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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。 

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

します。 

 

    ◎日程第１ 発議第２号 

〇水沢議長 日程第１、発議第２号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。 

 提出者代表の説明を求めます。 

 田村寛邦議員。 

〇田村議員 発議第２号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につ

いて。 

 上記議案を、地方自治法第112条及び浦幌町議会会議規則第14条第２項の規定により提出

します。 

 平成18年３月13日提出。提出者、浦幌町議会議員、田村ほか５名でございます。 

 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。 

 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和31年浦幌町条例第18号）の一部を

次のように改正する。 

 第６条第２項中「及びその報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額」を削る。 

 附則、１、この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

 ２、平成18年４月１日から平成19年３月31日までの間に限り、第６条第２項の規定の適

用は、同項中「100分の210」とあるのは「100分の200」と、「100分の230」とあるのは「100

分の220」とする。 

 条例改正の提案理由について申し上げます。本町の財政状況は、地方交付税の大幅削減、

公債費償還が歳出を圧迫していることなどから、危機的状況に見舞われております。その

ため、住民に大幅な負担を求める一方、職員の人件費の削減を行うなどの施策を講じてき

ているところであります。議会議員報酬は、平成15年４月から20％の削減を行い、さらに

平成17年度にも削減をし、十勝管内町村では最低額となっておりますが、期末手当につい

ても平成15年度から凍結を行ってきた15％の役職加算を廃止し、支給率を臨時措置で0.2

カ月削減するため条例の一部を改正、提案するものです。 

 議員各位のご賛同を賜りますようお願いを申し上げ、提案説明にかえさせていただきま

す。 

 以上です。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
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 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑なしと認めます。 

 これより討論を省略し、発議第２号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２ 議案第３２号 

〇水沢議長 日程第２、議案第32号 平成18年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 町長。 

〇八木町長 平成18年度予算を提案するに当たりまして、その趣旨を申し上げたいと思い

ます。 

 平成18年度予算編成につきましては、町政執行方針でも申し上げておりますけれども、

全会計につきまして総括的には一般財源の確保が非常に厳しいことから、財政調整基金な

どを取り崩し、また臨時財政対策債の発行により歳入を見込んでおります。 

 歳出につきましては若干申し上げたいと思いますけれども、主な事業について若干申し

上げさせていただきます。昨年の農業粗生産は、一部作物に５月の低温、７月の台風等に

よる生育不良及び価格の低迷による減収が見られましたが、そのような状況の中でも町全

体では84億円と昨年を上回る年でありました。このことは、関係各位のたゆまない努力の

結果であると確信しているところであります。たくましい産業を確立するまちづくりを目

指し、本町の農業が継続的に発展するため、収益性の高い地域農業の確立を図るべく、土

づくり基盤整備を基本に多様でゆとりのある農業経営を促進するとともに、当面する重要

課題について推進してまいります。 

 林業につきましては、機能に応じた森づくりを基本に、水、土、保全、森林と人との共

生、資源の循環活用の三つに区分した森づくりを進めるとともに、低迷する林産業の振興

のため道補助及び町補助等による制度を活用して業界の育成に努めてまいります。 

 漁業につきましては、資源管理型漁業の推進が重要であると考えております。 

 商業につきましては、企業の倒産や事業縮小など、取り巻く環境は厳しいものがありま

すが、商工会と連携強化を引き続き進め、商工会の経営体質の強化と中小企業の振興を図

ってまいります。 

 労働対策につきましては、北海道における各種施策などにより企業体質強化や新規開業、

新事業展開の企業を支援しながら雇用の掘り起こしを行うとともに、新たな産業興しを展

開するための多様な人材のネットワーク形成の支援をしてまいります。また、町内各産業



 

 5 

の振興を図るため、農協、商工会、町の３者で設置しました農業と建設業の連携会議にお

いて今後の連携のあり方について引き続き検討してまいります。 

 観光につきましては、森林公園の管理運営について民間活力による効率的な運用と施設

の利活用を高めるために指定管理者制度を導入いたします。 

 次に、快適な生活ができるまちづくりを目指しての道路の整備、公共下水道、また個別

排水処理、町営住宅につきましては予算書の中で説明させていただきます。 

 一般廃棄物処理事業につきましては、本年度から分別方法、処理手数料、収集体制を変

更し、十勝環境複合事務組合などが運営するくりりんセンターへ搬入することとなり、こ

れに伴い事業系一般廃棄物の収集、運搬、処理についても町内の事業者により適正処理の

体制が整備されることになりました。また、資源ごみの処理につきましては、現状の体制

で一層のごみの減量化に努めてまいります。 

 老人福祉に関する地域の包括支援センター、社会福祉、障害者自立支援法、医療対策に

つきましては、執行方針の中でさきに述べておりますので、割愛させていただきます。 

 次に、児童福祉につきましては、浦幌町次世代育成支援行動計画に基づき各種事業を展

開しているところでありますが、上浦幌地区における保育所、幼稚園を統合し、上浦幌ひ

まわり保育園として新たにスタートし、地域の幼児教育、保育サービスに努めてまいりま

す。また、少子化対策として保護者の経済的負担感の軽減を図るため、幼稚園、保育園等

の第４子以降の保育料の無料化を実施し、一時保育は保育料単価を１日から時間単位に変

更、学童保育は終了時間を拡大し、保護者の利便性を確保してまいります。進行している

少子化や深刻な児童対策などにつきましても、各種児童相談等に適切に対応してまいりた

いと考えております。 

 男女共同参画社会の実現は、これからの社会のあり方を決定する重要な課題であり、こ

のため各種施策を進めるための推進条例の制定に向け、町民の皆さんとともに検討してま

いります。 

 浦幌町にとりましては、17年、18年、19年が特に厳しい状況にある中で、自立に向けた

非常に厳しい緊縮予算となっておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 また、職員給与につきましては、基本給で2.7％、期末、勤勉手当で0.2カ月削減、期末

手当の役職加算の凍結という形で計上させていただいております。 

 それぞれ詳細につきましては、助役並びに課長より説明させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

〇水沢議長 続いて、予算説明附表についての説明を願います。 

 助役。 

〇安藤助役 それでは、私の方から平成18年度予算説明書附表を説明させていただきます。 

 １ページ目の各会計予算比較表でございます。一般会計52億4,450万円、前年度より9,950

万円の減でございます。1.9％の減となっております。主な減につきましては、農林水産業

費で耕畜連携・資源循環総合対策事業、畜産担い手育成総合整備事業の終了による減でご
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ざいます。それから、資源リサイクル畜産環境整備事業の事業費の減でございます。また、

