 手数料の中身でございますが、ごみ処理券の売りさばき手数料でござい

ます。それから、車の関係の法定点検、車検等の手数料でございます。まだありますが、

それから資源物の再商品化手数料、主にそういう中身でございます。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 ただいまごみ処理券ということをおっしゃいましたが、これの処理券の印刷

のこと、処理券ですよね。印刷のことですね。再度お伺いいたします。 
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〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 売りさばき手数料でございまして、商店に販売をお願いしている手数料1

0％を年間２回に分けて支払いする内容でございます。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 一緒にお伺いすればよかったのですが、これの金額はいかほどということと、

それから16年の11月末のごみ袋シールの残数を確認しました。そのときはごみ袋が11月末

で10万5,300枚くらい残数があるということ、それとシールが６万枚残数があるということ

をお伺いしました。今現在はどのような残数状態になっておりますでしょうか。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 ごみ処理手数料の販売手数料ですが、63万円を見込んでございます。 
 それから、残数の関係でございますが、シールでございますね。シールは現在６万……

違う。済みません。少々お待ちください。 
〇水沢議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 
 

午後 １時１１分  休憩 
午後 １時１２分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 住民課長。 
〇藤川住民課長 シールにつきましては、残が４万8,690枚が２月末現在で残になっており

ます。 
（「ごみ袋」の声あり） 

〇藤川住民課長 処理袋につきましても、２月末現在でございますが、15リッターで２万1,

600、30リッターで５万5,000枚、45リッターで6,000枚の残となっております。 
 以上です。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 約2,600戸に月４枚ずつ使って１年間で12万枚ぐらいのごみの袋が要るかと

思います。それで、昨年の12月にも一般質問しましたように、18年のくりりんセンターに

持ち込むにつきましてのこの袋の有効性を確認していただきたいということでお話をして

おりました。それの確認と、くりりんセンターに持ち込みますと約３倍の、10キロにつき1

60円という３倍の手数料になります。本年度中にくりりんセンター持ち込み計画を作成す

ると思いますので、どのような分別方法を含めて持ち込み計画というのでしょうか、お考

えになっているかお伺いいたします。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 現存の袋の有効性でございますが、12月の段階では合併協議中でござい

ましたので、相手町のこともございまして、流動的といいますか、決められない状況でご
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ざいましたけれども、今の方向としては現存の袋を利用できる方向で検討しております。 
 それから、持ち込みの体制でありますが、これもただいま検討協議中で確定的なことで

はございませんけれども、公共ごみとか事業ごみは先議会のときにも申し上げたとおり扱

わないということで、約３割が減量になります。それで、持ち込みは収集はパッカー車で

行い、それから分類して搬出業務を別の車というか、それも現有の車で若干のあおりを改

造させていただいて搬出する計画でございます。以下の詳しい内容につきましてはただい

ま検討中でございますので、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 今後検討するという回答でした。それにつきまして私の方から少しお願いと

いうか、聞いていただきたいということは、高齢者、それから障害者に配慮した回収方法、

今までのような個別収集をしていただけるのかどうかということをちょっと確認しながら、

あと障害者や高齢者に配慮した方法で収集は可能かどうかちょっとお伺いしておきます。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 流れ的には個別収集はかなり難しいとは思いますけれども、さらに検討

をさせていただいております。それでよろしいでしょうか。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 個別収集はかなり難しいというふうに今おっしゃってちょっと意外に思った

のですが、個別収集でなければどのようなお考えをお持ちでしょうか。 
〇水沢議長 住民課長。 
〇藤川住民課長 これも合併のときのお話でそういうふうに申し上げたので、本来合併な

くなったら個別収集でいけるのでないかというふうにお考えになるのは当然だと思います

が、搬出業務が加わることから、なるべく効率的な収集もしなければならないということ

から申し上げたものでございます。それで、個別収集が無理な場合ステーションというこ

とになりますけれども、余り遠くならない範囲で極力無理のかからない、利用者にとって

も無理のかからないステーションに検討させていただきたいと考えております。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 ごみ出す方にしてみれば約３倍の値上げ、そして今課長のお話ですと個別収

集はちょっと難しくてステーションになるかもしれないと。手数料は上がりながらサービ

スが低下するということになりますが、その件についてはどのようにお考えでしょうか。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 くりりんセンターの方に持っていく収集方法、それからその個別にするかス

テーションにするかということに関しましても現在検討中でございます。それで、17年度

中の６月、７月時点ぐらいまでにはその辺については計画書等をもってご説明したいと思

います。 
 それで、先ほどから言われている高齢者、障害者に配慮した方法ということでございま

すと個別収集が最適かなとは思っておりますけれども、その辺についても市街地について
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は二、三戸をまとめてどこか置いてもらうとか、そういう方法も検討したいと思っており

ます。そういうことで、今後まだまだこれから検討する事項がたくさんございますし、先

ほど住民課長がパッカー車１台で搬送するということと現有車であおり改修するというこ

とも申し上げましたが、そのあおりの改修方法についてもこれ陸運事務所の許可も必要に

なってくると思われますので、その辺につきましてもパッカー車２台が、１台更新して２

台がいいものかどうかということも踏まえて総体的にもう少し検討させていただきたいと

思います。 
 それから、料金の関係でございますが、この160円というのは自立推進計画の中のことで

ございます。その料金に対しましても18年の新年度から値上げということにはなりますけ

れども、その関係につきましても９月か12月の議会に提案させていただいて決めていきた

い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。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 何度も申しわけありません。今助役の答弁の中にこれからも検討したいとい

うことでお話がありましたが、二、三戸をまとめてというところにちょっと疑問を感じる

のですが、カラス等、猫等の対策からいいますと、今までは個人で対応していた点があり

ます。ステーションを設けている地区もありますが、なるべくトラブルのもとにならない、

そしてやはり高齢者、障害者に優しいごみの収集の方法をぜひしていただきたいというふ

うに思っております。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 その二、三戸合わせて置いてもらうという関係も含めて、今後個別収集の方

がいいのか今の言ったようなものがいいのか、そういうことで余り隣近所仲たがいしない

ような方法も含めて考えていきたいと思います。 
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、清掃費までの質疑を打ち切らさせていただきます。 
 次に、５款労働費の説明を求めます。 
 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 ５款労働費、１項１目労働諸費56万3,000円、この科目につきまして

は労働対策並びに職業病対策に係る予算を計上しております。削減額34万6,000円につきま

しては、浦幌地区連合補助金20万円の削減を初めとしまして各種団体の負担金の削減によ

るものです。 
 70ページ、緊急地域雇用創出特別対策推進事業費、この目につきましては国の雇用交付

金を活用いたしまして、平成14年から16年の３カ年にわたり雇用対策として森林公園環境

整備事業及び林道維持管理整備事業を実施してまいりましたが、平成16年度をもって国の

事業が終了することに伴い本科目を廃止するものです。 
 以上でございます。 
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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、労働費の質疑を打ち切らさせていただきます。 
 次に、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。 
 農業委員会事務局長。 
〇前田農業委員会事務局長 ６款農林水産業費、１項１目農業委員会費、本年度予算3,01

3万5,000円、これにつきましては農業委員会に係る経費並びに農業者年金事業に係る経費

でございます。７節賃金25万2,000円、９節費用弁償、年金の７万5,000円、旅費９万3,00

0円、11節需用費、消耗品５万4,000円、12節、通信運搬費10万円、計57万4,000円、これが

農業者年金事業に係る経費を計上しております。 
 以上です。 
〇門馬農水商工課長 ２目農業総務費4,549万2,000円、この科目につきましては人件費並

びに各種関係機関への負担金の予算を計上しております。なお、削減額1,788万4,000円に

つきましては1,783万4,000円が人件費の減であり、残り５万円は団体負担金の減によるも

のです。 
 ３目農業振興費2,896万7,000円、この科目につきましては農業振興対策に係る予算を計

上しております。前年比2,752万2,000円の減額につきましては、中山間地域等直接支払交

付金、平成17年度当初予算に計上できないことから2,683万4,000円の減、あわせて町単独

補助事業である農業用廃プラスチック適正化処理対策事業補助金、これの事業終了により

まして70万円の減、クリーン土壌活性化事業補助金、この事業の廃止によりまして20万円

の減が主なものです。新規の事業といたしましては、川上、栄穂地区鹿防護さく補強整備

事業補助金100万円を計上しております。この事業につきましては、総延長28キロ、総事業

費3,200万円を平成17年から20年の４年間で実施するものです。単年度当たり７キロメート

ルを800万円の事業で実施いたしまして、道の補助金が400万円、受益者の負担金が200万円、

町補助金が100万円、農協負担金が100万円となっております。この事業主体は農協であり

ます。次に、農業技術拠点施設の運営についてですが、維持管理に係る経費といたしまし

て、需用費、役務費、委託料、賃借料合わせて33万5,000円を計上しております。平成17

年度において拠点施設の一部を使って農産物に付加価値をつける新技術の開発及び栽培技

術を高めるための試験研究の場として町内の新分野進出企業に使用料及び経費の一部を納

入の上、使用を認めることで考えております。また、拠点施設敷地内にあります普通財産

として管理している旧管理舎について、ワルッコの製造工場として同企業に有償にて貸し

付けることで考えております。次に、中山間地域等直接支払交付金事業につきましては、

平成12年度から16年度の５カ年の事業でしたが、引き続き国の事業として予算が確保され、

今後５年間の事業として決定されました。しかしながら、現段階では国の要綱が定まって

いないこと、また特認申請の審査及びその認可が６月以降になることから、本事業につき
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ましては９月の定例会にて補正予算を提案したく考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 
〇河村上浦幌支所長 72ページの下段でございますが、４目農業団地センター管理費、農

業団地センターにかかわる管理経費を計上してございます。全体の７割につきましては、

農協が負担をしていただいている内容でございます。例年と違いますのは、11節需用費の

修繕費の中でセンター西側玄関タイルの補修及び西側外階段の風除の外壁の補修として44

万円を計上させていただいております。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、農業団地センター管理費までの質疑を打ち切らさ

せていただきます。 
 次に、10目基盤整備促進事業費までの説明を求めます。 
 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 ５目畜産振興費１億74万3,000円、この科目につきましては畜産振興

対策に要する予算を計上しております。前年比2,080万7,000円の減額につきましては、農

業開発公社貸付肉用牛償還金が平成17年度対象牛がいないことから1,200万円の減、町の単

独補助事業である酪農生産性向上対策事業が事業年度終了により280万円の減、簡易堆肥舎

整備事業の終了により400万円の減、その他団体等の補助金の減が主なものです。委託料並

びに負担金、補助金の主なものは説明資料のとおりです。 
 次に、75ページ、６目土地改良費１億3,519万8,000円、この科目につきましては土地基

盤整備を促進するための予算を計上しております。削減額1,486万2,000円の内容としまし

ては、人件費164万5,000円の減、諸経費36万4,000円の減、農林漁業資金負担金941万8,00

0円を主なものとする負担金、補助金合わせまして1,285万3,000円の減によるものです。な

お、事業補助金の主なものにつきましては説明資料のとおりです。 
〇中川管財水道課長 ７目飲料営農用水対策費、予算額１万9,000円、これは営農用水施設

に係る土地使用料でございます。減は、負担金、補助及び交付金の営農雑用水施設に係る

工事補助金が今年度は要望がまだないということで減額をさせていただいております。 
 以上です。 
〇門馬農水商工課長 ８目道営土地改良事業費、本年度予算額3,480万5,000円。この科目

につきましては、道営土地改良事業に係る予算を計上しております。削減額2,755万3,000

円の主なものといたしまして、上浦幌３地区の道営畑総事業の事業量の減による負担金2,

660万円の減、あわせまして人件費と経費の減が95万3,000円によるものです。なお、委託

料及び負担金補助の内容につきましては説明資料のとおりです。 
〇中川管財水道課長 ９目地籍調査費、予算額2,301万7,000円、地籍調査につきましては
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平成５年度より事業着手以来12年を経過しております。進捗率は35.43％で、176.07平方キ

ロメートルを実施しております。事業の継続地区は、今年度は厚内のみということで23.5

2平方キロを実施し、今年度で厚内も完了予定でございます。減の主なものは昨年の委託料

でございまして、前年が1,724万9,000円に対しまして831万6,000円の減ということでござ

います。委託料、それから使用料及び賃借料等については説明資料のとおりでございます。 
〇前田農業委員会事務局長 78ページをお開きください。10目基盤整備促進事業費、本年

度予算661万9,000円、この目につきましては静内地区交換分合事業に係る経費でございま

す。増額の主な内容といたしましては、この事業につきましては平成16年度から18年度ま

での３カ年で行う事業でございまして、初年度の16年度につきましての事業費については

定額ということで、補助事業費は94万1,000円ということでなっております。本年度、17

年度につきましてはこの地区の200ヘクタールに対しまして１ヘクタール当たり３万2,520

円ということで単価が決められておりまして、これを掛けまして654万4,000円、当初対象

費用になっております。今年度の事業の内容につきましては、意向調査並びに土地の評価、

これについては受け手と出し手のそれぞれ個別の調査をやっていくということになってお

りまして、これらを聞き取りを何回かいたしまして、この分合事業が成立するかというこ

とをある程度決めまして計画素案を立てていきます。この素案をもとに何度か地元におろ

しまして、これを計画原案を作成するということで今年度の事業を終わる予定になってお

ります。来年度はこれを受けまして登記作業までやる予定になっておりまして、事業完成

する予定となっております。節の内容につきましては、これらに係る経費ということでご

ざいます。 
 以上でございます。 

（「廃目整理の説明は」の声あり） 
〇経堂社会教育課長 農村環境改善センター管理費、廃目整理をさせていただいておりま

す。 
〇門馬農水商工課長 牧場の設置費につきましても廃目の整理でございます。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 
 質疑ありませんか。 
 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 ２点ほどお伺いをしたいと、そのように思っています。 
 １点目は、家畜ふん尿にかかわる関係のことなのですけれども、今年から、この間も所

管事務調査の関係でも報告をさせていただいたわけですけれども、資源リサイクル畜産環

境整備事業並びに畜環リース、今年から17、18、19年、３年間で畜産農家の関係の事業は

それで大体終わるという形になるかなと思うのですが、その後耕畜連携の中で、今農業の

基盤整備の中で土づくりという関係で一番重要な問題で位置されているわけですけれども、

その中で６カ月間は今のある畜産農家の堆肥舎で、排せつ物の関係で６カ月間はそこに置

くことができるのですが、その後、６カ月を過ぎた後どうしてもそこの堆肥舎から出さな
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ければならないという関係の中で、その後の処理として野積みをする、畑作農家へ持って

いくなり、どこかの場所へ移して野積みをしなければその後の処理ができないという中身

があります。その関係で今後の方策としてその部分の法的規制がどのようになるのか、そ

の辺含めてちょっとお聞きをしたいなと思うのですが、畑へ持ってきた段階でその後の処

理というのですか、法的規制はどのようになるのかちょっとお聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 ちょっと確認したいのですけれども、その畑の持っていく場所が畜

産の有畜農家の畑なのか、それとも全然関係ない畑屋さんの畑に持っていくのかという、

そこら辺ちょっと確認したい。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 それは、畑作農家も畜産農家も畑に持っていくのは同じ理屈になるのではな

