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

願いをいたします。 
 
    ◎日程第１ 議案第３１号 
〇水沢議長 日程第１、議案第31号 平成17年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 
 昨日16日に引き続き審議を続けます。 
 10款２項小学校費までの説明を求めます。 
 管理課長。 
〇後藤管理課長 93ページをお開き願います。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委

員会費264万3,000円、この目は教育委員４人の報酬、旅費など教育委員会の運営に要する

経費でございます。減の主なものは報酬のカット、費用弁償、交際費などでございます。 
 ２目事務局費6,283万円、教育委員会事務局の運営や職員の人件費などでございます。減

の主なものは給料、職員手当などの人件費で、前年比1,175万4,000円のうち93％に当たり

ます1,089万6,000円が人件費相当分でございます。19節十勝教育研修センター負担金は、

十勝圏複合事務組合が運営しております幕別町にある十勝教育研修センターの負担金でご

ざいます。127万6,000円のうち、運営費71万円と建設費負担金56万6,000円の内訳でござい

ます。十勝研修センターでは、平成16年度には38講座が開設され、610人が受講いたしまし

た。本町からの受講者は20人でございます。 
 なお、建設費の負担は平成17年度で終了し、建設費の２％に当たります1,112万5,000円

を本町で負担をいたしました。 
 ２項小学校費、１目学校管理費7,070万2,000円、小学校４校、児童生徒309人、19学級な

どの学校運営と施設維持に要する経費でございます。減は吉野小学校、常室小学校の閉校

によるものと人件費、賃金、委託料、教育用コンピューターの借り上げが終わったこと、

それから浦幌小学校開校100周年記念事業補助金150万が終わったことなどによるものです。

このうち７節賃金の減は、常室小学校に配置を予定しておりました臨時事務職員賃金の減

でございます。それから、11節需用費中消耗品の増は、小学校用教科書図書の採択に伴い

ます教師用教科書、指導書、教科資料、466万4,155円を含んでおります。それから、賄い

材料費は野外活動学習用の内容でございます。それから、12節役務費のうち手数料110万2,

000円には、シックスクール対策としてホルムアルデヒド調査のための空気環境測定分析料

16万2,596円を含んでおります。これにつきましては新規事業で、全学校を対象に行います。

この検査は、毎年度実施いたしますけれども、測定値が基準値の２分の１以下である場合

については、翌年度からやらなくてもよいということになっております。13節委託料は、
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説明資料のとおりでございます。14節使用料及び賃借料中機械借り上げ５万円は、グラウ

ンドの転圧料。それから、教育用コンピューターの借上料は説明資料のとおりでございま

すけれども、昨年度より355万8,000円減じておりますけれども、債務負担が16年度で終了

したために減でございます。それから、ソフトライセンス36万円は、各学校のコンピュー

ターのウイルス対策用のソフトで、浦幌小学校47台、厚内小学校６台、上浦幌小学校７台

の内容でございます。17節公有財産購入費772万1,000円は、説明資料のとおりでございま

す。19節負担金、補助及び交付金のうち上浦幌中央小学校開校20周年記念のものにつきま

しては、10万円は説明資料のとおりでございます。 
 ２目教育振興費834万2,000円、小学校４校の教育振興のための事業委託や関係団体への

事業支援に要する経費で、減の主なものは２校の閉校に伴うものでございます。１節報酬

は、説明資料のとおりでございます。浦幌小学校に置かれております学校評議員５名分の

委員報酬でございます。８節報償費は、教育功績者表彰分、13節の委託料は町の教育研究

所への委託料でございます。事業は、子供の学力分析、それから教材用のコンピューター

の使用のマニュアルの作成などを委託することになっております。19節負担金、補助及び

交付金中生きる力を育む特色ある教育活動支援事業交付金24万円は、説明資料のとおりで

ございますけれども、平成14年度から施行されました新学習指導要領の主眼であります生

きる力の定着と発展を目指して、各学校の特色ある教育活動を支援する内容でございます。

事業メニューは15ほどありますけれども、主なものを申し上げますと、学力向上フロンテ

ィア事業、それから読書活動推進事業、開かれた学校づくりの推進事業、個に応じた英語

教育推進事業、国語力向上支援事業などを用意しております。この中から１校当たり２事

業以内を選択していただいて、１事業当たり３万円を交付しようという内容でございます。

この事業につきましては、中学校でも実施をする予定でございます。20節扶助費199万8,0

00円は、説明資料のとおりでございます。 
 ３目特殊教育振興費35万9,000円、浦幌小学校、厚内小学校におかれます特殊学級の開設

に要する経費でございます。浦幌小学校は、３年生知的障害１学級、５年生言語障害１学

級、６年生情緒障害１学級の計３人３学級の構成でございます。厚内小学校は、３年生知

的障害１人１学級の内容でございます。１節報酬は、説明資料のとおりでございます。 
 ４目簡易水泳プール管理費172万5,000円、厚内小学校、上浦幌小学校、上浦幌中央小学

校の３校に設置されております簡易水泳プールの管理運営費でございます。11節需用費の

うち修繕料70万円は、上浦幌小学校プール上屋シートの修繕料60万円を含んでおります。

それから、15節工事請負費27万5,000円は説明資料のとおりでございますけれども、上浦幌

小学校プールの上屋取りつけ、取り外し工事でございます。 
 ５目学校保健費309万8,000円、小中学生及び教職員の健康診断に要する経費でございま

す。減の主なものは、学校閉校に伴う教職員の減によるものでございます。20節扶助費は、

説明資料のとおりでございます。 
 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。 
 質疑ありませんか。 
 14番、島田議員。 
〇島田議員 教育振興費の中で生きる力を育む特色ある教育活動支援事業交付金、予算化

されているのですが、教育委員会としてこの特色ある活動ということになると、具体的に

は個々の学校の中でのことになるかと思うのですが、教育委員会サイドとしては、どのよ

うなことを考えておられるのでしょうか。 
〇水沢議長  管理課長。 
〇後藤管理課長 先ほども説明いたしましたけれども、平成14年度から新学習指導要領が

完全実施という形になりました。その中で主眼が置かれているのは、生きる力をどうはぐ

くむかという点です。それと同時に、それに伴ってそれぞれの学校で特色ある学校運営を

するように今努力をされているわけです。 
 それで、そのためにそれぞれ各学校教育課程をつくる中で、例えば読書活動に力を入れ

るとか、スポーツ活動に力を入れるとか、そういったそれぞれ個々の学校の校長先生の指

導に基づいて教育課程をつくっていくわけですけれども、おしなべて各学校をざっと見ま

すと、今回我々教育委員会の方で用意しました支援事業の15メニュー、先ほど五つ、六つ

例を申し上げましたけれども、その中で大体包括できるのではないかというふうに考えて

おります。そういった我々で用意したメニューをそれぞれ活用していただいて、特色ある

教育活動をさらに進めていただきたいというのが我々の方の願いでございます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 国の負担がとりわけ義務教育で大きく削減といいますか、そういう中で学習

指導要領に基づき、こうした生きる力ということを柱にさまざまな取り組みはされるとは

思うのですが、これはちょっと私記憶ないのですが、単年度だけの予算措置なのでしょう

か。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇管理課長 我々の方では、単年度とは考えておりません。少なくとも現在の学習指導要

領が続く間はこの事業をやりたいと思っておりますし、できればもっとメニューをふやし

て、各学校がさらに取り組みやすい体制というようなものをつくりたいというふうに考え

ております。次の学習指導要領がいつ改定になるかということはわからないわけですけれ

ども、そういった現行の学習指導要領に沿って、できればもっともっと充実させていきた

いなというふうに考えております。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 それでは、今小学校費ですけれども、これ厚内の中学校もかかわるので、次

の部署でもよろしいのですけれども、ご存じのとおり小学校、常室、吉野、厚内中学校が

閉校したということで、今までの学校がなくなって、地域にとって非常に何か心がなくな

ったような寂しい思いをするわけですけれども、そこで問題は、この閉校された跡地、校
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舎を含め、その敷地も含め、今後どのような利活用を考えられているのか。また、いろん

な方法が、地域の要望もあると思いますけれども、これはどっちかというと町長部局の方

の答弁なるかと思うのですけれども、その辺について３校が閉校した後の学校の管理体制、

あと地域における要望も含めて、今後の利活用どのようなことで考えておられるか、一言

答弁いただきたいと思います。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 ３校の跡地利用の関係でございますが、現在吉野小学校の跡地利用につきま

しては、吉野の地域、校下の方から振興会、それから区長会も含めまして、町の方に先日

要望がございまして、体育館を利用したいと。それと、校舎を半分程度コミュニティーの

施設として利用したいということで参っております。その中でプールの上屋の撤去、バッ

クネットの撤去等も言われてございます。今後その関係につきましては、最小限になると

思いますが、補正対応ということで実施してまいりたいと思っております。 
 あと、常室小、厚内中学校につきましては、地区の方からは町の方で管理していただき

たいということできております。今後まだ地域と協議をして、今後の利活用につきまして

は考えて協議していきたいと思っております。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 まず最初に、常室と厚内については、まだ今後の対応がどのようにするか考

えられていないと。その間大きな施設等もありますし、防犯上またいろんな形で管理を、

定期的に見回りしたりとか、学校自体を閉鎖するためにはどのような方法をとるのか、そ

の辺もちょっとお伺いしたいと思いますし、あわせて吉野につきまして、昨年の７月に閉

校した後、地域にとってはやっぱり大きな核であった学校がなくなることによって地域、

いろんな活動の核がなくなるということで、今助役の言われたようなコミュニティー的な

施設の建設をという要望が出ておりました。７月に出た要望が実は２月の９日に回答が来

たと。その回答の中身は、一部議員は知っていますけれども、全く何もできないと。一切

何もできないという、本当にまことに申しわけない、地域を愚弄したような回答であった

とお聞きしておりますけれども、それでは地域としては、予算の絡む問題でありますし、

学校の校舎のいろんな老朽化を考えてみると、もう少し真剣に前向きに考えてほしかった

なと思います。なぜかというと、昨年の議会の中でもあそこにある生活館がもう相当老朽

化して、17年度で生活館も廃止すると。公民館においては、いろんな施設の利用料、その

他の問題で、気楽に地域の活動の場がなくなるということで、学校の跡地を大いに利用し、

またコミュニティー的な使いやすい施設という要望もあったということで出ております。

ところが、町には全く予算のないという形で、もうあと地域がもし費用負担するのである

ならば利用していいですよという、全く地域をどう考えているかということを本当疑いた

くなるのですけれども。 
 そこで、今助役の答弁したのは、それではということでとりあえず応急処置的に何かな

らないかということで、大きな施設だけれども、半分ぐらい仕切って活用できるような方
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法という形で話が進んできておると思うのですけれども、それで地域も行政の予算的な問

題、いろんなことでやむを得ず納得した段階であります。今後地域、社会教育を含めて、

そういうコミュニティー、また地域の活動をどのように考えられているのか。あわせて今

暫定的に地域のいろんな団体と話し合いを進めていると聞いていますけれども、いつから

使えるような形でとりあえず整備するのか。先ほどの最初の残った校舎の管理運営の問題

と含めてご答弁いただきたいと思います。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 まずは、常室小学校、厚内中学校に関しましては、普通財産ということで教

育委員会の方から管財の方に引き継ぐということでございます。それで、管財の方で見回

るということで、定期的に見回りたいと思います。それで、電気、水道等もまだつながっ

ておりますので、閉校後それをとめて、あとはまた地域と協議しながら管理していきたい

と思っております。 
 それから、吉野小学校の関係でございますが、昨年いろいろ要望者が参っておりますが、

その中でコミュニティーセンター建設ということが一番に掲げられておりました。そうい

うことで、財政上現在ではちょっと無理ということもございまして、回答については何も

できないような状態ということで回答は申し上げましたが、先日地区から来られまして、

現在の小学校の半分程度をコミュニティー施設ということで、当分の間利用したいという

ことでございますので、校下の地域全体ということで利用するということでございますの

で。それと、それに伴って吉野の生活館等も廃止していくということでございますので、

その辺については最小限補正対応でやっていかなければならないということで回答してお

ります。 
 それから、利用時期でございますが、体育館につきましては、地域からは４月からでも

利用したいということでございますので、その辺については閉校後電気とか、そういうも

のもございますので、切りかえとか、そういうのも含めて早急にやっていきたいと思って

おります。今の現状でいけば、そのまま使える状態になっておりますので、体育館につい

ては利用できるのでないかと思います。ただ、校舎につきましてはまだ地域の方と十分協

議しておりませんので、今後どういう形でその教室等を使っていくのかということも含め

て対応するということで先日答弁しておりますので、今後６月といいますか、補正に向け

て地域と協議してまいりたいと思います。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 最初の項目はわかりましたし、今言われた吉野の地域要望に早くこたえてい

くためには、いろんな予算措置もあるでしょうけれども、やはり地域もいろんな団体を通

じて正式にきちっと申し入れしたり、話をしております。その辺をきちっといつまでに改

築し、利用できるか、その辺を早目にお示しいただきたいと思います。 
 そうすると、最近では新養老が閉校してコミュニティー施設になったということを踏ま

えると、吉野の学校跡地も校舎のどこまで仕切るか、そういうことは別にいたしましても、
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体育館も含めて地域のコミュニティー施設というとらえ方でよろしいわけですね。コミュ

ニティー施設としてとらえるというと、費用負担は当然行政が負担しなければならないと

いう。管理運営については、またいろんな地域と相談しなければならぬと思いますけれど

も、最初の回答では、すべて地域が負担すれば利用もいいよという考え方と変わったと認

識するのですけれども、コミュニティー施設という位置づけにするということは、いろん

な電気、水道光熱費も含めて、修繕その他も含めて、これは町の一元化の管理の中に置か

れるという認識でよろしいのか、その辺ももう一度確認したいと思います。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 今後の維持管理費等でございますが、現在新養老、それから十勝太のコミュ

ニティーセンター、それから幾千世のスポーツセンターについては町で維持管理しており

ます。それと同じようにやる予定でございますが、ただ新養老の体育館、それから十勝太

の体育館、幾千世もそうですが、今後吉野の体育館についても使用料等も含めて検討した

いと思っております。町が全部負担するということでなく、やはり地域にも多少は、町が

助成するというか、地域が助成してもらうというか、負担していただくということも考え

ながら、17年度中にはその辺について検討していきたいと思っております。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 体育館の使用料、今ほかのコミュニティーも利用者に一部負担してもらうと

いうことであるならば、それと右へ倣えしなければならぬのだけれども、その他について

の費用負担も検討しなければならぬとなると、下地区に今言われたように新養老のコミュ

ニティーセンター、十勝太ありますけれども、そこも同じような使用者負担を求めてコミ

ュニティーを運営しているのですか。吉野だけ新しくまたあのところの施設、コミュニテ

ィーとして利用する場合には使用料を取るという考えなのか、その辺ちょっときちっとし

た答えをお願いします。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 吉野だけということには限らないで、ほかの施設についても同様に考えてい

きたいと思っております。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 それでは、コミュニティーも今後町のいろんな公民館だとか、そういう形と

同じような使用料を取った形での施設運営をしておくという考えなのか。現状は、たしか

利用者の負担というのはなしで、地域の集会所という意味合いで自由に使えると。管理人

も置かない。そのかわり使用者責任においてすべて清掃も含めて、維持管理をした形で運

営していると認識しているのですけれども、今後新たにそういうコミュニティー施設はも

う使用料も取った形で、今の中央公民館だとか、地域あちこちにある公民館と同じような

形で方針を変えていくということなのか、その辺は考え方としてどうなのですか。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 現在考えておりますのは、あの広い体育館を利用するときに市街の方からも
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行って利用しているという話も聞いております。そういうことで、今考えているのは体育

館を使用料条例をつくって使用料を取るということを考えております。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 わかりました。地域と摩擦のないようにきちっと理解をいただきながら推進

していただきたいと思います。 
 それで、町長にお伺いしたいのですけれども、地域としては下浦幌地区は、これで学校

という施設は全くなくなったわけです。そういう意味で今言ったように、十勝太にコミュ

ニティーセンター、新養老、あと吉野においては今年１年で生活館がなくなるというから、

今度は吉野公民館という、施設としては本当に貧弱な体制になります。そして、これは前

にも何回もお話ししているとおり、これと地域の活動と、下浦幌地区は非常に大きな問題

あると思いますけれども、下浦幌地区にとってはお寺がないということで、冠婚葬祭は非

常に地域の会館を利用してやる事例がほかの地区と比べて多いわけですけれども、そうい

うことも含めて、今の吉野小学校の改築したコミュニティーでは、本当に体育館と今言っ

た何カ所かの教室しかないと。そういうことを考えて、地域はできればそういう形の転用

もできることも大きく視野に入れた形で大きな集会場、また地域の集散できる施設として

求めた経緯があるわけですけれども、予算の関係、いろんな形で非常に３年間は厳しいと

思いますけれども、４年以降若干財調も足し増してくるということも考えたりすると、地

域のコミュニティー、特に吉野地域のコミュニティーという形についてはどのような考え

方を持っているか。その考え方だけでもお聞かせ願いたいと思いますけれども。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 下浦幌地区、吉野地区、それぞれ見ていく中で、全体的な物の考え方という

のも必要なのかなと、こういうふうに考えております。そんな中で、吉野地域、下浦幌地

域の公民館と言いながら、吉野地域に公民館があるということも前々から要望者にも話し

ております。要望者がいらしたときも必ず吉野地域の公民館も置いて、コミュニティー施

設のさらにそういう充実した大きなものが必要なのでしょうか、どうなのでしょうかと、

そういうことも話しております。それらを踏まえた中で一体として、今後どのように運用

していくのかということを協議していかなければ、単発でこれをやります、これをやりま

すということにはならないということを私たちは申し上げてきたところであります。正式

な回答は２月ですけれども、来た都度に、７月も来ております。12月にも来ております。

その都度にそのようなことは申し上げてきました。そういう大きな施設は、結局合併との

絡みもあったものですから、できないということを最終的にお話をしたところであります。 
 そんな中で、今改修と。新養老小学校も改修にたしか３年ぐらいかかったと思います。

今改修となると、１年ですべて改修できるとは思っておりません。補正をしても、先ほど

助役が言ったように最小限の補正で、今回対応できるような姿勢はとりたいということで

ありますが、新養老のように部屋をきれいに充実していくためには、やはり２年とか、３

年とか、また今の情勢であればもっとかかるかもしれません。そういうふうにかかると、
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そういうふうに考えております。そういう形でコミュニティー施設を充実した場合であれ

ば、その後すぐにコミュニティーセンターの建設ということはできないだろうと、そうい

うふうに考えております。それらも十分踏まえながら対応していかなければ、改修はしま

したと。何年後にはまた建設ですと、そういうことはできないと、私は考えております。

一度地域の方と対話的に話し合ったときも、コミュニティーセンターの要望を目指すとい

うことで、今の学校については電気を切って使わないように措置してもいいですよという

ことで話し合ったのですけれども、私のいないときに違うそういう形での要望が来たとい

うことを踏まえて承知しております。今後、公民館、コミュニティー施設、体育館があり

ますから、それらを踏まえてどのように一体的に運用するのかということは地域と詰めな

ければならない問題だと、このように考えています。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 今の関連ですけれども、常室小学校は築何年たっているのでしょう。もしわ

かればお知らせください。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 はっきりした数字になりませんが、20年ちょっとたっていると思うのです。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 非常にまだ外見見ても、中見ても、まだ新しい校舎というのは事実かなと思

うのですけれども、この校舎建てるときの条件というのですか、補助金等の関係でもしと

れるのであれば、再利用という形を考えたときに、その辺のつっかえはとれるのかどうな

のか。要するに統合した段階で校舎でなくなるというふうに見るのか、その辺ちょっとお

聞かせ願いたいと思います。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 私の方からお答えを申し上げます。 
 閉校となった学校施設で国庫補助を受けて建設した建物、これはほとんどの学校もそう

ですけれども、財産処分するときには基本的には文部科学大臣の承認が必要となります。

ただし、国庫補助事業が終わってから10年経過した場合、今回の場合そうですが、10年以

上経過して、かつ公共施設として利用すると、そういったケースの場合につきましては報

告だけで、承認ということは必要がないということになっております。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 それでは、法的に拘束されるということはないということですね。 
〇後藤管理課長 はい。 
〇岡田議員 そこで、理事者にちょっと、町長にお聞きしたいのですけれども、再利用と

いう考えの中で、今我が町の少子高齢化の中で非常に高齢者の占める割合が28.数％という

形の中で、非常に高齢者が多いという現状、これから恐らく５年後、10年後を考えたとき

にまだまだ、もう30％を超えるような状況になるのではないかなと思うのですけれども、

そういう将来的なことを見越した中で、老健施設という再利用という形の中で考えること
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ができるのかできないのか。その辺を含めて、ちょっとお聞きをしたいと思います。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 この学校の再利用につきましては、ほかの町村でもそういう形で高齢者の老

健施設等、あと身障者の関係とか、いろいろに利用されております。そういうことで、地

域と協議して使わないということになれば、やはりそういう形をとっていかざるを得ない

のではないかなとは思っております。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 前向きな答弁をいただいたわけですけれども、我が町ばかりではなく、ほか

の町村からも恐らく施設へ入りたくても、なかなか施設が少ない、今現状は少ないと思う

のです。そういう中で、今我が町も過疎化という中で、非常に一途をたどっているわけで

すけれども、そういう部分も含めまして、何年も置いておきますと、本当に使わなければ

すぐ傷んでくるというような状況もありますので、その辺も含めて十分に前向きに協議を

していただき、本当に自然のあふれた中での環境的にもすごく静かなところですし、すば

らしい地域でもございますので、そういう面も含めて十分に協議をしていただきたいと思

いますが、その辺ちょっとお考え聞きたいと思います。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 今の関係につきましては、常室小学校、厚内中学校も含めまして、今後地域

とも協議しまして、その再利用の関係については十分また議会とも協議していきたいと思

っております。 
〇水沢議長 13番、岸田議員。 
〇岸田議員 ちょっと説明資料に対する確認をしたいのですが、２項小学校費の19節の中

で、上浦幌中央小学校開校20周年記念事業補助金が10万円計上されております。もう一方

の説明資料の14ページにも教育費の項の中で、これ開校30周年記念事業補助金というふう

になっているのですが、これ20年と30年、どちらかということになると思うのですけれど

も、この辺の確認したい。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 お答えを申し上げます。 
 20年でございます。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 先ほど管理課長の方から説明ございました簡易水泳プールの管理費の関係で

ございますけれども、たまたまあと厚内小と上浦幌小と、吉野小は廃校になったというこ

とで。 
 それで、町内には温水プールというすばらしい施設があるのですけれども、シーズン中

に例えば厚内、上浦幌関係については、昨年あたりも１回なり２回なりそこに訪れて対応

したことがあるのか、それをまずお聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 管理課長。 
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〇後藤管理課長 上浦幌地区からこちらへ来るという趣旨ですか。 
〇高橋議員 そうです。 
〇後藤管理課長 これまで具体的にそういった要望等ございませんでしたので、とりたて

て教育委員会の方でそういった取り扱いをしたということはございません。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 確かに距離的な問題もございます。私も一昨年ですか、そういう形でお聞き

したことがございますけれども、吉野関係は本当に10分ぐらいあれば来れますから、そう

いう中ではスクールバス等を利用しながら対応できると思いますけれども、確かに厚内に

ついても片道30分ぐらいのそういった時間帯が必要かなと思います。また、上浦幌につい

ても小一時間かかるのかなと思いますけれども、そういう中で簡易水泳プールが今現在２

校で対応されているわけでございますけれども、子供たちにやっぱり年に１回ぐらいは町

内にあります温水プールを利用させてやることが好ましいかなと。確かに双方でも水質管

理等はやっていると思いますけれども、そういう中で完全な体制ができている、そういう

施設の利用も年に１回ぐらいは。この町、一緒に住む66ある行政区の中でも、町にはこう

いう立派な施設があるというようなことで、そういう施設の有効利用の関係についてもぜ

ひ年に１度ぐらいは対応させてあげた方がいいかなと思うのですけれども、その辺の考え

はあるかないかお聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 全町の子供たちにすべからく本町にあるプールを使わせてあげたいとい

うことは、我々も同じ考えでございます。これまで具体的にそういった要望等がございま

せんでしたので、教育委員会として特段そういった手当てをとってこなかったわけですけ

れども、もしそういった要望があるのであれば考えなければいけないと思いますし、新年

度に入りましたらば教育課程の関係もございますので、校長先生たちも一新されますので、

その場所で校長先生たちの意見を聞いて、適切な処理をしたいなというふうに思います。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 今管理課長、それぞれの校下の学校の校長さん、あるいは教員からでも結構