土木費につきましては、公共下水道特別会計の繰出金が料金改定により減となっており、

災害復旧費については過年災害復旧事業の終了により事業費の減となっております。その

ほか、人件費、各施設に対する物件費、団体などに対します補助費、負担金などの減とな

っております。 

 続きまして、町有林野会計7,456万円、226万9,000円の減でございます。３％の減となっ

ております。次に、模範牧場会計１億1,294万5,000円、540万6,000円の増でございます。

５％の増となっております。この関係については、哺育牛入牧待機舎、鉄骨造１棟を建設

する事業費の増でございます。続きまして、国保事業会計７億9,683万6,000円、43万8,000

円の増でございます。0.1％の増となっております。次に、老人保健会計８億7,386万7,000

円、169万4,000円の減でございます。0.2％の減となっております。続きまして、介護保険

会計４億7,200万円、1,526万9,000円の減でございます。3.1％の減です。この関係につき

ましては、保険給付費の施設介護サービス等の給付費の減でございます。続きまして、町

立診療所会計３億367万7,000円、822万3,000円の増、2.8％の増でございます。続きまして、

公共下水道会計３億2,361万円、601万9,000円の減でございます。1.8％の減となっており

ます。続きまして、個別排水処理会計4,620万2,000円、233万1,000円の減、4.8％の減とな

っております。この関係につきましては、個別排水処理施設建設事業費の減でございます。

簡易水道会計３億1,244万1,000円、1,101万1,000円の減でございます。3.4％の減となって

おります。人件費等の組みかえによる減となっております。 

 10会計総計で85億6,063万8,000円で、前年度より１億2,402万6,000円の減で1.4％の減と

なっております。 

 次に、右側の歳入歳出予算の総計表及び純計表でございます。各会計への繰出金のみを

申し上げます。一般会計より町有林野会計に５万円、国保事業会計に１億242万7,000円、

老人保健会計に6,810万1,000円、介護保険会計に8,298万7,000円、町立診療所会計に１億

2,085万1,000円、公共下水道会計に１億4,531万1,000円、個別排水会計に2,213万4,000円、

簡易水道会計に１億1,147万円で、総計で６億5,333万1,000円で、歳入歳出それぞれを引き

ますと、純計としまして79億730万7,000円となっております。 

 次の２ページの一般会計歳入歳出総括表につきましては、３ページからの款別比較表で

説明をさせていただきます。それでは、３ページをごらん願います。歳入款別比較表です。

１款町税５億1,839万円、1,293万8,000円の減で2.4％の減となっております。主な減につ

きましては、本年が固定資産税の評価替えの年であり、それに伴いまして1,222万6,000円

の減となっております。２款の地方譲与税１億7,000万、1,600万の増でございます。10.4％

の増となっております。この所得譲与税につきましては、三位一体改革によります譲与税

が2,400万増となっております。それから、地方道路譲与税につきましては800万の減とな

っております。３款利子割交付金450万円、50万円の減でございます。10％の減となってお

ります。４款配当割交付金50万円、10万円の減となっております。５款株式等譲渡所得割
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交付金10万円、９万7,000円の増となっております。６款地方消費税交付金6,200万円、300

万円の減で5.6％減でございます。７款自動車取得税交付金3,800万円、200万の減で５％の

減となっております。８款地方特例交付金1,000万円、700万の減です。41.2％の減となっ

ております。９款地方交付税29億5,000万円、普通交付税につきましては前年度予算と同額

でありますが、17年度決算額より6.4％の減で計上しております。特別交付税につきまして

は、２億円でございます。10款交通安全対策特別交付金170万円、10万円の減となっており

ます。11款分担金及び負担金１億9,965万3,000円、1,021万2,000円の減、4.9％の減となっ

ております。12款使用料及び手数料１億4,799万円、471万3,000円の増でございます。3.3％

増でございます。主な使用料の増につきましては、総合スポーツセンター使用料と次のペ

ージのごみ処理手数料の増でございます。13款国庫支出金１億6,098万2,000円、3,730万

3,000円の減、18.8％の減でございます。主な減につきましては、過年災害復旧事業国庫負

担金の減が2,827万6,000円でございます。それから、公営住宅家賃対策補助が三位一体改

革に伴います税源移譲で補助金廃止となっております。これが2,600万の減となってござい

ます。14款道支出金２億3,544万5,000円、1,627万9,000円の減で、6.5％の減となっており

ます。主なものにつきましては、耕畜連携・資源循環総合対策事業補助金が1,817万3,000

円減、それから食料・環境基盤緊急確立対策事業補助金、美園地区、美園２期地区、上浦

幌地区、平和地区につきまして1,570万8,000円の減となっております。15款財産収入2,480

万1,000円、93万3,000円の増でございます。16款寄附金２万円、前年同額でございます。

17款繰入金１億5,201万5,000円、656万2,000円の増で4.5％の増となっております。18款繰

越金3,000万円、前年同額でございます。19款諸収入２億610万4,000円、4,887万3,000円の

減、19.2％の減となっております。この関係につきましては、畜産担い手育成総合整備事

業の受託事業収入が1,991万3,000円減、それから資源リサイクル畜産環境整備事業受託事

業収入が2,970万円の減となっております。続きまして、６ページ、20款町債３億3,230万

円、1,050万円の増で3.2％の増となっております。この中で臨時財政対策債につきまして

は、前年度実績より14.2％の減で計上しております。それから、増の主なものは消防車購

入によります消防債の増でございます。18年度歳入の計が52億4,450万円で9,950万円の減

となっております。 

 続きまして、７ページの歳出款別比較表をご説明いたします。１款議会費6,914万3,000

円、51万2,000円の増でございます。２款総務費４億9,395万4,000円、759万7,000円の減、

1.5％の減となっております。主なものにつきましては、土地評価、路線化の業務委託料の

減と農業委員会選挙費の減でございます。３款民生費10億1,034万5,000円、8,204万4,000

円の増、8.8％の増となっております。この関係では、国民健康保険事業特別会計繰出金は

昨年まで衛生費で計上していたものを本年からは民生費で計上しております。5,236万

6,000円でございます。それから、へき地保育所の運営費、改修工事請負費も含んで、上浦

幌幼稚園との統合によりまして1,374万7,000円を増額しております。４款の衛生費でござ

います。４億6,420万8,000円、6,233万3,000円の減、11.8％の減でございます。これは、



 