いかなと思うのですけれども。違うのかな。そうしたら、畑作農家に持っていって畑作農

家の畑に積んだ場合どうなるか。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 まず、昨年の11月から法律が施行されました、ふん尿の関係の法律

がですね。その対象につきましては、有畜の農家さんを対象にした法律であるということ

でございまして、家畜排せつ物処理法というのはあくまでも有畜農家さんに対する法律の

適用ということでございます。したがって、有畜農家、自分でふんを出して牛を育ててい

る農家さんが自分の堆肥舎から自分の畑に持っていって置くということについては法律の

違反になるということでございます。次に、もう一点、逆に今度畑屋さんの畑に持ってい

くという場合については、堆肥であれば法律の適用にはならないという法律です。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 どちらにしても、今の段階では法的規制というのかな、畜産農家の場合は規

制かかるということですよね、今の話でいきますと。そうしたら、畑作農家へ持ってきた

場合は、堆肥として処理されていれば法的規制からは逃れるという形なのかなと思うので

す。それで、その点で、今の段階ではそういう形かなと思うのですけれども、今後におい

て完全に整備されて、これも今までも畜産農家もそういう形だったのではないかなと思う

のですけれども、恐らくや堆肥化されてもう何カ月も野積みして、そのれき汁が川に流れ

るとかという形は避けられないのではないかなと思います。そうなった場合に、また恐ら

く畑作農家にもそういう、ふん尿ではないにしろ何らかの規制がかかってくるのでないか

なと、そのように考えるわけなのです。そのことについて、今恐らくやどこの地区も同じ

だと思うのですが、下浦幌地区、それから上浦幌地区もやはり畑作農家に堆肥を入れて土

づくりをするということは基本的な考えの中で、今後として恐らく相当量６カ月過ぎた段

階で畜産農家の堆肥というか、ふん尿にしろ何にしろ、どっちにしてもそこから出さなけ

ればならないという形になりますよね。そうなった場合、今先ほど言われました法的規制

かかるということの対応としてどういう形がいいのかなと思うのですが、センター方式で
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やるのがいいのか、いろいろな方策を将来的に考えていかなければならないのではないか

なと思うのです。それで、その対応策として今後いろいろ考えていく上でどのように町と

して考えているのか、その辺もしあれば聞かせていただきたいのですが。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 今後、これまでに応急的な対応ということでやられている方もいら

っしゃいますけれども、そういった応急的な方々がこれから畜環リース等で整備していく

という場合に、畜環リースの補助事業については将来的な展望を含めてどういうシステム

にしながらそういった堆肥を循環させていくのかということが今度求められるようになり

ますので、その段階である程度浦幌町内における堆肥の処理のあり方については町として

も将来展望持ってシステム化しなければいけないのかなと。あくまでも計画の段階という

ことになろうかと思いますけれども。これまでも資源リサイクルなりいろんな形で地域に

入って説明してきたときに、どういう形がいいのかというお話をさせてもらいながらきて

いまして、基本的にはセンター方式が本当は一番よかったのかなというふうに思いますけ

れども、現実的な対応としてはやはり個々の農家さんの考え方があって現在のような状況

の堆肥舎の建て方になったということだと思うのです。将来的には、上浦幌地区が特に自

分たちの生産する堆肥で畑にまく分が足りるという状況になってきたときに、今度下地区

で堆肥が余ってしまうというようなことも将来的には考えられるのかなというふうなこと

で、それについては私今どうするという考え持っておりませんけれども、いずれにしても

そういうことが予想されてくるということだというふうに思います。今いろんな堆肥舎に

対する補助金がいろいろありますけれども、これについてはあくまでも先ほど言った法律

にかかわる支援策としての補助金が主なものでありまして、畑屋さんに対するそういった

堆肥に対する補助金というものは現在のところまだありません。ただ、この前も道の担当

の方が来て言っていましたけれども、今岡田議員が言われたような問題というのは将来ま

だ出てくるだろうということで、将来的にはそういった補助事業も出てくる可能性はある

のではないかという話はされていました。町としてまだしっかりした考え持っておりませ

んけれども、今後堆肥舎のそういった循環システムを考えなければいけませんので、その

段階で考えていきたいなというふうに思っています。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 今課長言われた中身を含めて、もう次の段階のことは恐らく道、国あたりで

も考えているのではないかなと思うのです。今後、地域の農家の方もおられますので、そ

の辺も含めて十分に協議をしながら前向きに検討していただきたいなと思います。 
 それと、次に２点目なのですけれども、今上浦幌の関係で畑総の事業が17年度でもう終

わるという形になってきます。その中で、毎年予算委員会、決算委員会でいつも話をして

いるわけなのですけれども、中浦幌地区は瀬多来から帯富までですか、それと幾千世地区、

それから朝日地区と３地区に分けて基盤整備がなされていない地区がまだあります。まだ

ほとんど一つも手のつけていない地区があるわけですけれども、その地区の基盤整備のも
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し見通しがあればちょっとお聞かせいただきたいと思うのですけれども。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 今言われましたように、土地基盤整備につきましては今下浦幌地区

が国営の農地防災事業でやられておりまして、これが平成20年までで基盤整備の方は一応

めどがつきまして、あと残り３年間は排水機場等の事業が残っているということになりま

す。それと、上浦幌地区につきましては相川、合流地区は既に終わっておりまして、その

後に今やっている栄穂地区、そして美園と美園第２地区ということで、それが平成17年度

で終わると。本来ですと18年度までの予定の地区もあったのですが、パワーアップが17年

でなくなるというようなことで17年で終わると。その後どうするかということでございま

すけれども、平成18年度から同じ土地改良事業の中で貴老路地区の営農用水事業が始まる

というようなことがございまして、本来的にはすぐやればよろしいのでしょうけれども、

自立の推計の中では何とか平成19年から中浦幌地区をやって、続いて幾千世地区、そして

朝日地区というようなことで、そういう計画で何とかお願いしたいということで考えてお

ります。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 今課長の方から言われたのですけれども、早期実現に向けて今後とも、町長

にもお願いしたいわけですけれども、機会あるたびにその話を道に行っても、やはり何と

いいましても基盤整備ができない限りは生産性、地域に対しての経済効果というのはない

わけですので、その辺も十分踏まえて中央要請をしていただきたいなと思うのですが、町

長、その辺ちょっとお考えお聞かせしていただきたいと思います。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 今農水商工課長が申し上げたとおり、今後のまちづくり計画後期の計画にこ

の19年度、20年度という道営事業の関係はのせていこうという考えを持っております。そ

ういうことで、地元負担が25％ございますので、多少期間が５年のところ６年ぐらい延長

されながら実施されると思われますが、今後も道、国等に向けて早期実現に向けて政務活

動等を行ってまいりたいと思います。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 それぞれ今同僚議員の方から質問があって重複する点もあろうかと思います

けれども、本来であれば一般質問でお伺いしたかったなというふうに思ってございますけ

れども、まず町長の浦幌町の農業について、基幹産業の３部門含めてどうお考えになって

いるか。町長の町政の執行方針の中にも書いてございますけれども、８ページある中で基

幹産業の分について１ページです。そして、農業の問題について実際的に書いてあるのは

２行ですけれども、これ同じ１ページでも８ページある中でかなり凝縮してあるから、重

さは恐らくこっちの方が重いのかなというふうに考えてございますけれども、どうも内容

がよく伝わらないなというような感じがするわけですけれども、そんな観点から町長のこ
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の１ページに託している、今この財政の厳しいときに浦幌町の基幹産業である、もちろん

町長も水産業ということで基幹産業の１ページに入っているわけですけれども、そんな中

で町長の本当にこういう時代を乗り切るためにいろいろ予算も削減して、執行方針と同じ

ように予算の方も凝縮していますね。そして、内容も凝縮しているというようなことで、

町長のこの厳しいときに基幹産業をどういうふうにしていってまちづくりのために位置づ

けをしていくかという考え方をまず１点聞かせていただきたいなというふうに思います。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 今年の執行方針につきましては、従来のような事業を列挙するという方法で

はなくて全体的なとらえ方、考え方という形の中でまとめているということでございます

ので、ページ数が多いから、少ないからということではないということでひとつご理解を

いただきたいなと思います。 
 そんな中で、現在新規事業になかなか着手できないと、むしろ今続けている事業につい

ても縮小せざるを得ない状況にあるという中での予算編成ということになっております。

そんな中で農業政策について全体に見た中でどの部分が削減に耐えられる部分なのかと。

また、どの部分は今までどおり措置しなければならないのかと。減額するにしても少ない

減額にしていかなければならないのかということも十分踏まえながら、また原課において

は農協とも十分協議をしながら今回の予算編成ということになった次第でございます。決

して１次産業全体を含めまして農業だけをおろそかにするということではありませんし、

従来の考え方の中において特に変わったということはございません。しかし、今の厳しい

現状を踏まえながら原課が農協と十分協議をした中での予算編成ということでひとつご理

解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 町長、誤解しないで聞いてほしいのですけれども、僕がページ数が多いから

どうの、ここに凝縮をしてあるから、その重みは十分わかっていますということ言ってい

るのです。誤解のないように。 
 そんな中で、今町長の考え方、どれに耐えられるか耐えられないかとか、どれがいいか

こうかという問題よりも、今一番考えなければいけないのが浦幌の財政上で何の部門でど

うやったら収益性が上げられるのか、町の財政のために手助けになるのかということを基

本的にどう考えているのだということをいうのであって、その組織がどうだこうだという

ようなことを僕は言っているつもりはないのです。 
 そんな中で、例えば振興上どうしても乳牛部門の振興するのだったらそれも結構、肉牛

の部門を振興するならそれも結構、畑作部門を振興するならそれも結構なのだけれども、

ばらまき行政的なことをやらないで一極集中で理事者側はどういうふうに浦幌の農業を振

興して今この財政を乗り切ろうとするのかということを聞いているのです。だから、例え

ばその振興策が、問題は振興策だと思うのです、僕は。それは例えば、よく言うのですけ

れども、畜産振興であれば畜産振興の中で今までかつて法人でと町長よく言いますけれど
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も、法人の振興も確かに立派なのですけれども、日本の国の中で農業法人をつくって100

年の歴史を持ったというのまだ五つか四つしかないのですって、法人というのは。農業が

なぜこうやって３代、４代続くかというのは、生産と暮らしが一緒になるから３代も４代

も続くのですって。これが生産と暮らしが一緒にならなければ１代で崩壊するかもしれな

いし、だけれども農業に倒産というのはないそうです、破産はあっても。破産はあっても

倒産というのはないらしいです、農業に。そして、農業はなぜ倒産がないのだといったら、

倒産する前にリストラするとかなんとかといったって、農業でまだ母ちゃんをリストラし

た農家はないそうです。それが生産と暮らしが保つ歴史なのでないかなというふうに思う

のだけれども、そんな中で今財政がこれだけ厳しい中でこの農業をどういうふうな位置づ

けでいくかということは僕一番大事なことだと思うのだけれども、違うだろうかな。そう

いうふうな感じがするのですけれども、その位置づけを、この地域にはこれを振興すると

か、浦幌町にはこれを振興するとかというものを農協とせっかく話し合っているのであれ

ば、そういう方向づけを、浦幌町としての方向づけを何とかできないのかなというふうに

伺いたい。 
 それと、先ほど同僚議員も言った環境リサイクルの問題の堆肥舎の問題もきのう国会の

中で諮問機関として畜環リース事業の分についてはおおよそ99％通るだろうというような

ことになったようですので、もう道は早くから実施するというようなことでなってござい

ますけれども、これ課長、恐らく国でもそれがもうおおよそ間違いなくだと思います。こ

の事業については早急にやっていきたい。日本国内にまだ未整備農家8,800戸ぐらいあるそ

うでございますけれども、北海道でも同じ、浦幌町にも未整備の農家があるのですけれど

も、このことについてそれぞれ道畜産課並びに畜産協会、畜産協会はそれといっての案分

の権限はないにしても、事業主体の中に一部に入っているという中では絶対的に早い者勝

ちという論法は通るか通らないかはわかりませんけれども、そんなことで国の方針が決ま

ったという中では、これはもう政務活動の中で課長、町長、助役、いずれにしろそれぞれ

が出向いた折には必ず顔を出して頭を下げるということには金がかからないことでござい

ますので、その誠意だけは見せた方がいいのかなというふうに思ってございますけれども、

その辺のこともよくご理解していただきたいなというふうに思いますし、要請に行ってい

ただきたいなというふうに思いますので、長々申し上げましたけれども、町長の考え方、

位置づけ、どういうふうな考え方を持っているかというようなことだけは聞かせていただ

きたいなというふうに思ってございます。それぞれ町の方でも力を入れていただいて、和

牛振興についても、このことについても大変お力添えをいただいているわけですけれども、

ここ三、四年大変気候もよく豊作基調にきているから、まだそこまでは考える余裕がない

かもしれないけれども、これもその年によってどんな状況になるかわからないということ

になれば、やはり先に手を打った方が勝つのかなと、そんな中では国の方もごらんのとお

り肉牛では10万トン、肉の量で10万トンはまだ増産してくださいと。今脱脂粉乳、大体規

定在庫の３倍抱えているわけですけれども、この問題がこれだけ問題化している中でもま
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だ70万トンの乳を搾っていいですよというような、国自体が畜産関係については特に貴重

な位置づけをされているということから踏まえて、そんな中では各町村もいいかげんに方

向性だけは出していく必要があるのでないかなというふうに思いますけれども、いかがで

しょうか。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 農業政策に対する姿勢ということでありますけれども、執行方針でも述べて

いるとおりでございます。 
 家畜ふん尿の関係につきましては、日ごろから道の方に行ってお願いをしてきて、今回

２基、当初予算に盛り込めるということで、また補正があればお願いしていかなければな

らないと思っておりますけれども、その担当する酪農畜産課長が昨年浦幌町に来て施設を

見ていっていると。そういう中で、整備されたところ、また未整備のところもございます

ので、それらも特に訴えているところでございます。そういう中では、この堆肥の関係は

浦幌町はちょっとおくれておりますけれども、これからも力を入れていきたいなと、この

ように考えております。 
 全般的な振興策につきましては、そういうことで前段申し上げたように執行方針で述べ

た中でということでご理解をいただきたいなと思っております。 
 それから、農業の生産法人の関係なのですけれども、今いろんな形で農業参入というの

ですか、何かそれが随分論議されているようであります。しかし、予算行く末がどうなる

かということは十分見きわめたいなと、こういうふうに思っております。浦幌町といたし

ましては、浦幌でできる、１件、一昨年ランドハートという形でできておりますけれども、

それに続くものができるのであれば浦幌町としては支援はしていきたいと、このようには

考えております。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 答弁の要らないことは聞くなというようなことですけれども、町長、せっか

くのことですから、それぞれ町の農業予算の中でも農協組合長と協議をして、そして予算

編成をしながら提案をしているというさっきのお言葉を信ずるとするならば、そこまで町

の予算までも組合長と相談できるような立場にあるのであれば…… 
（「担当と」の声あり） 

〇田村議員 済みません。聞き違えたのかもしれませんけれども、それまでの状況の中に

あるとすれば、行政の方からでもこれからの浦幌の農業の位置づけというか、この部分は

こうだよ、あの部分はこうだよというような将来の見据えてやれるようなことを農業振興

会あたりにでもおかけしながら全体的な中で真剣に考えていく必要があるのでないかなと

いうふうに思いますので、その辺よろしくお願いしたいなというふうに思います。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 76ページ、９目地籍調査、昨年厚内、そして本年、今年で完了するというこ