でございますけれども、要請があれば、それに応じて協議すると。本来教育委員会の持っ

ているものものは、私はそれにちょっともう一歩踏み込んだ状況で考えてやれれば一番い

いなと思うのですけれども、今管理課長言われるように、相手側から要請があれば考える

という状況の話では先行き不透明、大変そういう意味では厳しい状況かなと思います。そ

の意味で教育長、昨年就任されましてどのように考えるか、ちょっと一遍答弁お願いした

いと思います。 
 以上です。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 ちょっと誤解があると困りますので、申し上げておきますけれども、向

こうからの要請ということではなくて、あくまでもこちら側が校長会にそういったことを
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投げかけた上で、校長先生たちの意見も聞くということで、校長から言ってくるのをこち

らがただ待つということではございません。 
 それから、もう一点、現在の行政システムからいいますと、本町の水泳プールを使わせ

てあげたいということは、それは我々は管理課としてはそう思いますが、本来社会教育課

の方のプールの担当がそういうことを考えることであって、我々はそういうことは考えま

すが、行政システム上はそういうことなのだろうというふうに思います。いずれにいたし

ましても、新年度になりましたら教育委員会の事務局組織もかわりますので、校長会に投

げかけて、高橋議員の言われるような形でぜひやってくれというような形になれば、ぜひ

そういうふうにしたいなというふうに思います。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 私今回の第１回の定例会始まる前に言ったことございます。何かしら町長部

局も教育部局も連帯性、連動性といいますか、そういうのがちょっと見えないよと。これ

から第１回の今この予算の中に入っている中、もう先行き不透明だなと私自身そう思った

から、厳しいことでしたが、言いました。しかしながら、ずっと経過する中で見ていて、

町長部局の関係はいい意味で私は運命共同体といいますか、そういう課長さん方の連係プ

レーが見えてきたなと。そういう意味では、非常に安堵の気持ちに駆り立てられましたけ

れども、今教育部局の中ではやはり管理課長というのはかなりのウエートを占めている中

にございます。私は、教育長も昨年立派な教育長を迎えた中で、心を安堵にしているわけ

でございますけれども、そういった中身で教育部局についても、これは大きな課題ですか

ら、子供たちの育成、本当にこの町に住んでよかったという、教育受けてよかったという

ような、そういうような気持ちになるような教育行政にしてもらわなければ困ります。そ

ういう中で、大変厳しいこと言いますけれども、私はこの平成17年に向けて厳しい財政の

中で子供たちにも負担をかけないような方法をとってやれるような、そういう教育行政を

願っている一人でございますけれども、そんな意味で教育長、一言今私が言ったことにつ

いてお話あればお願いしたいと思います。 
〇水沢議長 教育長。 
〇大谷教育長 ただいまの高橋議員の質問にお答えしたいと思います。 
 ただいま子供のことにつきまして、高橋議員からの熱い子供に対する期待と思いを感じ

ております。私も同感であります。したがいまして、このプールの件も含めまして、やっ

ぱり学校教育においては子供を第一に考えるということが基本でありますから、そういう

意味も含めまして、管理課長もお話しいたしましたけれども、ぜひ子供にいろんな体験を

させたいということも含めて、前向きに考えていきたいというふうに思います。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 教職員に対する図書補助費という関係が我が教育委員会で行われているのか

どうか。教材費でなくて、教員が自由に自分の教育に対するための参考資料として、最近
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の新聞にも取り扱いの問題から、いろんな形でちょっと指摘もあったのですけれども、中

学校費もかかわると思うのですけれども、教員に対するそういう図書費補助的なものは支

出されているのか。もしされているなら、どの科目で支出されているのか、金額的にどう

なのか、それだけまず先にお伺いしたいと思うのですけれども。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 お答えを申し上げます。 
 計上されておりません。支出されておりません。 
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、小学校費までの質疑を打ち切らさせていただきま

す。 
 次に、４項幼稚園費までの説明を求めます。 
 管理課長。 
〇後藤管理課長 99ページでございます。３項中学校費、１目学校管理費4,369万5,000円、

中学校２校、生徒数190人で９学級分に要する経費でございます。減の主なものは、厚内中

学校の閉校に伴うものと浦幌中学校の教育用コンピューターの債務負担が平成16年で終了

したためでございます。８節補償費65万6,000円につきましては、心の教室相談員の設置に

要する経費でございます。心の教室相談員につきましては、平成10年度から導入されまし

て、本町でも浦幌中学校に配置をいたしました。当初は、元中学校長を配置しておりまし

たけれども、補助事業の廃止に伴いまして、平成15年度からは社会教育課に配置しており

ました生涯学習推進アドバイザーがこの業務を担当しておりました。その後社会教育課の

方の生涯学習推進アドバイザーの配置がなくなりましたので、平成16年度につきましては

年度当初配置できないという状態になっておりました。その後平成16年10月から道費で３

月まで半年間、心の教室相談員を配置するということができまして、現在１名、元大樹中

学校長、それ以前は浦幌町教育委員会で派遣社協主事をやっていた方ですが、現在その仕

事をやっていただいております。その方を引き続き新年度からは単費で配置をしたいとい

うことでございます。11節需要費中修繕料には、浦幌中学校に新たに置かれる特殊学級を

開設するための教室の改修費30万円を含んでおります。14節使用料及び賃借料、教育用コ

ンピューターの借り上げは26台分でございます。ソフトライセンスにつきましては、小学

校費で申し上げた内容と同じで、ウイルス対策費用で浦幌中学校42台分と上浦幌中学校19

台分の内容でございます。 
 ２目教育振興費907万7,000円、この目は中学校２校の教育振興に要する経費と外国語指

導助手配置などに要する経費でございます。増の主なものは、外国語指導助手の報酬増で、

これは在日３年目に入ることから日米の租税条約の関係で、所得税が課税されるというこ

とから、手取り30万円保障ということになっておりますので、そのために上乗せされた分

でございます。８節の報償費61万2,000円は、部活動指導者の謝金です。それから、扶助費
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の内容につきましては説明資料のとおりですけれども、要保護者２人以外の準要及び特殊

教育につきましては、学用品費、通学用品費、就学用品費、体育実技用品費、修学旅行、

給食費などの内容でございます。 
 ３目特殊教育振興費51万円、浦幌中学校における特殊学校の運営費でございます。１年

生、知的障害、言語障害、各１人、各１学級。３年生、情緒障害２人、１学級の計３人、

３学級分でございます。18節の備品購入費の増は説明資料のとおりでございます。 
〇松田建設課長 ４目スクールバス管理費、本年度予算6,851万3,000円、この目はスクー

ルバス直営路線５路線、十勝太、豊北、吉野、幾千世、それと新年度から直別厚内線が直

営で運行します。それと、委託路線３路線、川上川流布線、それから活平線、そして新し

く瀬多来線が委託路線ということで、計８路線の運行管理並びに人件費の内容でございま

す。比較で845万6,000円減になっておりますけれども、主なものは人件費、それと借上料

で、町民バスの借上料は昨年このスクールバス管理費に充てたのですけれども、これがな

くなりまして240万の減。それと、直別線のタクシー借上料で150万ほど減になっておりま

す。それと、増は今申し上げたとおり瀬多来線の委託に伴って509万3,000円ほど増になっ

ておりまして、トータル的には845万6,000円の減となっております。12節の役務費の手数

料60万2,000円のうちリサイクル料として新しく５台分、20万円が中に入っております。そ

れから、14節の使用料及び賃借料60万円がありますけれども、これはきのうも話しており

ました保育園のスクールバスに乗るということですけれども、スクールバスは夏休み、冬

休みが運行しないため、その分の夏休み、冬休みの車の借上料の内容でございます。 
 以上です。 
〇菅原児童保育課長補佐 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、本年度予算額8,045万2,000

円。この予算は、浦幌、上浦幌、吉野、厚内の４幼稚園の園児数90人と園長、教諭等職員

の人件費、その他幼稚園運営にかかわる経費でございます。 
 なお、吉野幼稚園の園長につきましては、吉野小学校の校長にお願いしているところで

ございましたが、吉野小学校統合によりまして不在となるため、浦幌幼稚園の園長が兼務

といたします。 
 以上です。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 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。 
 

午前１０時５７分  休憩 
午前１１時１０分  再開 
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〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 ４項幼稚園費までの説明が終わりました。質疑を許します。 
 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 ちょっとお聞きをしたいのですけれども、幼稚園の方で19節負担金、補助及

び交付金というところで、幼稚園父母の会運営費補助金とあるのですが、これ中身はどう

いうことなのでしょうか。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 ただいまのご質問でございますが、この補助金につきましては

現在上浦幌幼稚園におきまして、父母の会で園児の送迎をタクシーに委託している業務の

一部補助でございます。16年度予算におきましては、総体事業86万2,000円で実施しており

まして、そのうち45万を補助している内容でございます。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 これ先日の話と重複してくる話なのですけれども、通園補助ということで補

助を出しているわけですけれども、この間もお話ししました。それは、町長の方と十分こ

れから協議していく中身かなと思うのですが、ちょっと公平を欠いている部分も出てくる

のかなという感じしています。 
 それと、上浦幌で僻地保育所と幼稚園が統合問題、今話し合われています。きょうお聞

きしますと、方向性は大体決まったという話で報告受けているわけですけれども、その中

で位置的な関係が今の上浦幌幼稚園に保育所として設置できないかという方向性で何か父

兄の方と児童福祉課の方もそういうような話伺っていると思うのですが、そのような中身

で、今年１年、17年度でいろいろ協議しながら18年度スタートということでスタートする

今考えみたいです。 
 そこで、またこれ通園の関係に入っていくわけなのですけれども、先日の説明の中では

統合する条件として、通園時ですか、チャイルドシート等をつけてスクールバスに園児を

乗せるという方向性で今年からスタートするわけですけれども、恐らくや話の中ではその

辺の話も何か話し合われているように聞いているのですが、その辺のことをもし考えがあ

ればお聞かせ願いたいと思いますけれども。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 きょう児童保育課長の大井課長が欠席しておりますが、大井課長の方から先

日お聞きしております話につきましては、上浦幌の僻地保育所と上浦幌幼稚園の父兄があ

る程度話が煮詰まってきたということはお聞きしております。そういうことで、今後上浦

幌幼稚園の方で僻地保育所という形をとったとき、上浦幌幼稚園につきましては幼稚園補

助で建設してございます。そういうこともございますので、建物につきましては、また道

の方とも協議しまして、保育園という形で利用する方向で検討していきたいと思っており

ます。 
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 それから、スクールバス等の幼児の同乗につきましては、またそれについても父母の会

といいますか、父兄の方とご協議申し上げまして、スクールバス対応でいいということに

なりましたら、チャイルドシートもつけ、あと添乗員もつけながら行ってまいりたいと思

っております。17年度中にはその辺の方向性だけはつけ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 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 そこで、18年からスタートになるのかなという感じはしているわけですけれ

ども、先日の答弁の中で統合した方の地区に対しては、通園補助ですとか、そういうスク

ールバスに園児を乗せるという形をとれるという話をいただいたわけですけれども、仮に

幼稚園側の区域、管内というのですか、その分に対しても同じ形で、この間の説明ではそ

の分は通園補助を現状では出していない形かなと思うのですけれども、それも含めて通園

に対してのスクールバス対応できるのかできないのか、その辺もお聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 その関係につきましても、17年度中に父兄の方と十分協議しまして、今上浦

幌幼稚園の方につきましては、川上、栄穂、それから川流布と、遠い地域がございますの

で、その辺についてもやはり同じような形もとっていかないとならないと思っております

ので、またその辺につきましては協議させていただきたいと思います。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 それ聞いて安心したわけですけれども、今現状では通園バスですか、スクー

ルバスに乗れない部分もありますので、その辺も含めて協議をしていただきたいなと思う

のですが。 
 あと、路線の関係、現状の路線では幹線道路だけの子供たちの送り迎えという形になっ

ているかなと思うのですが、きめ細かい配慮をいただいて、路線等の設定というのですか、

決定をしていただきたいなと思いますが、その辺は可能なのかどうなのかお聞きしたい。 
〇水沢議長 建設課長。 
〇松田建設課長 現在川上川流布線、それから活平線につきましては、道道を基本にルー

トを設定をしております。 
 それで、来年度に向けて幼稚園、保育園児等を乗せる場合となると、その園児のいる家

庭の所在地ですか、位置、場所等を把握しながら、ルート的に迂回して学校の時間に間に

合うように、その辺が可能かどうか。そうすると、出発時間がどうなるか。その辺を総体

的に把握しながら、当然委託料若干高くなると思うのですけれども、総体的な中身で検討

をして、極力そういう対応できるような方法で今後検討してまいりたいと思います。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 その辺十分検討をしていただきたいなと思います。そういうふうになります

と、今まで小学校の関係で通学区域の関係で、そこまで細かく路線入るということになる

と、園児はそういう形でスクールバスに乗せることはできるのですけれども、小学生の関
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係、今いろいろお聞きしていますと、子供の中で隣まで乗れて、どうしてうちが乗れない

のだという、父兄は理解はしていただいているのかなと思うのですが、その辺も可能なの

かどうなのか、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 現在までというか、今の段階では統合校を原則ということの仕切りでス

クールバスに乗っていただくということで、統合校でない者については、今までどおり直

接それぞれの家庭から学校に登校してもらうという仕切りで、今やっております。 
 それで、来年度に向けて通園補助対象を幼児も対象と、スクールバスに乗せるとなると、

今までのルールを全町的に撤廃しないと、公平感がなくなるということもありますし、そ

の辺上だけがそういうルールを撤廃することになりませんので、全体的にその辺、学校が

廃校になって、少なくなっている現在、来年度すぐできるかちょっとわかりませんけれど

も、総体的な全町的な中身を視野に検討しながら、段階的にできるものは、統合校とか、

そういう問題でなく一律に、段階的にできるものがあるならば、そういう方向で今後検討

してまいりたいと思います。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 中学校の振興費にかかわって伺います。昨年部活動の指導に当たる先生方に

対する報償金の年度途中で補正組んだわけですが、そのときの議論としては、管理課長よ

くわかっているとおり、なぜ出すのかということでは、公務員はいわばバイト的な収入だ

とか得ることができない立場にありながら、報償という形で昨年の途中で補正を組みまし

たね。 
 それで、私はやっぱりこれは削るべきだというふうに思うのですが、昨年予算化した後、

そのことについて教職員との検討がされたのか。それと、再度といいますか、新年度にお

いては、こういう報償金という形での支給はやめるべきだというふうに思うのです。いつ

も同じこと言うのですが、教育振興費というのであれば、それこそ部活動に必要な備品を

買うとか、そういうことに充てるべきではないのかというふうに思いますが、いかがです

か。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 昨年の12月の議会だったと思いますけれども、何人かの議員さんからこ

の補正につきまして、いろいろご質問をいただきまして、そのときにお答えをいたしまし

た。その後各教育委員会、管内の教育委員会の実態がどういうふうになっているのかとい

うようなことも含めまして調査をいたしまして、再度当初予算という形で計上させていた

だきました。基本的には、中学校の部活動の指導に当たっている教職員のその労に報いる

ために交付しているということは、十勝管内の各教育委員会共通している内容でございま

す。本町の場合、１カ月当たり1,700円をこれまでも支給してきましたし、今年の算定もそ

ういう形で算定をさせていただきました。これは、前回のご質問の中で、教職員にはその

４％の時間外手当に見合う分と言っていいのかわかりませんけれども、そういったことで
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支給されているではないかというような内容のご質問もあったかというふうに記憶してお

りますけれども、法律の趣旨は結局そういうことではなくて、教職員の職務と勤務対応が

一般の公務員とは違うのだというところにあります。したがって、例えば基本的に生徒指

導でありますとか、授業の準備でありますとか、それから部活もそうですが、部活をやる

とか、そういったことに対して４％の給料の是正がなされているというふうに考えており

ます。それで、例えば野球の試合で日曜日の日に対外試合に出かけましたといったときに、

これは校長が時間外の命令をして行っているものではありません。教職員が自主的な判断

として行っているものです。それは、前回の議会のときにも申し上げましたけれども、校

長が教員に対して時間外の命令ができるということは５点に絞られております。一つは、

生徒の実習に関する業務。それから、二つ目が修学旅行等の学校行事の関係。それから、

これは中学校は関係ありませんけれども、高校なんかの場合ですが、実習をやるというよ

うなケース。それから、職員会議、それから非常災害時という、この５点になります。そ

れ以外、部活もそうですが、そういったものについて校長は時間外の命令ではなくて、そ

れぞれの個々の教員の自主的な判断で行うということになります。それで、この部活は要

するに教育課程上は特別活動というところに含まれるのですが、部活については教育課程

には含まれないのだけれども、学校の所管の中で行われるという、ちょっと特殊な立場に

あります。そういったことも含めて、各教育委員会はそういったところで先生方にいろん

なご苦労をかける。あるいは、勤務時間外に指導を受けるというようなこともあって、現

実的な問題として報償費を出すという形をとっております。ただし、本町の場合は一般会

計の予算の中で計上してやっているところと、例えば本町でいいますと、学校教育推進委

員会の補助金の中に含めて一たん支出をして、そこから各中学校の先生方に支給するとい

うケースとがあります。ですから、本庁の場合は予算上はっきり出しておりますけれども、

そういうふうにしないで、学校教育推進委員会の補助金の中に含めて出すというような予

算措置をとっている学校もございますけれども、間接、直接を問わず、各教育委員会で支

給をしているというのが実態でございます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 今るる部活動の位置づけも含めて話しされましたけれども、特殊活動といえ

ども学校教育の一環としてやっているのですよね。いわばその中で生徒たちは教職員のと

いいますか、学校の管理下のもとで部活動もやるわけですが、当然子供たちの安全管理も

含めて、これは学校が責任を負うわけです。労をねぎらうから、そういう形で出すのだと

いうのですけれども、前も言いましたけれども、報償金の性格上、これはやっぱりなじま

ない。しかも、先ほど時間外手当に相当する分みたいなことも言われたけれども、それで

あれば基本的な賃金に組み込めばいいわけでしょう。私は、安い高いはあるけれども、先

生方はそうした特別な活動も含めて、やはり教育の一環として指導に当たったり、援助に

当たっているわけです。だから、行政としてというか町として、そういう先生方、確かに

労をねぎらうと言えば、それはそれとしてありますけれども、ただこうした予算づけする
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ことはいかがなものかというふうに思うのです。この点教育長、どのように受けとめられ

ておりますか。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 教育長答弁の前に私の方からお話をします。 
 まず、部活動は先ほど申し上げましたけれども、教育課程に含まれないということを申

し上げました。ということは、当該部活動に参加するのは、その部活動に興味、関心を持

つ子供が参加するわけでございます。ということは、全員が参加するわけではありません。

そういったことで、教育課程に含まれないのだということを申し上げます。ですから、全

部の子供たちに対応するような、いわゆる教育課程とはやや趣を異にするということをま

ず念頭に置いていただきたいというふうに思います。 
 ただ、その部活動の計画や実施については、学校の責任において行われるということか

ら、学校の教育活動の一環であるということについては、島田議員おっしゃられたとおり

であろうと思いますし、その活動自体が生徒の人格形成上大変重要な位置を持っていると

いうこともまた事実であろうというふうに思います。そういったことで、先ほども申し上

げましたけれども、これが時間外手当というような性格を持つものではなくて、教育職員

の勤務の特性に基づく内容の措置であるというふうに理解をしていただきたいというふう

に思いますし、そういう考え方で支給をしているということでございます。この後につき

ましては、教育長の方からお答えいたします。 
〇水沢議長 教育長。 
〇大谷教育長 お答えします。 
 ただいま管理課長が話したことと同様のこと、私もそう考えております。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 そういう考えのもとで支給すると、報償金として出すということですね。 
 ただ、管理課長、確かに部活は強制加入ではありません。自主的なものです。だけれど

も、学校の管理下に参加する生徒は、学校の管理下のもとでやっているわけですよね。だ

から、それは特殊なのだけれども、学校教育の一環としてやっていることであって、する、

しないは、それは当然自主参加はあり得ます。強制だから、出してはならないということ

ではなくて、要するに学校に生徒がいるのですから、これに対しては学校が責任負わなけ

ればならないわけでしょう。だから、そのことで報償金を出す必要あるのかなというふう

に私は疑問に思うのです。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 先ほど私の方から申し上げましたけれども、部活動は学校教育活動の一

環として行われているのだということです。ただし、それが全部の生徒が参加するとは限

らない。それの部活、例えば吹奏楽なら吹奏楽、野球なら野球について興味、関心を持つ

子供が集まってきて部活動をやっていると。それに対して教員が指導をするということで

す。その実質的な問題として、例えば野球の練習をする、吹奏楽の練習をするということ
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は、教員の勤務時間外、あるいは勤務を要しない日に当然現実問題として及ぶというよう

な特殊な環境にあるのだろうというふうに思います。先ほども申し上げましたけれども、

そういったときに校長が当該教員に対して何時まで野球の練習をしなさいとかということ

はできませんので、そういう教員の勤務の特殊性ということを配慮しながら、こういった

措置を各教育委員会がとっているということでございます。ですから、全部の教育委員会

ではありませんけれども、ほかの教育委員会がやっているように、例えば学校教育推進委

員会の補助金の中にこういったものを含めてしまえば、ある意味ではその中の経理上の措

置としてやられるということもあると思いますけれども、私どもははっきりした形で予算

を計上させていただいているということでございますので、ご理解をいただきたいという

ふうに思います。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 生徒が自主的に活動する部活動なら、校長命でもって指導に当たる以外は任

意ということになりますよね、先生も。だから、その任意の活動に対して、行政で報償金

を出すのですか。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 形としては、任意であろうというふうに思います。ただ、現実問題とし

て学校管理下で、校長の管理下の中でやられているわけですから、それが全くの任意とい

うことはないだろうというふうに思います。校長は、その部活の全容も把握しているでし

ょうし、どういった対外的な練習日程を持っているかとか、そういうことは当然報告も受

けているはずでございますから、全くの任意ということはないと思いますけれども、職務

命令上の形としては任意という形になるのだろうというふうに思います。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 幼稚園の関係についてお聞きをしたいと思います。先ほど上浦幌の統合の話

が出ておりましたが、吉野においても町の方は18年度に向けて統合だということの説明を

地域でも、特定の場所でありますが、しております。しかし、私たちの吉野地域、それか

ら私たち自身もそのことについての何らかの対応があったかといえば、ほとんど住民も反

応ありませんし、とらえ方としては町は統合するのでしょうというとらえ方だけでありま

して、今後どのような行政として対応をされていくのか、地域合意という面での対応につ

いて伺いたいと思います。 
〇水沢議長 児童保育課長補佐。 
〇菅原児童保育課長補佐 吉野幼稚園の統合のお話が今出ましたけれども、今現在各幼稚

園に対しまして、保護者に対しまして幼稚園の統合云々についてのお話は一切しておりま

せん。ただ、事務局サイドにおきましては、今後の幼稚園のあり方ということで検討はし

ております。それにつきましては、ただいま次世代育成計画の策定委員会が策定中でござ

いまして、委員会を持っておりますので、その計画のほかに浦幌町の幼稚園並びに保育所

の適正なあり方というものを諮問しております。その諮問の結果が今月に出ますので、そ
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の結果を参考にしながら、新年度動いていきたいという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 今の課長補佐のご説明ですと、これからその諮問を聞いて検討していくとい

うことですが、今後の財政計画の中では18年度に向けて統合という指針は出ておりますよ

ね。地域も現実に児童、子供が減っていることは間違いない、認識しておりますが、学校

統合をしたすぐ後にこのことは非常に厳しい話でありまして、現状幼稚園という受け入れ

をしておりますから、法律の関係で多少緩和されたり、解消されたりした面はたしかある

と思うのですが、保育所、幼稚園の併用といいますか、その辺のことで検討されて、運用

できるものならそういう方向もまた検討されてはいかがかなと思うのですが、いかがでし

ょうか。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 今の関係につきましては、今補佐が申し上げましたが、次世代育成対策の関

係で策定中でございます。それに向けまして、17年度中といいますか、一応その策定がで

き上がりますので、それに沿った形で進んでいかなければならないのかなと思いますが、

ただあくまでも地域性の問題がございますので、やはり地域の方から何か話があるという

ことがございましたら、その辺で検討していきたいと思っております。こちらの方から地

域に向かってどうのこうのというのは、ちょっとまだ何とも今のところは言えないという

ことでございます。それで、あとは現在幼稚園ということでございますが、その辺を保育

所等に変えるということも検討はしていかなければならないと思いますけれども、あくま

でもやはり地域の方からということで対応してまいりたいと思っております。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 確かに助役の今の答弁のように、表向き何を進めてきたということは現状で