 8 

国民健康保険の特別会計の繰出金、先ほど民生費で説明したとおりでございます。続きま

して、８ページ、５款労働費44万2,000円、12万1,000円の減でございます。６款農林水産

業費５億120万5,000円、9,257万1,000円の減で15.6％の減でございます。主なものにつき

ましては、耕畜連携・資源循環総合対策事業補助金が1,817万3,000円減、それから畜産担

い手育成総合整備事業委託料が3,233万3,000円の減でございます。資源リサイクル畜産環

境整備事業委託料が4,342万9,000円の減となっております。続きまして、７款商工費１億

2,211万6,000円、270万6,000円の減でございます。８款土木費４億851万8,000円で2,462

万5,000円の減でございます。5.7％の減となっております。主なものにつきましては、公

共下水道特別会計の繰出金が2,459万8,000円の減となってございます。９款消防費２億

9,710万4,000円、4,813万4,000円の増となっております。19.3％の増でございます。消防

ポンプ車更新の計上をしております。10款教育費５億7,214万4,000円、5,633万8,000円の

減で９％の減となっております。主なものにつきましては、上浦幌幼稚園がへき地保育所

となるための減でございます。1,813万円の減となっております。11款災害復旧費75万5,000

円、3,617万6,000円の減で過年災害復旧費の終了に伴う減でございます。12款公債費13億

353万6,000円、5,225万7,000円の増で4.2％の増となっております。13款諸支出金３万円で

２万円の増となっております。14款予備費100万円で前年同額でございます。18年の歳出の

計が52億4,450万円で9,950万円の減となっております。1.9％の減であります。 

 次に、10ページから13ページの会計別、節別集計比較表につきましては、ごらんおき願

いたいと思いますが、一般会計の人件費につきましては１節の報酬から４節の共済費まで

の合計が6,306万7,000円の減となっております。また、11節の需用費につきましては、燃

料代の高騰により1,811万2,000円の増となっております。12節の役務費の手数料の増につ

いては、４月からの帯広へのくりりんセンターへ持ち込む各公共施設の事業系ごみの手数

料の増でございます。19節の負担金補助及び交付金の増につきましては、消防車両の更新

による増でございます。公債費につきましては、本年度がピークでございまして、次年度

以降約１億5,000万程度の減額となっていく予定でございます。 

 14ページの各会計予算性質別一覧表と16ページの一般会計債務負担行為総括表につきま

しては、ごらんおき願いたいと思います。 

 次に、18ページの事業費及び主な臨時的経費調につきまして、主なものを申し上げたい

と思います。総務費、一番上の庁舎改修事業323万円、これは庁舎内に多目的トイレを新設

する予定でございます。これは、オストメイト対応となっております。それから、上から

７行目の総合行政情報システム機器借上料824万6,000円、平成16年から債務負担行為で平

成20年までのものでございます。その下の総合行政情報システムソフトウエア借上料、財

務会計ほか17のソフトウエアの借上料となっております。その２段下の庁内ネットワーク

システム電算機器借上料633万1,000円のうちパソコン30台分の借上料を４年間の債務負担

行為で計上しております。本年度は256万円であります。あとは、庁内ＬＡＮの機器類の借

上料となっております。 
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 次に、民生費、上浦幌ひまわり保育園改修事業320万円、上浦幌へき地保育所と上浦幌幼

稚園の統合により改修費を計上しております。園舎の屋根の塗装、それからトイレの水洗

化でございます。次、19ページの中間の行で国民健康保険事業特別会計繰出金、先ほども

ご説明いたしましたが、前年度は衛生費で計上しております。一番下の介護経営貸付金

6,250万につきましては、社会福祉協議会、特別養護老人ホーム幸寿会、それからＮＰＯ法

人への貸し付けでございます。 

 続きまして、20ページの衛生費でございます。下から10行目のところに十勝環境複合事

務組合負担金2,900万円、これについてはごみ処理の関係でございまして、４月より帯広の

くりりんセンターへ持ち込みする負担金でございます。その下の十勝環境複合事務組合負

担金606万5,000円につきましては、し尿処理の負担金でございまして、これも十勝環境複

合事務組合の負担金となっております。 

 続きまして、21ページの農林水産業費、一番上の行の農業生産総合対策事業補助金、こ

れはハード事業で2,319万5,000円、飼料収穫機械設置５台分の事業費でございます。その

下の中山間地域等直接支払交付金事業1,503万7,000円、対象地域については豊北、静内、

厚内、直別で対象面積は1,242ヘクタールでございます。上から９行目の資源リサイクル畜

産環境整備事業につきましては836万2,000円、草地６ヘクタール、パドック３カ所、排せ

つ物の運搬機械２台の事業費でございます。それから、中央の行で貴老路地区担い手支援

型畑総事業工事負担金、本年度事業費は9,000万円のうち2,475万円の負担金となっており

ます。営農用水の調査、測量設計の負担金でございます。その下の中浦幌地区担い手支援

型畑総事業計画樹立負担金、本年度の事業費は700万円のうち350万の負担金でございます。

これは、計画樹立の負担金でございます。２行下の地籍調査事業2,607万2,000円、これは

上厚内地区、計画面積は7.11キロ平方メーターとなっております。その２行下の21世紀北

の森づくり推進事業補助金2,115万2,000円、ここでちょっと訂正をお願いしたいのですが、

摘要欄の100ヘクタールとなっておりますが、下の数字と間違えて計上しておりますので、

ここ100ヘクタールのところを130ヘクタール、そしてその下の段を100ヘクタールというこ

とで訂正をお願いいたします。次にその下の北の森づくり機能強化対策事業補助金113万

3,000円、100ヘクタールでございます。その下の森林整備地域活動支援交付金4,450万円、

森林面積4,450ヘクタールで、ヘクタール１万円のものでございます。その下の駅停沢線林

道開設事業3,463万7,000円、林道開設の事業で延長497.4メーターの幅員が５メーターでご

ざいます。工事費、測量試験費、用地費などの事業でございます。その下の種苗中間育成

事業補助金60万円、これはクロソイ１万尾、クロガシラ親魚50尾の購入による補助金でご

ざいます。これは、浦幌町、豊頃町、大津漁組、それぞれ60万ずつ補助をするものでござ

います。それから、さけふ化放流事業補助金150万円、大津漁組全体で800万尾の購入に係

る補助金であります。この関係については、浦幌町、豊頃町、漁組、それから定置部会で

それぞれ負担するものでございます。続きまして、22ページのヒトデ駆除対策事業補助金

10万円、事業費30万円を浦幌町、豊頃町、漁組で負担するものでございます。それから、
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下から10行目の高齢者生産活動センター委託業務貸付金4,400万円、これは商工事業協同組