とも先ほど聞いております。その中で本閲覧、３回で閲覧すると聞いていますけれども、
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本閲覧の日程が決まっていれば確認したいと思いますが、決まっていますか。 
〇水沢議長 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 まだ新年度に入っておりませんけれども、調査的には終わっており

まして、これから地籍の原図作成に新年度から入りまして、それが７月ころの完成予定に

なっております。その後それぞれの所有者の方に本閲覧をしていただくということで、予

定では今８月を予定しております。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 農村環境改善センターの件なのですけれども、一応確認させていただきます。 
 来年からは一切管理費は今年度から使わないということで間違いないとは思うのですけ

れども、これ何年間をめどに管理をしないということかお聞かせください。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 現在、自立推計上では当分の間ということで、期間は考えておりません。い

ろいろそういう利用面、それから財政面で今後いろいろ変わってくるかと思いますけれど

も、今何年ということは申し上げられません。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 ということは、永久的に使わないという可能性もあるということですよね。

再開しないということで。その際には、もし実際使わなくて朽ちてしまえばそれはそれで

いいのかもしれないのですけれども、もし途中で何かの機会にこれを再開といいますか、

使おうとするときはどういう状態で使うようになるのか、そのときはどういうメンテをし

て使うようになるのかということもお聞きしたい。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 現在施設の中の暖房につきましては、温水暖房が入っております。一、二年

休むことであれば配管等も利用できますが、５年ぐらいたって再開するというときには一

回洗浄かけて、それで使えるかどうか判断しないとならない。そういう温水暖房について

は経費も今後かかることもありますので、各部屋ＦＦストーブ、今中央公民館でやってお

りますそういう形をとっていくと。それから、体育館については温風暖房が入っておりま

すので、温風暖房についてはそのまんま利用できると思われます。それから、浄化槽につ

いては毎年約100万近くの管理経費がかかるものですから、アイスアリーナのところまで公

共下水道が来ておりますので、再開するとなると公共下水道につなぐという形をとってい

きたいと。その経費については150万から200万かかる予定ですが、長い目で見ると毎年10

0万近くかかっているものがその工事だけで150万ぐらいということですので、そういうふ

うに公共下水道の方につないでいきたいとは考えております。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 ということは、これをただ再開するに当たっては今のところ150万程度で再開

できるというふうに思っているのですか、それともこれ350万を見ていたやつがゼロになっ

ているのですから、それだけで150万程度で再開できるのかどうかってちょっと私疑問なの
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ですけれども、もう一度その辺はっきり聞かせてください。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 今150万と言ったのは、浄化槽を公共下水道に切りかえたときには150万から2

00万の工事費がかかるということでございます。そのほかに暖房についてはＦＦストーブ

を各部屋につけるということで、それも約200万ぐらいはかかってくるのでないかと思いま

す。もうあそこの施設については建ってから15年近くたっております。ボイラーも今まで

入れかえしていないということで、今後５年間もし使わないとなると20年に達しますので、

もう耐用年数は七、八年でございますので、そういうふうにＦＦストーブに切りかえた方

が経費面に対してはかからないと思われます。ただ、そのＦＦストーブが１台15万から20

万ぐらいするものですから、その個数が200万ぐらいかかってくるのかなと思われます。あ

と、あそこに調理室がございます。それと、シャワールームがついてございますけれども、

その温水については瞬間湯沸かし器等で給湯設備はやっていきたいと。給湯設備について

は50万ぐらいかかってきます。全部総体でいきますとやはり500万近くはかかると、その時

点でですね。それから、あと消防設備の関係とかそういうのは定期的に定期報告等がござ

いますので、そういう分はまた別にかかってまいります。 
〇水沢議長 １番、森議員。 
〇森議員 農業関係に関しましては、先ほども田村議員、また岡田議員とおっしゃられま

した堆肥舎の関係、また肥培な土づくり、堆肥の重要性に関しましては私も全く同感だと

思いますので、今後ひとつよろしくお願いしたいと思います。 
 一つ確認をさせてください。先月の末だと思うのですけれども、ご承知のように近隣町

村で牛海綿状脳症、いわゆるＢＳＥの確認がされたわけでございます。これは管内的には

３頭目、また全国では15頭目ということでございますけれども、もし万が一浦幌でこの牛

海綿状脳症、ＢＳＥの確認がなされましたら、当然これ対策本部等をつくって対応してい

かなければならないと思うのですけれども、その辺につきましてはすぐ対応できるような

状況になっているのでしょうか。 
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。 
 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 危機管理体制についてマニュアルがありまして、それに沿ってすぐ

初動から動けるような体制づくりになっています。 
 それで、今浦幌で云々というお話がありましたけれども、実は本別町でご案内のように

出まして、平成８年の５月に生まれた牛ということで、それでその後十勝の家畜保健所の
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方でそれの牛にかかわる同じえさを食べた牛ですとか、あるいは子供の牛、そういった牛

の移動調査が行われまして、実はそのうちの１頭が浦幌町に移動しながらいたということ

が判明いたしまして、実は家畜保健所もその追跡調査の中で発見しまして、その農家さん

の方に行ってきのうの段階でいろいろ調べた結果、その牛については陰性、マイナスとい

うことでＢＳＥとの関係はないということがはっきりしたわけでございますけれども、そ

の牛につきましては処分をされるということになっております。十勝的にもあと何頭かそ

の移動調査にかかっている牛がいるようですけれども、浦幌については関連する牛が１頭

いたというふうなことで、たまたまきのうそういった情報が入りましたので、この場で今

ご質問ございましたので、一応報告ということをさせてもらいます。あくまでも生産農家

は本別町さんで、移動の中で浦幌町に来て、その１頭の牛だけが対象になって、その牛も

ＢＳＥとは関係ないということが判明したということですので、一応報告をさせていただ

きたいというふうに思います。 
〇水沢議長 １番、森議員。 
〇森議員 確かに今のようなこれにつきましては正確な情報が求められるのではないかと

思います。そういう面では正しい情報を流すとともに、また発生、今お話を聞きましたら

発生ではなくて疑似患畜の方だと思います。当然焼却処分にされることは、もうされてい

るということでございますから、まず間違いはないと思います。また、万が一そういう発

生農家に対しましてはやはりしっかりサポートしていくように万全を期していただきたい

なと、このように思います。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 今回の関係につきましてもマニュアルに沿って行動いたしまして、

疑似の患畜ということで焼却処分ということになりました。今後どういう場面でこういっ

た問題が起きるかということがなかなか想定されない状況の中で私ども動いていかなけれ

ばいけないのですが、その辺につきましては再度内部において関係機関ともう一度その辺

のところも徹底しながら今後に備えていきたいというふうに思っております。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 地籍調査に関連して、どこで質問したらいいか思案をしていたところですが、

地籍調査に直接関係あるかどうかわかりませんが、ちょっとそれにかけて質問していきた

いと思うのですが、実は地籍調査が完了した地域において国有地の号線あるいは国道等に

隣接した半端な土地というのですか、そういうものが地籍調査によって境界が確定しまし

た。そのことによって、下地区の方で次から次と国有地の売り払いをするということで国

の方から売り払い連絡が来ているのです。特に一般地の場合はそれなりに建物あったりし

て、それにかかわる人たちが国有地であっても了解して買い取りするというふうな状況の

場合はそれなりにいいと思うのですが、農地の場合も号線はご承知のように幅６間ですよ

ね。これにかかわる、これも農業用の施設建っているとか、そういう場合には仕方ないか

なと思いますが、非常に結構な面積になっていきます。そういう中で、何にも建っていな
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い、ただ農地を横断している号線においても10年間の使用料をさかのぼって払えと、それ

から土地の価格を明示して、これこれの価格で買い取りをしなさいという通知が多数来て

おります。国有地の売り払いですから、町村に直接関係ない個人の判断でどうでもしなさ

いということであればそれで済むのでしょうけれども、これが町もお金かけて一生懸命地

籍調査して住民もそれなりに納得できる範囲で境界もはっきりしたということで喜んでい

たところ、はっきりしたおかげで国は測量費その他を新たにかける必要ないので、確定し

たところに対して買い取りしろという、こういうことですから、非常にこれ農業者にとっ

ては、現状私が把握している中では最大四十数万円で買い取りしろというのが最大だと思

うのですが、多分町の方でも状況把握はできていないと思います。しかし、次から次へ地

籍終わった地域でこれが起これば農家の負担も大変なことになりますし、もう単純な農地

として利用している場合には何らかの対応していただかないと大変なことになるなという

ふうに思っているのですが、その辺のことを把握しているかどうか、また今後の対応につ

いて伺いたいと思いますが。 
〇水沢議長 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 直接地籍にかかわりはないと思うのですけれども、地籍調査をやっ

たことによってそういうことが明らかになってきたということで、あくまでも地籍調査に

つきましては便宜上国の補助金をもらいまして、それぞれの所有界をはっきりさせるため

のお手伝いをするということで、その境界等のトラブル、それからそういう残地が残った

等についてはそれぞれの所有者で処理をしていただくということで、町がそこに介入する

というのは非常に今の状況では、個人財産ですから、できないという状況になっておりま

すし、若干何人かがそういうことで国の方から買ってほしいとか、耕作賃を払えとかとい

う話はちらっとは聞いておりますけれども、正式には私どもの方へは入ってきておりませ

ん。今後それらについて町がどうこうするというのは難しいと思いますけれども、何らか

のご相談には乗れるのではないかなという程度でご勘弁をいただきたいと。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 今課長のお話にあったように、決して地籍調査の責任にするつもりはござい

ません。ただ、何にもない今現状大半の、全国で多分大半の農家が長い間無償で使ってい

たし、これからもそうであろうと思われる土地について、地籍調査終わったからって次か

ら次へ買い取りをしてくれというようなことになればこれ大変なことになると、私らも、

自分自身も農業者として非常に大きい面積の中で対象になる土地があるなと、私自身には

まだ来ておりません。しかし、現状農業やめた方で年寄りが土地を貸しているという、そ

ういう土地についてもその対象地域、号線買い取りしなさいというふうな状況にもありま

す。そういうことを含めて何らかの申し入れ、農地として利用しているところのむやみな

売り払い請求を阻止できるような申し入れや何らかの対策をしていただきたいと思うので

すが、いかがでしょう。 
〇水沢議長 助役。 
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〇安藤助役 この関係につきましては、財務省の関係になってくると思います。というこ

とは、今まで普通河川も国の土地ということでありましたけれども、３年間かけて普通河

川の用地を町の用地ということで譲与を受けております。その後、国有地につきましては

そういう国道とか、そういう目的のものでないものについては全部財務部ということに所

管がえされるということを聞いております。今まで使っていて今後も使いたいということ

になりますと、先ほど言われたように10年間さかのぼってその使用料等を取られるという

ことでございます。それを以前もそういう形をとって何回か言った経緯もありますけれど

も、やはり国の方としては取るものは取る、もらうものはもらうというか、そういう感じ

で一切取り合ってくれないということでございますので、今杉江議員の言われたようなこ

とで財務省に言ってもまず無理かと思われます。今後そういうふうに個人的に町の方に相

談に来るとかそういうことがございましたら、町の方ではある程度相談に乗っていきたい

とは思いますけれども、なかなか相手が国でございますので、その辺については無理かと

思われます。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 無理かと思うのでと言われると納得できないので、町の方も住民の立場に立

って何らかの対応をしていただければなと私は思うのです。国は確かに財源ない中で売り

渡しをすれば財源にはなるのでしょうが、実際的には将来的には道路になる可能性がある

とか、そういうことのために保有しているというふうに私らは認識しているのですが、そ

ういう可能性のあるところも実際にあるわけです。ですから、河川とか将来的にそういう

目的しか使えない、あるいは先ほど冒頭申し上げましたように建物あって納得して買い取

りしなければしようがないなと、農家で言えばハウスが建っているとか、倉庫が少しひっ

かかっているからということであれば、これは大半の人が納得しているようです。しかし、

何にもない農地になっている部分をこういう対応を次から次にされたら大変だなと。先ほ

ども申し上げたとおりですが、相談には乗るということですから、どのような対応してい

ただけるのかわかりませんけれども、現実に私らも問い合わせをしている中では買い取り

してくれなかったら使えないようにくい打ちに行きますよということなのですが、畑の真

ん中、真横にくい打たれてどんな状況になるか、やぶになったらどうするのだと、草刈り

に来てくれるのかということまで言い合いをしております、現実問題。しかし、そういう

問題ではなくて、町内の農業者が随分これから、農家の議員さんたちも今後我が身だとい

うことで応援をしていただきたいと思うのですが、ぜひ何らかの対応をお願いしたいなと

思います。特定の目的のために買い取りしなければならない、このことについては仕方な

いと思います。ただ、農地として何もない、再度申し上げますけれども、そういう部分に

ついての買い取り要求というのはちょっと無謀だと思うのです。何とか状況を理解してい

ただいて力になってくれるようにお願いをしたいところなのですが。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 今後、帯広の財務事務所の方の管財課の方でやっていると思いますので、そ
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の関係についてはまたそちらの方行ってお話伺って、できることがあれば対応したいと思

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 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、基盤整備促進事業費までの質疑を打ち切らさせて

いただきます。 
 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 ２時３３分  休憩 
午後 ２時５０分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 次に、２項林業費の説明を求めます。 
 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 79ページをお開きいただきたいと思います。２項林業費、１目林業

総務費、今年度予算額942万6,000円、この科目につきましては一般林業事務に係る経費で

ございます。減の主なものは委託料と、それから負担金、補助及び交付金でございまして、

委託料につきましては、地域森林管理体制整備モデル事業が完了によりまして林道関係の

維持分が減というふうになったものでございます。それから、負担金、補助及び交付金に

つきましては、治山・林道協会が合併に伴いましてその負担金が減、77万4,000円減になり

ました。その他負担金ではそれぞれの協議会、林野火災予消防対策協議会が30万円の減、

それから林産振興会が10万円の減、それから猟友会が10万円の減等になっております。委

託料につきましては説明資料、それから報償費についても説明資料のとおりでございます。 
 それから、次のページ、80ページ、２目林業振興費、本年度予算額6,803万1,000円、こ

の科目につきましては民有林の振興に係る経費でございます。減の主なものは負担金、補

助及び交付金で、その中で森林整備地域活動支援交付金が前年度に比べまして1,594万5,0

00円の減となっております。これにつきましては、説明資料にもありますけれども、前年

度面積に制限なく交付をしておりましたが、今年度におきましては１人当たりの面積の限

度を150ヘクタールを上限として交付することになることによっての減でございます。 
 それから、３目の林道維持費、本年度予算額82万円、この科目につきましては町内20路

線の林道に係る補修、維持管理に係る経費でございます。 
 以上でございます。 
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〇門馬農水商工課長 ４目うらほろ森林公園管理運営費1,085万6,000円、この科目につき