はないと思うのです。ただ、冒頭申し上げましたように、学校統合の後で地域も立て続け

のこの話では、非常に痛手が大きいなというようなことの中から私も申し上げているので、

今後十分地域合意を重視して、この学校統合の後の先ほど野村議員からもいろんな質問が

されましたけれども、地域に対して余りショックを与えるような冷たい対応をされないよ

うに、ぜひ切にお願いをしておきたいと思うのです。そのことについてもう一言お願いし

ます。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 今後とも地域にも話があれば入って、よく協議し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 10番、田村議員。 
〇田村議員 教育費の中学校費の中でお伺いしたいと思いますけれども、12節の中の賠償

責任保険料５万円の予算でございますけれども、この内容についてちょっとお聞かせいた

だきたいと思います。 
〇水沢議長 管理課長。 
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〇後藤管理課長 お答えを申し上げます。 
 現在中学校で進めております総合的な学習の関係で、子供たちが町内の例えば商店とか

各事業所、そういったところで職業体験をやる活動が含まれております。そういったとき

に例えば商店行って、何らかのはずみでそこにあるものを壊してしまったというようなケ

ースが出ると困りますので、そういったものに対して保険を掛けて、そういった事業に支

障のないようにしているための保険でございます。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 なぜそういうことを聞いたかというと、不幸にしてそれぞれご報告は受けて

いる中ですけれども、昨年中学校の校舎のガラスが数度にわたって事故というか、被害と

いうかを受け、また消火器の訓練をした次の日に実施訓練をされたというような経過も聞

いてございますけれども、議会の中でこういう事故がございましたということで、そのこ

とについては細部調査をしますということでございましたけれども、その経過について報

告は受けていないわけですけれども、実際的にガラスや何かを割ったときの保険料かなと

思ったのですけれども、あのときに校舎の破損等については、その分については保険で賄

いますというようなご報告があったかなというふうに思ってございますけれども、その事

故があったときのだれがなされたかという、そういう事故を起こした加害者かということ

は聞いていないのですけれども、その経過についてご報告いただきたいなというふうに思

います。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 昨年の６月の５日だったと思いますけれども、浦幌中学校の窓ガラスが

割られるという事件が発生をいたしました。これにつきましては、議会にも報告をさせて

いただきました。それ以降町内各所におきまして、いろんな事件が連続して発生をいたし

ました。そういうことにつきましては、ご承知のとおりだろうというふうに思います。 
 それで、その後警察署も重点的に浦幌中学校周辺をパトロールしていただくというよう

な措置もとっていただきましたし、浦幌中学校のＰＴＡあるいは３校連絡協議会等も大変

心配をいたしまして、夏にはパトロール等ということも行いました。その後今年に入って

からだったと思いますけれども、一部マスコミ報道がなされまして、宝町の材木販売会社

の窓ガラスが割られた事件について容疑者が２人逮捕され、２人が補導されたという報道

がございました。逮捕２人のうちの１人が中学生であるということが判明をいたしました。

これは、中学校長等からの我々に伝えられている情報ですけれども、現在わかっているの

はこの事件１件だけが犯人がわかりまして、逮捕されて処分されたということでございま

して、それ以外の例えば浦幌中学校の窓ガラスを割ったというような事件につきましては、

犯人の特定はもちろんされておりませんし、それから刑事事件として訴追されているとい

うようなこともございませんというか、我々の耳には伝わっておりません。ですから、我々

がわかっているのは、宝町の材木販売会社の事件１件だけでございます。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
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〇田村議員 課長としたら、そのぐらいしか答弁できないだろうと思います。そんな中で、

今これにあわせてお聞きしようかなと思ったのですけれども、一連の学校の校舎のガラス

がそういう被害に遭った、また校舎内で消火器を振りまいたというような、大変校内で乱

れた行動が起きるというような事態の中で、実際的に今マスコミによって報道された結果

の中で、そういうような事態だというようなことで、教育委員会として、管理課長として

この受けとめ方ですよね、問題は。６月５日のガラスの割られた時点で、それがおおよそ

今の事件との絡みというのははっきりしないのだというような答弁だったかと思いますけ

れども、そういう中でガラスがそういうふうに破損された、消火器がまかれたということ

が数度繰り返されている中で、教育委員会としてその学校に通っている子供たちの様子を

きちっと把握し、登校拒否をしているような子供たちがいないのか、それともそういうか

んがみはないのかということについては、教育委員会としては十分その対応はとったとい

う自負を持っているわけですか。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 先ほど申し上げましたように、浦幌中学校を含めて浦幌町内で発生した

一連の事件のうち、犯人が特定されているのは宝町の材木販売会社の窓ガラスを割った事

件だけでございます。ですから、浦幌中学校の消火器をまいた、あるいは窓ガラスを割っ

たという事件がだれなのかということは、現在のところ不明でございます。 
 それで、浦幌中学校としては、そういった一連の事件が起きるごとに全校集会、あるい

は父母に文書を出すというようなことで、動揺しないようにという、学年末であれば今後

の進路のこともありますので、動揺しないで学習活動に励もう、あるいは部活動に励もう

というような呼びかけを校長から常にしております。それに伴って、子供たちが一部動揺

もあったかもしれませんけれども、そのことが理由で例えば登校拒否があるとか、そうい

った事態は特に報告も受けておりませんし、現段階でそのことではなくても、登校拒否と

いう子供は現在のところは受けていません。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 課長の説明によるとするならば、そういう事故が起きて、その可能性として

あるものまでも校内の子供たちに動揺を与えておるとしたら、その事件は教育委員会とし

て内々にするという姿勢をとっているのだということですか。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 私が申し上げているのは、犯人は特定をされていないということを申し

上げております。犯人が特定されていないということは、それは中学生なのか、だれかの

部分はわかりませんということですから、何か中学生がやったのだというようなことを前

提にお話をすることは、ちょっとできないだろうというふうに思います。それは、校長に

対してもまことに申しわけないですし、我々もそういうことがあってはならないだろうと

いうふうに思っています。 
 ただ、そういうことを校長も含めて、我々もそうですが、あってはならないけれども、
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あったとしたら困るなということはもちろん考えているわけですから、校長も非常に大変

心配をする。我々も心配する。校長から大変きめ細かく報告も受け、それから我々もそう

いった事態を十勝教育局の義務教育指導斑と相談するというようなことをやるわけです。 
 ただ、先ほども申し上げましたように、犯人が特定されているわけではございませんの

で、実際に在校している子供たちが動揺しないように、通常の学校教育活動ができるよう

に、そういった生活指導面あるいは学習面での指導を徹底させていくということなのだろ

うというふうに思います。学校を俗に言うサボると、怠学ですね、怠けて学校に来ないと

いうような子も現実的にかつてはいたわけですけれども、そういった子の指導も含めて、

学校の正常化に取り組むということでございまして、少なくとも現段階ではそのことに伴

う問題ということは特段ないだろうというふうに考えております。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 そうしたら確認させてもらいますけれども、課長の言う子供たちの動揺とい

うのは、そういう学校の一連の事故があったときに、その事故のことを言っているのか、

それともその動揺というのは、最終的に中学生がマスコミで報道されるような事件が起き

た経過を踏まえて、そういう校内から子供たちが犯人だということが出ないというか、出

たら困るからという動揺なのか。その２点について、どちらの動揺を言っているのか、ち

ょっと聞かせていただきたいと思います。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 大変難しいご質問なのですが、強いて申し上げれば前者の方かなという

ふうに思います。一連の学校に対する事件、事故に対して、例えば子供たちが登校してき

たときに体育館や校舎のガラスが割られているという事態があれば、子供たちは動揺する

のは当たり前のことでございますから、そういうことも含めて校長あるいは教員たちは子

供たちに動揺しないで通常の学校教育活動をするようにというふうに指導をしていくとい

うことは、通常のことであろうというふうに思っています。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 本当に大変不幸にしてそういう事件が起き、それに浦幌の子供が入っていた

という部分については大変不幸な事件だなと私は思うわけですけれども、その中で17年度

の浦幌町行政大綱方針の中に、そのことに対応するために、この事件を教訓にするために

書いてあるのが「第２は」という２ページに書いてあるこれだけの項目で終わらす措置を

していくと、対応していくということなのですか。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 教育行政執行方針については、町長の方もそうですけれども、私どもの

方も７点に絞って、ある意味で凝縮させて書かせていただきました。 
 それで、第２項目の方の関係でございますけれども、それは具体的な施策としては、先

ほどご質問がありましたけれども、例えば生きる力をはぐくむ特色ある教育活動支援事業

の中に、そういった生徒指導の部分の項目を含めさせていただきました。 
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 それから、もう一つ、やはり一つの学校の校内人事の関係もございますので、生徒指導

担当の教員の加配を受けるように教育局等に要請をいたしまして、新年度から生徒指導担

当の加配も受けるということもできました。そういったことで、まずやっぱり教員体制を

充実させるということなのだろうというふうに思います。そういうことで、やれることを

少しずつやってきたつもりでございます。ご理解をいただきたいというふうに思います。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 それぞれ大変明朗闊達に課長の方から説明をいただきましたけれども、内容

的に心にまだしまわれている言えない部分もあるのかと思いますけれども、それは聞こう

と思っていませんけれども、そんな中では課長の立場で今のマスコミでこういう事件が取

り上げられた。まして中学生の中から出たというようなことを踏まえて、課長のそれだけ

の指導力があれば、先生方にも十分その指導ができるのかなというふうに思ってございま

すけれども、以後その辺については十分もう少し対応策を慎重に考えながらやっていただ

きたいなというふうに思います。教育長の方も先ほど同僚議員の方からも言われましたけ

れども、大変立派な教育長を迎えられているわけですから、教育長になったばかりからマ

スコミでこういうふうに発表されて、本当にかえって教育長に申しわけなかったなという

ような感じも受けますが、その辺も含めて管理課長、しっかりお願いしたいなというふう

に思います。 
〇水沢議長 答弁求めますか。 
〇田村議員 求めます。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 この種の事件は、本町に限らず新得、清水でも高校生、中学生が逮捕さ

れる。あるいは、帯広市でも去年でしたか、覚せい剤の事件がありました。そういったこ

とで、マスコミ報道されるものと、それからたまたま報道されないようなケースもありま

す。我々管内の管理課長会議なんかに出て協議もするのですが、各町村ともたまたまうち

はマスコミに出なかったけれどもというような話もよく聞きます。そういったことで、中

学生を取り巻く環境というか、中学生の置かれている状況というのは非常に従来と変わっ

てきて、それぞれ我々が中学生時代に体験してきたようなことと随分違うのだろうという

ふうに思います。それで、先ほど冒頭で申し上げましたように、十勝管内でもそういった

事件、事故、道内でもそうですが、起きているということから、十勝教育局あるいは道教

委も含めて、こういったことの指導、それからマニュアル、そういったものを頻繁に出し

てくるということです。我々の方から見ますと、もう本当に頻繁に出てきます。それだけ

全道の状況あるいは全国の状況はよくないのだろうというふうに思います。そういった状

況はあるのですが、やっぱり学校的には粘り強く繰り返し指導していくということしかも

う方法はないのだろうというふうに思います。それが効果がないと言われれば、もうやむ

を得ないのですが、こういった事件、事故、全国各地起こっていながら、そのたびに文科

省あるいは厚生労働省、そういったところからたびたび通達、通知等来ますけれども、な
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かなかおさまらないということでございますけれども、やっぱり学校現場としては粘り強

く生徒指導をしていくということを繰り返していくということで、何とか是正をしていく

ということができればいいなというふうに考えております。 
〇水沢議長 教育長。 
〇大谷教育長 ただいま管理課長の方からるる説明させていただいたのですが、今のお話

にもありましたように、なかなか即効性のあらわれる方法というのはないものだなという

ふうに感じております。 
 ただ、ほかのことの教育において同じですが、やはり日ごろの地道な教育活動が必ずや

花を開くことができるのではないかと、そういうふうに信じまして各学校におきましては、

いわゆる信頼と充実感のある学校づくりを目指して取り組んでいるところでございます。

特にこのごろの傾向として見ますと、どちらかというと、非行問題にかかわる子供の中に

学力が落ちているという子供が多い現状にあります。したがいまして、やっぱり学校では

子供に学力をつけるところでございますから、そういう意味ではそれぞれの一人一人の子

供に応じたいろんな多様な指導形態でもって、ぜひ子供たちが喜んで学び、そしてまた学

力を向上させるような学校づくりをしていかなければならないなというふうに考えます。 
 それからまた、これもあるところの例でありますけれども、本当に中学生といえども小

学生と同じような時間を守るとか、あるいはまたあいさつをするとか、あるいはまた早寝

早起きをするとか、そういういわゆる基本的な生活習慣を中学生ばかりではなくて、小学

生も含めて発達段階に応じて身につけさせることがまた一つ問題行動を起こさないような

子供になる手だてでないかなというふうに考えます。もちろんこのことにつきましては、

学校だけでは進めていくことができませんので、家庭だとか地域と連携を図りながら身に

つけさせたい、そんなふうに考えてございます。 
 それからまた、あわせて子供と話す、あるいはまた子供をいろんな面で指導していく中

では、やはり子供の声をしっかりと聞いていって、子供のその思いに共感を寄せながら指

導していくというのが一般的な例でありまして、そのことに基づいてしっかりと子供との

信頼関係をとって、そして生徒指導を進めていくという形になろうかなというふうに思っ

てございます。 
 あと、最近の例から申し上げますと、大変命が粗末にされておりますので、この辺のか

かわりも十分考えながら進めていくことが必要でないかなというふうに考えております。 
 最後でありますけれども、やはり何といっても子供の成長にとって大切なのはよい環境

づくりだというふうに考えておりますから、この面でも本年池田警察署とも子供の健全育

成サポートシステムに関する協定書というのを締結することになっておりますし、その他

いろいろ関係機関、あるいはまた保護者、学校、それからまた地域と、いろんな方々と一

層連携を図りながら、やはり学校だけ、あるいはまた家庭だけということでは十分な結果

は求められないと思いますので、そういう面では連携を深めていきたいなというふうに思

ってございます。ご理解をお願いします。 
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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、幼稚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１３分  休憩 
午後 １時２５分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 
    ◎発言の取り消し 
〇水沢議長 ただいま福原議員より３月15日の会議における発言について、会議規則第64

条の規定により発言の取り消しをしたい旨の届け出がありましたので、発言を許します。 
 福原議員。 
〇福原議員 去る15日の議案第31号 平成17年度浦幌町一般会計予算の中の２款総務費、

第１項総務管理費、10目生活安全推進費の予算審議の中で、防犯指導員の活動について質

疑を行いましたが、発言の中に、「                                                 

                                                                                

                                                     」との発言がございます。現段

階において中学生グループによる犯行が明らかとなっていないにもかかわらず、問題発言

をし、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことをおわび申し上げますとともに、発

言の取り消しをお願いいたします。 
〇水沢議長 お諮りをいたします。 
 ただいまの福原議員の発言の取り消しの申し出を許可すること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。 
 したがって、福原議員の発言の取り消しの申し出を許可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 次に、５項社会教育費の説明を求めます。 
 社会教育課長。 
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〇経堂社会教育課長 ５項社会教育費、１目社会教育総務費、この目は社会教育一般事務

関係、文化賞、スポーツ賞表彰関係、文化財保護管理関係に要する費用でございます。本

年度予算額6,728万7,000円、人件費を除きますと52万6,000円の減でございます。１節報酬

の増につきましては、社会教育委員の報酬70万のうち全国社会教育研究大会が帯広で開催

されるに伴い出席報酬及び第６期社会教育中期計画、平成18年から22年までの５カ年計画

策定委員の報酬20名分、45万3,000円が計上がされているものでございます。次に、19節負

担金、補助及び交付金50万3,000円の減でございますが、次のページでございます。各社会

教育団体に対する活動奨励補助金32万の減、女性連の50周年事業補助金が20万円の減でご

ざいます。 
 ２目公民館運営費、この目は公民館管理運営関係、文化祭及び公民館祭り関係、公民館

主催事業関係に要する費用でございます。本年度予算額3,124万3,000円。１節報酬におき

ましては、吉野、厚内、上浦幌公民館長の報酬でございますが、337万2,000円を減額いた

しまして、360万としております。８節報償費63万6,000円の減の内容につきましては、公

民館主催事業及び生涯学習活動団体支援事業等の講師謝金単価の見直しによるものでござ

いますが、ボランティア登録者、現在14個人、７団体ございますが、その促進及び利用及

び活動の推進を図っていきたいと思います。11節需用費ですが、一般製本費が主でござい

ますが、町民文芸誌編集につきましては隔年発行といたしまして、116万の減でございます。

しかし、編集委員の活動は継続していく考えでございます。13節委託料でございますが、

保守業務の関係で吉野公民館の水洗化に伴い、浄化槽保守管理業務委託料が17万7,000円の

減。中央公民館及び地区の公民館の管理、清掃業務等で61万7,000円の減。文化講演会委託

料の関係につきましては当面中止をいたしますので、50万の減。警備保安業務につきまし

ては、中央公民館の関係でございますが、１月１日から実施しておりまして、継続して１

年間行っていくものでございます。14節使用料及び賃借料につきましては、印刷機械借上

料25万3,000円増につきましては、厚内公民館のコピー機の入れかえによるコピー借上料の

増でございます。 
 次に、３目博物館費、この目につきましては、博物館管理経費及び各種博物館講座の開

設、諸企画展等の開催に要する経費でございます。本年度予算額132万4,000円、博物館の

臨時職員の廃止に伴い７節賃金の廃止となりますが、110万9,000円の減の内容でございま

す。 
 ４目高齢者学級開設費、これは上浦幌、下浦幌、厚内、中央の４寿大学の開設経費でご

ざいます。８節報償費につきましては、講師謝金の見直し及び高齢者学級、スポーツ大会

等の参加賞の縮減をいたす関係でございます。 
 次に、５目青少年教育費、予算額263万5,000円。８節報償費につきましては、青少年道

外交流事業参加奨励費及び夏、冬の少年リーダー養成講習会参加奨励費を今年度から活動

奨励補助金に、８節報償費から19負担金、補助及び交付金に組みかえる関係でございます。

13節委託料、子供文化鑑賞会委託料でございますが、全町児童生徒を対象に浦小体育館に
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おきまして２回、浦中体育館におきまして１回、民族芸術等の鑑賞を例年行ってきたわけ

でございますが、隔年実施とし、16年度は中止しております。平成17年度におきましては、

音楽文化鑑賞会を隣町の豊頃町える夢館で豊頃町の子供たちと合同で開催し、経費の縮減

と音響設備の整っております当施設の広域活用を図るよう豊頃町と協議をしております。

１日目は午後中学生、２日目は午前浦幌の小学生、午後は豊頃町の小学生、２日間で３回

の公演を計画しております。鑑賞内容につきましては、ピアノ、バイオリン、チェロ、フ

ルートなどのクラシック四重奏を予定しております。しかしながら、送迎はスクールバス

を計画しておりますが、中央校であります浦小、浦中生を大量移動させることから、豊頃

町との経費配分につきましては折半でなく、６対４の傾斜配分で話を進めていきたいと考

えております。19節負担金、補助及び交付金でございますが、青少年道外交流事業活動奨

励補助金につきましては、富山県氷見市に毎年小学６年生を20名派遣しているわけでござ

いますが、平成17年度より小学５、６年生20名を派遣し、隔年で実施をする考えでござい

ます。体制が変わることから、派遣先と協議し、ご理解を求めていきたいと考えておりま

す。また、青年団体活動奨励補助金36万円につきましては、平成16年度で連合組織の活動

休止による減になっております。 
 ６目家庭教育学級開設費、上浦幌中央小学校、上浦幌小学校、厚内小学校、浦幌小学校、

浦幌中学校の５学級の開設費でございます。本年度予算額31万2,000円、常室小、吉野小の

２学級の減によるものでございます。 
 ７目図書館管理費、この目につきましては図書館管理経費及び教育文化センター管理費

に要する経費でございます。本年度予算額2,988万4,000円。８節報償費におきましては、

本の読み聞かせ講習会、布絵本の講習会、人形劇公演等の開設をしながら図書館祭りを継

続実施してまいりますが、読書感想コンクールにおいての出品参加賞は廃止する考えでご

ざいます。次のページをお開き願います。13節委託料におきましては、63万8,000円の減と

しております。14節使用料及び賃借料ですが、印刷機械の借り上げにつきましては、５年

間のリースが終了したことにより本年度からはカウンターのみの料金になりますので、22

万1,000円の減となっております。18節備品購入費におきましては、図書購入費を200万円

の減額としております。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 
 ６番、野村議員。 
〇野村議員 公民館運営費についてお伺いしたいと思います。これにつきまして、まず最

初に町長の社会教育における考え方をお伺いしたいと思います。といいますのは、町長就

任以来いろんな形でやっておりますけれども、公民館の館長の設置を廃止するという発言

したり、年度末という話も聞きながら、また今年はこういう形で設置費も公民館長の費用

も計上していると。非常にそのときそのとき、場当たり的な考え方が見られるという私は
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認識しております。社会教育の中核である公民館、またそこにおける事務的な中心を行う

館長について、まずどのような考えをもって推進していこうというふうに思っているのか

お伺いしたいと思います。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 公民館の館長の関係につきましては、私が就任したときからの一つの課題で

あると、このようにとらえながら対応しているところでございます。館長につきましては

寿大学等、またそれぞれの地域に参りましていろんな話をさせていただいておりますし、

それぞれの連合区長会、また説明会の中でもお話をさせていただいております。将来的に

は、館長を地域で担っていただきたいと、地域の今やっている方々の中からリーダー的な

方が出ていただいてやっていただきたいと、こういう考えを持っております。 
 また、それができない場合は、浦幌町の方で対応させていただきたいということを話し

ております。今いる館長については、将来的には今のような選任という形での配置はやめ

ていきたいと、そういう思いを持ちながらやってきているところです。選任ではなくても、

地域の方で何とかボランティア的にやっていただける方がおりませんかということでお話

をしてきたところでございます。当初から年次計画をもって話し合いをしていきましょう

ということで話し合いをしてきているところでありまして、別にそのときそのときで変わ

ってきているというふうには私は思ってはおりません。 
 また、将来につきましても、これからの対応につきましても、この減額につきましても

一時は館長が廃止されるような、私の就任当時は館長が廃止されるような状況であったと

いうふうに考えておりますけれども、それを継続しながら地域との話し合いをしながら続

けましょうと、話し合いをしながら将来的なお話し合いもしていきましょうということで

続けているところでございます。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 いろんなそのときそのときの事象の対応についてはよろしいと思いますけれ

ども、基本的に地域、町内４カ所に置かれる社会教育の場所である公民館における館長は、

今言った地域ボランティアなり、またいなければ町からの人を出すなり設置は必要だとい

う考え方で、今後公民館が社会教育活動の中心で進めていくということには変更はないの

ですね。その辺だけちょっとお伺いしたいのですけれども。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 館長を全く廃止するという考えはございません。そういう話はしておりませ

ん。現在いる館長のそういう制度については見直しをさせていただきたいということは、

地域に入って何度もお願いをしているところでございます。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 今後の専従の館長のあり方については、今町長が今後の方針だということで。 
 では、具体的に今回今課長から説明あったように、はっきり言って費用的に約半分、と

りあえず今のところはこういう形で進むということで、今年も予算組みされたと思うので
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すけれども、３款で360万円の館長報酬で、今までが690万あったところ、360万で引き受け

ていただける館長ときちっと話し合いができたのか。それだけ減額、極端な話費用が半分

の減額することにおいて勤務状況その他、そういう具体的な話はどのような形で話された

のか、まず先に説明をお伺いしたいと思います。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 報酬額が約半減したわけでございますが、館長さん方にはご理解を

いただき、ご承諾をいただいたところでございます。勤務内容につきましては、前後若干

時間を短縮しながら、管理人との連携を十分にとって、今年１年間お願いしたいというこ

とでお願いしたところ、受けていただきました。しかしながら、厚内公民館長につきまし

ては、今月に入り、家族の事情によりまして、引き続き職務を継続することができない申

し出もありまして、これを了承するしかなく、現在候補者を含めいろいろと対応策を検討

しているところでございます。このことも今申し上げておいた方がよろしいと思って、加

えさせていただきました。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 課長、今厚内の話も出ましたけれども、課長の説明の中でご理解をいただい