合に対する貸付金でございます。 

 続きまして、商工費、23ページの１行目、株式会社ユーエム貸付金1,500万円、これは留

真温泉に対するユーエムへの貸付金となっております。平成14年から貸し付けをしている

ものでございます。 

 土木費、静内牧場線道路整備事業（臨時交付金）4,707万7,000円、改良舗装でございま

す。この関係は、本年で事業の完了でございます。続きまして、材木通道路整備事業（臨

時交付金）で5,128万2,000円、これも改良舗装となっております。それから、北栄北２丁

目通道路整備事業（臨時交付金）で、これも改良舗装でございます。この関係につきまし

ては、今年新規事業ということで、延長60メーターで実施します。それから、瀬多来美園

線道路整備事業、これは臨時交付金事業で2,117万1,000円、これは舗装で480メーターの舗

装をするものでございます。 

 続きまして、消防費、消防車両購入事業として4,503万3,000円、水槽つき消防ポンプ自

動車の更新でございます。 

 続きまして、24ページの教育費、浦幌小学校トイレ改修事業340万円、これはトイレ洋式

化12基の工事費でございます。中間ぐらいの行で教師用教科書、指導書、教授資料購入費

170万4,000円、これは中学校分のものでございます。昨年は、小学校分を購入してござい

ます。 

 以上で事業費の主なものをご説明いたしました。 

 続きまして、給与費明細の附表でございます。１ページから72ページにわたり10会計の

給与費明細書を添付しております。このうち特別職、10会計で１億1,201万9,000円で、前

年度より1,054万4,000円の減となっております。また、一般職につきましては10会計合計

で10億1,399万4,000円で、前年度より5,549万1,000円の減となっております。あとにつき

ましては、ごらんおき願いたいと思います。 

 以上で資料の説明を終わりますが、今後の補正対応となるものにつきましては、たばこ

税の税率改正が今国会通過後に追加補正の予定であります。また、児童手当につきまして

も、現在小学校３年修了前までのところ、国会通過後小学校修了前までとなることにより

追加補正してまいりたいと思います。それから、貴老路簡易水道変更認可委託料につきま

しては、道の内示があり次第、追加補正をしたいと思います。それと、厚内簡易水道の浜

厚内地区の石綿管入れかえに係る事業につきましては、補助事業が決まり次第、補正をし

てまいりたいと思います。それと、例年３月に補正しております地方バス路線維持補助金

につきましても、来年の３月の確定しましたときに追加補正させていただきます。そのほ

かに消防の救急救命士養成学校への経費につきましても、内定があり次第追加補正をした

いと思います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇水沢議長 次に、議事の進行上、第３表、地方債までの説明を求めます。 
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 総務課長。 

〇山田総務課長 議案第32号 平成18年度浦幌町一般会計予算。 

  平成18年度浦幌町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ52億4,450万円と定める。 

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

よる。 

 （債務負担行為） 

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

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

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

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

 第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、15

億円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

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

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

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

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 平成18年３月６日提出、浦幌町長。 

 ７ページをお開きください。第２表、債務負担行為、電子計算機器賃貸借料、期間、平

成18年度、平成21年度、限度額768万円、これについては庁内ネットワークシステム電算機

器借り上げの内容でありまして、パソコン30台の更新、庁舎ほか高速ＬＡＮ更新の内容で

あります。戸籍事務用印刷機械借上料、平成18年度、平成23年度、205万円、これは戸籍専

用コピー機の借り上げに伴う債務負担であります。浦幌町森林公園指定管理委託料、平成

18年度から平成20年度、3,156万6,000円。浦幌町パークゴルフ場指定管理委託料、平成18

年度から平成20年度、3,400万2,000円、これは指定管理者制度移行に伴う債務負担行為の

内容であります。 

 次に、８ページをお開きください。第３表、地方債、起債の目的、過疎対策事業債、５

件で9,130万円、一般公共事業債、２件で3,700万円、減税補てん債400万円、臨時財政対策

債２億円、合計で３億3,230万円、17年度当初予算比で1,050万円の増であります。起債の

方法は、証書借り入れまたは証券発行、利率5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入

れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）。償還の

方法、政府資金または金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置期
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間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利債に借りかえすることができる。 

 以上です。よろしくお願いします。 

〇水沢議長 ここでお諮りをいたします。 

 地方債までの質疑は、歳入の質疑とあわせて行いたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、地方債までの質疑は歳入の質疑とあわせて行うことといたします。 

 お諮りをいたします。歳入歳出予算事項別明細書の審議は、便宜上歳出から行いたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、歳入歳出予算事項別明細書の審議は歳出から行います。 

 ここでお諮りをいたします。議案第32号 平成18年度浦幌町一般会計予算から議案第41

号 平成18年度浦幌町簡易水道特別会計予算までの10議案については、本会議での質疑を

３回までとする会議規則第55条の規定を適用しないで審議を進めたいと思います。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。 

 よって、議案第32号から議案第41号までの10議案については、会議規則第55条の規定を

適用しないで審議を進めることに決定いたしました。 

 ここでお願いをいたします。予算の説明は、配付しております予算の説明要領に従って

説明をお願いいたします。また、質疑、答弁につきましては、簡潔、的確にお願いをいた

します。 

 それでは、第１款議会費から２款１項７目企画費までの説明を求めます。 

 議会事務局長。 

〇門馬議会事務局長 29ページをお開きください。１款１項１目議会費、本年度予算額

6,914万3,000円、本科目につきましては議会に要する経費を計上しております。特に説明

する事項はございませんので、よろしくお願いいたします。 

〇山田総務課長 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額２億7,172

万1,000円、この科目につきましては総務所管事務に係る経費及び庁舎管理に係る経費の計

上をしている科目であります。主な増額につきましては、人件費の増であります。また、

燃料費の高騰に伴う増額と、ごみの有料化に伴う事業系ごみの手数料の増額であります。

工事請負費につきましては、庁舎１階にオストメイト対応の多目的トイレの新設を計上し

ております。 

 次に、32ページをお開きください。２目情報化推進管理費4,676万7,000円、この科目に
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つきましては総合行政システム、庁内ネットワークシステム等に係る費用を計上している