ましては森林公園の管理運営に係る予算の計上でございます。23万2,000円の増額になって

おりますが、まずこれまで緊急雇用交付金事業で行っておりました森林公園の草刈り等の

環境整備委託料110万円を委託料で計上しております。また、管理棟及びみのり館の通報シ

ステム、警備保安業務委託料25万2,000円の増、そして全体的に経費を削減しまして112万

円の減、これらの差額によるものが23万2,000円でございます。 
 ５目高齢者生産活動センター管理運営費4,425万4,000円、この科目につきましては高齢

者生産活動センター施設の保守業務委託料及び商工事業協同組合への委託業務貸付金が主

なものでございます。 
 以上でございます。 
〇中川管財水道課長 ６目駅停沢線林道開設事業費、本年度予算額3,502万9,000円、本事

業は平成14年より着工いたしまして、総延長1,500メーター、幅員５メーターで実施中でご

ざいます。予定は平成20年までとなっております。今までの実績といたしまして、平成14

年が延長120メーター、15年が790メーター、昨年が390メーターで、累計延長が1,300メー

ターを完了しております。減の主なものは委託料でございまして、前年780万円を計上して

おりましたが、昨年で調査委託が完了しております。これによる減でございます。増につ

きましては、昨年に比べまして延長が延びた分が工事請負費で420万円の増というふうにな

っております。それから、工事請負費、補償補てん及び賠償金等については説明資料のと

おりでございます。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 
 質疑ございませんか。 
 12番、森議員。 
〇森議員 林業振興費でお尋ねいたします。 
 森林整備地域活動支援交付金ですが、15年から始まりまして２年間6,000万ということで

山林所有者の施業計画を樹立した人に交付されておったと思います。それで、今年ですが、

減額されまして4,450万ですね。これは、ここに説明にも書いてあります。道支出金が3,3

37万5,000円と、そういうことで町の負担は４分の１ですが、これ減額になった理由として

道の方で減額するから、町もそれにつながって４分の１の1,112万5,000円を出すというこ

とか、そこらのちょっと経過を説明願いたいと思います。 
〇水沢議長 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 この補助につきましては、今森議員のおっしゃったように国、道の

方で補助金を出していただいて、町からもその４分の１を負担していくという補助制度で

ございまして、あくまでもこれは町も助成金を出さないと道の上乗せがないという事業で

ございまして、これはそれぞれの関係機関とも相談をしまして、ご存じのように財政的に

非常に厳しいということで町の考え方として一定程度、限度150ヘクタールで切らせていた
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だくということでお願いをして、あくまでも町村が主体で決めるということになっており

ます。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 説明はわかりましたけれども、町の財政が厳しいから、昨年まで1,500万を拠出

していたのが今年は圧縮したということでわかります。そして、上限150ヘクタールですか

ら、一般の民有林の方には、施業計画立てている人にはほぼ影響ないような形で、大口の

何戸かがそのようなことで打ち切られるということでございますが、今そういうことで内

容的にはわかりましたが、今言おうとしていることは、この施業はして大口の方々がさら

に当初計画したとおり施業を実施していけるように町といたしまして推進しているか、地

球温暖化ということでそういう交付金が該当にならないから、山林の手入れ、植林、育林、

除間伐に対してそういう指導はなされて、それは施業計画どおりやっていただけるものか

どうか、そこらをお聞きしたいのですが。 
〇水沢議長 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 施業計画につきましては、従来どおりそれぞれの個人の方で立てて

いただくということについては変わりありませんし、この交付金以外でその施業計画に基

づいてそれぞれの森林を手入れすることについては従来どおりですし、それに対する一般

的な造林だとか、保育だとか、除間伐含めての補助金については従来どおりございますの

で、その中で民有林の振興等に従来どおりやっていきたいというふうに考えておりまして、

150ヘクタールを限度にしたことによって全くこれに該当しなくなったという方はおりま

せんので、その辺もご理解をいただきたいと思います。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 いや、私もこのことについては大体知っているのですけれども、これは事業と

して５年間ということで当初始められたと思うので、財政厳しいから、またさらに来年以

降も町の負担金が少なくなるのか、何とかこの程度で推移していくのか、そこらの最終年

度までのことがわかればお伝えください。 
〇水沢議長 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 この事業につきましては、平成18年度完了ということでございまし

て、今も申し上げましたように大変17年、18年が厳しいということで、一応今の予定でご

ざいますが、確定ではございませんけれども、平成18年度については100ヘクタールを限度

ということの考えで今のところ進み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。 
〇森議員 はい。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 林業総務費の中で委託料ですが、森林の管理巡視・調査計画業務委託料とし

て80万。ちょっと内容について報告いただけますか。特に巡視の件について説明願います。 
〇水沢議長 管財水道課長。 
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〇中川管財水道課長 これにつきましては、80万円の予定を組んでおりまして、これは森

林組合に委託をしている分でございまして、主には森林施業計画等の作成、それから今言

われました森林の管理巡視ということで山火事、それからそれぞれの民有林の管理、巡視

といいますか、主には山火事等に係る巡視をお願いしているところでございまして、主体

的には森林施業計画等の調査委託を行っている金額でございます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 もう少し知りたいのは、どのぐらいのサイクルで巡視というか、今伺ったと

ころでは山火事等ぐらいしか回らないみたいな、町有林全体を巡視するわけではないので

すか。 
〇水沢議長 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 特に山火事につきましては、４月から一番危険な期間の夏ころまで

の巡視を大体土日含めて森林組合の方にお願いをしているところでございますし、主たる8

0万円の主な状況的には森林施業計画の調査委託ということが主体でございます。これは、

町有林含めて一般民有林の方も若干でございますけれども、巡視をしていただいていると

いうことでご理解賜りたいと思います。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 民有林、森林組合さんに委託ということなのですが、巡視の状況報告という

のは年に何回ぐらい受けていますか。そういうことはやっていないのでしょうか。 
〇水沢議長 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 これは一括委託でございまして、年度末に報告書をいただくという

ことで整理をしております。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 巡視はわかりました。この主な予算は調査計画と。そうしたら、これについ

てはどのような調査と、これに基づく町の方への報告といいますか、その内容については

年１回しか受けていないのでしょうか、その辺についてはどうですか。 
〇水沢議長 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 森林施業計画につきましては、道の方から町の方へ移管をされた調

査内容でございまして、特に民有林の先ほど森さんからありましたように団地を組んでの

施業計画とか、そういうものは全部森林組合の方が把握をされておりますし、それも事業

の変更だとか、それから新たに計画を樹立するという関係について、その窓口を全部森林

組合の方に委託をしまして、その都度その都度変更したり、新たに計画を立てたりしてお

りまして、その内容については一括森林組合にお願いをして年度末にその報告をいただく

ということで連携はとっておりますが、一々１件１件それぞれその都度報告をいただくと

いうことにはなっておりませんで、最終的に年度末で報告いただくというシステムでやら

せていただいております。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
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〇島田議員 素人で済みません。どうしてこんなこと聞くかというと、町有林売り払う段

階で見積もりだとか町で立てるのですか。それは何をデータというか、もとにして決める

のだろうか。そして、例えば森林組合が入札したとすると、応札といいますか、何かすっ

きりしないのだけれども、その辺では大丈夫ですか。 
〇水沢議長 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 勘違いされている部分もあるかなというふうに思うのですが、入札

に関しての委託は全くしておりませんし、そういう調査、間伐等の調査も一部はやらせて

おりますが、入札に関する売り払い状況、それから調査、それから金額を決めるのは全部

町の方で直営でほとんどやっておりますし、あとは市場のデータ等を参考しながら、うち

は毎木調査といいまして一本一本全部木を調査して、何センチあって、何メーターあって、

何立方あるというのを全部野帳とって、それを入札価格のデータとしてやっておりまして、

この委託につきましては、そのほかに森林施業計画といって別に民有林の方々がそれぞれ

立てている森林施業の内容を調査する項目であって、入札に関することは一切うちの方で

やっておりますので、それで森林組合に委託することによって町のデータが漏れるとか、

そういうことは全くありませんし、別の考え方で進んでおりますので、入札とこの委託料

とは関係ないということでご理解いただきたいと思います。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 言われるとおりだと思うのですが、ただ委託に出している中身はやっぱりい

いかげんでないのかなという気しないでもないのです。民有林を担当している森林組合さ

んが調査計画立てたりするのに合わせてやってもらっているとしても、巡視の状況も何か

ついでにやるぐらいではないのだろうか。中身わかりませんから、あれですが。ただ、そ

こにこうした名目で委託に出すことなのか、直でやれば手が回らないということなのか、

より専門的な感覚で調査してもらうということなのかちょっとよく見えないのです。その

辺について、もう少しわかりやすく説明願います。 
〇水沢議長 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 森林施業計画の調査については、データ的には道の方から依頼を受

けて全部データはそれぞれ森林所有者個々のデータに基づいて調査をすることになってお

りますし、今うちの方は…… 
（「施業計画そのものがわからないのだからそこから説明」の声あり） 

〇中川管財水道課長 森林施業計画というのは、それぞれ個人の方が山を持っているデー

タというのですか、それがその人によって木を植えたり、それから下刈りをしたり、それ

から間伐をしたり、それから皆伐をしたりする、そういう一連の計画をそれぞれ個人が立

てることによっていろんな補助金のメリットとか、税金のメリットとか、そういうのがあ

るものですから、そういうのをそれぞれの個人の方がそういう森林施業計画という形で将

来的にわたって自分の山の手入れをどうしていくのかという計画を立てるのが森林施業計

画なのです。それをうちの方で道から依頼を受けましたけれども、今の状況ではちょっと
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専門的に人も配置されておりませんし、今まで森林施業計画のそういう個人の分について

は森林組合が窓口でやっておりましたので、専門的な要素からいっても森林組合の方に委

託をした方がいいのではないかということでこの委託を組ませていただいておりますが、

よろしいでしょうか。どういうふうに説明したら…… 
〇島田議員 いや、いいです。 
〇水沢議長 よろしいですか。 
〇島田議員 はい。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 農林水産費の５目にございます高齢者生産活動センター管理運営費の関係で

ございますけれども、たまたま前段で今質問に当たりました島田議員と私につきましては、

昨年大変予算の査定の中では申しわけなくお休みをもらったわけでございますけれども、

ここにあります貸付金の浦幌町高齢者生産活動センター委託業務貸付金4,400万、たまたま

昨年の予算書見る限りでも同じ金額が示されておりますけれども、この辺の関係はどのよ

うに整理されているのか、また償還期というのがあればその辺も説明願いたいと思います。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 4,400万につきまして、平成16年度につきましても4,400万円の貸し

付けでございます。平成16年度の償還につきましては、年度末ということでございます。 
 今回4,400万円の貸付金の予算計上でございますが、現在商工事業協同組合とこの関係に

ついて話を進めております。平成16年度からエノキの事業については商工事業協同組合か

ら手を放しまして、現在木炭の製造としめ縄のこの二つの部門について委託業務というこ

とで仕事やっていただいております。年度当初からこの貸付金の関係については今後どの

ように減らしていくのかということについて協議をしてきているのですが、実は今回新し

くエノキを手放して二つの部門で最終的にどのような利益が出るのか、この辺がまだ最終

的にはっきりしていないということがございます。２月末時点でのある程度の数字は出て

きているのですが、年度末の中で棚卸し等が出てまいったということでありますが、町と

いたしましては、利益が出るのであればその分についてこの貸付金から返済の手だてをし

てほしいということで、年度内に返済計画を町に出すように今申し入れをしておりまして、

その返済計画が来るのを今待っているという状況でございます。町の考え方としては、返

済計画が出てきた段階で正式に考えなければいけないのですが、まず今年度の分、16年度

の分についても……失礼しました。17年度の分については4,400万計上しておりますが、こ

れについても利益が出るのであれば何ぼかまず減らしてもらいたいというのと、将来の返

済計画をきちんと立てて、それに沿って今後返済をしてもらうという考えでいるというこ

とでございます。現在協議中でございます。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 今課長の説明では昨年の12月ですか、そのかわりだというの。そうではない

のかな。いずれにしても、昨年の予算書の中に同じ金額が載っている。その段階で、載せ
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る段階で商工事業協同組合とは話し合い持たなかったのですか。その辺ちょっとお聞きし

ます。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 平成16年の４月から今の形で業務をやってもらっているということ

でございまして、その時点で今後の返済については話はしましたが、とりあえず新たな形

で１年間まずしめ縄と木炭だけですけれども、この二つの部門だけでやった結果どのよう

になるのか、それをある程度見てから返済計画を出していきたいということになっており

まして、それで現在今その計画を出してもらうようにお願いしておりまして、それを待っ

ているという状況です。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 昨年の４月から業務にかかわったと。それで、今ありましたようにエノキの

関係は別の業者で対応していただいて、今現在浦幌の人たちも使われているそうですね。

それは順調にいかれていると思うのですけれども、ただ木炭部門としめ縄部門、本当にさ

さいな金額しか出ないような状況かなと思うのです。その関係で4,400万の貸し付けするに

当たって、今、年度がわり前にその返済計画を出しなさいという状態の中、もしこれが全

然返済能力なしという状況になったときのその辺との対応について、町長、助役あたりも

含めて、課長、その辺の協議したことはあるのですか。それちょっと伺いたいと思います。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 町の方としましては、事業協同組合さんからきちんとした書類で返

済の形をまず示してもらわないことにはその協議に乗れないということでございまして、

まずは事業協同組合さんから返済計画を出してもらうということで今進めております。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 いずれにしても、今月いっぱいに出てくる状況にあると思います。そういう

中で、しっかりした先を見詰めた中での返済計画を立ててもらうように、やはりそうしな

いと先ほど言ったように全くのこの4,400万の見返りを求められないような状況になれば

大変なことですから、その辺の考え方をしっかり持って当たるようにお願いしたいと思い

ます。そういう考えも含めてどうですか。ありますか、そういう考え。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 町としましては、当然貸しているお金ですから、そうしたお金を最

終的にはゼロにしなければいけないということでございますので、一応今年１年間やった

中身でそれを見ながら、なおかつ次年度以降のどういう形でやることが一番いいのかとい

うことを含めて、その辺もきちんと話ししながらやっていきたいというふうに思っていま

す。 
〇高橋議員 了解。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 今高橋議員の質問した話と大体同じだと思います。確かにこの4,400万の負債
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に、借入金ですか、これについて昨年も産建でもこの話は出たことがあります。やはりあ

る時点までは黒字が続いていたと、そしてこのエノキそのものをあちこちでつくり出しま

して、そして値段の低下、そういうものが今のこの4,400万の数字に含まれていると思うの

です。しかし、組合の方々は一生懸命このエノキに対しては前向きにボランティアを中心

として生産活動してきたと、私はそういうふうに聞いております。 
 そこで、理事者としてこの4,400万の貸付金、100％貸し付けにするものか、またこの中

でボランティアとかそういうような方々がいたとすれば、当然貸付金がこの4,400万正当な

ものかどうかとなれば私は非常に疑問に思う一人でもあります。ですから、やはりその点

も十分理解してあげる、そういう気持ちがあってしかるべきだと私は判断しております。 
 それと、もう一点、このエノキそのものが当時浦幌町にも還元があったと、これは産建

の中でも去年そういうふうにも聞いてもおります。そして、いろいろ設備等も含めて残っ

た方々が一生懸命頑張ってきたと、やった結果だめだったと、始まりはこれ浦幌町だって

絶対責任あるのですから、その辺の責任の所在もしっかり見きわめてほしいと私は思いま

す。 
 それと、もう一点はしめ縄と、それから木炭、高橋議員言われたように、この4,400万負

債能力があるわけないと思うのです、はっきり言いまして。その点、課長どういうような

判断しているか、これは予算今やっているわけですから、ある程度見通しあるかないかと

いうことではなく、この人方の立場を理解するかどうか、それを聞きたいと思います。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 町が商工事業協同組合にこの事業を委託したのが昭和57年でござい