て、ご承諾いただいた。今になってできません。はっきり言いましょう。簡単に言いまし

ょう。月10万円では、とてもではないけれども、公民館長やっていられない。簡単に言え

ばそうです。それは、費用的なこと話すのは申しわけないけれども、そしてはっきり言わ

なかったですけれども、当初５万円ぐらいでどうかと、自立の関係で60万しか予算がない、

１館につき。５万円という話があったと。最終的には、予算組みやったら10万円なったと。

そして、その勤務状況も、課長もはっきり言わなければいけないですよ。３日間でいいと

言われませんでしたか。先ほど町長が社会教育としては公民館制度、公民館の館長は必要

だと。社会は、毎日休みなく動いているのです。それ日曜日だとか、土曜日の半ドンだと

か、土曜日休みというのは、これは社会常識でやむを得ない。あと３日間の勤務で、あと

２日どうするのですか。社会教育やるために地域が必要だと思って行ったときに、公民館

長がいない。管理人さんはおります、公民館は。それが果たして社会教育、その他地域の

公民館として活動できるのかどうか。その辺は時間的な問題、どういう形できちっとした

形を考えているのか、費用も含めて。正直言って、人によってはやむを得ずわかりました

と了解しましたけれども、申しわけないけれども、何人も行って、渋々受けたのが現実で

す。わかりますか。だから、申しわけないけれども、それは地域のためだという形で、大

きな心をもって引き受けていただいたという認識を持ってやらなければならない。それは、

公民館の館長と行政の立場ですけれども、地域が今度どうなりますか。勤務状況、はっき

り言ってどういう考えで契約したのか、もう一度言ってください。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 これは、年内の早い時期でございましたが、上浦幌につきましても

吉野につきましても、地域に住んでられる方でございます。 
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 また、長年公民館長をやっていただいた関係もありますし、今野村議員から言われまし

たように、私がお願いに行ったわけですが、大変金額的に心苦しいところございましたが、

本人の受けていただいた気持ちは私も十分ご理解をしております。ましてその当時は合併

または自立と、先行き不透明の中で、今後継続していく関係でもございませんので、今年

度のみというふうな関係でお願いしたわけでございまして、今年度だけなら、ただいま36

0万の３分の１でございますが、ご理解をいただけた。言葉では申しておりませんが、快く

受けてくれましたが、私としてはその辺は十分に感じております。 
 それで、勤務体制につきましても、地域に住んでいるからといいましても、地域の方々

が理解をしていただかなければ、館長もつらい立場でございます。それで、地域の方々に

もご理解をしていただくよう努力をしていかなければならないと考えております。そして、

勤務体系でございますが、厚内の関係もございまして、現在火曜日から金曜日までの４日

間勤務していただいております。それで、まだ上浦幌と吉野の館長さん方には、具体的に

勤務体制を示しておりませんが、きちっと勤務体制をご理解していただき、そしてそのこ

とが地域住民の方にも理解してもらわなければ、お互い苦しい立場になりますので、その

辺は十分理解できるように各行政、区長連合会、何か集まるときにお話しして、ご理解を

求めていきたいと思います。そういう状況でございますので、ご理解をお願いしたいと思

います。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 課長、はっきり言ってくださいよ。３日で勤務いいと言われていると私聞い

ているのですよ、正直言って。ただ、なぜ私がこう言いたいかというのは、先ほど町長言

ったように社会教育大切だと言いながら、費用が去年から比べると約半分になる。そうす

ると、勤務状況で締めなければならない。それなら社会教育も含めて、地域社会が果たし

て、一番町の出先ではないけれども、そういうところに行ったら館長いない。用足さない。

また、前段の小学校の閉校と絡みますけれども、また他の地区はちょっと状況私よくわか

りませんけれども、吉野地域においては、今度は今まで集まって、いろんな活動する場所

の学校という、ＰＴＡもなくなりますから、今後非常に活動が少なくなっていくと思いま

すけれども、そういうところがなくなってくる。生活館も老朽化によって来年廃止する。

先ほど町長言ったように、公民館という大きな施設があると言ったけれども、これは下浦

幌地区の公民館なのです。たまたま地元に住んでいるから、地元のいろんなお手伝いもし

たり、また吉野の特殊性を言えば、先ほども言ったように、不幸があれば日曜、祭日であ

ろうと何であろうと、公民館長は公民館をあけて、その冠婚葬祭の対応までしているので

す。本当365日地域のためにやっているというような認識をもう地域は持っているのです。

あとは一番大きな問題は老人クラブ、相当経費も減りましたけれども、やはり先ほど説明

の中の寿大学だとか、いろんな大学のまとめ役が公民館という形で、老人クラブの事務的

な問題もこれは現状でやる必要性はないかと思いますけれども、そういう形で公民館とい

うのは地域にとって非常にいろんな交流の場所であり、地域の活動の場所がありながら、
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単なる行政改革の中のかけ声だけで半分で、あと勤務も半分でいいよと、こんなこと地域

が許さないと思うのですけれども。その辺ははっきり言いまして、今後地域にきちっと入

って、それでいいのかどうかまでもう一度地域の意向も酌むまで、今後こういう形で公民

館運営するのだときちっともう一度再度説明しないと、地域として納得しないと思うので

すけれども、それについてはどう思いますか。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 私の姿勢によって遂行している内容でありますので、私の方から考え方を述

べさせていただきたいなと、こう思っております。公民館活動につきまして、非常にそれ

ぞれの地域で活発にやっていただいております。館長制度というのを設けて、専任館長、

また町からの派遣館長という時代の歴史を経ながら、現在のこの浦幌独得の公民館館長制

度というものがあるわけであります。そういうことを考えていきますと、いつまで館長に

頼っていかなければならないのかと、公民館活動というのは地域でやるものなのか、館長

がやるものなのかということも考え合わせていかなければならない、将来的な問題もある

というふうに考えているわけです。地域が活発にやっていくための条件というものもある

のでしょうけれども、将来的な考え方の中で、やはり今協働のまちづくりというものを進

めていく中で、やはり町民がみずからその公民館活動なり地域の活動を活発にやっていく

という姿勢を求められていくのではないのかと。そのように考えながら、私といたしまし

ては将来的には、今のような専任館長制度という形ではない違う形の館長制度というもの

をとっていきたいということで、地域でも以前からもお話ししてきているところでござい

ます。公民館活動というのは、そのときそのときの場当たり的にやるものではなくて、や

はり計画を持ちながらやっておられるものだなと、このように考えております。そういう

中では、日数を決めて地域の住民と日程を決めていけば、そういう形でもやっていけるの

ではないのかという一面も持ちながら、今後の運用については、また担当課の方で十分協

議をさせていただきながら進めさせていただきたいと、このように考えております。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 これは、町長の政策の問題が絡んでくるし、今言われたように公民館のあり

方、また館長のあり方、私もそのとおりだと思います。やはり地域が一体となって進んで

いくべきだろうし、また今の状況でいくと、やはりボランティア的な認識持ちながら、地

域のみんなが社会教育、またいろんな文化活動も含めてやっていくべきだと思います。 
 ただ、そういう説明も、それは今町長がここで答弁の中で説明した。今までも館長なり

一部の人間に対しては、将来的なものも考えは発言されているけれども、地域住民はまだ

そんなこと全然知らない。公民館は、館長は今年は設置されるという事実しか知らない。

内容的な問題別です。申しわけないけれども、館長が公民館活動を推進して地域を引っ張

っていくのではなくて、黒板を見ていただければわかるのですけれども、具体的にあそこ

の公民館の活動一覧。いろんな文化団体から老人クラブから、まず休館日以外はもうびっ

ちり予定入っているのです。そのときに私が言いたいのは、今言った費用的な問題を半分



 35 

に減らしましたと。出勤も今までよりか少なくていいですよと。公民館という形で公共の

施設を開いておきながら、責任者もいない状態の場合に公民館長休ませたと。費用の問題

で３日なら３日と契約した、４日なら４日と契約した、あとのあけている時期。そうした

ら、社会教育課なり行政がだれかをきちっと配置するなり、やっぱりあけた以上の責任と

いうのがあるわけです。管理人というか、掃除夫はいます。掃除の関係する職員というか、

これは三セクからの出向ですけれども、その人たちに公民館の中身におけるいろんな事故

その他あったときの管理責任なんか問う立場でないのですから、その辺をきちっとフォロ

ーもしないで、住民に説明もしないで、公民館長を今費用が大変ですからというので半分

に下げて今までどおりやってくださいと。視点が違うのでないのですかという言い方なの

ですけれども。具体的に言いましょう、そうしたら。費用は１人120万。勤務は３日なら３

日、４日でもいいです。あと、公民館を館長がいない間閉めるわけにいかないでしょう。

どうですか、課長。そうしたら、館長が費用の以内で勤務して、それ以外の公民館を開設

している、いろんな利用者が使っているときの管理責任はだれがやるのですか。どういう

形をとるのですか。それの考えだけお伺いいたします。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 管理人が清掃も行っていただいているのですが、体制につきまして

は土日も勤務することもありましたし、葬式もございますし、できるだけ振りかえ等で休

んでいただきたいわけですが、できない場合もあるとお聞きしております。そういう中で、

公民館長としての今までどおりの考え方でお願いしたいと思いますし、さらに教育委員会、

私どもといたしましてはできるだけの主体事業等の支援も行っていきたいというふうにも

考えております。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 今の質問につけ加えて説明させていただきたいと思います。それぞれ公民館

ではなくても、よその町に行っても、ふだん閉めているところあります。そして、使うと

きに使用者責任できちっと責任者を決めてあけているというところもあります。私どもも

これからの考え方として、きちっと計画を持って使っていただけるのであれば、その使用

者責任をきちっとしていれば使っていけるのでないかなと。もちろん管理は浦幌町です。

そういうふうにも考えながら、今後についてはやはり今まで言っておりますように、いつ

でも行ったらいつでも館長がいて対応するのだということではなくて、きちっと計画性を

持っていけば、もっと合理的な運営はできるのではないでしょうかということも私どもは

話していきたいなと、こういうふうに考えております。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 町長言われるのは、ある意味ではコミュニティー施設的な考え方を今発言さ

れた。今言ったように、先ほども話したように、地域コミュニティーセンターというのは

管理運営組織があるようだけれども、実際は使用者責任においてきちっとそこからかぎを

借りて施設を利用し、またきちっと清掃して戻すという形の、例えば町内３館の施設がそ
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ういう形ならいいのですけれども、今はあくまでもそれはこれから将来的な問題をどう展

開していくかでなくて、今年予算化された360万円という、公民館長３人置きますよと設置

された。僕は、そういうふうに限定して話決めましたから。そして、勤務体制も館長がい

なければできない事業は中にはあるかもしれません。だけれども、地域文化団体だとか、

地域のいろんな諸団体が来て活用するときに、それは館長がいなければ絶対できないよう

な行事でないと思います。それぞれのみんな団体が利用させていただいて、施設を利用し、

場所を利用して、それぞれの趣味なり会合やっているわけですから、館長が何だかんだい

なくてもいいと思います。 
 ただ、公共の施設、公民館として館長を設置しておいて、費用対の関係で勤務日数を減

らして、そして公民館あけたときだれも責任者がいないよと、そのときのフォローをどう

するのかと。先ほど言ったように、館長がいなかったら閉めるということではなくて、や

っぱり公民館とした公共の施設を専従で今任せている現実があるわけですから、年間120

万出して。そうしたら、公民館長が月火から金曜まで、私が聞いたの３日と聞いていまし

たけれども、あと残りのときに使用者、その地域が公民館を使ったときに何かトラブルあ

ったり、そういうことの責任をどこへ持っていったらいいのか、その辺はどうするのか、

その辺だけきちっとフォローできていれば、私は何も言うことないと思うのです。だから、

そういうこともない、地域もそんなこと何も聞いていないです。逆にそのままにしておい

ら、先ほど課長言ったように大きな理解をいただいて納得していただいていたら、今度は

逆に受けた本人は勤務日決められたけれども、この団体の行事が入った、いろんなことで

呼び出されたら、私はきょう休みですとなかなか言いにくい地域の状況もあります。だか

ら、その辺のフォローだけきちっとできているのかと私言いたい。そして、地域にきちっ

とその説明をしているのかということをお伺いしたいのです。どうですか。 
〇水沢議長 答弁調査のため暫時休憩いたします。 
 

午後 ２時０２分  休憩 
午後 ２時０３分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 厚内も一緒なのですが、３館長さんには今年度は私たちのお願いに

対しまして、快くとは申しませんが、今年度１年やりますということでご承諾をいただい

ておりますことは間違いありませんが、最近の中で今野村議員さんが言われたような、雰

囲気的には出てきているなという感じを私も感じておりました。 
 また、下浦幌地区の連合行政区長さんから要望書が出てきておりますので、この関係に

つきましては長時間にわたってお話をさせていただき、安藤区長さんもご理解をいただい

たわけですが、また区長さんも２年でかわるということでございますが、その趣旨をお集
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まりのときにお話もすると。私もその辺をできるだけ地域の方に実情を理解していただけ

るように努力をするということで、連合区長さんと別れているわけですが、まだ日数がご

ざいますので、できるだけ地域の行政区長さん方にご理解できるように、先ほども申し上

げましたが、その辺を具体的に説明して、また館長さんにももう一度会って、ご理解いた

だくようにお願いしたいと思います。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 申しわけありませんけれども、本当にあいまいな。具体的にどうなのと、私

が質問したどういうふうに考えているのかになると、それは区長さんに理解して、住民に

理解していただく。本人に理解していただくのはいいですよ。それは、理解のもとに立っ

ていかないと結論出ないのですから。 
 ただ、その辺は先ほど町長も言われたように、今後の問題を先取りして公民館長として

ボランティア的な考え方で、今までよか経費安いから、だけれどもひとつ頼むよと。だか

ら、公民館開設の時期にはそのようにお願いしたとか、また地域にとっては公民館長はこ

れだけ安く給料したのだから、費用の関係で公民館長は週に３日なら３日、４日しかいま

せんよということきちっと周知して、地域が公民館長のお手伝いを必要だとか、公民館長

として協力いただかなければならない問題あったら、この曜日にしてくださいよとか、そ

ういうこときちっとしないといけないよと言っているのです。だから、公民館は開設して

いるよ、責任者はいませんよ、何かあったときの責任問題をどうするかと。地域は、それ

は公民館長いると思って、いろんな社会教育の相談だとか行ったときにいないと、また二

の足踏まなければならないと。わかりますか、言っていること。だから、その地域の区長

の理解だとか、地域住民がこういう形で、こういう制度でやりますと。裏を返せば費用が

ないので、公民館長にこの日数しか勤務できませんと、そういう形で必要なときはこのと

きに公民館長配置しておきますと。あとは管理人しかいませんならいませんで、そういう

こともきちっとしないで、単なる公民館長の給料半分にされた。公民館長の休みがふえる

のだ。そうしたら、いなくなったらどうなるのだと。こんな話で地域は、では公民館て何

なのと、こういう話になってきてしまうのです。だから、その辺をきちっとしてください

よと。時間があるというのですから、もう新年度になるので、早急に。今答弁を求めたっ

て、また同じ答えしかないと思いますので、ここでやめますけれども、そういうことをき

ちっとしないと、せっかくある公民館、地域の社会教育の活動の中心が何ら生かされない

のではないかと、こう言っているのですけれども、わかりますね。答弁要りません。申し

わけございません。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 非常にご理解のある、私たちのこれからの姿勢、体制の中で非常に示唆に富

んだご意見をいただきまして、まことにありがとうございます。いずれにいたしましても、

地域のご理解、ご協力がなければ、やはり公民館活動にしてもそうですけれども、いろん

な活動にしても、今ご指摘されたとおり地域の理解がなければ立ち行かないというのが現
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状なわけであります。今お話がありました。今までも４日勤務ということで、３日間行っ

ていると。しかし、それもまた使っていただいていると。公民館は使っていただいている

ということだそうでございます。それらも含めていくと、またあの勤務体系というものも

あるのですけれども、やはり地域との密接な連携をとりながら、ご理解をいただきながら

運営をさせていただきたいなと、このように考えております。 
 また、この新年度から、もう半月よりないわけですけれども、早急にその辺の対応もと

らせていただきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 公民館長のことでちょっと課長にお聞きしたいと思います。ほとんど野村議

員さんの方から言ってしまいましたので、私は中身が少しということで、課長にはっきり

お答えをしていただきたい。 
 まず、１点は、この館長の報酬の目安。今まで20万だったものが10万になった。経費節

減ですから、それは５万であろうと何だろうと、提示されたものを受けるか受けないか、

それだと思います。これまず１点、目安をどういうふうにして10万という数字を出したの

かお聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 360万の目安につきましては、月５万の60万ということでございまし

たが、町理事者のご配慮いただきまして、360万と今回させていただきました。この試算に

つきましては、今野村議員のときには申し上げませんでしたが、３日間といたしましたが、

１時間1,000円という考えで試算させていただいております。 
（「１時間1,000円」の声あり） 

〇経堂社会教育課長 １時間1,000円です。8,000円でございます。 
〇差間議員 もうちょっと親切に答えて。もうちょっと親切に、こうでこうで、こうでこ

うでと答えて。 
〇経堂社会教育課長 月の勤務日数が15日程度ということで考えております。３日といた

しましたら１日8,000円。 
（「計算できないんじゃないのか、課長」の声あり） 

〇水沢議長 暫時休憩いたします。 
 

午後 ２時１２分  休憩 
午後 ２時１３分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 月10万円の根拠をもう一度言ってください。 
〇経堂社会教育課長 失礼いたしました。週３日で月12日、１日8,000円という計算でござ

います。 
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〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 課長、ちょっと落ちついてやってください。何も急いでいないですから。確

かに経費節減という中で、館長１人置けば、今までが月20万、平成17年度から10万、半分

だと。これは、勤務体制からいきまして、やはり当然３日くらいが妥当なものだろうと、

半分ですから。だけれども、４日から３日間のこういう勤務内容であれば、随分今度新し

い館長が時間的にサービスしていると。めちゃくちゃサービスしていますよね、それでは。

なぜかというと、掛け算すれば出てくるのですから。それが半減なったということで、私

は今合併が壊れて、これは仕方がないと思っておるのです。今までは合併賛成でしたから。

それで、経費がかけれないと。この厚内の実態を見るときに一応高齢者、寿大学とか、そ

ういう大学の生徒として80人ぐらいいるようなのですけれども、現在は30人台しか出てい

ないようなのです。やはり年いっている方といえども、あちこち調子が悪いとかなんとか

ということで、そういう数字しかないと思います。 
 そこで、一番心配しているのは公民館長が地域の行事を考えるとか、一切こういうこと

厚内ではないですよ、館長は。ただ、地元から要請があるから館長が動くだけの話で、私

の言いたいのは管理する人だけのことを言っているのです。今まで歴代の館長見てきても、

やはりそれなりに皆さん一生懸命地域でやってくれていると。例えば老人大学であれば事

務局をやって、会計をやって。御多分に漏れず厚内も非常に年寄りがふえまして、町長の

ように館長にかわる人いれば、こういうこと言わないです。自分たちでやりますよ、あれ

だけ立派な施設あるのですから。残念ながらその方々も順繰り順繰り年いきまして、館長

のやれるような人がいるかどうかは別にして、やはりそういう方があれば地域の活性化に

つながるという考えなのです。ですから、20万を10万にされて、まして厚内の館長さんは

帯広から来ていますから、油代にもならないです、これ。それで、奥さんがこの間聞きま

すと、倒れて病院に入院したと。このこと課長聞いていますか。それもし聞いていたら、

もう少し詳しく言ってください。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 ご了解をいただきましたのは、厚内館長さんにつきましては年内か

らもう話していたのですが、年明けて１月にもう一年やらせていただくということでお話

しいただきまして、私どもほっとしていたところなのですが、２月に入りまして、ちょう

ど厚内中学校の閉校式のときにお会いしたときに、実は奥さんがちょっと入院したのだと

いうことで、その後も貝出館長さんも様子を見ていたのですが、二、三回そういうことが

その後起きまして、帯広の近所の人にも迷惑かかるし、課長と約束したが、この時期で申

しわけないけれども、引き続き職務についていけないということで、先ほど申し上げまし

たように、家族の事情ということでお話ししましたが、奥さんでございます。そういうこ

とで申し出がありましたので、これについてはもう了解するしかありませんし、その後ど

なたか適任者を探しながら検討してきたところですが、今現在地域の一番いいのは、貝出

館長さんは通いであります。また、長い間勤めておりますし、できれば地元の方にお願い
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したいというのは当初から考え方は変わっておりませんが、適当なやってくれる方が今現

在いませんので、それを含めてこの対応策を考えているわけでございます。最終的に候補

者の方がいなければ、また教育委員会としても別な対応を今月中に決めて対応していかな

ければならないというふうに考えております。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 私も同じようなことを聞いているのです。それで、今までの館長がやはり奥

さんが何かあった場合、帯広から来るのですから、とても館長なんてやっているような立

場の人ではないと思うのです。まして報酬が20万であれば、ある程度、それはないかもわ

かりませんけれども、やはり当然無理が生じてやるだけの報酬ではないのです、この金額

では。ですから、残念ながら課長の言われているとおり。 
 それで、今後厚内公民館長として、私今言いましたように、別に公民館長がいなかった

らやれないわけではないのです、はっきり言いますけれども。ただ、総合的な管理、今ま

でのように事務的とか、いろんなパソコン打ったり、会計帳簿をつけたり、そういう技術

的なものはこれからどうなるかわかりませんけれども、公民館はなくなるわけではないの

ですから、地元がどういうような利用、今後これは町長先ほど言ったように、自分たちの

公民館だという考えが中にあるのですから、やはり地元で公民館長を何とかそういう選任

をしてもらう方法論、これ課長、相談ばかりしてしまうと前進まないです。やはりそうい

うような適切な今後公民館長について選べる方法等があるとすれば、ちょっと聞いておき

たいと思います。 
〇水沢議長 暫時休憩いたします。 
 

午後 ２時２２分  休憩 
午後 ２時２３分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 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、暫時休憩をいたします。 
 

午後 ２時２３分  休憩 
午後 ２時３５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。社会教育課長。 
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〇経堂社会教育課長 厚内公民館の館長の選任につきましては、公民館運営審議会の中で

部会がありまして、厚内部会23日開催されるわけです。その場所でご相談申し上げ、地域

の方からその点について十分に検討していただき、進めていきたいと思います。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 今課長の言われたとおり審議会もありますし、それを通じてやはり公民館の

館長としてのいわゆるそれらしい人といったら変ですけれども、何とか探して、そして厚

内の公民館長をやっていただくと。これには防災一つ見ましても、厚内公民館、それから

浜生活館、いざという場合退避場所になっていますから、消防職員もおりますけれども、

それなりにやはり公民館としての役割きちっとしていますので、そういうある程度秩序を

持って、そして地域のオーバーでも何でもなく、これ文化の伝導だと私たち思っているの

です、いろんなことを言っても。そういう観点から、館長について何とかよろしくお願い

したい。 
 それと、地域から出ました陳情書、課長見ましたか。３地区から公民館長に対する陳情

書出ていますよ。その点どうですか、中身。 
〇水沢議長 陳情書に対する教育委員会の考え方ですか。 
〇差間議員 はい。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 公民館活動で少年活動、青年活動、婦人活動にわたり、また多岐に

わたる活動をしているので、専任の館長をお願いしたいという要望書でございます。その

辺十分理解をしていますし、公民館活動の基本的な考えで要望出てきておりますところも

十分ご理解をしています。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 ぜひこの陳情書をきちっと読んでほしいと思うのです。これ地域の要望も出

ていますので。そういうことで、公民館館長について、まだまだ言いたいことありますけ

れども、まず館長いないことには話になりませんから、以上で私の質問は終わりますけれ

ども、最後に町長、今までの話、館長に対する。確かに地域でやはり館長を出して、そし

て地域に合ったいろいろ地域の活動をやる。そのために本来ですと館長がいないというこ

とになれば、またそれなりにいろいろ中身変わってくると思うのです。はっきり言って、

今までの公民館活動の停滞を招くと。これがひいては地域の活性化、これはもう大分半減

もしてきますので、今後ともこれに対する２年後、３年後にはまた館長を配置できるよう

に、ひとつ町長に頑張ってほしいと、そういうことで最後にお聞きしておきたいと思いま

す。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 ３公民館からそれぞれの館長の配置についての陳情書も出ております。それ

も早い時期に昨年のうちに出ておりますので、それらも踏まえながら、今回１年間こうい

う形でやらせていただきますということでの配置でございます。残念ながら厚内について、
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本年に入って、２月に入ってから急遽やめられるということで、私どもも厚内の連合区長

会等で何とか地域でお願いできる方おりませんかということで、私たちもお手伝いいたし

ますということでお話もしております。そういう中で、本当は地域でそういう形でボラン

ティア的にやっていただける方がいて、その方が育っていただけると、先ほど差間議員が

言われたように地域が活性化し、お互いに強力し合いながら活動していくというふうに向

かうのかなと思って、その辺のことを非常に期待しているところでもございます。４月か

らということで急を要することでもございますので、十分な対応をさせていただきたいと

思いますので、ひとつご理解をお願いいたします。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 過日の16年度の補正のときにお話が出ていましたが、農村環境改善センター