科目であります。主な減額につきましては、総合行政情報システム機器借上料、同システ

ムウエア借上料の減額の内容であります。また、主な増額につきましては、プログラム改

修委託料、これにつきましては国の法令等の改正に伴うプログラムカスタマイズ作業委託

の内容であります。また、Ｗｅｂサーバー改修委託料はホームページの改修であり、情報

管理係で更新していた情報を各課のサイバーリーダーが直接最新の情報を更新できるよう

改修する内容であります。ソフトライセンス料は、ウイルスソフト、クライアントパソコ

ン、ウィンドウズライセンス、オフィスライセンス料であります。庁内ネットワークシス

テム電算機器借上料は、パソコン30台、庁舎ほか高速ＬＡＮの更新に伴う借り上げの内容

であります。備品購入費につきましては、ＬＧＷＡＮ端末の増設で特定業務の専用パソコ

ンの購入であります。ワードコンテンツ管理システムソフトウエア購入の内訳の内容であ

ります。 

〇佐藤まちづくり政策課長 次に、33ページでございます。３目文書広報費、本年度予算

額388万7,000円でございます。本科目は、広報及び広聴に係る科目であり、主に「広報う

らほろ」の経費の計上をいたしております。前年度と比較いたしまして、本年度は子供た

ちに対する太陽への手紙事業、それから男女共同参画、それから子育て等のコラムの制作

費の部分が若干の増でございます。主な減は、印刷製本費、部数100部の減でございます。 

 以上でございます。 

〇松田施設課長 ４目自動車管理費、本年度予算1,101万9,000円、この目は施設課で集中

管理をしている公用車49台分の年間の維持管理費であります。なお、昨年度は１台の公用

車を廃止しております。増の主な内容は、燃料費の増によるものでございます。 

 以上です。 

〇山田総務課長 ５目財産管理費466万4,000円、この科目につきましては町有財産等に係

る費用を計上している科目であります。主な減額につきましては、町有建物災害保険料の

掛金の減額であります。 

 ６目財政調整等基金費520万円、財政調整基金等の積み立ての科目であり、減債基金積立

金を計上しております。 

 以上です。 

〇佐藤まちづくり政策課長 続いて、７目企画費でございます。本年度予算額244万4,000

円です。この科目につきましては、企画振興及び町懸案事項推進にかかわる科目であり、

また関係団体に対する負担金の計上であります。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりました。 

 質疑ありませんか。 

 ６番、野村議員。 

〇野村議員 30ページの一般管理費の中の特殊勤務手当についてちょっとお伺いしたいの
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ですけれども、特殊勤務手当というのは業務遂行に当たって著しく困難を要するものとい

うような認識して、特殊勤務手当を支給するという認識をしておりますけれども、ここで

昨年は50万円の予算で今年は10万円と、相当減額になっていると。この一般管理費の中で

特殊勤務手当はどのような業務内容で、これだけ減額になったということは、その業務が

改善されてきたのか、その辺についてちょっとお伺いしたいと思うのですけれども。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 現在特殊勤務手当については、人件費等の見直しを行っておりまして、

現在危険を伴うもの、例えばハチ駆除であるとか、それからヘリコプターあるいは船、そ

ういうものについて支給しているところです。また、養護老人ホームの養護手当、それか

ら牧場の牧夫手当、これらが主なところであります。それで、今回削減する内容につきま

しては、ハチ駆除手当、17年度までは職員が実施しておりました。これらについては、今

回から民間に委託ではなくて、民間の方にお願いしまして、個々の方が民間の方にお願い

して料金を払うという考えであります。ですから、今回その分を削減しております。また、

特殊勤務手当、これについては今職員組合とも協議しておりますが、平成19年から養護老

人ホームの手当と牧場手当については廃止ということで合意を得ております。今後若干の

詰めはあるのですが、そういう方向で進めさせていただいております。ですから、残るの

は特殊勤務手当の中の危険に伴う手当のみということでありますので、ご理解願いたいと

思います。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 申しわけございません。ちょっと聞き漏らした。ここにおける削減は何か民

間に委託するということで、手当の明細をよく聞けなかったので、もう一度お伺いしたい

と思います。 

 それとあわせて、議長に了解もらいたいのですけれども、今課長の説明の中で老人ホー

ムの関係の特殊手当、また模範牧場の牧夫の特殊手当という説明をいただきましたので、

この予算書の中にあと何カ所か特殊手当がありますので、特殊勤務手当ということで全般

にわたっての質問、よろしゅうございますか。 

〇水沢議長 当該年度の、18年の予算書にかかわることですか。 

〇野村議員 そうです。 

〇水沢議長 個別にその都度やっていただきたいと思います。 

〇野村議員 わかりました。そうしたら、また別なところで質問いたします。 

 そうすると、もう一度、済みません。この手当が削減になった明細、もう一度説明をお

願いします。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 減になったのは、昨年までハチ駆除、スズメバチの駆除ですが、これに

ついては職員が直営でやっておりました。それで、当然刺される危険性もあるので、１回

につき幾らというように払っておりました。これについては、18年度、民間の方にお願い
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しまして、直接民間の方に電話して、その民間の業者の方に駆除してもらうという方法に

変更しましたので、その手当の削減であります。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 ここの手当の削減はわかりました。 

 そうすると、この残った10万円という特殊の説明はいただいていませんけれども、40万

円の削減、昨年の予算ベースで今ハチ駆除の危険手当は民間委託したから職員にはかから

ないよというのは理解しましたけれども、残る10万円はどういう予定の特殊勤務手当なの

か、そのご説明を願いたいと思うのですけれども。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 この手当につきましては、先ほどちょっと早口で申しわけなかったので

すが、ヘリコプター、要するにネズミの駆除のヘリコプター搭乗の手当あります。これは、

職員が同乗しているのですが、その手当、それから船、シシャモの調査であるとか、そう

いう調査がありますので、それらに伴う手当でございます。 

〇野村議員 わかりました。 

〇水沢議長 13番、岸田議員。 

〇岸田議員 総務費の一般管理費の職員手当等の中の時間外勤務手当が昨年よりも約160

万減額計上されておりますけれども、この根拠についてお答え願いたいと思います。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 この時間外手当については、17年度実績で現在3,100万ほどを見込んでお