まして、それから平成12年まで一応委託生産ということでやってまいりました。13年度か

ら貸付金制度に変えまして、きちんと責任を持って経営者として努力してもらわなければ

困るというふうなこと含めて契約をし直して今日に至っているというのが現状でございま

す。 
 商工事業協同組合さんにつきましては、役員さん含めまして無報酬でこの間ずっとこの

事業やられてきたということで、町の一つの生産活動の場所としてご努力いただいたとい

うことについては間違いないというふうに思います。ただ、これまでの間に黒字のときも

ございましたし、その黒字のときに利益が出た分については町の方に寄附をするというこ

とで寄附をしていただいたこともございます。そのことを先ほど還元があったということ

でお話しされたのかなというふうに思いますが、この後につきましては、町としましては

この寄附があったものについては設備投資といいますか、備品等の購入にこういったお金

を充てながら還元をして、逆にエノキの生産に還元をしてきたということでございます。 
 問題は、4,400万という金額が本当に返せるのかどうか、能力があるのかどうかというご

質問でございますけれども、平成13年に貸付金に変えたときにその辺もいろいろ話はあっ

たのかどうかちょっと詳しいことはわかりませんけれども、ただそのときにはやはり商工

事業協同組合さんとしては大型の瓶にしたり、種菌を変えたり、いろいろ考えながら、そ
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ういったもともとある負債の部分もしょいながら、何とかそういう形で返済ができるので

はないかというようなことを含めて貸付金制度にしてきたのかなというふうに考えており

まして、そういう意味では今ここの場所でその4,400万について町が昔のそういった金額含

めて免除するとかしないとかいう話はこの場ではできません。私どもとしては、そういっ

た流れの中で基本的には4,400万をきちんと返していただきたいと。そういった返済の形を

書類できちんと示していただきたいと。それはどういう形で出てくるかはちょっとまだわ

かりませんけれども、一応そういう中で今後いろいろ協議をさせてもらいたいなというふ

うに思っております。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 4,400万の返済方法について書類で出せと、確かにそのとおりだと思います。

これ貸付金ですから、返済しなければならないとは思うのです。しかし、設備投資とかい

ろんなある程度経費をかけながら一生懸命この方々が頑張ってきていたと。去年、おとと

しでしたか、これについて、何百万だかの貸し付けについて、10人の保証ついてそれを返

還したようなことになっていましたけれども、今この現状を見るとこの金額というのは、

何回も言うようですけれども、やはり大変な数字だと思うのです。そして、これまでの間

やはり雇用関係も生み、いろんな資材関係も町内から調達をしてきていると、そういうこ

とも多少あったと思うのです。ですから、ただ4,400万が負債というような、これはどうか

と私は思っているのです。ですから、その点、今重複しますけれども、やはりこの方々の

ある程度一つの企業とすれば一生懸命努力して頑張ってきたと。そして、結果がこういう

ふうになったからって私は返すなと、そういう意味ではないのです。この4,400万の支払い

方法、これだと思うのです。そこで、この方々の立場が妥当かどうかというのも私はよく

わかりませんけれども、やはり十分話を聞いて、そして幾らかでも速やかに決済できる方

法を考えて、もちろんそれはもうあると思いますけれども、やはりこの方々の支払い方法

についても書類で出るとすれば、またそれについても相談に乗ってほしいと、そういう判

断をしております。課長、ひとつこのことだけもう一回答えてほしいと思います。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 エノキも含めて三つの事業でやっていたときには、木炭としめ縄の

方についてはまあまあの数字といいますか、500万程度の黒字を出しながらエノキの部門で

赤字をしょってきたというような流れがありまして、そういう意味ではそのとおりいけば

ある程度の道筋は見えるのかなというふうには思っていたのですが、そうは思っていたの

ですけれども、やっぱりいろんな状況の中でそこまではなかなか黒字にまだならないのか

なと。ただ、赤字にならないのは間違いないということでございますけれども、今後ある

程度やり方によってはそういった何がしかのいい線の金額が出てくる可能性もあるのかな

というふうに思っておりまして、いずれにしても商工事業協同組合さんから近いうちに話

があると思いますので、そのときには真摯に協議をしていきたいというふうに思います。 
〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、林業費の質疑を打ち切らさせていただきます。 
 次に、３項水産業費の説明を求めます。 
 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 ６款農林水産業費、３項水産業費、１目水産業総務費917万4,000円、

この科目につきましては主に人件費の予算でありますので、特段説明はございません。 
 ２目水産業振興費560万5,000円、この科目につきましては厚内漁港の維持に係る経費並

びに水産業の振興にかかわる予算であります。前年比472万9,000円の減額につきましては、

昨年実施いたしました海水滅菌装置導入事業負担金350万円の事業完了に伴う減と各種補

助金の減が主なものであります。補助金の主なものにつきましては、説明資料のとおりで

ございます。 
 ７款商工費、１項商工費…… 

（「いい。そこまで。商工費まだ」の声あり） 
〇門馬農水商工課長 失礼しました。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑はありませんか。 
 ４番、差間議員。 
〇差間議員 水産業振興費、私これ３回目の質問だと思います。漁業のいわゆるヒトデ対

策、３回目なのですが、いろいろ予算が少ない中でのヒトデ駆除対策事業補助金40万出て

おります。昨年の半分でございます。それで、これとにかく両町で、これは合併がなかっ

たのですけれども、両町で同じ数字でやるものか。また、このヒトデ駆除、100トン出てい

ますね。40万、豊頃合わせて80万で100トンか。もう一点は、このクロソイ、クロガシラ、

２万尾、それと50匹ですか、クロガシラ50匹ですか、これの実績がもしあればあわせてお

聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 まず、ヒトデ駆除の関係でございますが、昨年よりも補助金が減額

しているということでございますが、この負担割合につきましては浦幌町、豊頃町同じ金

額で40万円ずつでございます。あと、大津漁組が55万円の負担ということで、合わせまし

て事業費が135万円でございます。 
 ヒトデの駆除につきましては、大津の港と厚内の港でそれぞれ揚げるということで、そ

の揚げ方については、これまでツブかごに入ったヒトデの回収、それとカニのかごに入っ

た回収ということでやってまいりまして、去年まではあわせて北海道の補助金がありまし

たので、独自に船を出してヒトデの回収を行っておりました。16年度についてはその道の

補助金がなくなったということでありまして、来年もないのですが、今年の実績について

は今ちょうどまだまとめている最中で、ちょっとまだ数字はお示しできませんが、15年度
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の数字でいきますと厚内に揚がったトン数が145トンでございます、15年。14年が厚内が2

36トンということで、ちょうど14年と15年比較しますと結構減ってきているというような

状況になっております。 
 今回のこの事業費の減につきましては、今カニかごはやっておりませんので、ツブかご

に入ったヒトデしかちょっと回収できないという状況がまず一つあるということでござい

まして、そういうことを見込んでの今回の事業費の内容になっております。ヒトデにつき

ましては港に揚げまして、一応産業廃棄物になりますので、北海道エコシスという処理業

者に委託をいたしまして、今浦幌と豊頃の部分につきましては豊頃の農家さんに引き取っ

ていただいて堆肥化試験を、ヒトデと堆肥の堆肥化試験を行っているというのが現状でご

ざいます。今エコシスというところでやってもらっているのですが、ヒトデと堆肥の関係

についてはいろいろ研究も進んできまして、まあまあの堆肥になってきているということ

で、今浦幌の模範牧場ありますが、一応模範牧場ともお話しさせていただいて、手続の関

係で産廃業者といいますか、運送の関係の許可とかも必要になってきますので、その辺が

クリアできればいろいろと試験をやってみたいなというふうに思っております。 
 次に、クロソイとクロガシラの関係でございますけれども、クロソイにつきましては種

苗中間育成事業ということで、これについては２万4,000尾の小さいクロソイを購入しまし

て２万2,000尾を放流したと、これは16年度の実績でございますが、そういう形で放流して

おります。それが具体的にどのように量として揚がってきているかという数字につきまし

ては、残念ながら具体的な数字はまだはっきりつかんでいないのが実情でございます。こ

れは、水産試験場なり水産の指導員も含めて今何年かやってきていますので、こういった

数字をきちんとまとめながら実績を報告していかないと、いつまでも補助金を出すわけに

はいかないというふうなことでございまして、これについては近々最終的な実績の数字が

上がってくるという状況になっております。クロガシラにつきましては、採卵数が96万粒

でありまして、それにつきましては厚内の漁港内に敷設して放したということでございま

す。これらの実績につきましても、まだはっきりとわかっていないというのが現状でござ

います。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 ヒトデにつきましては、最近今課長言われたように大樹漁協が産業廃棄物と

こういう扱いから堆肥として非常にいいようなこと出ていましたね。確かにいいのではな

いかなと、私はそう思っています。そして、放流した稚魚、いわゆるこういうクロソイか

クロガシラにしても目に見えないものですから、放しても見えないですから、これ定置と

かそういう網、いずれは入ると思うのですけれども、やはり何とか継続しなければ、この

程度放したってすぐ目に見えるものではないと思うのです。ですから、ある程度今年度も

こういうようなスタイルでやります。こういうような中身ですから、近い将来、５年後に

なるか何年後に必ずこれ実績が出てくると思うのです。何とか今後ともこれに対する、残
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念ながら予算関係少ないですけれども、これはもういたし方ないですから、やはり今後と

もそれについて前向きにやってほしいと、その点一つ最後にお願いしたい。課長の意見ど

うですか。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 ヒトデの駆除につきましては、今後も継続してやっていきたいとい

うふうに思っておるのですが、クロソイの関係につきましては11年度から実は始めており

まして、なかなか具体的な実績が見えてこないというのが現状でございます。豊頃町さん

とも今お話ししているのですが、毎年補助金を出しながらお金を使ってやっていますけれ

ども、これが本当にいつの時点ではっきりした効果としてあらわれるのか、それがはっき

りしないと今後も続けてやるのかどうか、今ちょうどそういう岐路に立っているのかなと

いうふうに考えておりまして、水産試験場なり指導員さんにも今年度中にこういった数字

を示してもらわないと、いつまでも補助金を出すという状況にならないので、きちんと整

理していただきたいという話をしております。その結果を受けて、いろいろ次年度以降は

考えていきたいというふうに思っています。 
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、水産業費の質疑を打ち切らさせていただきます。 
 次に、７款商工費の説明を求めます。 
 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 ７款１項商工費、１目商工振興費9,836万7,000円、この科目につき

ましては商工業の振興、育成とコスミックホールの運営の補助に係る予算でございます。9

63万円の減額の主なものは、商工振興育成補助金231万2,000円の減とコスミックホール運

営補助金37万9,000円の減と並びに職員の町職員の人件費の減によるものです。19節の各種

補助金につきましては、説明資料のとおりでございます。 
 ２目観光費、この科目につきましては、観光の振興のための諸経費及び観光施設の維持

管理並びに観光関連団体への補助金が主な内容でございます。なお、観光協会に対する補

助金につきましては、前年度と同額の350万円を計上しております。 
 次に、３目工業対策費、この科目につきましては企業対策並びに新企業創出に係る予算

でございます。604万6,000円の減額につきましては、誘致をいたしましたサンマルコ食品

に対する企業誘致促進補助金が平成16年度をもって終了することによりましての減でござ

います。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 
 10番、田村議員。 
〇田村議員 商工振興費の中のコスミックホールの運営補助金について伺いたいのですけ
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れども、この内容、コスミックホールの償還金や何か入っていると思うのですけれども、

ちょっと内訳等説明していただきたいと思います。 
（何事か声あり） 

〇田村議員 済みません。この運営補助金で償還金がコスミックホールのやつ町がやって

いるという中身の中で、コスミックホールの料金、利用料というのか、それは町に入って

いるということでよろしいでしょうか。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 コスミックホールにつきましては、商工会の所有する建物でござい

まして、コスミックホールの運営について町が補助金を出していると、商工会はコスミッ

クホールの運営については施設の使用料あるいは補助金等を使ってその運営に当たってい

るというものです。ですから、使用料は町には入っておりません。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 申しわけありません。そうしたら、補助金ということは、町が償還をしてい

るのではなく、それに相当分を町が出していると確認してよろしいのですか、建設費の。

座ったままでいいのですけれども、そう確認をさせていただいて…… 
〇門馬農水商工課長 一応補助金という形で出しております。 
〇田村議員 よろしいのですね。 
〇門馬農水商工課長 はい。 
〇田村議員 そうしたら、基本的にいうと町商工会のものだけれども、建物の金は町が払

ってやっているという、迂回しているというか、迂回献金は政治家はだめなのだけれども、

そういう場合はいいのかもしれないけれども、迂回してやっているということで、それで

建物は建ててやって、利用料はそれもあなた方にやりますよという論法というのはちょっ

とおかしくないかなと思うのだけれども、いかがなものだろうね。それが正当性があるの

だろうか。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 運営につきましては、先ほどお話ししましたように町の補助金と施

設の使用料を合わせた金額が収入になりますので、その収入によって管理運営しますので、

ですから今年でいきますと町の補助金が1,737万2,000円、施設の使用料が50万円と雑入そ

の他足しまして、前期の繰越金足しまして1,801万2,000円が収入になると。支出の方は、

いろいろ人件費ですとか、光熱水費ですとか、先ほど言われました償還金含めて同じ金額

になる。ということですから、この使用料は別のところによっこしますよということでは

なくて、あくまでもこのコスミックホールの運営のためにまた使っていくという、そうい

う仕組みになっています。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 というと、商工会が使っている事務所の部分ございますね。その部分も町で

償還補助をしていると判断してよろしいのですか。それは、商工会の中で負担をしている
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と判断してよろしいのですか。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 商工会の会館の分の償還分についても町が補助しておりまして、そ

の補助金については商工振興育成補助金の方に補助金として出しております。説明資料見

ていただくとわかると思うのですが、商工振興育成補助金の方に償還金入ってきます。四

百何がしが。それはそれで補助金として出しているということです。 
〇水沢議長 よろしいですか。 
 10番、田村議員。 
〇田村議員 これは、ちょっとそれとマッチするかしないかは別にして、上の農業団地セ

ンターございますよね。その中の分のあの建物については、役場の利用しているものは役

場が償還をし、そして農協が利用しているものは農協が償還しているというのが道理だと

思うのです。そうなっていると思うのですけれども、わかりませんよ。なっているのだろ

うと思いますけれども、その分からいくと商工会の事務所の坪数割合の償還は商工会がす

るのが本意であって、そしてほかの部分は町としてその分を援助してやるというのが普通

だと思うけれども、それは決めようではどういうふうに、そういうふうに決めているのか

もしれませんけれども、そういうようなことで、この時世にそういうようなやり方が果た

して今の時世にマッチしているかどうかといったらその考え方いかがなものですか。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 当時建設したときにさかのぼらなければいけないというふうに思う

のですが、要するに建てる場合には補助金ももらうでしょうし、有利な資金も借りるでし

ょうし、自己資金も出さなければならないでしょうし、いろんなものがかみ合わさって最

終的にはどういうふうに負担するかという話だと思うのです。今の時世どうのこうのとい

うことではなくて、当時いろんな状況の中で多分議会にもお諮りしながらこういうことで

やりますよということで今進んできている話だと思うのです。ですから、それを今実際に

どうのこうのということではなくて、その当時からこういう形でやってきているというふ

うにとらえるべきではないのかなというふうに思うのですが。 
〇水沢議長 よろしいですか。 
 10番、田村議員。 
〇田村議員 どうもわからないのだけれども、建てるときの条件がそうであってもどうで