から移動させる陶芸窯の件についてお伺いいたします。中央公民館を使用する側としまし

て、非常に大切な設置の場所の設定ということなので、その後のどこに設置するかという

ことの経過説明を求めます。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 16年度の補正予算の農村環境改善センターの中で、窯の設置場所に

ついてございましたが、その日から早速協議させて、相談させていただきまして、いずれ

にしろ公民館に移設をするということでご理解はいただけたものと考え、設置場所あちこ

ち大きさも含め検討しましたが、一定の部屋に置くスペースしかなく、事務所内でござい

ますが、社会教育課入っている事務所の現在教育研究所、そこに設置するよう決定をいた

しました。そこで、窯の本焼き、素焼きのみとし、あと作陶等につきましては別の部屋で

公民館の管理使用規則に基づいてきちっと使用していただくと、そういう考えでございま

す。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 その教育研究所の場所に決定したとお伺いしたのですが、それですと教育研

究所はどこかに移動するということなのでしょうか。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 教育研究所の件でございますので、私の方からお答えを申し上げます。 
 教育研究所は、この件とは別に従来から適当な事務所を探しておりました。そういった

ことで、たまたま時期がぶつかりましたけれども、浦幌小学校の方で校長の理解も得られ

ましたし、また空き部屋も見つかりましたので、そちらの方へ移転するという手はずに現

在のところなっております。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 公民館が２年間閉館するという予定のもとで、そこに移設するということを

決定したのでしょうか。その点についてもお伺いしておきます。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 そのとおりでございます。 
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〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 私ども公民館をいつも使用させていただく側にとりましては、非常にその２

年間の休館ということは痛手をこうむります。精神的にもいろいろと文化の振興のために

も浦幌町の文化の停滞を招くのではないかと非常に危惧するわけでありますが、それをわ

かっていて、また陶芸窯をそこに半永久的に置くつもりなのでしょうか。そこの確認もし

ておきたいと思います。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 前の議会の中で申し上げましたとおり、公民館に移設した後は他に

移す考えもございませんし、そこで陶芸の会だけでなく、あらゆる陶芸教室等の子供から

お年寄りまでのそういう教室等も含めて公民館で設置していきたいと、そういう考えで、

あと中央公民館以外に設置場所がないということも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 図書館管理費にかかわって、過日これに類する問題で関連がありますので、

負担金について伺いたいのですが、図書館管理費の中で司書会負担金として、これが減額

といいますか、削られているのですが、それでちょっと伺いますが、この19節の中で北海

道図書館振興協議会負担金、これらを初め、学年は別にして加入が任意のものというのは

あるのだろうか。それとも、予算化されているのは払わなければならないということなの

か。それから、町長査定でゼロになっている部分が任意でないとすれば、強制加入といっ

てもちょっとあれなのですが、入らなければならないのに、負担金を払わないとしたら、

まずいわけですよね。割合として負担課せられるわけですから、それが公的なものである

以上、これは個人対応ということは問題があると思うのです。その辺で改めて考え方を伺

います。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 先日も理学療法士の療法士会という負担金の関係、それからきょう図書館司

書の負担金ということで、今年度はゼロ査定ということにしております。このほかに看護

師協会負担金、それから栄養士会負担金というものもゼロ査定ということにしております。

この関係については、個人の資格によるものでございまして、この入会については任意の

ものでございます。 
 それで、十勝の助役会におきましても、この関係の協議がなされましたけれども、その

関係については決定ということでなく、各町村それぞれ考え方あるだろうということで、

浦幌町ほかの町村についてもこの辺については見直しを図っていきましょうという話で、

今回こういうふうな形をとらさせていただいております。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 個人の資格に資するものだという判断でしょうけれども、専門的な職種の

方々が町民の教育や医療や福祉、さまざまな分野ありますが、そうしたことにいわば個人

の資格をもって当たるというか、行政上やはり質の向上も含めてするわけですよね。そう
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したら、資格はもちろん個人ですけれども、これら会あるいは協議会等の確かに個人の資

格に資するものだとしても、公的にその職員は行政上当たるわけですから、なぜ予算化で

きないのか。個人で対応するということは、入らなくともいいということなのですか。あ

るいは、そういう全国、全道、十勝のネットワークに加入しなくてもいいということなの

だろうか。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 今予算化されていたものはこういうことで、栄養士会とか理学療法士会、図

書司書会、そういうものが予算化されております。そのほかにまだ、私も建築士でござい

ますけれども、建築士会、それから土木技術の方のそういう会、それから測量士会と、い

ろいろ資格の関係のそういう団体はございます。その団体につきましては、すべて任意団

体でございますので、強制的に入会するということではございません。ただ、それに対し

まして、そういう団体が主催する講習会、研修会等には案内が来ますので、必要なものに

ついては参加させていただいているということでございます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 今の答弁からすると、そうしたら予算化しないということは、加入しなくて

よかったのだと、今までもその必要性はなかったということなのですか。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 この図書館司書に限って申し上げたいと思います。そのほかのものについて

も対応するものなのですけれども、これも助役会、十勝の町村会でいろいろと協議された

内容であります。採用時点から図書館司書を募集しております。これは、個人資格がある

ということでの採用条件となっております。そういう形で、図書館司書という個人の資格

を維持するのは、個人の責任ですよということでございます。そういうふうに考えており

ますので、その司書会の負担金というものについては、浦幌町で行政で今後遠慮させてい

ただきましょうということの考え方であります。個人がどうするかということについては、

私たちはこだわっておりません。 
 それから、図書館を推進するに当たって必要な研修等があります。もちろんその総会等

においても研修はあるとは思いますけれども、そういう研修等について図書館を運営して

いく中で必要なものについては、町でそれをすべてではありません、たくさんの研修会の

案内あるのだろうと思いますけれども、その中で必要なものについては町で予算化いたし

ますということで、今回はそのような区切りをさせていただいたということでございます

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 14番、島田議員。 
〇島田議員 今町長の答弁聞いていると、個人の資格に資するところに行き着いているの

かなと思うのだけれども、こうした専門職の果たしている役割は浦幌町民の暮らしと、狭

めて言っても、教育や文化や医療やその他のすべての向上に寄与するのです。影響を与え

るのです。だから、それだけに公的に保障しなければならないと思うのです。研修に行く
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のは個人だとかと。そうしたら、先日旅費だか出すと言いませんでしたか、公費で。その

辺の整合性をどうするのですか。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 今ご説明いたしましたのは、研修会等浦幌町の発展に資するもの、図書館の

運営に資するものにつきましては、町で見ておりますということでございます。この関係

につきましては、採用の条件として図書館司書ということで採用しておりますので、資格

があるということで採用しております。そういうことでございますから、その条件につい

ては、資格の維持については本人の責任でお願いいたしますということでございます。先

ほどもお話ししましたように、前回説明しているとおり図書館の運営上必要な研修等につ

いては、浦幌町で負担をいたしますということでございます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 一致点はないのかなと思うのだけれども、そうした資格を持った個人のいわ

ば質の向上も含めて人づくりは、これはやっぱり金かけてしかるべきだと思うのです。金

額云々ではないのですが、そうしたところを削ってまで財政運営やろうとしているのも結

局は社会教育中心に一番削られる部門なのですよね。ということは、社会教育をやはり軽

視している。やっぱりその辺から出発していると思うのですけれども。 
 それで、もう何度も言いませんけれども、この後の分もありますけれども、人をつくる

ことも含めて、人を育てるということも含めて、町として必要な負担はやっぱり出すとい

う姿勢に立っていただきたい、このように思います。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 何度も同じ答弁をさせていただきます。 
 ただ、社会教育を軽視しているというふうに決めつけられることにつきましては、ちょ

っと遺憾だなと、このように考えておりますので、ひとつご理解いただきたいと思います。

そういうことで、研修につきましてはこの司書会の研修だけではありません。図書館協議

会とか、いろんな形での研修会があります。それらの中でこれからの十分研修していただ

いて、それが浦幌町に役立っていただけるということのものにつきましては、研修会に参

加につきましては町費で負担をさせていただいております。ただ、個人の資格、資質の維

持、先ほどから申し上げておりますけれども、というものにつきましては今後は個人で対

応していただきたいという内容のものでございます。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 先ほど勢い余って立ってしまいましたけれども、実は社会教育の育成並びに

振興ということで教育方針の中にございましたのですけれども、その中で今回中央公民館

に限定させていただきます。現在中央公民館、趣味の会、それから文化協会、その他いろ

いろな会が会合等に使っております。その中で私が思いますには、今来年からといいます

けれども、やはりそれに備えまして閉館するという中身の中で、２年間とは限定されてお

りますけれども、今この状況の中自由に使える、限定なく使える公民館が閉館ということ
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に当たりまして、自分といたしましては大変今まで育ててはぐくんできた会、会とします

と全部なってしまいますけれども、そういうものが衰退することによって、この後なかな

か復帰できない会もあるのではないかと危惧をするところであります。そこで、そのよう

なことに対しまして理事者はどのように考えているか、まずお聞かせ願いたい。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 現在中央公民館につきましては、自立推計上では18、19、２年間休館という

ことにしておりますが、今後17年度中にこの公民館の管理運営、維持関係も含めてどのぐ

らい節減できるとか、開館時間も見直しできるのかと、そういうことも含めて検討を図っ

ていかないとならないと思っております。自立推計では、２年間の休館ということにして

おりますけれども、検討した結果、今の経費が半分以下とか、そういうこともなるのであ

れば、また改めて考えていきたいと思っております。中央公民館も使用頻度といいますか、

土日の関係も現在余り思ったように使われていないにも見受けられております。それであ

れば月曜日の今休館している分、平日は開館して、土曜か日曜、どちらか休館するとか、

そういうことも含めて、やはり検討していくときが来ているのかと思っております。そう

いうことで、その関係についても社会教育の方にも申し上げ、今後17年度中にはどういう

方向にするかということを十分煮詰めていきたいと思っております。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 今私が考えているよりも使われていないのだなというふうに考えたのですけ

れども、これがさらに今休館ということを前提にしますと、ではそこを使わないでほかへ

行こうかという状況になればいいのですけれども、どうしても先ほどの陶器でしたか、あ

れのような状態の中で、そこしかだめだということがあります。例えば先日の話ですと、

それに経費がかかり過ぎるのではないかという話もあったのですけれども、逆にその場所

でないと使えないということで、２年間やめたら、恐らくその会は停滞してしまうのでは

ないかと私は思います。 
 そこで、乱暴な提案なのでありますが、各そういう会、それから文化協会とかあります

けれども、そのところに毎年２割、３割という削られている補助金、助成金がありますよ

ね。これを思い切ってなくすると。そういう公民館とか公共施設を最低限度の中で運営し

ていただくと。そのかわり一切使用料もいただきませんと、それぐらいの考えをお持ちか

どうかというのをお聞きしたいなと思うのです。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 今後につきましては、文化協会、それから老人クラブ等とも協議いたしまし

て、今言われました補助金の関係をなくすという話もございますが、その辺も含めて協議

したいと思っております。使用料につきましては、先ほどコミュニティーセンターの関係

でも申し上げましたけれども、総体的にこの公民館、それから各福祉館等も使用料につい

ては今後検討し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 ８番、阿部議員。 
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〇阿部議員 本当に乱暴なこと言ってしまったなと、今ちょっと反省しています。その中

でやはり補助金については生活に資するもの、それから行政区とか、そういったどうして

もなくてはならないというものについては、ひとつよろしくお願いしたいなと思います。

そういう中で、やはりこれからは今まで盛り上げしたものを消すことなく、そういう状況

の中ではぐくんでいく。だけれども、段取りはあるのだよというものをやっぱり私は示し

ていただかなければだめでないかというふうに感じます。そういう中で、できれば補助金

も削ってほしくありません。でも、それでなくて削った補助金はまた戻せると私は思って

いますから、いつかは。ですから、公共施設についての考え方については、今述べたよう

な形の中でぜひとも実現をしていただきたいと思います。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 今阿部議員から大変いい提案をいただいたなと、このように考えております。

おっしゃっているのは趣味の団体等に関するものについては、もう少し考えてもいいので

はないかと。趣味の団体に対する補助金というものに限って言っておられるのかなと、こ

ういうふうに考えておりますけれども、私どもも今基本的に考えているのは、趣味の団体

等につきましては、それぞれの活動の中でやっていただけたらなと、そういうふうに思い

ながら、今進めさせていただいているところでございます。 
 しかし、そのかわり使用料を無料にするということはちょっと無理なことなわけでござ

いますけれども、やはり全体的な今の財政の厳しさというものを踏まえながら、この２年

間、３年間というものを皆さんにご理解をいただかなければならないという状況であると

いうことを踏まえながら推進させていただきたいと、このように考えております。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 私は、図書館の管理費についてお伺いしたいと思います。 
 まず、また公民館の話になってしまうのですけれども、各公民館に設置されている図書

室、これに対する管理場所というか、開設の責任だとか、図書における責任、そして各地

区、３カ所にあると思いますけれども、どのぐらいの頻度で貸し出し冊数というのは、課

長、今おわかりになりますか。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 郡部といいますか、地域の公民館の図書室がございますが、最近は

購入していなくて、大変古いものばかりで、そういうこともございまして、また地域の図

書館の利用促進を図るためにも16年の５月から毎週第２、第３、第４ということで日程を

決めまして、公民館図書室に図書を配付するということで、毎月100冊ずつ各公民館に入れ

かえをしております。 
 それで、今利用状況もお話しだったと思いますが、吉野公民館で５月から３月まででご

ざいますが、36人の利用がありまして、72冊貸し出しをしております。厚内につきまして

は、49人で103冊、上浦幌公民館につきましては71人で198冊、３館合わせまして156人の3

73冊が貸し出し利用をされております。 
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〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 ありがとうございます。やっぱり課長で、すばらしく資料をきちんとそろえ

ております。ただ、私が言いたいのはこれからなのです、問題は。去年の５月から図書館

を閉館にして、各地域の置かれている図書室に新しいやつを入れかえて、毎週毎週あちこ

ちのどこかの図書館に行っているわけですね。月１回でしたかな。 
 それで、今言った利用冊数400冊、問題はこれからなのですけれども、職員が行って入れ

かえているときは、職員は一日常駐している状況、これは間違いないですね。そうしたら、

その間の期間はというと、結局公民館に図書室の開放、貸し出しを任せているという状態

になったわけですね。そこで問題なってくるのが、今言ったような形で朝から２人も、は

っきり言って２人です。２人で100冊、プラスチックの箱にせいぜい二つか３箱です。入れ

かえで持っていって、朝から晩まで一日いるわけです。そういうむだなことをしないで、

あいた時間に行って取りかえ、差しかえは十分可能でないかなということを考えたわけで

す。だから、限られた職員をわざわざ十勝管内の立派な図書館を閉館にまでして、地方に

行って、地方の公民館のある図書室を充実させるのはいいけれども、１日あればぐるっと

３カ所回れる。そして、１人で入れかえは十分可能なのです。それが２人も１日かかって、

例えば吉野公民館朝９時に来たら、夕方４時だか４時半までいるわけです。そういうむだ

なことないように、今後はやはり職員の勤務内容だとか、そういうことも考えられないの

かなというのが質問なのですけれども、それについてどう思いますか。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 ３名いる図書館司書のうち３人を第２が吉野、第３が厚内、第４が

上浦幌ということで日を決めて、あと館長がついているという状況で、ここ約１年間やっ

てきましたが、今言われますように、貸し出し冊数は今申し上げましたが、来館されまし

て、いろいろ集まってきて見ていくだけで借りませんが、来ているということも聞いてお

りますが、たまたま火曜日は図書館を閉館しまして、地域活動で図書を利用したいという

ことといろいろあわせまして工夫しまして、この方策を生み出したわけなのですが、全体

的に各地域の貸し出し利用が３％から５％ということで、これは市街地区が中心でござい

まして、そういう方の当初からそういう話はあったのですが、できるだけ地域の方に本も

利用していただきたいということで考えたわけですが、時間的に10時から４時ということ

でやってきておりますが、この関係につきましてもＰＲ不足ということもあるわけですが、

毎週回覧しておりますが、日程だけは周知しておりますが、時間等、例えば午後からだと

か、そういう時間を区切るなり、また司書の活動としまして、本に親しんでいただいて、

どのような活動がいいのか、今後さらに司書を中心に検討と努力をしていきたいと考えて

おります。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 だから、その決められた週に行って差しかえすることは、これは地域の図書

の本の読みの関係でいいのですけれども、月１回、週決めて１回行くだけであって、そう



 49 

したらあとはもう全部公民館にお任せして、開放しているわけですから。その日に行った

ときに朝から晩まで、２人の職員がたった100冊の本を持って一日いることないだろうと言

っているのです。これは、吉野地域のまた話になりますけれども、地域の自立推計のとき

の説明の調書もこれついていると思うのですけれども、そういうむだな行政がやることな

いだろうと。そして、たまたまあわせて言いますと、不幸があって全館貸し切りのときも

だれか来たなと思ったら、職員が箱二つ下げて図書室上がって、一日出てこないのです。

だれもお客来ないのです。葬式だから、来るわけないです。そういうことを考えても、地

域から声が上がってくるのです、何てむだなことしているのと。だから、それならば行っ

て入れかえて、さっと持ってきて帰れば、今までも１週間も１カ月も地元の公民館の館長

にお任せしているのだから、行った日の朝10時から４時までいる必要ないなと、私はそう

思うのです。だから、もう少しきちっと改善する方法ないのかと。こちらの開館の問題も

あると思いますけれども、今言ったようにむだなことやらないで、ほかにやることあるの

ではないかという考えで発言していましたので、今後そういう地域の事情に合った形で運

営していく。各地区の図書室を常設していくような形で、何か考えはありませんかとお伺

いしたのですけれども。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 ただいまのお話は、たまたま二月続いて葬式にぶつかったというこ

とで、私も聞かされております。そのとき適切な判断をすればよかったのですが、葬式の

会場の前で行っていたと。大変感じるところがございました。 
 それで、図書館長とも、またきのうの図書館博物館運営協議会があったわけですが、そ

の中でもこの利用実績をお知らせし、今後有効な図書活動を進めるように、そこででも委

員さんから提言もございました。十分有効な、ただ公民館長に５月から来たときの貸し出

しも無理してお願いしているわけですが、図書館司書といたしましては、来られた方にた

だ貸すだけでなく、図書館司書としての役割もあるわけでありまして、月に１回そういう

中で図書の選書の仕方、または利用の仕方、親しみやすい仕方と、そういうことで持って

いくだけの作業というふうに当初考えておりませんでしたので、今後ちょうど１年たつわ

けですが、この実績、状況を分析いたしまして、今後有効な活動につなげていきたいと考

えています。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 106ページの公民館運営費の中の11節需用費の中、光熱水費410万とあります

が、先ほど課長の説明の中で、各公民館週３日という短縮になるということでお話を伺い

ました。昨年の実績から予算書からぼっていきますと、光熱水費が32万程度増額になって

おりますが、これについての根拠の説明を求めます。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 本年度予算額410万を要求して認めていただいたわけですが、昨年の

16年度の実績でどうしても不足を生じまして、さきの補正予算で20万補正させていただき
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ました。そういうことで、どうしても節約はしているのですが、４款の電気料、水道料、

プロパンガスの総体の光熱水費の予算が実績から当初予算に計上させていただきました。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 先日も公民館を使っていますときにブレーカーが何度か落ちました。現在配

線している状態に何か無理が生じているのではないかなというふうに感じます。 
 それで、先ほどもお聞きしました陶芸窯、非常に高熱を発する窯というふうに伺ってい

ます。これに対する特別な線を引くのか、それとかメーター器をつけるのか、そういうよ

うな措置はとられるかどうかお伺いします。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 中央公民館には三相が引かれているわけでございまして、農村環境

改善センターからそこの中央公民館に持ってきて、ただ配線するだけではできなくて、農

村環境改善センターから電気器具を一緒に移設して設置するという作業になると思います。

それで、使用料の関係もございまして、今回メーター器もつけて使用の電力を計算してい

きたいと、そういう考えでございます。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 大変失礼なのですけれども、課長は陶芸をつくるときのろくろを回す前のも

の、前段の作業等をごらんになったことがございますでしょうか。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 子供の陶芸教室がございますので、土曜日に開催しているわけです

が、２回ほど作陶のとき等は見させていただきましたが、窯で焼くときは、窯だけは見て

いますが、焼くときは見ておりません。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 ろくろを使う前に土をこねるのですが、それに対する水も非常に使ったり、

それから土ぼこりが出たりということで、状態的には事務所の横ということについては非

常に何か、蒸し返すようで悪いのですが、汚れるというか、そういうようなことで、教育

研究所の横に設置するということで先ほど答弁ありましたが、水道なんかもつける予定な

のでしょうか。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 何度も申し上げておりますとおり、設置する場所には窯だけを設置

すると。あと、作陶等につきましては別の部屋でやると、これは最初からそういうふうに

している考えでございますし、また当然水も使います。水は、バケツで持っていって使え

ばやれることでございますし、またいろいろな汚れる関係も想定していますので、使用者

の方がビニールを張って壁を汚さないようなという、最初に言いましたように、使用した

後は原状復帰していただくと。公民館の管理等使用規則に基づいて基本的に使用していた

だいて、その後は片づけていただくと、そういう考えで、ただ素焼き、本焼きだけその作

陶したところから移動しなければなりませんが、そこで焼いてただくということで、粘土
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をこねたり、水を使ったりするのは、そこの窯の場所ではやらないようになっております

ので、ご理解いただきたいと思います。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 前にもお伺いしましたが、ろくろ等を置く場所にはほかの文化団体の材料と

いうか、使うものもたくさん入っております。そういったものにも支障を来さないように

ということも含めての答弁かと思いますので、これからも陶芸窯の部分に関しましては、

ほかの団体にも十分に了解を得てから本当は設置をしていただきたいというふうに思って

いました。このことばかりでいろいろと追求するのもなんだとは思いますが、非常に何か

無理があるのではないかなというふうに感じたものですから、再度お答えをいただきたい

と思います。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 土の会に対しましても最低月１回、それからサークルの会合につき

ましても最高週２回という関係で使用していただくこと。いろいろまた公民館の使用条件

につきましても、他の団体にご迷惑がかからないように、それを十分話し合って、農村環

境改善センターのあの部屋も福原議員さんも見てきたということで、この間もお話ありま

したが、ああいう使い方には決してしないように指導をしていただきたいと考えています。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 いろんな答弁をいただきました。週２回、月１回ということで今お話があり

ましたが、もちろんろくろを置いてつくる段階のところの使用料も含めて陶芸の方たちに

使用料を賦課するということの了解でよろしいですね。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 公民館の使用料条例に基づきまして、その時間で今午前、午後、夜

となっていますが、申請に基づきまして使用料は当然かかります。 
 ただし、窯の設置場所については焼くだけでございますので、使用料は今のところ取ら

ないで当面実施したいと考えています。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 今課長の方から窯の設置場所には使用料取らないと。一度熱を加えますと、

一昼夜多分、私もはっきりは存じていないのですが、熱を加えたままという状態になりま

す。非常に危険なことも想定のもとに、多分そこに設置されると思うのですが、使用料を

もらわないということは、どういう条件のもとでそのように決定されたのかお伺いします。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 素焼きから本焼きと、時間はちょっと忘れましたが、一晩のようで

ございますが、今までどおり農村環境改善センターにつきましても、本来であればずっと

そばについて管理をしていればいいのですが、そのような状況で使用しておりますし、今

の設置する場所におきましても、そのような形で考えております。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
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〇福原議員 しつこいようで申しわけないのですが、それだと非常に町民に不公平を生じ

るのではないかと思うのです。同じ文化活動をしておいて、片方はきちっとした使用料を

取る、この分については取らないという、そういう何か不公平な文化施設というか、公民

館の使い方を町の方でなさるのでしょうか。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 公民館の各部屋の使用につきましては、午前、午後、夜間というこ

とでございますが、この陶芸の窯の性質上特殊性がございます。時間になりますと、今度2

4時間使用料とか、そういう考えは持っていませんし、窯のそこに常時つかなくても大丈夫

だという判断のもとで考えておりますし、使用料は今のところ取る考えはございません。 
 それで、ご存じだと思いますが、16年度から窯につきましては電力がかかるということ

で、電力使用料を16年４月から納入していただいておりますし、今度公民館においてメー

ターをつけてきちっと管理して、今まで同様使用料につきまして電気料は納入していただ

くと、そういう考えでございます。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 多分条例等で使用料の規定は、私は今持っていなくて、はっきりしたことは

わかりませんが、特殊なここの部分だけもらわないというような、何かそういう条例があ

るのかないのか確認しておきたいと思います。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 ご存じのように公民館にはすべて料金設定してございません。事務