ります。18年度については、3,094万1,000円を見込んでおります。これらについては、要

するに勤務体制について土曜日あるいは日曜日、祭日出ていただく時間外については、基

本的には振りかえあるいは代休の措置をとっております。そういう関係で、若干減額計上

させていただいておりますので、ご理解願います。 

〇水沢議長 13番、岸田議員。 

〇岸田議員 いろんな勤務体制を考慮しながら、何とか減額方向に持っていくのだという

ことだろうと思いますけれども、現実に振りかえ休日等もとられておりますけれども、職

員が年々減少してきているという中で、果たして実際に時間外勤務手当の現実と、この金

額とに無理が生じないような状況になっているのかどうか、その辺についてちょっと気に

なるところですが、その辺についてはこうした勤務体制について、もっと具体的に言いま

すと時間外をしないで、それぞれ退庁時になったら帰るとか、そういうような具体的な庁

舎内の対応を目指して取り組んでいくのだと、そのようなことも含めてこうした方針を立

てられているのかどうか。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 職員が毎年少なくなっている現状はそのとおりでございまして、私ども

特に注意しなければならないのは職員管理ということでありまして、健康管理ということ

でありまして、人数が少なくなったので、仕事量もふえるということもあります。それら
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も含めまして、先ほど申し上げましたように土曜日、日曜日、祭日、それらの特殊な勤務

を除き、代休並びに振りかえ休日としております。また、通常の勤務日、これらについて

も基本的には夜の９時までというふうに各課長を通じて指導をしております。また、毎週

水曜日につきましてはノー残業デーとして午後６時までには退庁するように指導をしてお

ります。そうすることによって、職員の健康管理、そういうものを確保したいというふう

に考えております。 

 以上です。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 31ページの一般管理費の中の７節賃金、前年度は283万6,000円ということで

計上されていましたが、聞き漏らしたかもしれません、説明あったかもしれませんが、こ

の増額になった分の説明をお聞きしたいと思います。 

 それと、先ほど12節の役務費の手数料100万4,000円の説明、ごみのことでということを

おっしゃっていましたが、ごみだけの内容かどうか再確認をいたします。 

 それと、管理業務委託料、これはすべての庁舎内の管理業務だと思うのですが、昨年よ

り燃料費等高騰しているということなのですけれども、減額になっております、89万6,000

円。これは、どこの部分でどのように管理業務委託をなさったのか、減額になった部分を

お知らせください。 

 それと、先ほど情報推進の方の32ページ、消耗品の方なのですが、こちらの説明資料に

も載っていませんでしたので、この110万、昨年よりプラスになった内訳、一応その点だけ

お願いいたします。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 賃金の増につきましては、158万4,000円ほど増になっております。これ

らにつきましては、今回臨時職員の賃金１人分を本年度計上しているものでございます。 

 それから、役務費の手数料でございますが、これは79万5,000円の増額になっております。

これは、事業系のごみの処理手数料、それから大型ごみ、庁舎で大型のごみが出ますので、

それらの手数料、それから個人情報が含まった書類、例えば医療のレセプトとか、そうい

うものについては必ず裁断して処分しなければならないので、本年度については専用の、

それを業者の方に委託しまして、シュレッダーで処分するという手数料を見ております。 

 それと、13節委託料の管理委託業務、これにつきましては35万2,000円ほど減額になって

おります。これについては、庁舎の交換でありまして、今まで庁舎内から庁外にかける場

合には交換を通して、100番を通してかけております。それらについては、この４月１日か

ら自席から直接庁外電話をかけるようにいたしますので、事業量の減ということになりま

す。 

 それと、もう一つ、18年度中に、今役場の電話が代表になっております。これを各課ご

とにダイヤルインというように考えております。そういうことも含めまして、交換手の業

務が少なくなるということで、その分を減額しておりますので、よろしくお願いします。 
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 それと、32ページの11節需用費の消耗品の増でございます。これにつきましては、クラ

イアントパソコンの増設メモリということで、今回新たに30台のパソコンを入れかえます。

それに合わせまして、以前あるパソコンについても同じメモリを調整しなければならない

ということで、それらを計上している内容であります。 

 それと、もう一つは、プリンターカートリッジ、これらの消耗品を購入するための増の

内訳であります。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 大体わかりました。 

 電話料なんかも非常に、各課で直接かければ人件費等も安く上がるのではないかなと前

から思っておりまして、このたびやっと改善されるということで、みんなの目で行革をす

るためには非常に重要なことがたくさんまだまだ改善されていくのではないかなというふ

うに思っていますので、今後とも行革の方、私たちも含めて町の方で進めていただきたい

というふうに思っております。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 32ページの13節委託料の関係、これは主にパソコン関係の委託料ということ

で、この文字だけ読んだだけでは、横文字というか片仮名文字が多くて、なかなか理解さ

れにくいのですけれども、実は昨年、17年度の委託料の中にシステム導入支援委託料とい

うことで、解説の中では行政評価システムを取り入れるということになっているわけです

けれども、今年度の場合はこの中には入っているのかどうかをまずお聞きしたいと思いま

す。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 今年度予算の中では計上しておりません。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 予算入れていないということなのですが、これは昨年12月ですけれども、私

まちづくり政策課の課長にお聞きしたところでは、浦幌町の予算規模では手作業でも十分

にできるということで、手作業で進めるということでありました。それから、16年度の予

算についても、これについて計上されたけれども、実際にはそれはやっていなかったとい

うことで予算を不用額として出てきたということの説明。これは、総務課長が説明してい

ました。そういうことで、17年度の予算については、これまた昨年の12月に補正予算で削

ったと、この分については削ったということでありました。手作業でできるのならば、今

年は計上しないということなのですけれども、現実それはできるのかどうかということで、

例えば17年度の予算の中、計画の中にも行政評価システムというのをやっていると。16年

度はもうやらなかったということで、はっきり答弁していましたから。17年度の中身では、

これは行政評価システムの中でも試行的に一部やっているということでありますので、議

長、その資料があればその提出を願いたいと思うのです。どこまでやっているか、行政評

価システムをどの程度までやっているのか、資料の提出を願いたいと思いますけれども。 
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〇水沢議長 暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１２分  休憩 