あってもよろしいとして、内部運用の関係で商工会が使っております事務所の部分、スペ

ースの部分、それからそれ以外の部分というスペースの中での内部的な、例えばそういう

中で助成金を受けようと何しようと、そのぐらいシビアにして運用していった方がいいの

でないかなと、これだけの経費がかかるのだから、そういうふうにするのが今の時代にマ

ッチしているのでないかなというふうな考えを持つものですから言うのですけれども、そ

ういうことも一つ一つシビアにしていかなければ大変になりますよということを言ってい

るのだけれども、それがその会の組織によってはしない組織もあっても、負担はしなくて
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もいい組織もあり、片一方は救われる組織もあってということが果たして浦幌町民の平等

になるのかどうかということを伺いたいのです。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 最終的な償還年度は18年度ということで、もう一回予算化すれば終

わるということなのですが、それはそれとして、先ほど言いましたように当初商工会は商

工会として自己資金をつくるために自分の前あったところを売ったり、要するに低利な資

金を借りるということは近代化の高度化資金とか、そういうのを借りるとか、あるいは商

工会が事業やることによって補助金が有利にもらえるとかという、いろんな形でやったと

思うのです、コスミックと商工会館含めて。特に商工会の場合はいろんな経済団体がある

のですが、商工会法によってできたいきさつが収益事業はできないという一つの特殊な団

体の事情がございまして、そういう意味ではかなり補助金別にも出していますけれども、

そういったいろんないきさつの中で道のこういった会館を建てるためには国なりそういう

ところも援助をするとか、いろんなそういう仕組みがございます。そういったいろいろな

条件が重なって、その当時こういう形でいこうではないかということになったのではない

かというふうに思います。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 今農水商工課長より説明のとおりでございます。私つけ足すところそんなに

ないのですけれども、当時非常に古い商工会館がありました。商工会館を建設当時、その

古い商工会館を建設当時がどうだったのかということも含めて、どういう負担割合だった

のかということも含めて話し合われたようでございます。当時新しく建てなければならな

いというときですね。建てる場所についてもあちこちということで考えたようであります

けれども、駅前にということで最終的におさまったということでございます。それらを踏

まえた中で、ではあの新しい商工会館とあわせて住民も町民も使えるような施設というこ

とで、コスミックホールという名称でありますけれども、集会所も使えると、町民も使え

ると、そして商工会館としても使えるということをあわせ持ったものを補助事業の対象に

なるということで建てたものであります。そのときに町としては町の負担割合というもの

を決めておりますので、そのことについては商工会と約束をしているということでござい

ますから、今経済情勢がどうだからといってそれをほごにすることはできないというふう

に考えておりますので、非常に詳しいいきさつというのは余り十分には説明できないので

すけれども、そういう過去の歴史も持ちながら来ておりますということでございますから、

ひとつご理解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 大変よくわかりました。 
 それで、先ほど課長が言われました中でコスミックホールの償還が18年度で終わると言

ったのは、確認しますけれども、よろしいのですね。 
〇水沢議長 農水商工課長。 



 60 

〇門馬農水商工課長 商工会館の方の償還が18年度納めて19年から納めなくていいという

ことでございまして、コスミックホールの償還金についてはまだ残ります。コスミックホ

ールの償還の終了年度につきましては、平成28年まであります。 
（何事か声あり） 

〇門馬農水商工課長 それでは、済みません、説明資料の21ページの真ん中辺の商工費の

事業内容のところで真ん中辺に商工会館建設費償還分467万4,000円、これを18年納めると

これがなくなるということでございます。そして、下のコスミックホールの建設費償還分8

38万6,000円は平成28年まで続くと。建物が一つになっているので、恐らく勘違いされて一

つのものというふうに見られている方もいらっしゃると思うのですけれども、要するに一

つの建物の中でコスミックホールと商工会館というのがありまして、その分け方は、コス

ミックホールに正面から入っていきましたら受付が左にございますけれども、そっちが事

務所になっていまして、そこのロビーはコスミックホールで、要するに東側ですね、事務

所側が商工会館ということで、同じ建物ですけれども、そういうふうに分かれております

ので。２階まで縦にどんと、それが分け方になっております。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 大変本当にわからなくてごめんなさいね。そうしたら、商工会で使っている

部分とコスミックホールの部分とは別だよということで、そして同じ建物であっても償還

年数が違うと判断してよろしいのですね。建物一つで償還が別々になるなんていうことで

きるのですか。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 事業といいますか、お金を借りたり、補助金もらう場合に、要する

にコスミックホールという建設事業と商工会館建設事業というふうに分けまして、そうす

るとコスミックホールで事業やることによって違うメニューの融資が借りられるというこ

とで、それも要するに償還年限が長くなるというような、そういう融資を借りたというこ

とでございます。 
〇水沢議長 お諮りをいたします。 
 質疑の途中でありますけれども、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、暫時休憩をいたします。 
 

午後 ４時０９分  休憩 
午後 ４時２５分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
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 質疑を続けます。質疑ございませんか。 
 ３番、福原議員。 
〇福原議員 85ページの同じ節の中で地場工業等振興補助金、設備新設の固定資産税相当

分の補助１件として190万8,000円、これについての説明をお願いいたします。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 説明資料の21ページ、商工費の欄で地場工業等振興補助金の欄がご

ざいまして、設備新設の固定資産税相当分補助１件、190万8,000円ということで載ってお

りますが、これにつきましては浦幌乳業さん、地場工業といいますのは浦幌町内で１年以

上継続して営業を行った事業所というふうに位置づけられておりますが、その事業所さん

が設備の新増設を行った場合に、それに対する固定資産税相当分の補助を行うというもの

でございます。浦幌乳業さんについては、過疎法の税金の免除、それが３年間適用になり

ます。地場工業の補助規則でいきますと、設備については５年間ということでございます

が、既に３年間免除受けておりますので、あと２年間対象になるというものでございます。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 昨年は７万1,000円ということで、固定資産税相当分ということで今年度につ

きましては190万何がしということでなっておりますが、過疎法の税金の免除ということで

３年間、今まで受けていた分も含めると数字的に何かちょっとわからないのですが、その

点についてお聞きいたします。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 今回の予算につきましては、今年から新たに生じたものでございま

して、昨年については違う部分の補助金でございまして、それが７万なので、それは一応

終了したということでございます。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 新設設備の固定資産税の相当分って190万というと、元金はどれぐらいになる

分についてこの190万ですか。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 元数字は１億3,623万867円でございます。 
〇水沢議長 よろしいですか。 
 ３番、福原議員。 
〇福原議員 固定資産税ですから、1.4％を掛ければこの数字になるということで解釈して

よろしいですか。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 100分の1.4を掛けた数字でございます。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 職員の関係でちょっと確認したいのですけれども、今人材の派遣してござい

ますよね。局長としてたしか１人、ずっとこれはそうなのでしょうけれども、人材派遣を
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しているという状況にあると思うのですけれども、この辺に関してはどのような状況なの

か、もしあれでしたら説明願いたいと思いますけれども、課長できるかな、町長の方がい

いかな。助役。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 今事務局長として１人派遣してございます。一応２年間ということでおとと

し、15年の７月から派遣しております。それで、商工会の方から17年度いっぱいお願いし

たいということが来ております。それで、法律上２年間ということになっておりまして、

本人に承諾というか、了解とれば１年間延期できるということになっておりますので、商

工会の方からそういう要請がありましたので、本人に了解とりまして18年の３月いっぱい

まで局長を現在行っている方にお願いするということにしております。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 今助役の説明でもう一年間延長というふうなお話ございましたけれども、こ

の辺の給与関係については道の方から出ているのでしたか。ちょっと確認しておきます。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 商工会の人件費につきましては、道の方からも補助金が出るという

ことで、局長分についても道の方から補助金が出ております。その金額は約430万円出てお

ります。残りの分については、町の方から商工振興育成補助金の中に含めて出していると

いうことでございます。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 今、年間の金額にして470万は道の方から出されて、あとの分の足りない分に

ついては…… 
〇水沢議長 430万。 
〇高橋議員 失礼、430万ですね。そんな関係で、確かに430万円では済む問題ではありま

せんから、これに１人分、今現在田中さんですか、行かれているという中で、その金額の

補助の中身はこれ町の方で対応していると思うのですけれども、今課長言われた18年の３

月までという状況ですね。そうしたら、この段階では撤収というか、もうあとの人材の関

係は対応しないという中で考えていいのでしょうか。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 その後の関係については、商工会からまた要請あればこちらの方で検討しな

ければならないと思いますけれども、ただ、今町の方もだんだん人員が減ってきておりま

すので、その辺はまたその時期になったときに商工会の方と協議させていただきたいと思

います。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 確かに各課、今８課があるという中の形含めて、非常に人材面におきまして

も、技術の中で今人材たくさんいるわけではございません。それぞれの職員がいろんな中

身を精査しながら対応している状況にありますので、８課が今スムーズに対応できるよう
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な人材、そういった形を対応するのであれば、新しい人材も求めていかない状況にありま

すので、十分考えて対応していただきたいと思います。その辺でもしあれでしたら、どう

いう考え持っているかお願いします。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 先ほど、今も申し上げましたけれども、だんだんとそういうふうに人材が減

ってきているもので、何とかまた商工会の方と協議して、今後はまた商工会の方で独自に

局長とかそういうことも中に入れて協議していきたいと思っております。よろしくお願い

します。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 大変ご迷惑かけて本当に申しわけなかったなと思いますけれども、ようやっ

と内容がわかりましたので、確認させていただきたいなと思います。 
 商工会館の建設償還分、本来は僕はこのことが町で持っていることがなぜなのだという

ふうに疑問を持っているわけですけれども、一応それは別といたしまして、約束事があろ

うかと思いますので、よろしいのですけれども、18年度で償還が終わるという商工会館建

設分ですよね。そんな中で、そうしたらこれは18年度でこの部分の負担は終わると認識し

てよろしいのですね。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 この分については終わります。したがって、補助金もこの分につい

ては減るということでございます。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 ということは、償還分は終わるのですけれども、償還が終わったからといっ

て、それはその状況にもよるだろうけれども、そのときに管理運営費として、商工会館の

償還が終わって管理運営費としては現在出しているのかいないのかということと、それか

らこれが償還が終わったからといって、まだそれを管理運営費を出しているとすれば出す

予定なのか、それとも償還が終わってからもまだ出すのか出さないのかというのちょっと

確認させてください。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 今現在も商工会に対する管理運営費については補助金として出して

おりません。 
〇田村議員 よろしいです。 
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、商工費までの質疑を打ち切らさせていただきます。 
 次に、８款３項河川費までの説明を求めます。 
 建設課長。 
〇松田建設課長 86ページを開いていただきたいと思います。８款土木費、１項土木管理
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費、１目土木総務費、本年度予算6,225万円、この目は建設課職員の人件費、事務費及び道

路台帳修正委託業務の内容でございます。比較で1,033万8,000円ほどふえておりますけれ

ども、これは人件費の増で、都市計画総務費より科目がえをしたための増でございます。 
 次、２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、本年度予算2,751万9,000円、この目は維持

係の人件費及び土木車両10台の管理費でございます。比較で192万2,000円ほど減額になっ

ておりますけれども、需用費で111万9,000円、備品で20万円、公課費で32万8,000円が減額

になっております。12節の役務費の手数料103万2,000円がありますけれども、車検代行手

数料、それから定期点検料等、先ほど申し上げました新たにリサイクル料が３台分、３万1,

470円を含んでおります。 
 次のページ、２目道路維持事業費、本年度予算1,844万円、この目は町道238路線の総延

長292キロメートルを維持管理する予算でございます。 
 ３目道路建設補助事業費、本年度予算１億2,402万円、この目は国の補助事業で道路改良、

舗装を２路線、それから舗装を１路線実施する内容でございます。比較で減額になってお

りますけれども、瀬多来美園線の打ち切り完了による事業費の減によって減っております。

15節の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。 
 ３項河川費、１目河川管理費、本年度予算464万6,000円、この目は町の管理河川215カ所

の維持管理費に要する費用でございます。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑はありませんか。 
 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 88ページの道路維持費について伺いたいと思います。15節の工事請負費の分

でありますが、万年統太線の補修ということで160万の計上がされております。非常に地震

の後の後遺症、それから国道からの迂回路として大型車両が通るということで傷みも激し

いわけですが、地域要望もあった中で昨年も補正でほんの一部やっていただいていると。

また、本年ようやく本格的な予算をとっていただいたのかなということで、それなりに評

価をしていきたいと思うのですが、このことはいいとして、伺いたいのですが、非常に先

ほど申し上げましたように状況がよくない。多分道路の耐用年数といいますか、もう限界

が来ている状況の中で大型車両が大量に通るというふうな中で、今後の対応としてこの補

修、補修だけでもつのだろうかという心配をしておりますが、その辺の将来的な考え方に

ついていかがでしょう。 
〇水沢議長 建設課長。 
〇松田建設課長 町道292キロある中で舗装率的には63％ということで、これから改良する

ところはこれから新しくなるから、その辺はいいのですけれども、舗装済みで経過年数が

もう10年も20年もたっているところで当時のままということ、そして最近の大型車両、そ

れから工事等で非常に町道が傷んでいるということで、今段階は先ほど申し上げたとおり
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補修で対応しておりますけれども、全面のオーバーレイとかそういう補助事業のメニュー

が今現在ない中では当面は必要最小限の補修しかないということです。路線的に道道昇格

とか国道昇格等があればいいのですけれども、今の段階では町道から道道昇格というふう

な中身については非常に厳しい中身があるということで、当面は今の現況の中で補修をす

るしかないという、手だて的にはそれしかないということですので、ご理解願いたいと思

います。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 ただいま課長の方からも道道昇格についての難しさといいますか、説明があ

りました。ただ、本別浦幌線の町道直線延長上にあるわけですから、理論的には十分可能

なのかなと、あるいはまだこじつけて延長、言えば統太養老線の336につなぐような道道昇

格というようなことも含めて、道の方はこの財政難ですから、当然そう簡単にはうんと言

わないと思いますし、決まりもあると思いますから、課長の答弁のように非常に難しいか

なと。今はやり特区もお金のかかる話は多分拒否されるだろうと思いますし、何とかその

辺の将来的な維持にお金のかからない方法で道路昇格の道もやっぱり粘り強く何らかの方

法を探っていただきたいなということも思うのですが、それが不可能ということになれば、

今説明のあった補助のもらえる道が現状ではないということですが、将来的なまちづくり

計画の中で多分このままではもたない状況だというのはもう課長も十分承知だと思います。

その辺のことについていかがでしょうか。 
〇水沢議長 建設課長。 
〇松田建設課長 道道昇格に対してある程度基準といいますか、上限がありまして、道道

と国道とを結ぶとか、そういう幹線的なものでないとだめですよというような条件があり

まして、当然その昇格に伴う費用対効果、交通量等を勘案していくと非常に難しい要素が

あるということでございまして、また道も杉江議員さん言うとおり財政難ということで、

道道昇格に対しては非常に厳しい中身があるということでございます。 
 それで、今特に下地区等におきましては国営事業と、また河川改修、それから地震等で

国の事業に伴ってダンプ等が多数通っているということで、そういう場合において町道が

傷んだ場合においてはその原因者たる発注である国の方に補修を依頼をしていきながら何

とか町道の路線確保ですか、安全な路面走行であるように補修をお願いしているというこ

とでございます。その辺非常に担当課としてはすぐでもやりたいところがあるのですけれ

ども、町がこういう財政の中身においては本当に緊急やむを得ない部分、いわゆる交通安

全に支障あるようなところだけしかとりあえず修理ができないというような現況ですので、

ご理解願いたいと思います。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 説明にもありましたように十分難しさもわかりますし、私たちも状況は把握