所、共有場所、そういうことを料金設定しておりません。設定してある部屋については、

皆さんが使用している部屋でございまして、事務室、隣の教育研究所、それからもとの教

育長室、それと階段上がってすぐ最初の左側の旧図書室については料金を設定してござい

ません。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 町民に公平な負担をお願いするという趣旨のもとで、いろんな条例を今まで

設定していると思います。その場所、場所によって、町民の使用目的がはっきりしている

のに、使用料を取らないというのはおかしいのではないかと私は考えますが、その点につ

いてはどのようにお考えですか。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 現在中央公民館では、無料のところは使用させておりませんし、窯

につきましては、そういう考えで電気料をいただくという考えでございます。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 私は、町民に公平な町政を執行していただきたいというふうに望みます。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 今の公民館の使用については、公平だと思っております。 
〇水沢議長 審議の途中でありますけれども、議事の都合により暫時休憩をいたしたいと
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思います。これに異議ありませんか。 
（「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 ３時３６分  休憩 
午後 ３時５０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。 
 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 大変説明が不足で申しわけありません。陶芸の粘土をこねるといい

ますか、いろいろ作陶といいますか、そういう作業につきましては使用料の決定してあり

ます部屋で利用していただいて、農村環境改善センターの利用から見ますと、４時間から

５時間サークルの活動状況でございます。そういう状況で使用料は使用料でいただいて、

作品ができた場合には、乾燥するまでの間また色をつけるといいますか、釉薬というので

しょうか、そして最後に窯に入れるときには移動して窯に入れていただいて、ふたを閉め

て電源を入れるという作業の流れになります。その窯に入れる時間はそれほどかかってい

ませんし、その分につきましては今までどおり16年と同じように、ましてメーター器をつ

けて使用料を納入していただくと、そういう考えでございます。よろしくお願いいたしま

す。 
〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、社会教育費の質疑を打ち切らさせていただきます。 
 次に、６項保健体育費の説明を求めます。 
 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 ６項保健体育費、１目社会体育総務費、この目につきましては体育

指導員の報酬等及び社会体育主体事業に係る経費並びに社会体育関係団体に対する補助金

等に関する費用でございます。本年度予算額1,016万円。８節報償費につきましては、36

万4,000円の減になっておりますが、各種大会旅費等における審判員、講師謝金の見直し及

び記載事業の参加賞の廃止によるものでございます。19節負担金、補助及び交付金、63万8,

000円の減でございますが、これにつきましては社会体育団体に対する活動奨励補助金の減

によるものでございます。 
 ２目社会体育施設費、この目につきましては総合スポーツセンター、スイミングプール

管理費を除く各体育施設の管理運営に関する費用でございます。本年度予算額3,435万円。

前年度に対しまして約30％の減となっております。８節報償費につきましては、学校開放
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主事の謝金の内容でございます。11節需用費372万4,000円の減になっておりますが、パー

クゴルフ場、町民球場、健康公園等の目土の肥料など、また芝に対する肥料等の230万5,0

00円の減でございます。また、光熱水費におきまして、アイスアリーナ等の１カ月短縮い

たしますので、合わせて99万の減という内容でございます。次のページ、13節委託料につ

きましては、保守業務の関係につきましては、アイスアリーナの冷凍機保守、ザンボニー

の保守等の見直しによりまして36万3,000円の減。管理業務につきましては、若干詳しく申

し上げたいと思います。アイスアリーナにつきましては、製氷が316万3,000円の減、管理

業務につきましては221万の減、清掃業務につきましては68万3,000円の減、合わせて605

万6,000円の減となっております。パークゴルフ場につきましては、芝維持管理につきまし

て63万5,000円の減、管理清掃につきましては28万8,000円の減、計92万3,000円の減。健康

公園につきましては、芝維持管理、清掃につきましては土曜日を業務から外し、月から金

ということで99万6,000円の減。町民スケートリンクにつきましては、当初予算では休止と

しております。造成費、監視費含めて169万5,000円の委託料の減となっております。町民

スキー場につきましても、当分休止をいたしたいと思います。この管理業務が44万円の減

で、合わせて996万6,000円の減となっております。警備保安業務につきましては、アイス

アリーナ５カ月分を計上してございます。 
 次に、３目総合スポーツセンター管理費でございますが、このスポーツセンターにおき

ましては、開館時間を午後10時までを午後９時30分に30分切り上げて閉館する変更と、ま

た清掃業務につきましては平成16年度から２名から１名にし、月曜日のみ２名体制で実施

してきたところでございますが、平成17年度には窓口業務の臨時職員も廃止するなど、管

理運営に要する費用を前年度比約20％の減としております。よって、７節賃金、窓口業務

の臨時職員の廃止110万9,000円の減。需用費、燃料、光熱水費合わせて47万8,000円の減。

13節委託料につきましては、保守業務関係におきましてはアリーナに舞台等の照明器具が

ございますが、そのつり物設備の保守に係る点検を隔年実施にしたいと考えまして、26万2,

500円の減。地下タンク漏えい検査を平成18年に実施する４万6,200円の減。事務器保守点

検も中止するということの内容でございます。管理業務委託料につきましては、管理、清

掃合わせまして38万6,000円の減。警備保安業務につきましては、他と同じように１月１日

から実施しておりますが、継続して１年間警備業務を実施してまいります。 
 次に、４目スイミングプール管理費につきましては、このプール管理につきましては昨

年度に続きまして開館時間を６月20日から８月31日ということで、期間短縮等によりまし

て、管理運営に要する費用を前年度比約30％の減としております。11節需用費におきまし

て、燃料費、光熱水費で168万3,000円、需用費合わせまして244万3,000円の減となってお

ります。13節委託料におきましては、保守業務関係で79万3,000円の減。また、管理業務委

託料につきましては、清掃業務を新年度から２名を１名にし、また週６日から５日に業務

を変更して実施する関係で、清掃業務が44万4,000円の減。管理と合わせて68万3,000円の

減となっております。 



 55 

 以上でございます。 
〇後藤管理課長 ５目給食センター管理費7,305万3,000円、増は平成16年度までありまし

た給食センター運営費及び給食配送管理費を廃目整理し、この目でそれらの予算を計上し

たための増でございます。７節賃金は、調理員６人分と米飯用調理員２人分の内容でござ

います。11節需用費が大変増額になっておりますけれども、このうち賄い材料費は廃目し

た給食センター運営費からの組みかえに伴うものでございます。13節委託料中管理委託料

は、給食配送管理費からの組みかえでございます。なお、内容につきましては保守業務、

それから管理業務委託料につきましては説明資料のとおりでございます。なお、学校給食

は、平成17年度203日稼働、13万2,400食をつくる予定でございます。なお、給食費は小学

校200円、中学校240円ということになっておりまして、現在十勝管内ではちょうど中間ぐ

らいの金額ということになっております。 
 以上です。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑はありませんか。 
 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 簡単にお聞きします。 
 アイスアリーナの件なのですけれども、金銭的なこともあるのですけれども、一応管理

をボランティアでやっていただくということになったのですけれども、本当にやれるのか、

またはやれるという管理の計画というか、そういうのがあるかないかお聞きしたいと思い

ます。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 このアイスアリーナにつきましては、今年度から休館ということで

ございましたが、アイスホッケー連盟など利用団体から要請を受けまして、維持管理経費

を半減する方向で開館できるよう進めております。製氷から管理清掃業務を利用する団体

の皆様にご協力いただき、アイスホッケー及びスケート少年団を初め、中学校、一般の団

体が17年度からも継続して利用できることに対しまして、本当に感謝を申し上げたいと思

います。 
 それで、アイスアリーナの17年度オープンに向けて、２月17日から２月末まで機械設備

等及びザンボニーの操作及び取り扱いについての講習会を行いました。２月17日におきま

しては、全体講習ということで、８団体34名の方が参加をいただきました。その後効率的

な講習を開くために個別講習を行いまして、５日間44名の方が講習を受けていただきまし

た。この講習の中で現在委託しておりますレアスの従業員の２名の指導員の協力によりま

して、スムーズにザンボニーの一連の運転操作から製氷作業まで、一定程度習得していた

だきました。しかし、詳細かつ具体的な管理につきまして、アイスホッケー連盟と十分今

後打ち合わせをしていきたいと考えております。 
 あと、いろいろ安全管理面でマニュアル等をつくりまして、利用団体にお配りしており
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ますが、なかなかたくさんのページがございますが、主な基本的なことだけ安全運転、ザ

ンボニーの操作等、それから安全管理の面におきましてもザンボニーの運転につきまして

は人数を制約するなど、またスポーツ安全保険に加入は当然していただいて、作業中にや

れば、その団体の管理運営における活動中の事故であれば対象になるということもござい

ますし、またアイスホッケー連盟らの他の団体の保険にも加入するなど、今後十分に打ち

合わせをしていきたいと考えております。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 それでは、また確認なのですけれども、今の状態ではもうパーフェクトだと

いうふうに考えてよろしいですね。 
 それで、人的にはいいのですけれども、例えば対物的に事故があったりなんかしたとき

も、その対応についても町で全部それは対応するということですね。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 施設におきましては、施設賠償責任保険、この関係につきましては

施設に欠陥があった場合に適用させる保険でございますが、あと施設、物、町の財産に掛

ける保険も掛けておりますが、ザンボニーの故障はないと想定しておりますが、そういう

分につきましても町の管財課等々に十分協議なり、その辺の関係も研究していきたいと思

っております。ただ、協力者が事故の場合につきましては、先ほど申し上げましたように、

スポーツ安全保険または団体保険等の対応で考えております。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 町民スケートリンクの件について伺いたいと思いますが、とりあえず休止と

いうことで、もろもろの経費含めて前年度200万ぐらい、リンク造成費そのものは169万5,

000円ですが、休止に至った経過について、どのような経過であったのか、勝手に教育委員

会決めたとは思いませんけれども、その辺の経過についてちょっとお知らせいただきたい。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 町民スケートリンクは、浦幌中学校のグラウンドに400メートルのリ

ンクを造成しておりますし、浦幌小学校には学校リンクとしてＰＴＡ厚生委員会の造成委

員会をあれしまして、長年リンクを造成して、子供たちが滑ってきたわけですが、市街の

中に二つのリンクがあるということで、どちらか一つで利用できないかなということも検

討してきたわけでございます。 
 それで、スケート少年団、体育団体等とも町営リンクの造成につきまして２回、合わせ

て４回協議してきたわけですが、スケート少年団育成会の方々からは、100分の１を争う競

技用のリンクがどうしても必要だと、継続してほしいという意見も強かったわけですが、

まだ合併の協議中でもございましたし、豊頃町を送迎して利用する。それから、浦幌小学

校に300メートルのリンクを造成して、何とかコーナーだけにつきましては400メートルの

コーナー、若干直線については短くなりますが、いろいろ検討してきたわけでございます

が、205万6,000円だったでしょうか。造成含めて予算がありますが、この町民スケートリ
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ンクを休止して、一つのリンクで活用することも検討してきたわけですが、新年度予算の

編成までに各団体との調整がつかなく、当初予算には計上することができなかったわけで

すが、今後４月以降団体の役員とも交代になりますが、新しい体制の中で４月に入りまし

たらリンク造成についてどのようにしていったらいいかということで協議をして、できる

だけ経費の関係で教育委員会としては造成していきたいと、そういう考えで団体と協議を

してまいりたいと考えております。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 この予算編成までに協議が間に合わなかったから休止という提案をしたけれ

ども、委員会としてはつくる方向で検討していきたいと、そういう意味ですか。そういう

ことであれば、随分ニュアンスが今まで私たちの地域でも聞いた話と違いまして、随分変

わったのかなというふうに思っております。これは、休止ということになれば、学校のス

ピードスケートの小学校の大会、これももうやめるのかというようなこともありますし、

また東部の大会もやめることになっているのか、当然浦幌がリンクをもしできないからと

いって東部の大会がなかったり、そんなことはないのだろうと思うのですが、そういうよ

うなこと。 
 また、皆さんもご存じのように優秀な選手が高校生あるいは中学生の中でも出ておりま

す。また、小学生の中でも新聞にも十勝の大会で名前の載る選手たちも随分おられます。

そういうことを考えますと、アリーナが休館しますということの中でいろんな対応あって、

700万の予算計上して再開するということですから、これリンクにすれば200万ぐらいです

から、それと比較すると、随分違う話だなということで、私も随分注目をしておったので

すが、こういう提案の仕方で、今議案説明でリンクつくるように検討していくということ

でいいのですか。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 説明の中でちょっと不手際だったと今反省しておりますが、あくま

でも休止ということで進めてきたわけですが、今お話ありましたように、今年度につきま

しては浦幌の方々のスケートの大会記録または優秀な成績おさめていると。これもリンク

があるということも十分承知しておりますし、そしてスケート少年団の方々から強い要望

もございます。それで、新年度に入りましてから十分今スケート少年団といたしましては、

管理を含めて、管理人はいなくなりますが、頑張って造成していきたいということで、あ

る程度役員段階でございますが、そういう意思をお聞きしております。ただし、少年団父

兄の方々の多数の賛同を得なければ造成もできません。スケートリンクがその時期になり

ますと、そういうことであれば少ない経費の中で設置をしたいという考えもございますの

で、そのときには補正をさせていただいても、スケートリンクを造成していきたいという

考えでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 私の立場は、当然つくって何とか子供たちに、そういう正規のリンクでの練
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習環境を整えてやってほしいというお願いをしたいわけですけれども、今課長も前向きな

検討なのですけれども、休止の提案しながら今から補正でというのは、事業としてまだ決

まっていないから、後から補正の予定ですというのと違って、協議をしながら進めるとい

うことの前向きな答弁に対しては、私は感謝しますけれども、本当に大丈夫なのかなと心

配をしています。 
 それで、先ほどちょっとお伺いした小学校の町民大会、それから東部の大会もこれ当然

あるのですよね。 
〇水沢議長 管理課長。 
〇後藤管理課長 まず、小学校の方の記録会ですが、学校教育推進委員会の主催でござい

ますので、これは例年どおりございます。 
 それから、東部の方ですが、これは十勝東部方面教育振興会の主催でございます。それ

で、平成17年度につきましては予定どおり実施する予定です。ただし、東部４町の枠組み

が幕別町が忠類村と合併の運びになっておりますので、幕別町が東部４町の教育振興会か

ら抜けるか抜けないかというところが今微妙なところでございます。その辺が17年度中に

協議されるのだろうというふうに思いますけれども、幕別町が例えば抜けたといったとき

に、例えば東部３町で教育振興会を新たにつくってやるのかやらないのかと、そういった

ところもちょっと不透明です。17年度中には結論出ますが、とりあえず17年度については

実施いたします。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 当然先ほど課長の説明の中で、つくらなければよその町村に行って乗っても

らうような説明ありましたけれども、いかにもこれは情けない話で、先ほど申しましたよ

うに非常に優秀な選手も出ております。理事者の方でそんな話聞いていなかったぞという

のでは、これちょっと困るのですが、その辺も含めて答弁いただきたいなと。私は、課長

の前向きな答弁に期待をして納得をして終わりたいわけですけれども、町長どうでしょう。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 当初小学校と町民スケート場があるということで、どちらか片方にならない

でしょうかという形で相談をしながら進めてきたところです。これ社会教育課長も非常に

精力的に団体と協議をしながら、どちらか片方にならないかということだったのですけれ

ども、やはりそれぞれの思いがあると。今杉江議員が言われたように、記録を目指すもの、

また学校リンクという用途の中でそれぞれあるということで、なかなか一本化できなかっ

たと。予算編成までには一本化できなかったというものであります。その後アイスアリー

ナがボランティア的な町民の協力でできるということの中で、やはり体育団体の中からも

お手伝いするところはお手伝いしたいということもあるようであります。それらを踏まえ

ながら、この時期までにはスケートを造成する。そんな遅くまでかからない時期の間で、

新年度に入ってからまた協議をしながら、できれば町民のご理解をいただきながら、ご協

力をいただきながらできないのかなと、そういうふうに今社会教育課長の方で考えている
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ところなのだろうなと、こういうふうに考えております。私たちも決してすべてだめだよ

ということではなくて、やはり町民のご理解をいただいて、協力していただけるものにつ

いてはやはり私たちも前向きに考えていかなければならないのではないのかなと、こうい

う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 今回の提案は、非常におもしろいといいますか、私も初体験の経験をさせて

いただきました。課長も前向きな答弁で、この後もそのように対応していただけるという

ことですから、社会体育の面でアリーナ、それからこのスケートリンクも含めまして、ほ

かにもそういう動きがあるというふうに聞いておりますけれども、非常にいい傾向だと思

っております。このような方向になるように頑張ってやっていただきたい。 
 終わります。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 ただいま杉江議員の関連及びもう一項目、阿部議員の関連で、私質問しない

かと思ったけれども。 
 まず、基本的に今杉江議員が追求しましたスケートリンクについて、造成するのか、し

ないのか考えてみます。皆さんの声が集まればやりたい。何ですか、これは。アイスアリ

ーナにつきましても、合併が断念になって、自立しなければならないと、費用がない。そ

れで、休止にしなければならないと。ところが、地域の強い団体の声があって、700万、8

00万もの予算組む。それだけ金があるのだったら、地域の声がぼんぼん盛り上がったら、

先ほどの説明ではないけれども、中央公民館２年閉館、これもしなくてもいいかもしれな

いのではないですか。基本的な考え方、行政が本当にやる気あるのか。住民に負担ばかり

かけて、住民の声が上がれば、またもとへ戻すと。施設使用の関係、最低限。はっきり言

って、簡単に言えば、委託外しただけではないですか、結果的に見れば。それをボランテ

ィアでやってもらう。そんな考え方ですべてを進めていっていいのか、町長の考え方をお

伺いします。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 本当に浦幌町非常に財政が悪いという中で、この財政を立て直すためにはと

いうことで、自立推計から含めて皆さんの知恵をおかりいたしながら進めてきたところで

あります。アイスアリーナについては、自立推計の初期の段階で、10月の中ごろだったと

思いますけれども、アイスアリーナの閉館をその推計をしていく中で組み込まれそうだと

いうことをいち早く察知した協会の役員からいろんなアプローチがありました。それをも

う自分たちで人的に協力できるところはしていきたいという早い段階の話がありました。

その段階から協議をしてきていて、社会教育課に引き継いだ内容のものであります。そう

いうことがありましたので、これもまたちょうど時期が悪くて、合併が破綻という時期と

アイスアリーナをやりますという時期が一緒になってしまって、非常に都合の悪い時期に

発表になってしまったのですけれども、そういうことで経過としては、早い時期からアイ
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スアリーナについては話し合いをしてきた内容のものでございます。 
 そういう中で、そういう形で町民の協力をいただけると、これからの協働のまちづくり

という中で、この体育施設だけではありません。いろんな施設、それから温泉ボランティ

アとか、花いっぱい運動とか、いろんな形で町民の方にやっていただいております。それ

がやはり地域の活性化、今の財政の悪いときの一つの活性化につながっていると、そうい

うふうに考えております。そういう形で、もし運営がしていけるのであればという思いを

非常に強く持っているわけであります。ですから、このスケートリンクについても、前段

申し上げたように、非常に財政悪い中で二つあるのだけれども、何とか一つにならないで

しょうかという投げかけから始まっているということであります。その辺ひとつご理解を

いただきたいなと。予算編成までに何とか間に合わせたいということで、課長も非常に努

力しながら精力的に話し合ったのですけれども、残念ながら一本化と、そういう解決には

至らなかったという内容であります。その後そのほかの面でも野球場とか、いろんな面で

そのお手伝いをしますと町民からの申し出もございます。だから、そういう形で一つのき

っかけとして、いろんな町民との協働体制、協力をいただけることについて、私たちは非

常に感謝しながら、この自立の中の財政再建というものに取り組んでいきたいと、このよ

うに考えております。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 町長の言われることよくわかりますけれども、ただやっぱり町民が見るのは、

私もそうですけれども、そういう厳しい、できない、施設はもう開館できないとかという、

それでは我慢しなければならないなという認識を持ちながら、どこからリークされたか知

らないけれども、新聞でぽんと発表になった。やっぱりそうだったのかと。こんなに厳し

いのだなと。そのうちに団体がやれば、私たちやりますから。今のアイススケートもそう、

野球場も、その他町民がそうしたら何とか私たちでやれば、ある意味で逆に、こんな言い

方失礼ですけれども、行政は町民のボランティア、協力を、もうそれが来ればいろんな経

費がなくなって、できるなというこそくな手段ともとられないとも限らない。こんな言い

方失礼ですけれども、一本きちっとした線がないのではないかと僕は言いたいのです。だ

から、やらないのならやらない。そのかわり町民にこの後何年間という確約をし、また戻

すとか、何となくボランティアが集まればやりましょう。そこには最低限の電気代だ、水

道代だ、施設費がかかるようだったら、これ持ちましょう。最初から持てるのなら、これ

だけ持てますよと、どうですかと話しして、あなた方ができないのならやりましょうとか、

全然そういう自立に対するポリシーがないという私は感じしますので、今後の予算編成に

ついてもひとつきちっとやっていただきたいと。 
 時間の関係ありますので、その辺にしておきまして、先ほどの阿部議員のアイスアリー

ナ、これも今ちょっとつながるのですけれども、先ほど言ったようにスケートのアリーナ

の造成については、いろんな団体の協力願ってやるという話で、課長の先ほどの話の中で

関連８団体が集まっていろんな指導したと言いながら、町ときちっとした形で窓口になる
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団体が決められているのかどうか。あわせて、先ほど何か事故あったときにスポーツ保険

だとか団体保険という話をしているけれども、スポーツ保険というのはスポーツをやるた

めに家から出て帰るまでの間のスポーツをするための、私言うまでもないと思うのだけれ

ども、これはリンクをつくるときに何があるかわかりません。もし万が一最悪の事態起こ

ったときの補償の問題、責任の問題、それがきちっとされているのかどうか。何か団体保

険とスポーツ保険で対応すると、そんなことで造成している間、またザンボニーを使って、

万が一最悪の事態起きたときの補償ができるのかどうか。それの責任は窓口はどこの団体

なのか、それがきちっと話しされているのですか。その点だけ１件お伺いしたいと思いま

す。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 アイスホッケー連盟またはスケート連盟でございますが、中心に受

けていただいておりますのは浦幌町アイスホッケー連盟でございます。 
 それと、先ほどの事故の関係につきましては、スポーツ安全保険は今言われましたよう

に、通勤から帰るまで。それも適用なるということもありますが、アイス連盟の下部組織、

例えば浦幌町役場チームだとか、その下部団体の利用するとき、その団体の管理下におい

て活動中の事故につきましては対象になるということで、北海道スポーツ安全保険の方に

確認をしてございます。これにつきましては、通院、入院の関係が、ザンボニーの製氷業

務もそのスポーツの一体的な活動だよということの判断をしていただいているようでござ

います。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 では、確認です。ただ、最終的なアイスアリーナの造成から運営の関連のす

べての責任はアイスホッケー連盟、そして今言ったように通院、何か入院とか言いました

けれども、死亡までの最終的な責任もこの保険で全部把握できるという考え方でよろしい

のですね。もし万が一何が起こるかわかりません。ただゲームやっている、練習やってい

ればいいのぱけれども、製氷という、管理運営まで全部包括される保険が対象になるとい

う考え方でよろしいのですか。それだけ確認させてください。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 ここにスポーツ安全保険のチラシがありますが、掛金については1,

500円ということなのですが、死亡、後遺症障害、入院、通院、これは傷害保険、それから

賠償責任保険、共済見舞金ということになっておりますが、今回のアイスアリーナはアイ

スホッケー連盟のご協力をいただいて、アイスアリーナを運営していくということでござ

いまして、私の考えているのはあくまでも協力いただくということでございまして、設置

者であります浦幌町が施設管理者の責任もございます。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 だから、課長、僕が聞きたかったのは、先ほど言ったようにやめるというや

つをアイスホッケー連盟が団体となって、私たちもやりますから、管理までやりますから
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ということで町長が提案しているわけです、施設の電気代から水道代から。だから、協力

願っているのわかる。そんなことではなくて、もし万が一この製造、今までだったらリン

クを使って練習だ、プレーだとやったときにはスポーツ傷害保険。スポーツやりに行こう

と玄関出たときから帰るまでの、これは当然わかっているのです、死亡から何から全部あ

るのは。ただ、スポーツ傷害保険と先ほど言われたけれども、その範囲の中で造成といっ

たら、ただつくるだけです。きょう水まいてざっとつくって、また練習という。だから、

スポーツの練習の範囲の外で、今言われたのはスポーツ傷害保険というのは、出ていって、

グラウンドを整備したり何かしたり、すべてスポーツのために寄与する行動を起こした場

合には包括されるのです。それがアイスアリーナをつくるために何日も製氷活動をしなけ

ればならない。それも長い目で見れば、それはスポーツやるための活動だというけれども、

そういうことも全部包括されて、町は一切造成だとか、そういうことに関して責任は問わ

れないのかということを聞いているのです。だから、協力願っているのわかっているので

す。だから、そういう形で任せたよと、事故の責任も全部あなた方だよと、町は施設を貸

して、電気代だ、水道代見るだけですよという形の話し合いを責任ある団体ときちっとさ

れているのかと、それだけを確認したかったのです。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 最初に説明いたしましたとおり、詳細についてはこれから十分に打