午前１１時１３分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

 現在行政評価システム、試行中でございます。各課、各係にですけれども、実際に行政

評価システムシートをそれぞれ配付いたしまして、３月下旬までにそれぞれシステムを上

げていただいて、大変項目が多くて、その内容等について今後ともやっぱり精査していか

なければいけないということで、まずはとりあえずは皆さんに経験していただきながら、

自分の事業等を評価していただく一つの勉強の場という形で今現在進めているところでご

ざいます。 

 新年度、18年度からはその行政評価システム、第１次評価、第２次評価をできるシステ

ムを今構築していこう。そのシステムは、要するに電算システムではございませんで、あ

くまでも文章上の中で、手づくりのシートを配付しながら評価していくスタイルで今進め

ているところでございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 松井議員、今説明ありましたけれども、その内容についての資料提出を求め

ますか。 

〇松井議員 あるのであれば、お願いしたいと思います。どの程度まで進んでいるのかと

いう。 

〇水沢議長 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 現在イントラを使いまして、各職場、職員にその様式、シー

トを配付してございますけれども、その中身には記入例ですとか、要するに書き方ですね、

その簡単な資料を配付してございます。それでよろしければ配付させていただければと思

いますけれども、後ほどでよろしければすぐ準備できます。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 それで結構ですから、見せていただきたい。 

 それと、このことについてかなり疑問があるのですけれども、実は16年度に既に、これ

は15年度に町長に一般質問があった。たしか河内議員だったと思いますけれども、一般質

問で行政評価システムを取り入れるべきだということで、町長もそのとおりだということ

で16年度に取り入れたはずなのです。いろいろありまして、16年度はできなかったと、こ

れはわかる。17年度、なおかつ予算に組み入れながらほとんどできなかった。これは、今

聞いた中身では手作業でできるということではありますけれども、試行的にやっていると
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言っているけれども、実際はこれやっていなかったのではないのかなと。その進めている

段階の用紙はあるということですから、用紙しかない。実際にはやっていなかったのだろ

うと。なおかつ手作業でできるということですから、18年度の予算にはのっていないわけ

ですけれども、現実行政評価システムというのはどのような形でやるというのは我々はほ

とんどわからない。ただ、果たして手作業でできるのかどうかというのは非常に疑問なの

です。ボリュームが非常に多いということですから、ではそのボリュームの多いのを手作

業で果たしてどの程度までできるのだろうかという非常に大きな疑問があるというような

ことで、これは町長にお聞きしたいのですけれども、この行政評価システムというのをど

の程度取り入れようと真剣に考えているのか。どうもその辺が疑問なわけなのです。行政

改革大綱の中にも行政評価システムの導入と。これは、検討と書いてある。導入というの

か、提示された行政改革大綱の中には書いてあるわけですけれども、これ文字だけのもの

ではないのかなという疑問があるのです。そんなようなことで、町長、このことについて

どのように考えていますか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 行政評価につきましては、一般質問後庁舎内でどのような形で取り入れて、

実際にどのように運用していけるのかということをずっと検討してきております。当初電

算システムでできるかどうかということを検討してきたのですけれども、よその町の行政

評価のシステムなどをいろいろ参考にしながら、どれが行政的にも、また事務量でも効率

的に評価できるかということをずっと検討してまいりました。そういう中で、今回やって

いるのはよその町の例に倣ってやるわけですけれども、手作業で評価をするシートに沿っ

てそれぞれ評価していくということで、いよいよ現実味を帯びて、今試行するという形で

作業に着手しているということでございます。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 ただいまそのようなことで、本来は行政評価システムができ上がって、その

評価内容ができたということになれば、当然議会の方にも提示しなければならないですよ

ね。こういう形でできましたと。今年度は、できますか。恐らく17年度の決算をもとにし

て、評価システムができ上がってくるのではないのか。要するに数字をもとにしてつくり

上げるはずのものでしょうから、それが18年度に議会に提出できますか。そのことについ

て、改めてお聞きをしておきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 技術的なことについては、担当課から説明させていただきますけれども、行

政評価システムというのは非常に複雑なものです。単に表とか例があって、簡単に取り組

めるというものではないということで、どのような方法でやるかという検討、非常に時間

がかかっているということですので、ひとつご理解をいただきたいと思います。 

〇水沢議長 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ただいまお話ありましたとおり、17年度の決算が終わりまし
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てから、それらをもとにして、ただし事業が大変数多いので、ある程度精査して、項目を

ある程度立てていかなければいけません。そのために、４月から行政評価の関係の職員の

検討会議を開きながら、１次評価、２次評価、どういう形で進めていくかということを検

討しながら進めていくわけなのですが、その項目をある程度減らしながら、職員には余り

負担にならないように、時間外等、それによってふえるとか、健康を害するということに

なったら困るものですから、そのあたりも精査しながら進めていきたいと考えております。

17年度の決算をもとにして、数字的なものが出てくる部分と、予算の伴わないような事業

等もありますので、それらも網羅しながら評価を出していきたいと考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 最後に言っておきたいのですけれども、これは手作業でできるということも、

非常に複雑な中身で、やるということになると、本当にこれ手作業で、複雑であればある

ほどパソコンの力をかりなければ、これは無理ではないのかと。なおかつ予算を減らしな

がら、そして多くの作業がかかるということであれば、余計な作業といいますか、行政評

価のために人手が多くかかるということになったら主客転倒というようなことも起こり得

るわけで、そんなようなばかげたこともおかしな話だなとは思いながら、ただし行政評価

で出されてきた結果について、これは重要で、これは大した重要でないから削除するよと

か、そういうことの、これからの行政をやっていく中では非常に大事な要素だと思うので

す。そのことに基づいて行政を進めていくということが非常に大事なことだと思うので、

それがきちっと出されるかどうかというのは、これはもう16年、17年、18年とやってきて

いるわけですから、もうそろそろきっちりとしたものが出てきてもいいはずなのですけれ

ども、そのことを申し上げておきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 数字の計算であればパソコンでできますけれども、数字の計算ではない。そ

れぞれの人が評価するものですから。ですから、簡単に計算式のような形でできるもので

はないということを申し上げておきたいと思います。 

 それから、人手がかかるということについて、非常に人手がかかります。それを評価、

検証していくという作業は非常に大変なものであるということは認識しておりますので、

それの人手というのは当然それぞれの負担というのはかかるということでございます。そ

れの関係も考えながら、どのような時点で、どこで導入するのかと、本格的にどう取り組

めるかということを検討してきたということでございます。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 何点かちょっとお聞きをしたいわけですけれども、まず１点目、情報化の管

理費ということで、昨年委託料でホームページのリニューアル、更新されたわけですけれ

ども、町民の間からうちの町のホームページは見づらいなという意見が結構聞かれるので
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す。せっかく20万かけてリニューアル、更新されたのがちょっとどうなのかなという部分