しているつもりであります。将来的なことに向けて、これは黙ってこういう形で維持管理

するのは非常に大変だろうということを予想されるわけですから、先ほども申し上げまし
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たまちづくり計画の中での将来的な課題として、懸案事項として十分頭に置いていただい

て対応していただきたいなというお願いをするわけです。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 ちょっと確認をさせていただきます。 
 土木車両管理費のことなのですけれども、費用というよりも現在、せんだってもいろい

ろ免許のことであったわけなのですけれども、土木車両を運転する、扱うということに際

しまして建設作業車両といいますか、そういうものの免許といいますか、許可といいます

か、そういうのは要ると思うのです。その現在扱われている方がそれを全部必要なものを

持っておられるかどうかという、それの確認をさせていただきたいのですが。 
〇水沢議長 建設課長。 
〇松田建設課長 土木車両の運転業務に携わる人、また人事異動等でスクールバス等にも

行っておりますけれども、今般今回のことがありまして、全員のスクールバス含んでの運

転手の確認をしたところ、大型特殊自動車、それから作業免許、現場作業免許ですか、そ

れは全員持っておりますので、問題ありません。ただ、クレーンとかそういうのはちょっ

とないのですけれども、ショベルとかグレーダー運転して作業するに対して、除雪するに

対しても問題ないということでございます。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 直接予算とは関係ないわけですけれども、河川管理費の13節の樋門管理委託

料の関係でちょっとお聞きをしたいのですけれども、先般の台風10号ですとか、台風が出

るたびに今浦幌川の川底が非常に高くなっているという状況、前にも陳情で出ていたので

すけれども、その関係で非常に農作物に対する被害が水害が出るたびに何かひどくなって

きているのではないかなという中身があります。その関係で、前にもお話ししたかなと思

うのですけれども、ほかの方がお話ししたかなと思うのですけれども、それに対しての道

への要望活動ですか、するようにという話もあったと思うのですが、その辺どのように陳

情等されているのかちょっとお聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 建設課長。 
〇松田建設課長 浦幌川の河床が高くなるということで、２年ぐらい前ですか、浦幌川の

はけ口である浦幌十勝川が河口閉鎖ということで、その年は若干水量も足りなかったとい

うことで、その辺につきましては漁組ともども開発等に行きまして、そういうことのない

ように河川改修、床ざらい等をしてほしいと、それは浦幌十勝川を含んだ中身で行ってお

ります。それから、浦幌川自体につきましては、現在上の貴老路近辺につきましては無堤

防ということで水害等があるということで、その辺の河川改修をお願いしたいということ

で今現在一部工事に取りかかっているところもあるのですけれども、全般的に河川改修と、

いわゆる床ざらいですか、その辺となると莫大な費用がかかるという中身で、やはり通常

の低水位、普通の日の雨のないときにおける浦幌川の水位と大雨降った場合における河川

水位、いわゆる樋門閉めないとだめだというときは年に１回か２回台風時期にあるという
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ことで、その辺いわゆる浦幌川に注ぐ川の勾配、それから水量、それから流速等によって

は何とかはけるところもあるだろうし、バックしてどうにもならないというようなところ

もあります。それで、河川改修をして河床を下げて、それが回避できる場所と、逆に今魚

道とかそういうことで河川のいわゆる侵食を防ぐためにわざわざダムというのですか、そ

ういう流速を抑えながら侵食避けるというのですか、河床を安定させるような工法をとっ

ているところもあるということで、全般的に河川改修この区間だけということになると、

その辺は土現とも協議しながら町としてどういう形が一番いいのか、その辺具体的な中身

については今後さらに調べながら、必要な場合においては要望をしていきたいというふう

に考えております。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 特に大雨等災害が出たときに中浦幌地区が特にひどい状況だと思うのです。

それが見ていますと年々、最近は特に異常気象の中で本当に思ってもいないような災害が

出ることが非常に最近多く見られていますので、その辺も含めてやっぱり土現の方にも強

力的に要請をしていただきたいなと思いますので、その辺も含めてちょっと答えをいただ

きたいと。 
〇水沢議長 建設課長。 
〇松田建設課長 中浦幌地区で現に河川本川が水位上がって樋門閉めて、そのバックの影

響ということで何カ所か畑が冠水しているというふうなところがありまして、その辺につ

きましては土現の方には排水機場をつけてほしいという要望をしておるのですけれども、

道も非常に厳しい中身で、またいわゆる畑を守る、人的被害ですか、家に被害があるとか、

そういう被害の中身で畑だけを守るとなると非常に難しい、排水機場というのですか、そ

ういう設置が難しいという中身もありますけれども、一応中浦幌地区については２カ所ほ

ど土現の方には何とかつけていただきたいというふうな中身では要望をしております。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 被害こうむるのは人的被害、それも含めてなのですけれども、やはり農作物

の被害と、もう被害的には相当な被害になると思うのです。それを被害こうむった人は本

当にどこへ泣き寝入りをしていいのかなという部分もありますので、その辺も含めて本当

に強力に要請をしていただきたいと思います。 
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、河川費までの質疑を打ち切らさせていただきます。 
 次に、５項住宅費までの説明を求めます。 
 建設課長。 
〇松田建設課長 90ページ開いていただきたいと思います。４項都市計画費、１目都市計

画総務費、本年度20万1,000円、この目は都市計画審議会10名分の費用と事務費の内容でご

ざいます。891万4,000円ほど減額されておりますけれども、先ほど申し上げたとおり人件
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費を土木総務費に移行したため減額となっております。 
 ２目公共下水道費、本年度予算１億6,990万9,000円、これは下水道特別会計の繰出金の

内容でございます。 
 ３目公園緑地管理費、本年度予算329万4,000円、この目は中央広場、駅前広場、ポケッ

トパーク及び児童公園、遊園地の維持管理費の管理費に要する内容でございます。12節の

役務費で自動車損害共済保険料並びに賠償保険料がありますけれども、この節は昨年あり

ませんでしたけれども、本年度から設けております。中身につきましては、町有地の空き

地等の草刈り等もこの中身、公園管理費でやっておりますけれども、これらの草刈りのト

ラクター及びモア等の自賠責等に要する費用でございます。 
〇中川管財水道課長 ５項住宅費、１目住宅管理費、本年度予算額2,286万4,000円、本科

目は公営住宅等497戸の維持管理に係る経費でございます。減額746万8,000円につきまして

は、主なものといたしまして委託料で管理業務委託料627万2,000円が計上されておりまし

たが、これにつきましてはユーエムの住宅管理人を置いておりましたが、新年度から直接

職員が当たるということで減額になっております。そのほか経常経費の減額でございます。

委託料、それから工事請負費等については説明資料のとおりでございます。 
 以上でございます。 
 
    ◎会議時間の延長 
〇水沢議長 お諮りいたします。 
 浦幌町議会会議規則第９条第２項の規定により、本日の会議時間は議事の都合によりあ

らかじめこれを延長いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議ないものと認めます。 
 本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 
 
    ◎日程第１ 議案第３１号（続行） 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 
 質疑ございませんか。 
 10番、田村議員。 
〇田村議員 住宅管理費の方でちょっとお伺いしたいのですけれども、公営住宅でよろし

いのですよね。 
（「そうです」の声あり） 

〇田村議員 そんな中で、公営住宅に入居されている方で、これは教員住宅の移行の問題

では説明受けたのだけれども、公営住宅の値上げしているのですか。 
〇水沢議長 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 公営住宅については、値上げをしておりません。一応低所得者の住
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宅ということでできるだけその辺を配慮して17年度は上げないということで進めておりま

す。 
〇水沢議長 よろしいですか。 
〇田村議員 はい。 
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、住宅費までの質疑は打ち切らさせていただきます。 
 次に、９款消防費の説明を求めます。 
 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 92ページをお開きください。９款１項消防費、１目常備消防費２億1,

952万8,000円、２目非常備消防費2,680万、３目消防施設費103万9,000円。17年度の予算説

明資料の付表の後ろの方の歳入の前に消防の内訳が載っておりますので、それをごらん願

いたいと思います。東十勝事務組合一般会計予算浦幌分というふうになっています。 
（「前、後ろ。」の声あり） 

〇山田企画総務課長 ページ数は通し番号で載っていないものですから。予算説明資料の

付表ですね、こちらの方の付表の歳出歳入の項目別の説明ありましたよね。その前に消防

というのがあります。説明資料の方です。青いページの次です。それでは、説明資料の方

で説明いたします。１款常備消防費、１項常備消防費、１目浦幌消防署費、本年度予算額

２億588万3,000円、これは浦幌消防署に係る科目でございまして、主な減につきましては

人件費の減によるものでございます。また、主な増につきましては11節の需用費77万5,00

0円の増、12節役務費90万1,000円の増の内容でございます。 
 次に、３ページをお開きください。２款１項非常備消防費、１目浦幌消防団費2,680万、

これにつきましては浦幌消防団に係る科目でございます。主な減の内容につきましては、

９節旅費、11節需用費、19節の負担金補助及び交付金の減であり、これらはいずれも経常

経費の削減によるものであります。 
 次に、４ページの方の３款１項消防施設費、１目浦幌消防施設費103万9,000円、これに

つきましては消防施設に係る科目の内容でございます。 
 次に、５ページをお開きください。５ページの４款１項公債費、１目元金506万円、２目

利子27万7,000円、以上が消防に係る関係でございます。 
 次に、先ほどの予算書の方に戻っていただきまして、93ページなのですが、４目の災害

対策費、これにつきましては予算額が160万3,000円でございます。この科目につきまして

は、防災並びに災害対策に係る科目であります。主な減につきましては、11節の需用費の

減によるものであります。 
 以上です。よろしくご審議願います。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 
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 ４番、差間議員。 
〇差間議員 93ページ、この中で災害対策費、昨年同じような質問したわけですが、地震

の震度計、いわゆる浦幌町だけが地震があっても震度が出ないと、そういうことでたしか

いろいろこれについて聞いた記録がありますので、何とか我が町も地震があった場合、浦

幌町だけが何で海岸線抜けていると、そういうことを聞いたようなつもりでおります。そ

れで、特に今回のスマトラ沖とか、大地震最近ありますので、いずれ浦幌町海岸線、やは

り地震が来たらさっと震度が出ると。これに出ている防災無線、これも非常に感度が悪い

と、ガーガー、ピーピー、ピーピーやっていますから、整備どうなっているかと、この点

２点あわせて聞きたいと思います。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 震度計の関係でございますが、文部科学省の設置している震度計がこの役場

の前に設置されておりますが、今年度中に、大体10月ごろということでございますが、精

度のいいものに変えて、今度は気象庁とそれを更新して、すぐテレビに発表できるものに

するという通知が先日参りましたので、テレビに出る時期というのがまだ未定だというこ

とでございますけれども、10月には工事完了するということでございます。 
 それと、防災無線の関係でございますが、厚内地区、十勝太地区の雑音が入るというこ

とで調査しております。業者に聞きますと、やはりもう老朽化も激しいということもござ

いますし、海岸線だということでさびとかそういうこともあると思われます。そういうこ

とで、これを今改築するということになりますと、また莫大な金額がかかってくるという

ことで、少しでも雑音のないようにということで業者に見ていただいていますけれども、

なかなか解消できないということもございます。今後またいろいろな補助事業等も考慮し

ながら、何かそういうものがあればまた事業取り組んで行ってまいりたいと思っておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 助役の今大変心強い、地震計については、やはりテレビに出たから出ないか

らって、これは本来は揺れがひどければそれは逃げればいいのですから、そこでやはりテ

レビに出れば震度何ぼかと、そういうことで、特に海岸線ですから、それで安心するとい

うわけではないのですけれども、とりあえず震度がわかると。 
 それと、もう一点、今言いましたように防災無線、ぐらっと来て、そうしたらテレビに

ぱっと出ますよね。いわゆる津波があるかないか、そういうのもすぐ出るようになってい

ますけれども、そこでやはり防災無線のようにああいうふうになっていまして、スピーカ

ーから流せば大体聞こえると思うのです。そういう地元の消防も一生懸命頑張っている中

でプラス防災無線と、そういうことがあれば、特に海岸線がありますので、確かに金もか

かるのわかります。格好いいようなことを言うわけではないですけれども、人命に係るこ

とですから、近い将来になるでしょうけれども、何とか頑張って防災無線の整備、これを

やっていただきたいと思います。その点どうでしょうか。今答弁もらいましたけれども、
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重ねて答弁お願いいたします。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 防災無線の関係も業者の方に保守契約もしながら常時見ているところでござ

いますが、なかなか雑音が取れないということでございます。本当に今後道などにまた要

請しまして補助事業等で行えるものを見出していきたい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。 
〇水沢議長 よろしいですか。 
〇差間議員 はい。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 消防団のことでお伺いをしたいわけですけれども、消防団員の皆さんには日

夜住民の生命、財産、安全を守るということでご苦労されていることには感謝を申し上げ

たいたいと思います。 
 そこで伺いたいのは、女性消防団員の設置といいますか、募集に関しての経過とその位

置づけについて伺いたいと思いますが。 
〇水沢議長 消防署長。 
〇山本浦幌消防署長 まず、１点目の経過ということでございますけれども、これは我が

町の女性消防団員、本年で設立というのでしょうか、この関係で丸10年が経過をいたしま

した。そんな中で、現在10名定員の中で一、二名ほど欠員をしているわけでございますけ

れども、10年が経過したという一つの節目が今年新聞等でも出ましたけれども、火の用心

という雪像をつくって一つの記念行事、お金のかからない記念行事を実施させていただい

たところでございます。 
 設置の経過ということにつきましては、これは国の方の消防庁の長年の流れの中でやは

り地域の防災は地域で守るのだというこの大前提がございます。そんな中で、本当に今杉

江議員言われましたように日夜団員の方々にご苦労かけていると、こういうことでござい

ますけれども、特にその中でも高齢化というよりももう高齢社会に入ってまいりました。

そんな中で、特に独居老人等々の予消防あるいは日ごろの生活、いわゆる元気でいるのか

なというような、そういうような関係も含めまして女性消防団員を大いに活用してくださ

いという流れの中で浦幌町も10年前に設立をしたと、こういうふうな経過で進んできてお

ります。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 管内の女性消防団員の状況ちょっとわからないわけですが、私もできる範囲

でいろいろ調べた範囲では女性消防団員が、今署長の説明されたことも含めてなのですが、

都市圏近郊において通勤者が多くなって男性消防団員の確保が難しくなったというふうな

ことで、そういうことの理由で女性消防団員募集するとかということも大きな要因になっ

ているというふうに承知しております。 
 そういう中で、位置づけについてちょっと触れられておりましたけれども、そういう面
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で浦幌での男性消防団員の募集が困難な状況にあるのか、また女性は女性で位置づけとし