ち合わせをしていかなければなりませんが、今の事故の関係につきましても十分調査と検

討、そして団体の方も理解していただくと、そういう点今後しっかりとやっていきたいと

思います。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 私も何回も立ちたくないのだけれども、町長そういうの把握して、きちっと

了解して提案されているのか、その１点だけお伺いします。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 先ほどの野村議員からのこともありますので、最後に私の方から答弁をさせ

ていただきたいなと思っていたところであります。決してそういう変な手段を使ってやる

ということではなくて、町民との協働ということで、町民の本当にボランティア的な精神

を大事にしながら、次のまちづくりに生かしていきたいという思いであります。 
 今の関係でありますけれども、事故等に関するものにつきましては、設置者であります

浦幌町と、管理者であります浦幌町ということになります。その中で保険などきちっと、

今でもそうです。今でも浦幌町が責任者で、そういう中ではきちっとした保険などの対応

もとりながらやっていきたいということであります。それぞれの時間帯で予約制ですから、

きちっとした時間帯があります。 
 それから、今言われているように、まだスケートリンクが造成される前は一般のといい

ますか、中学生、小学生も氷の上で練習するということで、スピードスケートについても

練習をしているようであります。それらも踏まえた中での開設ということになるわけです
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けれども、そういうときの管理体制というものについてもしっかりとした管理体制をとっ

ていかなければならない思っていますし、それぞれのパーツ、パーツで時間と予約があっ

て、それぞれ責任が明らかになっております、使用者責任というものが。利用者というも

のが。それらについては、その中できちっとした運営をしていただきたいということ。 
 ただ、一番心配しているのは、ザンボニーの扱いであります、ご指摘のように。私も何

回も見てあれしていますけれども、中にさえ入っていなければ、運転手は１人ですから、

その辺は大丈夫だなと、そういうふうに思っております。ただ、それを引き揚げていくと

きにどうなのかなという心配も、おりていくときと帰るときです。その関係がどうなのか

なという心配もしておりますし、やはりなれないと、壁を１枚壊すと10万というような声

も聞いております。それも考えますと、やはり慎重に扱っていただきたいということを申

し上げております。決して今までのように３分とか５分で製氷ということではなくて、ハ

ーフタイムが多分５分か10分であっても、慎重な扱いというものをお願いしております。

そのために今回２月に講習会を開いたということで、これで本当にやっていけるのかどう

かという意思確認も含めて、今回講習会を開いて、ザンボニーを使っているということだ

そうであります。その辺も含めて万全を期していきたいと思いますので、ひとつご理解を

お願いいたします。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 確認です。すべての責任は町が持たなければならない。これでよろしいので

すね。それだけ確認すればいいです。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 社会体育施設費、管理業務委託料、このパークゴルフ場のことについて聞い

ておきたいと思います。昨年厚内と上浦、吉野は吉野パークゴルフ協会が草刈っているよ

うでございますけれども、何回くらい草刈りやっているのでしょうか。といいますのは、

非常に手入れがすばらしいと、私地元ですから、いつも通って見ていますけれども、たま

に伸びることありますけれども、伸びたなと思ったら、すぐ刈り込んでいるので、非常に

管理状態がすばらしいと。それで、大体何回くらい刈っているか、ちょっとまずお聞きし

ておきたいと思います。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 パークゴルフ場の芝管理につきましては、浦幌パークゴルフ場、上

浦幌、それから厚内パークゴルフ場ということで、業者に委託しているわけですが、芝関

係の管理につきましては、建設課の方で私たちの体育施設の関係の芝は、そちらの方でや

っていただいておりますので、その回数はちょっと私の方承知していないのですが。 
〇水沢議長 建設課長。 
〇松田建設課長 建設課で芝関係について管理をしております。もともとの委託先は民間

会社にお願いして、もろもろほかのいろんな施設の業務を一括して委託をしておりますけ

れども、それにつきましては総務課の方で一括契約しながらやっております。 
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 それで、その契約の中身でいきますと、芝のパークゴルフ場の管理につきましては、上

浦幌、厚内パークゴルフ場、吉野グラウンドを含む中身で、４月から11月の間、その芝の

管理をしていくということで、パークゴルフ場のプレーに支障ないような形での管理とい

うことで、時期的に６月から８月ぐらいは非常に伸びるということで、１週間に１回程度

はやっているのではないかということで、９月以降となれば芝の伸びも減ってくるという

ことで、プレーに支障ない程度ということで、何回やっているかというまでは、回数まで

はチェックはしておりませんけれども、そういう委託内容で４月から10月の間プレーに支

障ないように管理をしていただきたいというような中身でお願いをしております。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 浦幌のパークゴルフ場も去年はすばらしい芝の管理だったと私は思っており

ます。管内でも非常に芝もそろいましたし、すばらしいパークゴルフ場になってきている

と思います。それで、パークゴルフ場の管理、これについて管理業務委託料でパークゴル

フ場の管理している時間帯、それと何月から何月までか、時間とその契約の中身、わかれ

ば教えてほしいと思います。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 パークゴルフ場の開館は、４月29日から11月３日まででございます

が、芝維持の管理業務につきましては、業務時間が８時30分から午後５時、月曜日から金

曜日、土曜日は８時半から11時30分まで、受け付け管理業務につきましては８時から午後

７時。これは、月曜日から日曜日、全日でございます。清掃業務を申し上げますと、清掃

業務は８時から正午まで。 
 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、去年８時から５時まで、２時間延びたのですか、管理。パークゴルフ

場に行って受け付け、その時間帯８時から５時が２時間延ばしたのですか、去年。延びた。

わかりました。 
 それで、私も昨年これについて言ったのですけれども、特に今年から200円から500円に

上がったわけですから……違った。幾らでした。200円から500円。 
〇経堂社会教育課長 まだ200円です。 
〇差間議員 まだ200円でした。そうですか。ちょっと勘違いしました。そういう中で、や

はりパークゴルフ場を非常にどこの地域でも見直してきていると、そういう中で、昨年見

ますと、茂岩のパークゴルフ場と比べても浦幌の方が芝の状態非常によかったと。そうい

うこともありまして、使用料もいろいろ変化あるわけですから、これから委託業務の中で

ぜひとも……。ナイター設備もありましたよね、浦幌の方。ですから、ナイターの場合は

時間外になるのではないかなと思うのですけれども、そういう場合のいわゆる入場料とい

うのですか、それはどういうふうになっているわけ。昨年の実績でいいです。 
〇水沢議長 助役。 
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〇安藤助役 昨年度からナイター設備ありますが、ナイターはやっておりません。17年度

も経費の面でやる予定はございません。受け付け時間を延ばしておりますが、その時期に

よって日没が変わると思いますけれども、明るいうち人がいたら入場料をもらうというこ

とで、受け付け時間を延ばしております。 
 
    ◎会議時間の延長 
〇水沢議長 お諮りをいたします。 
 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 異議なしと認めます。 
 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 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 ちょっとお聞きをしたいのですけれども、ここで聞くのはどうなのか、今確

認したいのですけれども、パークゴルフ場の草刈り機械等がありますよね。その修繕費は

ここから出るのですか。ちょっとお聞きしたい。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 パークゴルフは、社会体育施設費の中の科目で、機械等の故障、修

理もこの科目で支出しております。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 それでは、ちょっとここでお聞きをしたいのですけれども、修繕費に関して

なのですけれども、草刈り機械が部品等、それから壊れて修繕するときに町の指定業者が

あると思うのですけれども、その関係で指定業者に頼んで修理見積もりをしてもらったら、

あるところを修理するのに30万の見積もりが出たという話があるのです。 
 それで、こんなものでこんなにかかるのかなという。その業者は、たまたま指定は受け

ているのだけれども、浦幌で修理することができなくて、外注に出しているという、そう

いう指定業者があるわけです。そして、ちょっとそれではあれだと思って、町内の修理工

場に見積もり出したら、10万で終わるという見積もり出たそうなのです。それで、どうし

てそういう差が出るのかなということもあって、10万で修理できるところに修理出したと

いう、それは苦肉の策で、金もかかるということで出したみたいなのです。その辺の指定

業者のあり方ということがどうなのかなということが本当に財政厳しい中で、何社か見積

もりを出して、修繕をする段階で、やはり一円でも安いところに修繕に出すということが

基本でないかなと思うのですが、その辺の考え方はどういうふうに考えているのですか、

ちょっとお聞きしたいと思います。 
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〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 この草刈り機の関係については、指定業者というか、扱っているところは何

社かございますので、簡単な修理については、そういう見積もりとらなくてもすぐやった

りはするのですけれども、やはり10万以上等がございますと、２社以上の見積もりはとっ

て、比較してどちらかに修理を頼むということで実施しておりますけれども。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 その段階でたまたま10万円で来たところは指定業者でなかったわけですよね。

だから、そういう部分というのはこれからいろいろ、何のことも同じだと思うのですけれ

ども、修理出す段階で、もう少し本当に見積もり等をきちっととった中で十分に協議をし

ていただいて、修理をしていただきたいなと思いますが、今後その辺どういうふうに考え

ているかお聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 これからもそういう金額のかかるものについては、２社と言わず３社もとっ

て、十分検討して修理をしてまいりたいと思っております。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 上部ではそういうお話はできると思うのですが、実際に担当しているのは係

長段階だとか係段階だと思うのです。その段階で、上から指示で指定業者使わなければな

らないということで、どうしてもそういうところを使えという指示になると思うのです。

そういった場合、やはりその辺も上の方からそういう指示をきちっと出して、現場ですぐ

対応できるような形にしていただきたいと思いますが、その辺もう一度お願いします。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 きょう課長方も出ておりますので、課長を通じて補佐、係長によく指示した

いと思います。 
〇水沢議長 担当課はどこなの。 
〇安藤助役 現在パークゴルフ場のこういう芝の関係等につきましては、建設課で行って

おります。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 昨年質問いたしましたのですが、総合スポーツセンター、去年はまだ数あった

のですが、自動販売機を福祉団体でボランティアの人らが置いて1,000円出せば、その収益

はその方々で、あと電気代が町で持っていた経緯があって、それをどうだと言ったら、十

分その置かせている団体の方とお話しするということを言われましたので、その経過をお

聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 行政財産の使用については、企画総務で担当していますので、私の

方から報告いたします。 
 現在公共施設にある自動販売機については全部で31台あります。その中で身体障害者浦
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幌分会、それと浦幌町手をつなぐ会、それと遺族会、これらの方がそれぞれ各公共施設に

置いて使用しています。それで、昨年森議員の方から指摘がありましたので、その要綱を

定めまして、１台につき基本料として月200円。200円というのは、場所代という形で月20

0円、１年ですと2,400円をいただきますよと。そのほかに電気料として、１台につき１カ

月当たり10本以下については2,000円、11本から30本については3,000円、30本以上につい

ては4,000円をそれぞれいただいております。その中で今まで年間1,000円で貸し付けてい

たものですから、急に上げるということにはなかなかいきませんので、16年度については

こちらの方で決めている料金、例えば使用料が200円ですから、2,400円です。それとあと、

電気料の関係、それらも含めまして16年については総体の８割減免という形でいただいて

おります。それで、17年度については７割減免、18年度については６割減免ということで、

最終的には10割いただきますということで各団体と話し合いをして、それで了解をいただ

いて、もう既に16年度については、それぞれの団体に納付書は出しているところでござい

ます。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 そういう話であればいいけれども、町としても余り甘い考えで、そういう電気

料を町で支払っているということは、本当に財政難の時代に大変だと。これは何台もある

ので、数を言えば。去年も言いましたけれども、温めるというのは物すごくかかるように、

個人の商店で聞きましたら言っておりましたけれども、急にもらうわけにはいかないと、

そういうことで７割とか、ちょっと金額的にもう少しもらってもいいのでないかと。徐々

にそれは全額もらうように。実際にかかるのは、寒暖の差というのはすごく電気必要らし

いのです。だから、もう少し検討をしていただきたいということで、どんなものでしょう。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 15年度につきましては31台ですので、１台1,000円でしたから、３万

1,000いただいております。それで、急に上げるということも相手方の当初の利用させた状

況もございますし、補助金も抑えている関係もあります。満度に取るなら補助金もふやし

てほしいという関係もございます。そういうことで、16年度については了解をいただきま

して、３万1,000円から９万8,000円で、17年度については16万5,200円をいただくようにし

ております。また、17年度についても21万1,600円ということで、それぞれ大きさによった

り、今おっしゃったように温めるものについては電気料がかかります。それらについても

きちんと積算しまして、各団体に了解を得た上で毎年順次値上げしながらいただいていく

ということで話をしております。 
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、社会教育費の質疑を打ち切らさせていただきます。 
 次に、11款災害復旧費から14款予備費までの説明を求めます。 
 建設課長。 
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〇松田建設課長 115ページを開いていただきたいと思います。11款災害復旧費、１項公共

土木施設災害復旧費、１目災害応急費、本年度予算103万2,000円、この目は災害が発生し

たときの応急費の内容でございます。19節の負担金、補助及び交付金の関係で82万2,000

円を計上しておりますけれども、昨年が23万9,000円ということで、約58万3,000円ほどふ

えております。この中身につきましては、町村割と事業費割で、その事業費割につきまし

ては、16年災害査定額を基本にした額でございまして、北海道、それと町村等の災害復旧

費で、その所属する町村が特別負担金として払うということで、直別共栄線の災害に伴う

増でございます。 
 次、２目過年災害復旧費、本年度予算3,565万4,000円、平成15年発生の災害復旧工事、

河川４カ所を本年度実施する内容でございます。 
 以上です。 
〇門馬農水商工課長 ２項農業用施設災害復旧費、１目災害応急費、本年度予算24万5,00

0円、この科目につきましては災害発生時の農業用施設関連の応急費の予算を計上しており

ます。 
 過年災害復旧費、これにつきましては十勝沖地震によります農地の災害復旧工事が完了

いたしましたので、廃目整理をいたします。 
 以上でございます。 
〇山田企画総務課長 12款１項公債費、１目元金10億5,757万1,000円、２目利子１億9,35

6万9,000円、３目公債諸費13万9,000円。 
 13款諸支出金、１項過年度支出金、１目過年度支出金１万円。 
 14款１項１目予備費100万。 
 附表の118ページをお開き願いたいと思います。118ページから123ページ、これまでにつ

きましては債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額また

は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書となっております。 
 次に、124ページをお開き願いたいと思いますが、この表につきましては地方債の前々年

度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高見込みに関する調書で

ございます。これについてはごらんおき願いたいと思いますが、右から３列目に当該年度

中元金償還見込額という欄がございます。この一番下の合計額、10億5,757万1,000円と記

載されております。これが先ほど説明した公債費の元金になりますので、よろしくお願い

いたします。 
 以上です。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、予備費までの質疑を打ち切らさせていただきます。 
 お諮りいたします。 
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 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 ５時０１分  休憩 
午後 ５時１５分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 歳出の質疑は終わりましたが、質疑漏れのある方は後ほど全体を通じて質疑を受けます

ので、そのときにお願いをいたします。 
 これより歳入の審議に入ります。 
 初めに、１款町税から２款使用料及び手数料までの説明を求めます。 
 税務課長。 
〇山崎税務課長 11ページをお開きください。１款町税、１項町民税、１目個人、本年度

予算額１億6,620万円で、前年度当初予算比2.4％の減の内容です。ここでは、16年度町税

改正による夫と生計を一にする妻に対する均等割の非課税廃止に係る18年度の経過措置と

して、3,000円の２分の１、1,500円を500人分、75万円を見込んでおります。 
 ２目法人税、本年度予算額3,360万1,000円、これは149法人にかかわるものです。前年度

当初予算比で790万2,000円、30.7％増の内容となっておりますが、前年度予算は昨年12月

議会において実績として510万円の補正措置をし、現計で3,079万9,000円となっております

ので、実質280万2,000円、0.7％増の内容です。 
 ２項１目固定資産税、本年度予算額２億7,072万4,000円、これは土地で4,903万3,000円、

家屋で１億2,653万9,000円、償却資産で9,475万2,000円、滞納繰り越し分で40万円の内容

です。前年度当初予算比で2.2％増の内容となっております。なお、土地及び家屋の評価が

えにつきましては、基準年度は平成18年度となっております。 
 ２目固有資産等所在市町村交付金、本年度予算額200万1,000円、これは国等の固定資産

で有償貸し付けをしている場合、その固定資産税相当分が市町村に交付されるものでござ

います。なお、郵政公社償却資産分については、後日総務大臣割り当てが確定した時点で

補正を予定しておりますので、よろしくお願いをいたします。 
 ３項１目軽自動車税、本年度予算額1,024万9,000円は、原動機付自転車を初めとする軽

自動車2,985台の登録台数にかかわるものでございます。 
 次のページ、12ページをお開きください。４項１目たばこ税、本年度予算額4,727万2,0

00円、前年度比較で消費量の減少に伴う8.8％の減の内容でございます。 
 ５項１目入湯税、本年度予算額128万1,000円は、留真温泉利用者１万7,600人を見込んだ

ものによるものでございます。 
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〇山田企画総務課長 ２款１項１目所得譲与税2,400万円、これ以降については説明資料に

記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 
 ２項１目自動車重量譲与税9,000万。 
 ３項１目地方道路譲与税4,000万。 
 ３款１項１目利子割交付金500万。 
 ４款１項１目配当割交付金60万。 
 ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金3,000円。この配当割交付金と株式等譲渡所得割交

付金につきましては、15年度の税制改正により16年度より交付されておりますが、16年度

につきましては利子割交付金で受けていましたが、17年度からは新たに目を設けたもので

あります。 
 ６款１項１目地方消費税交付金6,500万。 
 ７款１項１目自動車取得税交付金4,000万。 
 次のページをお開きください。８款１項１目地方特例交付金1,700万円。 
 ９款１項１目地方交付税29億5,000万円、普通交付税27億5,000万円、これにつきまして

は当初予算比で6.46％減、実質比で4.34％の減となっております。特別交付税２億、これ

につきましては当初予算費で9.09％の減となっております。 
 10款１項１目交通安全対策特別交付金180万。 
 11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業分担金972万5,000円、主な減につ

きましては公社肉用牛償還が12年、13年度につきましては農協導入のため、町の償還が発

生しないことによる1,188万5,000円の減と、それと美園２期地区の畑総利用の利用料減に

よる582万7,000円減の内容であります。 
 ２項負担金、１目民生費負担金１億4,403万6,000円、これにつきましては主な減につい

ては、重度心身障害者医療費の制度改正による500万の減と認可保育所保育料の入所者減に

よる539万1,000円の減が主な内容でございます。 
 ２目衛生費負担金30万。 
 ３目農林水産業費負担金2,528万7,000円。 
 ４目教育費負担金3,051万7,000円、この主な減につきましては、児童生徒数の減少に伴

う給食費234万2,000円の減が主な内容でございます。 
 次に、12款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料９万円。 
 ２目民生使用料228万7,000円。 
 ３目衛生使用料298万9,000円、これにつきましては公衆浴場を４月より週休２日に変更

することに伴う58万8,000円の減の内容でございます。 
 ４目農林水産業使用料269万1,000円。 
 ５目土木使用料１億713万1,000円。 
 ６目教育使用料1,667万2,000円、ここの主な減額につきましては、中央公民館パークゴ

ルフ場使用料262万6,000円の減の内容でございます。 
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 次の18ページをお開きください。２項手数料、１目総務手数料351万円。主な増額につき

ましては、４月より窓口手数料の改定に伴う増の内容でございます。 
 ２目衛生手数料789万7,000円、主な増につきましては、ごみ処理手数料の実績に伴う12

0万円の増の内容でございます。 
 ３目農林水産業手数料9,000円。 
 ４目教育手数料1,000円。 
 以上です。よろしくお願いします。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 
 12番、森議員。 
〇森議員 今説明ありました中で、稲穂地区国営農地開発事業受益者負担金の滞納ですが、

これも14年、15年、16年と３カ年累積されていっております。それで、どのように対応し

ているか、現在580万9,000円、これについて対応の経緯をお知らせください。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 稲穂地区の国営農地の整備に伴ってのそれぞれの受益者の負担金の

償還の関係でございます。現在５名の方が滞納されております。そのうち１名は離農され

ております。それぞれこれらの方々の滞納分について、現在も滞納の徴収ということでご

本人と会って、今話している最中でございます。かなりの金額に上っているということで、

今現在話している中では基本的には当然本年度分、16年度分は払っていただくということ

と、あわせて滞納の繰越金についても全額払っていただきたいということでお話をしてお

りますが、今のところ基本的には離農されている方を除いて、今年度分については全額入

れると。滞納繰り越し分については、４名のうち３名の方が分割して入れるというような

話に進んでおります。１名の方、前年度分についての話がまだ調っておりませんで、現在

ももう一人については協議中ということでございます。あと、離農されている方について、

この方については年間何回かに分けて、少額ですけれども、金額を入れていただいている

という状況でございまして、この方の徴収についてはなかなか思うように進んでいないと

いうのが実態でございます。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 それで、14年では335万4,000円、それから今16年で580万9,000円と、このよう

に膨らんできているのですけれども、これは滞納されている方の収入減という、個々の調

査なり話し合いで、どのぐらい深いところまで話して支払っていただくか、この浦幌の財

政の厳しい中、やはり住民の公平さがなければならないと、そういうことで、中身のどこ

まで話ししているか、その点についてお願いします。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 15年度につきましては、一部災害等の関係で納めなかったという方



 72 

がいらっしゃいました。それと、離農されている方については、毎年ほとんどの金額が繰

り越していくということでございまして、そういった意味では金額が毎年ふえていくとい

う状況でございます。 
 ただ、16年度分、先ほどお話ししましたけれども、今年については払えない理由はない

ということで、本年度分については全額まず納めていただくと。繰り越した分について、

どのように納めていただくのかということで、その辺についてはそれぞれその年の出来高

によって変わるということもございますけれども、基本的には何カ年間の分割を基本に納

入していただきたいということで、今話を詰めております。営農計画の関係の時期もちょ

うどぶつかったわけですけれども、そこら辺含めて営農計画との整合性を図りながら、今

話を詰めているところでございます。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 そういう営農計画書と絡んでということは、農協組合員であったなと。離農し

た方は、農協を脱退しているか知らないけれども、その話し合いは農協の営農相談室等の

相談もして徴収されるような経緯でお話ししているか、そこらの件につきましてどうでし

ょう。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 農協の方では、そういうこと含めて、名前を含めてちょっと教えて

ほしいというふうに言われているのですが、町としましては農協とかは相談しておりませ

ん。あくまでも本人と営農状況を把握しながらやっているというのが現状でございます。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 情報公開したらだめだということでお話ししていないのだろうと思うのですが、

はっきり言って、お話をすることで滞納しているのでという営農相談室が設けられている

ので、きちっと話はできないのでしょうか。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 その辺については、本人がその辺含めてお話ししていいということ

であれば、そういう中身で農協の営農相談室と相談をすることになるというふうには思い

ますが、ただ、今本人たちも全く払わないということではなくて、あくまでも分割しなが

ら払うというようなお話しされていますので、そういう状況でやっているということです。 
 ただ、今後今話ししていることが履行されなければ、本人と話して、もう一歩進めてや

っていくということになろうかというふうに思います。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 それは、ひとつよろしく。 
 質問したついでといったら悪いですけれども、住宅使用料の滞納についてのどういうよ

うなことで対応しているかお聞かせ願います。 
〇水沢議長 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 住宅使用料につきましては、公営住宅、改良住宅と個人住宅とござ
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いますが、今住宅使用料については滞納者が相当いるわけですけれども、近年は裁判闘争

にまで至る経過の状況はございませんけれども、払えない中でも分割で少しずつでも払っ

ていただくということで、３カ月たまるときちっと徴収に行ったり、連絡をとったり、保

証人にもお願いをしたりして、少しでも滞納を少なくするという方向で、担当としては頑

張っている状況でございます。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 住民の公平さがなければ、そういうことがうわさになって払わなくてもいいと