ては今説明あったような活躍はされているということはわかるのですが、こういう財政難

の状況の中で10年ということなのですが、その辺の位置づけから考えてどうなのかなとい

うようなことをちょっと思うわけですけれども、いかがでしょう。 
〇水沢議長 消防署長。 
〇山本浦幌消防署長 まず、男性の団員の確保という件でございますけれども、ご案内の

ように町民が減少している中で特に若い方が減っているというふうなことで、それぞれ我

が町には４分団、分団が四つございますけれども、４分団の幹部の方がいろいろお骨折り

をしていただきながら団員の確保に尽力をされているわけでございます。そんな中であり

ますけれども、なかなか団員のなり手がないと、なり手がないということよりも若い方が

激減しているというふうなことも一要因かなと、こんなふうに思っています。先般も団員

の定数見直しというふうなことで検討していただきまして、18年あるいは19年を目途に定

数の見直しをしたいということで先般も分団長会議の了承を得たところでございます。 
 そんな中で、やはり女性消防団員というのは男性と違いまして、まさか災害現場に出し

て云々ということにはなかなかならないかと思います。やはりソフト面、先ほど申し上げ

ましたように高齢者の方々、独居老人の対応、あるいは最近うちの女性消防団員も救急の

講習等も受けまして、うちの救急救命士の補助役というようなことで各地へ出向いて救急

蘇生法だとか、そういうような研修会の場にもお手伝いを願っている、こういう現状がご

ざいます。浦幌町といたしましては、女性消防団員は今後なくすとかということは到底考

えては現在おりません。そんな中で、ますます女性消防団員の、表現ちょっと悪いのです

けれども、活躍というのか、需要というのか、こういうものは今後ますますふえてくると、

こんなふうに考えております。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 定数の見直し等の検討をされているということですが、これは審議会か何か

あるのでしょうか、それとも内部的に検討するので分団長でお話をされたということなの

でしょうか。 
〇水沢議長 消防署長。 
〇山本浦幌消防署長 昨年度立ち上げまして、それぞれ各分団から２名あるいは本団から

何名というふうなことで検討委員会を立ち上げまして、合計４回の会議で検討を重ねてま

いりました。そんな中で、現在134名という定員、この定員がもう過去数年定員割れを起こ

しております。先ほど申し上げましたように、若い方の減少等、あるいはなかなか団の幹

部の方がご苦労しても団員になってもらえる率が少ないというようなことも、ここ何年か

の経過の中でこれ以上団員はふえないだろうという見通しも立てながら検討委員会を開催

させていただきました。先ほど申し上げましたように、４回の検討の結果それぞれの分団

長さん方にご理解を賜ったと、こういうことでございます。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
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〇杉江議員 検討委員会まで立ち上げて検討を始めているということですから、財政的な

ことも含めての話だと思います。決して女性団員がどうのということではなくて、私の得

た情報では女性団員も災害時の土のう積みをしたとか、あるいは表現的には災害時の後方

支援とか、そういう言葉を使って位置づけをしております。その辺のことも十分検討され

て、現状団員121名でしたか、現状いる人数より減るのか現状維持の定数減なのかちょっと

わかりませんけれども、十分その辺のことを検討されて、住民の財産、生命、安全を守る

ためにも最低限度の人員の確保ができるように慎重な検討していただきたいというふうに

思います。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 災害に関してお尋ねします。 
 先ほど差間議員が起きたらまずは逃げると、そのとおりですが、その逃げ先についてち

ょっと伺います。町内で避難場所が公共施設と、施設といのうは建物ですね、指定という

か、計画の中では位置づけられているとは思うのですが、特にせんだって研究の結果とい

いますか、調査の結果震度、例えばですよ、震度６という場合今度表示されるということ

ですが、泥炭地においては1.5強だと言われたこともあります。そのぐらい、そういうこと

からすると浦幌町は非常に地盤の悪い泥炭地の上に建物が建っているわけですが、それで

ちょっと伺いたいのですけれども、避難所の点検というのはしていても、この間調査され

たことがあるのかどうか伺います。 
 それから、これは教育委員会になろうかと思うのですが、前にも私学校の関係で耐震度

調査、これは予算伴うことから、非常に教育委員会も苦慮はしているとは思うのだけれど

も、ただ廃校の対象となっていないところの学校が震度に耐え得るというか、その調査を

やっぱりすべきだと思うのです。それを計画的に組めるかどうかちょっとわかりませんが、

その辺の考え方。 
 それから、留真温泉、これは避難所ではないでしょうけれども、せんだっての中越地震

のときに温泉で、閉めてはいたときではありましたけれども、入浴者が２人なくなってお

ります。これは雪の重みで二次災害、そういうこともあったのですが、今の留真温泉、営

業続けるという中で地震に対してどこまで耐え得るのか、非常にもう築数十年たっている

わけですから、留真温泉についてもやはり調べる必要があるのではないのかなと、その辺

の考え方伺いたいと思います。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 災害時の避難所の点検の関係でございますが、これらにつきまして

は防災係がございます。それで、そこには毛布とかそういうものを保管しておりますので、

定期的にそういうものは点検しております。ただ、建物の耐震関係については助役の方か

らちょっと説明いたしますけれども、確保している備品関係については破損がないかとか、

あるいはこんなこと言ったらおかしいのですか、かびが生えていないとか、そういうもの

も含めて年に何回かは各避難所を点検に回っております。 
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〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 耐震関係でございますが、新しい建物については問題はないのですが、ここ

の役場の庁舎も含めて浦幌中学校、あと厚内小学校ですね、古い建物については耐震診断

というものはしないとならないということでございますけれども、現在財政上の関係もご

ざいまして、実施されていないということでございます。今文部科学省の方でもいろいろ

こういう耐震の診断が実施されていないということになっていますので、今後やはり補助

金等の関係の交付化をやっていくということで現在検討されているようでございます。町

の方としてもやはり単独費でやりますと学校だけでも、今上がってきているだけでも３校

で約七、八百万の予算がかかるということで出てきております。ただ、それが出てくると

耐震改修ということになってくると。そうなると、先日も池田町で耐震診断をやったとき

に１校で7,000万近くの補修がかかるということもございました。そういうことで、この工

事費については補助等はございますけれども、ただ町の持ち出しというものは半分以上の

ものは持ち出さなければならないということでございます。そういうことで、現在まだ文

部科学省の方の検討事項ということもございますので、少し時期を見て検討してまいりた

いと思っております。 
 それと、留真温泉の関係でございますけれども、留真温泉につきましては木造２階建て

ということでございます。１階の方については昭和四十二、三年だったと思うのですが、

それで上の方についてはまた昭和五十五、六年かなと思うのですけれども、改築しており

ます。そのときに１階の方のそういう構造体等も若干直しながらやっていたということで

ございます。先日もいろいろ北側の方腐っておりまして、私も行って外壁等をはがして土

台、それから土台等の柱の根継ぎのところも見ましたけれども、腐食等は見られなかった

ということで、普通の木造の住宅と変わらない程度の耐力はあるかと私は思っております。

それとあと、浴室の方でございますけれども、１階の部分はその昭和四十何年に建てたと

きの鉄筋コンクリートでございます。ですから、そのころではそういう耐震設計とかそう

いうことではなくて建設されていると思われますけれども、ただあそこのふろの上にまた

２階が鉄骨でございまして、別々に切り離されているということで、耐力上問題はないの

でないかとは思っております。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 災害に強いまちづくりというのはもちろん予算がないとできない部分はあり

ますけれども、きょうにも起きるやもしれない地震、地震は防ぐことできません。それだ

けに限られた予算の中でも計画的にまずは調査をする、そのことをやっぱり手がけるべき

ではないだろうか。地震が起きてから、いろいろな条件が重なって、最悪の場合はこの北

海道の厳冬期に、しかも夜にとなったときに本当に避難する、また地震から町民を守る上

でもそんな悠長なことはやっぱり言っていられないと思うのです。以前どこだかの地域に

テントを張る話もありました。やっぱり違うと思うのです。だから、そういう点でもこの

北海道、特にこの十勝は地震多発地帯でありますし、いつ中越地震クラスが起きてもおか
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しくない。そんなことからしたら、一つでも二つでも、避難所だけではないのですが、計

画を立てて調査をすると。そして、少なくとも学校については今文部省の補正の関係もあ

りましたけれども、もちろんそれはいろいろ要望しなければならないとは思うのですけれ

ども、学校も避難所にもなっていることからしたら本当に耐震度調査は、これは一校でも

やはり手がけるべきではないのかな。いつまでも金がない、金がないと言って当初予算に

も組まないようなのでは全然姿勢がなっていないです。ぜひ検討してみてください。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 今島田議員おっしゃったように、地震はいつ来るかわからないということで

ございます。まさに私たちもその不測の事態というものははかり知れないわけであります

し、またそういう事態が起きたときの対策というものには万全な体制をとらなければなら

ないと、このように考えておりますし、一昨年の地震も私たちには教訓として残るところ

でございます。 
 そんな中で、学校の校舎の耐震度調査ということになるわけですけれども、もちろん生

命、財産を守るためには財産のことを引き合いに出すことはできないわけでありますけれ

ども、現実な目で見ますとやはり浦幌町の財政難、それぞれの町と申しますか、浦幌町の

財政難というものも出てくるわけであります。それらを見据えながら、将来的な浦幌の財

政状況というものを見据えながら今後耐震診断というものについても計画を立てていかな

ければならないと、このよ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 先ほど同僚議員の方から消防署長の方にお話がありました女性消防団員の関

係につきましても、もう発足をして10年という歳月が流れたのだなと今脳裏を走馬灯のご

とく流れるのを感じました。先ほど署長がお話ししたように、女性消防団員というのも決

して、134名でしたか、今消防団員の数は。そういう中で、貴重な10名の役割を果たしてい

ると私は自負してございます。そんな関係上、なくてはならない状況にあるのかなと思っ

ております。 
 なお、たまたまけさの新聞に清水消防団の関係で長官表彰旗をもらったという記事が載

っておりました。浦幌も過去本当に10年以上前にこの消防長官表彰旗をもらって、その後

にまといをもらったという、そういうふうに考えておりますけれども、この辺の関係含め

て、浦幌消防団にあっては全道当時212市町村あっても全道消防総合訓練大会においても道

東において初めて優勝旗を持ってきたと、１分団ですね、その後数年後に４分団がまた２

回目出場して、その後にまた全道消防総合訓練大会で優勝したと。こんなことは当時の全

道212市町村の中ではない状況です。いまだにこういう状況はない。そういうふうにすばら

しい防災の面では、私は浦幌消防団については非常にいい意味での感じを持っております。

そんな形の中で、浦幌は防災の町としてもひとつ非常にいい意味での消防署と団とのそう

いった一体感の中で、66行政区に住む老若男女を問わずそういう人たちに安心感を持たせ

ているのが私は浦幌消防だと考えております。そんな関係の中で、署長、せっかく出席し
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ておりますので、先ほど言った消防長官表彰旗だとか、その辺の関係も含めて今十勝管内

においてはどんな状況にあるのか、もし資料的にあればちょっとの説明をお願いしたいと

思います。 
〇水沢議長 消防署長。 
〇山本浦幌消防署長 けさほどの道新の中で清水消防団が長官表彰を受けたということで

大変喜ばしいことかなと、こんなふうに私も感じております。先ほど来高橋議員、それか

ら杉江議員からも言われておりますように、やはり自分のところは自分で守るのだという

考え方でそれぞれの地域で団員の方々が日夜頑張っておられることはもう承知のことだと

思います。そういう流れかどうかはわかりませんけれども、私ちょっと調べさせていただ

いたら、かなり管内はもとより全道あるいは全国ということで細部にわたって表彰規程が

ございます。 
 管内の状況ということでございますけれども、ちょっと支庁の方で調査をさせていただ

いた中身でございますけれども、過去５年、12年から16年までということでちょっと調べ

させていただいたのですけれども、長官表彰につきましては12年度は９名、13年度10名、1

4年度10名、15年度11名、16年度９名ということで道内で受けております。管内的に見ます

と、12年度は帯広、それから13年度は広尾、また14年度も帯広、15年度池田、16年度は今

ご案内のように清水が受けたと、こういう結果でございます。 
 なお、高橋議員も今おっしゃられましたように、浦幌には日本消防協会の最高賞のまと

いをいただいております。この関係も高橋議員ご案内のように、先ほど申し述べられたよ

うに北海道消防総合大会で過去２回も優勝していると。ただ、残念なことに２回優勝して

いるのですけれども、たまたまこの優勝した年には全国大会のない年であったというふう

なことで、その後いろいろな中身でお願いもし、当時の団長さん以下ご苦労なさって平成

９年に日消の最高のまといをいただいたと、こういう経過でございます。これらにつきま

しては、このまといをいただくまでの経過といたしましては、それぞれ道内の表彰、それ

から先ほど申し上げましたように最後は長官表彰を受けていなかったらこのまといの対象

にならないというふうな規定もございます。浦幌はもうもらうものはないのかなというふ

うな現況にありますけれども、そんな中身でございます。 
 以上です。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 今署長の説明の中で、もう最高のまといまでもらって、もらうものがないと

いうふうな状況の、そんな意味ではすばらしい状況下にあるなと。先ほど署長言ったよう

に、自分の町は自分で守ると、このすばらしい名言の中、私は今現在おります134名の消防

団員あるいは消防署との一体感を持って広い浦幌町の四つの分団、そこには同じ同僚に河

内さんも野村さんも岡田さんも、あるいは議長もいられるという中で、そういう中で頑張

っている状況下にあるのでないかなと思っております。いずれにしても、予算厳しい中で

ございますけれども、消防としては町民の生命、財産を守るために日夜献身的な努力と消
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防署員とともにしていただくようにお願いを申し上げたいと思います。 
 それで、先ほど言った団員の団員割れといいますか、そういう中では確かに男性がいな

い段階では女性をもっと活用する状況にもあろうかと思います。これは、今１分団しかい

ませんけれども、できれば２分団、３分団、４分団にもいないときにはそういった活用も

またあり得るのかなと思っておりますので、その辺も検討の余地の一つに入れてほしいと

思います。そういう関係で、もし署長の方で考えがあればお伺いしたいと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 
〇水沢議長 消防署長。 
〇山本浦幌消防署長 今高橋議員から各分団の配下にも女性消防団員をぜひともというお

話でございました。現在１分団という中でございますけれども、現在は本団の中の女性団

員という位置づけで、これ全町的に先ほど申し上げましたようにソフト面でいろんな関係

で活躍をしていただいております。しかしながら、まだ10名の定員の中で定員割れを起こ

しました。ぜひこの10名は何とか確保したいなと、こんなふうに考えております。また、

後段の各分団の中にもということにつきましては、今後またそれぞれの分団長さん方と十

分協議をさせていただいて、何とかできるものなら、先ほど申し上げましたように地域に

若い者がいないということも含めて女性団員をふやしていってはというお話でございます

ので、今後十分検討させていただきたいと思います。 
〇水沢議長 ほかに質疑ございますか。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、消防費の質疑は終わらせていただきます。 
 
    ◎延会の議決 
〇水沢議長 お諮りをいたします。 
 審議の途中でありますが、議事の都合により本日の会議はこれで延会いたしたいと思い

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、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17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 ５時４８分 
 
 