いううわさが出ても困るし、ぜひ徴収に専念していただき、今後のこれらの対応の分の徴

収の見込み等があればお話しください。 
〇水沢議長 管財水道課長。 
〇中川管財水道課長 今言われました払わなくてもいいだろうという昔の風習的なことは、

私の方ではもうなくなってきているだろうということで、裁判闘争をやってから住民の方

もそれぞれやっぱり住んでいる以上は払わなければならないという啓蒙はできたのではな

いかというふうに思いますし、担当としても少しでもたまれば、随時相談に乗るという体

制をとっていますので、これからもそういう体制で少しでも入れていただくという方向で

やっていきたいと思います。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 ちょっと教育使用料のことでパークゴルフ場の使用料、昨年と同じ金額の使

用料いただくことなのか。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 パークゴルフ場につきましては、歳入歳出ゼロの形で歳入200万落と

していただき、実績に基づいての195万でございます。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 ちょっと違ったのです。要するに使用料の話をしたのです。去年200円と１日

券5,000円でしたよね。同じですかということ。 
〇水沢議長 社会教育課長。 
〇経堂社会教育課長 １日200円とシーズン券が5,000円で、本年度は改正しておりません。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 町長にお聞きしたいのですけれども、住民にこれだけいろいろな負担を願っ

て、今回も非常に値上げ、それから補助金のカットですとか、減額ですとか、町民にいろ

いろな分で願っているわけですけれども、この中身の中で住民サービスとしてひとつ無料

にする考えはないのかどうなのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 今のご質問の中で、いつから値上げするのだというご質問になるのかなと思

っておりましたら、サービスとして無料にできないかということなのですけれども、これ

が全体にということでなくて、やっぱり特定の人たち、利用者だけが恩恵を受けるという
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こともありますので、私たちが言ってきたのは、利用者にはそれなりの負担をしていただ

きたい。利用者負担というものを訴えてきたところであります。そういう中から申し上げ

ますと、今後もその負担というものをお願いしたいと、このように考えています。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 地方譲与税の中の所得譲与税、新年度は今年度に比べて倍ぐらいの伸びを示

しています。この要因と、その内容について説明いただけますか。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 まず、所得譲与税の関係でございます。この関係につきましては、

国の三位一体による税源移譲であり、算出の根拠につきましては、平成12年の国勢調査の

人口で算出しております。 
 また、その計算にいきますと、本年度につきましては１人当たり3,516円掛ける6,846人

で1,255万円の増になっております。この増になった関係については、国の枠が拡大したも

のであります。 
 また、昨年につきましては、1,145万円を計上しておりましたが、本年については2,400

万円でございますが、実際に国の三位一体改革に伴う補助金の影響額、これにつきまして

はこれから道費と国費関係で説明するのですが、国の三位一体改革による補助金の減、そ

ういうものが今後出てきます。交付税の方で上乗せするという形になっていますが、実際

には見えていませんので、それらを勘案しますと、今回予算措置しております2,400万のう

ち1,255万、増の分、この分が実際に17年度については増額になってきますが、三位一体に

よる影響については、4,752万8,000円の減となっております。その差額については3,497

万8,000円、実際に3,497万8,000円がこの三位一体改革に伴う影響額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 課長、早口でわからないわ。ありがとうございます。 
 ただ、もうちょっと知りたいのは、そうした国の税源移譲という形なのですが、昨今所

得の落ち込みの中で、その部分がいわば国としては詰めた中からこういうふうに増額する

というのは、その分を所得税のいわゆる国民の負担とする部分がふえたことになるのです

か。 
〇水沢議長 企画総務課長。 
〇山田企画総務課長 これについては、実際予算は去年より1,255万ですか、これは上がっ

ているのですが、これは要するに国民の負担がふえたということではなくて、国がこの分

については今まで国庫補助金で出していましたよと。それを今度国庫補助の制度改正、要

するに三位一体の改正によって、そのお金は出しませんと。自分たちで確保してください

よと。そのかわり国は所得譲与税で少し上げますよと。それで、先ほど言った差額、実際

には約3,500万というものが入ってこないのです。実際には、国の補助金で入ってきたもの

がそれだけ入ってこないと。だから、実際に譲与税が1,200万円ふえたとしても、逆に削ら
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れた金額が4,700万ありますから、その差額が丸々町負担になりますよという意味でござい

ます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 今のでわかりました。国庫負担補助金が削られる中で、こっち上積みしてい

るけれども、いわば町に入ってくるのはトータルでは減なのですね。こういう形で、今国

の方は地方交付税のカットも含めて、どんどんと進めているわけですが、ただちょっと意

見として申し上げておきます。町長は、一般質問でも厳しい財政の中で町民にも負担を強

いらざるを得ないという方向で予算組みをしているわけですが、あのときも言いましたよ

うに、町財政は確かに厳しい、現状として。ただ、厳しい現状を乗り切るためにやむを得

ないというか、やみくもではないと思いますが、ただ私たちから見ると、出先も見えない。

それだけ町民に負担を強いたら、本当に財政の健全まではいきませんよね。回復もいかな

いと思うけれども、そういう姿を示していないのです。以前合併時のときに自立推計なる

ものも出しましたけれども、あれは自立の道ではないですよね。これは、私から言うと、

そういうふうに思っています。 
 それで、この17年度というのは自立を余儀なくされたわけですから、やはりこの初年度、

17年度はやはりそういう展望を示しながら予算づけをしていかないと、ただ危機をあおっ

て、さまざまな負担を住民にお願いして行政サービスを低下させる、こういう予算の組み

方は私は好ましくない。このことは、やはり強く申し上げておきます。行政の立場からす

れば町財政も大事です。もちろん扱っている上では、どのように進めるかというのは、そ

の点では私は町民の暮らし向き優先に考えてほしいと。新年度においては、上下水道を初

め本当に大変な大幅な引き上げ、これとてやむなしと思う町民どれだけいるでしょうか。

町長は、負担をお願いするのだといっても、やはりそこは本当に町の将来の展望が見えな

い以上、どんなに負担かけようが、それで本当に立ち直れるのかと、その確信が持てない。

そういう財政運営は、非常にまずいというふうに思います。 
〇水沢議長 13番、岸田議員。 
〇岸田議員 17ページの使用料のセンターハウス使用料のかかわりで132万円計上されて

おりますが、これについての説明をお願いします。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 センターハウスの使用料、センターハウスという表現使っておりま

すが、うらほろ亭さんのところの使用料でございます。１カ月11万円で12カ月分でござい

ます。 
〇水沢議長 岸田議員。 
〇岸田議員 それと、16ページの上段のスポーツ活動施設管理負担金の144万6,000円につ

いての説明をお願いします。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 これも同じくうらほろ亭さんところの関係でございまして、負担金
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という表現使っておりますが、電気料が１カ月11万2,000円の12カ月で134万4,000円と、水

道料8,500円の12カ月分で10万2,000円ということで見積もりをしております。ただ、この

金額につきましては、あくまでも電気料、水道料についてはそれぞれのメーターを調べて、

その使用に見合った分でいただいているということですので、ご了解いただきたいと思い

ます。 
〇水沢議長 岸田議員。 
〇岸田議員 このセンターハウスのかかわりなのですが、これ勤労者野外活動施設として

平成15年３月まで一応管理をしていたと。その後５月にいわゆる雇用能力開発機構から浦

幌町が購入したというものであるわけなのですけれども、購入するときにそれぞれ雇用促

進事業団の方から一応町の方で購入をしてほしいということで、当時は1,500万円の金額が

提示されたけれども、1,000万を値引きして500万円の金額で町が購入したという経過があ

るわけなのですけれども、この町財産としての扱い、また今後委託をして、いわゆるうら

ほろ亭の方に食堂の委託をしているわけなのですけれども、この辺のかかわりで、こうし

た収入が今示された収入になっていると思うのですけれども、この辺の契約等については、

昨年の段階でこの予算委員会でも説明がされているのですけれども、その辺と同じような

契約がされて今日に至っているのかどうか。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 まず、今お話しされた中で、金額的に間違った部分がありますので、

ちょっとご訂正したいと思いますが、平成15年の５月の13日契約で、雇用能力開発機構さ

んから町が買いました。買った施設というのはアイスアリーナ、それとテニスコート、そ

れとセンターハウス、主なものがそういうものでございまして、向こうから当初提示され

た金額が約9,200万ということで、町に買ってもらいたいということでございました。今の

施設は、雇用促進事業団が建てまして、町が無償で借りて使う分については、町が経費を

払ってずっと使っていたということで、それを国のいろんな財源を生み出す中で町に買っ

てほしいということで、今言ったような話があったということでございます。とても9,20

0万で買えないというようなことで、壊してくださいというような話もしながら言ってきま

して、最終的に向こうも解体費等の計算ですとか、あるいは売ったものがすぐ違う人に売

られた困るというようなことで、条件がつけられまして、そういったもろもろの条件等含

めて、最終的には95％の減額ということで、買った金額が458万5,000円ということになっ

たということでございます。 
 したがって、いろいろな条件がつけられた中に用途指定ということで、公用、公共用と

して使わなければいけないというような条件がつけられました。アイスアリーナとかテニ

スコートというのは、そういう条件がつけられてもしようがないというふうに思ったので

すが、センターハウスまでも一緒にそういった条件の中で公用、公共用ということでつい

てしまったということで、あくまでも行政財産として平成36年の５月までそういう用途指

定がついてしまったということでありまして、この間は転売等ができないと。なおかつ公
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用、公共用で使わなければいけないというようなことになりました。去年議会の中でお話

ししましたのは、今うらほろ亭さんと契約している内容が業務の委託契約ということで、

委託料は払わないけれども、そのかわり使用料取っていると、先ほどの金額取っていると

いうようなことでやっています。本来的には、町としては普通財産に落として貸付料とい

う形で、一切任すので、その貸付料で使ってくださいというような形をとりたいというこ

とが私どもとしてはありまして、去年そういう方法はできないのか検討させていただきた

いというお話をしたところでございます。先ほども申し上げましたように、契約の条項を

見まして、いろんな条件がついているということでありまして、普通財産には落とせない

というようなことで、いろいろあちこち調べた結果、そういうふうになりましたので、現

在も同じ契約でやってきているということでございます。 
〇水沢議長 13番、岸田議員。 
〇岸田議員 平成36年までそういう条件つきだということであれば、今後これからまださ

らに長い年月があるわけで、町の一般財産としての扱いについては、平成36年までについ

てはそういう条件つきなので、町の自由にならないということですね。これから約19年も

ということになると、施設の価値観というのもかなり償却されているだろうし、そういう

ことでこういう条件のもとで、今後こうした施設に対する運営方法について、どのように

考えておりますか。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 当面今と同じような現状の中でやっていきたいというふうに考えて

おります。 
〇水沢議長 13番、岸田議員。 
〇岸田議員 現在月額11万円ということで使用料をいただいているということですが、こ

の辺の考え方、それと電気料、水道料、燃料費等もそれぞれこういうふうに歳入の中に入

ってきておりますし、使用料も入ってきているわけなのですけれども、それに伴うところ

の維持管理費、いわゆる保守点検等についても町としての持ち出し分がこれからも出てく

ると思いますけれども、その辺を考えて、今後のこうした使用料等についての考え方があ

れば、お聞かせ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 施設が当然老朽化してくることによって、修繕費等のいろいろな形

がふえてくるということは考えられます。したがって、使用料の部分につきましては、町

の今後のかかる経費等にかんがみながら、いろいろと検討していきたいというふうに考え

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、次に20款町債までの説明を求めます。 
 企画総務課長。 
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〇山田企画総務課長 13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金6,954万7,

000円、主な減につきましては、老人保護措置費が国庫負担金の対象外に伴う2,657万8,00

0円の減と、保険基盤安定国庫負担金が道費負担金に変更に伴う2,516万2,000円の減の内容

でございます。 
 ２目衛生費国庫負担金208万6,000円。 
 ３目災害復旧費国庫負担金2,827万6,000円。 
 ２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金58万4,000円。 
 ２目土木費国庫補助金9,200万円、主な減につきましては、道路建設補助金の瀬多来美園

線の凍雪害防止工事終了に伴う4,200万円減の内容でございます。 
 ３目教育費国庫補助金、主な減額につきましては、要保護措置児童数の制度改正に伴う1

51万3,000円減の内容でございます。 
 総務費国庫補助金については、廃目整理でございます。 
 20ページをお開きください。３項委託金、１目総務費委託金７万5,000円。 
 ２目民生費委託金252万6,000円。 
 ３目農林水産業費委託金300万円。 
 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金895万5,000円、この減につきまして

は地籍事業量の減少に伴う654万円の減の内容でございます。 
 ２目民生費道負担金6,918万5,000円、ここでは1,300万ほどふえておりますが、保険基盤

安定負担金が国より道への変更になったことに伴う増の内容でございます。 
 ３目衛生費道負担金208万6,000円。 
 災害復旧費道負担金、これにつきましては廃目処理でございます。 
 ２項道補助金、１目総務費補助金８万2,000円。 
 ２目民生費補助金3,729万円、ここの減の主な内容につきましては介護予防地域支え合い

事業補助金制度の改正による減でございます。 
 次に、22ページをお開きください。３目衛生費補助金297万5,000円。 
 ４目農林水産業費補助金１億1,239万円、主な減につきましては食料環境整備基盤緊急確

立対策事業の美園ほか２事業の事業量の減に伴う2,886万円の減と森林整備地域活動支援

交付金、面積の上限設定に伴う1,162万5,000円の減の内容でございます。 
 労働費補助金につきましては、廃目整理でございます。 
 ３項委託金、１目総務費委託金1,110万円、減の主なものにつきましては参議院議員選挙

に伴う減と平成17年国勢調査委託金543万円増の内容でございます。 
 ２目衛生費委託金１万5,000円。 
 ３目農林水産業費委託金245万5,000円、主な減につきましては中山間地域直接支払交付

金の2,012万5,000円の減の内容でございますが、これにつきましては歳出で説明したとお

り、今後事業継続に伴う９月補正を予定しております。 
 ４目商工費委託金136万6,000円。 
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 ５目土木費委託金382万5,000円。 
 次のページ、24ページをお開きください。15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産

貸付収入2,296万7,000円、この主な減につきましては厚内中学校、吉野小学校、常室小学

校の閉校に伴う教員住宅使用料の減額に伴う内容でございます。 
 ２目利子及び配当金22万1,000円。 
 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入50万。 
 ２目物品売払収入18万。 
 16款１項寄附金、１目一般寄附金１万円。 
 ２目指定寄附金１万円。 
 17款繰入金、１項他会計繰入金、１目模範牧場特別会計繰入金590万2,000円、これにつ

きましては今までは牧場関係につきましては繰り入れをしておりませんが、17年度につき

ましては一般会計に繰り入れるよう計上しております。 
 ２項基金繰入金、１目基金繰入金１億3,955万1,000円。 
 18款１項１目繰越金3,000万円。 
 次の26ページをお開きください。19款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金2

0万。 
 ２目加算金1,000円。 
 ３目過料1,000円。 
 ２項町預金利子、１目町預金利子10万円。 
 ３項貸付金元金収入、１目中小企業融資貸付金元金収入4,000万。 
 ２目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入176万3,000円。 
 ３目地域総合整備財団貸付金元利収入2,235万2,000円。 
 ４目介護経営貸付金元利収入6,350万円。 
 ５目浦幌町高齢者生産活動センター委託業務貸付金元金収入4,400万。 
 ６目株式会社ユーエム貸付金元金収入1,500万。 
 ４項受託事業収入、１目農業費受託事業収入5,839万6,000円、主な減につきましては畜

産担い手育成事業の受託収入が255万7,000円の減。また、増につきましては資源リサイク

ル畜産環境整備事業受託収入3,398万2,000円の増の内容でございます。 
 ５項雑入、１目雑入965万4,000円。 
 28ページをお開きください。２目過年度収入１万円。 
 20款１項町債、１目総務債２億3,870万円。 
 ２目農林水産業債2,600万円。 
 ３目土木債5,080万円。 
 ４目災害復旧債630万円。 
 以上でございます。よろしくお願いします。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
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 質疑ありませんか。 
 ６番、野村議員。 
〇野村議員 25ページの基金の繰入金の欄で、先日の条例改正案、上下水道個別問題、そ

れからあと浴場の関係、全部条例改正して値上げ６月からということで、町長も新聞報道

によりますと、値上げにつきまして、この財調の狂いを何とかとどめたいという発表して

いますけれども、そういうのはこの間の三つの会計で約2,700万ぐらいですか、６月から値

上げすれば。トータルで１億円の減額は見込める予定なのですか。収入、手数料、町民に

いろんな賦課して差し引きして、財調からの繰り入れを何とか減らしたいという、たしか

コメントあったと記憶しているのですけれども、どのぐらいこれを減らす予定の考えをし

ておられるのかお伺いしたい。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 先日の公共下水道、水道も含めて、あと手数料、公衆浴場も含めて、3,000

万弱かと思っております。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 わかりました。大抵はそうだと思います。大事なお金でございます。また、

町民に本当にまげて値上げをお願いしたお金で、この繰入金が少し減るということござい

ますので、ひとつ貴重な財源を有効に使っていただきたいと思います。 
 それで、27ページの雑入の中の釧路産炭地域振興助成金の275万についてお伺いしたいの

ですけれども、これはどういう性格の助成金であって、どういうことに使用されているの

か。私の記憶では、たしか足寄地区だか、何かこれと同じような基金を使って、地域振興

策を講じたような記憶あるのですけれども、そのような認識でいいのか、また今後もしそ

ういうのだったら、浦幌町において何か活用できるような方策はないのか、ちょっとお伺

いしたいのですけれども。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 旧釧路地区の産炭地域の１市６町が加盟しております釧路産炭地域

振興機構というのがございます。そこに国、道、そしてそれぞれの町村あるいは事業所が

出資をいたしまして基金を積んでおります。それが二つありまして、一つは50億、もう一

つは今現在40億ちょっとぐらいということで、合わせて約90億の基金を持っておりまして、

その基金の運用益でそれぞれの自治体で行う事業や、あるいは企業さんに対して助成をし

ているということでございます。旧基金という50憶の方の基金の運用益については、自治

体が行う事業に対して補助金が出るということで、今回のご質問の助成金については、そ

ちらの方から出ているものでございます。この内容については、観光協会の補助金、町か

ら350万出していますけれども、そのうちの２分の１がまず補助金で出ると。もう一つは、

図書の購入分200万のうちの100万がそこから補助金で出るということで、275万が釧路のそ

の基金の運用益で補助金としてもらうというものでございます。新基金といいまして、40

億のある基金については、これは新産業創造、それぞれの地域で新たに事業を起こす方と
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か、そういう方々に対してそこから運用益で補助金が出るというようなことがございまし

て、今のご質問は観光協会の補助金と図書購入分ということでございます。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 内容は詳しくわかりました。 
 また、たしか企業の創成に対しての補助金も出るということでございますけれども、そ

ういう約100億近い資金の運用益で、またこの釧路産炭地域は浦幌町も会員として入ってい

るわけですけれども、全体的なボリュームの補助金というのはどのぐらいのものなのか。

また、もう少しいただけるところからたくさんこれはもらった方がいいと、補助金ですの

で。そういうような増額の申請だとか、ここからもう少し何とか資金を引っ張るような方

策みたいのはないのでしょうか。 
〇水沢議長 農水商工課長。 
〇門馬農水商工課長 運用益の今言った補助金の枠は毎年決まっていまして、ちょっと金

額忘れたのですが、大体4,000万ぐらいかなというふうに思っています。その枠を七つの自

治体で分けるということになるのですが、その年によってそれぞれの自治体の事業が違う

ものですから、多い年と少ない年がそれぞれあります。現状では、それが満遍なく同じよ

うに配分されるような仕組みでやられていますので、その年によって多い年、少ない年あ

りますけれども、全体的にはそういう配分の中でやられてい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 道の支出金の方でお伺いしたいと思いますけれども、道支出金２億5,200万ほ

どいただいているわけですけれども、この中で道財政が大変厳しくなってきているという

中で、今年度も運用できる基金を900億を使って、今年度の予算を道は立てたというような

中身でございますけれども、知事自体が平成18年度赤字再建団体になるだろうというよう

な言葉も吐いている中で、今まで高度成長以前は二百数カ所のそういう赤字再建団体があ

ったやに聞いてございますけれども、この高度成長以降はまだ都道府県内で２県というよ

うなことで、北海道がいよいよ来年落ちていくのか、それはわかりませんけれども、そん

な中でそれぞれ町長がよく言ってございます比率割合というのは、都道府県が５％で、市

町村は20％というような中身からいえば、来年度の道の予算の中で、それぞれ財政健全化

債を600億円が目安で借りれるそうですけれども、それを借りたにしても、まだ250から30

0億が不足するということになれば、実際上どうも再建団体に道が陥るのかなというふうに

予測するわけですけれども、そんな中で我々に約２億5,200万の道支出金をちょうだいして

いるわけなのだけれども、まして浦幌にとっては老人福祉と基幹産業が大変いただいてい

るもとになるのだけれども、このことによっての浦幌町に対する町の財政を今大変な時期

で、交付税、来年もほとんど今年度と変わらないといえども、今度道の方の支出金に影響

が出てくれば、交付税が安定していたにしても、痛手はまた来るのかなというふうな考え

方が起きるわけですけれども、そんな中で先ほど島田町議の方からお話がありましたよう

に、これは予算の中で、私は財政改革を見据えた中での行政改革大綱というのは、これや
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っぱり町長がこの予算の前に本来は出していただければ、一番見方としてよかったのかな

というふうには思いますけれども、大変厳しい時代で、合併問題もあったりなんかして、

それぞれそこまで手が回らなかったやに理解しますけれども、そんなことでは町長に早く

今の道の絡みもお聞きするとともに、財政の絡んだ中の行政改革大綱をいつごろまで示す

つもりなのか、それをお聞きしたいなというふうに思いますけれども、よろしくお願いし

ます。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 今田村議員からお尋ねのように、それぞれこのように道支出金にしても国か

らの補助金にしても、やはりどんどん削られてくるという形の中では、浦幌町非常に先行

き不透明といいますか、厳しい運営になるなと、このように考えています。 
 今お尋ねのことですけれども、多分財政計画のことだろうと思いますけれども、自立推

計という形で昨年12月につくったもの、それから今17年予算を組んだ中で、これをもとに

して５年間を推計したもの等がございます。これを推計しながら、将来的にどうなるのか

ということを今組みながらやっているわけですけれども、いずれにしても今年の交付税が

どのように措置されるのかということが大きな問題だと思っております。今年は総額を確

保しますよとか、いろいろ言われてきながら、今交付税をこのような形で計上しているわ

けですけれども、これが17年、18年とどのように推移するかというのが17年を見れば大体

推測できるのかなと。19年からちょっと難しいのですけれども、思っております。それが

７月に確定するということを踏まえながら、また浦幌町のまちづくり10年計画の17年が最

終年と。18年から後期計画になるということも踏まえながら、この財政計画といいますか、

今後の財政計画を７月の交付税を見ながら、９月ぐらいまでにはっきりと提案できるよう

な形をとっていきたいなと思っております、できれば早い方がいいのですけれども。そう

いうことも含めて、今の機構改革の中で、そこに町民への説明、対話も含めて、まちづく

り政策課という形の中で財政計画についても取り組んでいきたいと、このように考えてお

ります。 
〇水沢議長 10番、田村委員。 
〇田村議員 それと、町長、先ほど申し上げましたように、もし道が再建団体になったと

したら、浦幌町に及ぼす影響というのはいかがなように判断しているのか。特に町長は、

もし浦幌町が再建団体に落ちたときにはこうですよというようなことですけれども、道が

再建団体に落ちたからといって、水道料の値上げをするというわけにはいかないし、そん

な収入はとれないということになれば、それぞれの道税等、またこういう奨励金等の削減

を図っていくより仕方ないだろうし、国の指導でもって、こういう補助金は削除しなさい

よなんていうようなことになるのかなというふうに思いますけれども、その辺町長の言っ

ている町の再建団体転落と道の再建団体転落というのは、意味合いが違うのかどうか、お

考えをお聞かせいただきたいと思います。 
〇水沢議長 町長。 
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〇八木町長 ちょっと余りにも難しい質問で、さてどういうふうに答えていけるのかなと

思っております。本当に浦幌町がもし間違って財政再建団体になったと、再建ができなく

なったとしたときでさえ、果たしてどのようになるのかと想像という形の中でしているよ

り考えられないという状況の中で、道が赤字再建団体になったときの浦幌町、こういう地

方の町村への影響というのは、なかなか一口では言い切れないと思っております。私たち

も国民健康保険税とか固定資産税については、それなりの町独自に対応できるというもの

があります。道も道でやはり道民税とか、いろんな形で対応できるものがあるのだろうな

と、そういうふうに思っております。そういうふうに考えたときに果たして、ちょっと勉

強不足で申しわけないのですけれども、道が赤字再建団体なったときの対応はどうかと問

われると、今ちょっと持ち合わせていないというのが実態であります。 
〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
 
    ◎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にて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 ６時２６分 
 
 