含めて、少し見直していただきたいなというふうに思っています。 

 それと、２点目なのですけれども、自動車管理費の関係で、これは私何回か予算委員会

のたびにこの話をさせていただいているわけですけれども、これで３回目ぐらいになるか

なと思います。集中管理している割には、なかなか効果が出てこないなというのが正直な

ところ。もう少し期待をして、ずっと進捗を見ていたわけですけれども、逆に今年は燃料

費、多少上がっているのかなと思うのですけれども、なかなか表向きで効果が出てこない

なと。集中管理している、しているという割には、なかなか効果が出てこないなという部

分があります。なぜかなということをいろいろ考えているわけですけれども、施設課で集

中管理しているのはわかる。ただ車の管理しているだけなのかなというふうにも受け取れ

るのです。集中管理というのは、以前に申し上げたかなと思うのですけれども、今庁舎内

ＬＡＮができている状況でございます。その中で、ＬＡＮで組めば、この車はこの時間帯、

どこであいているとか可能なのです。町長は、よくご存じかなと思います。総務委員会で

本州へ視察に行ったときに、そのＬＡＮの部分を視察をしてきたわけですけれども、どう

もその集中管理と違うふうに受け取られているのかなという感じしているのですけれども、

各車両、今49台と先ほど言っていましたけれども、平たく言ったら３人に１台ずつ割り当

てられていると言った方がいいのかな、そういうような感じで受け取っているわけですけ

れども、各課に配置しているということ、これはなかなか改善できないという、前課長か

らも説明受けていたのですけれども、その部分もう少し庁舎内ＬＡＮを使って改善できな

いのか。そのことによって、恐らく３分の２ぐらいの台数に減らすことができるというこ

とは……できないですか。それは、やり方によってできると思うのです。時間帯、何時か

ら何時まで、恐らく１日中全部の車走り回っているわけではないと思うので、もう少し改

善、その辺ちょっとお聞きをしたいと思います。 

 それと、もう一点、３点目なのですけれども、昨年の予算委員会で道の駅の話をさせて

いただきました。助役から前向きに検討させていただきたいという話があったわけですが、

その進捗状況どのようになっているか。その３点についてお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 ただいまホームページの質問がありましたけれども、それらについては

今後他町村のホームページを見ながら、見やすいように対処していきたいなというふうに

考えておりますので、ご理解願います。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 自動車管理の関係で私の方から説明申し上げます。 

 現在施設課でＬＡＮを使って集中管理して、公務出張のために公用車を利用するための

台数が13台あります。そのほかに、各課でそれぞれ目的に応じた公用車ということで、残

りの台数があります。保育園なり支所なり、総務課の交通安全指導車、それから病院の関

係、老人ホーム、教育委員会と、それぞれ目的を持った中身での公用車ということで、突
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発的な要因もあるだろうし、機材を積んでおかなければならない車もありますし、山に行

くためにジープでないとだめだという車もありまして、これらをすべて一般の公用車とい

う形で貸し出しとなると、その用務がそれぞれの現場に応じて支障を来すということで、

現在13台の集中管理をしている貸し出し車が今の段階では限界かというように私どもの方

は考えております。 

（「ＬＡＮでの管理はできないのか」の声あり） 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 管理の方法、いろいろあると思っております。私もそのＬＡＮ管理の関係も

見てきておりますから、よく存じております。それぞれの町の規模とか台数とか、それか

ら私たちの保健福祉課とか、そういうところのように出先があるかないかとか、いろんな

関係あると思います。私どもとして今考えている中では、そういう出先とかに出している

ものとかを考えていくと、今の庁舎内の乗用車の管理というのは、それぞれ余り負担なく

管理していけるという意味では、ベストとは言えませんけれども、現段階ではまあまあい

い形で運用しているのでないかなと、そういうふうには思っております。そういう中で、

またこれからももし何かの工夫とか、いろんな取り組みの中で乗用車的なものを削減して

いけるようであれば、また対応はしていきたいなと、そのように考えております。 

 それから、道の駅の話もありましたけれども、現在ちょっと申し上げていいかどうかわ

かりませんけれども、ある事業について今取り組んでいるところであります。それは、道

の駅だけではなくて、物産とか、そういうものを含めて、またその他の関係もありますの

で、広範的な意味でヒアリングを行いながら取り組んでいると。大体９月ぐらいにはそれ

らの方向性が出てくるのではないかなと、このよ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 31ページの10節の町長の交際費についてちょっとお伺いをしたいと思います。

それぞれ内容についてよくわからないのですけれども、この交際費の中には政務活動費と

いうのが入っているのか、入っていないのか、まずお聞きをしたいと思います。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 この交際費の中には、政務活動もろもろに係る経費というか、そういう

ものは見ておりません。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 政務活動や何かの分については、この交際費から出ないで、これはどこから

出ているのでしょうか。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 政務活動はどこから出ているかということなのですけれども、具体的に、

例えば飲食とかそういうことを指しているのでしょうか。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 今ちょっと聞き漏らしましたが、飲食と言いましたか。 
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〇山田総務課長 はい。 

〇田村議員 いや、そういうのでなく、旅費や何かの関係なのですけれども、前年度から

見たらそれぞれ10万入っていますよね。そんな中で、例えばこれに政務活動費等が入って

いるとすれば、今こういう時代になってきている中で、この間の一般質問でも言ったのも

ありますけれども、過去に環境リサイクルの堆肥舎の関係等で、やっぱり町長がこういう

時代だからゆえに、政務活動として協会、道等に足を運ぶということが大変効果を発揮し

たのだと。それによって、環境リサイクル、浦幌町残っている20戸ほどの堆肥舎の完成に

向け、また新たな道の予算づけができたのもそのおかげでないかなというふうに思ってい

るわけですけれども、そんな中でこういうピンチというか、いかにそのピンチのときにチ

ャンスを生かすかということになれば、考え方としては大変古いのかもしれませんけれど

も、こういうときにこそ今来るであろう品目横断の作付面積の割合だとか、それから恐ら

く廃棄処分になるのでないだろうかというような生乳の対応策だとかということは、何ら

かの方法をすれば、生産者がつくったものを簡単に廃棄処分するという方法でない手だて

があるのでなかろうかというような感じもしますものですから、今大変な18年、19年とい

うのは本当に激動、激震の年になるのであろうというふうに思う中では、この辺というの

は何でも減らせばいいというのでなく、そういう物の考え方の方向転換をした中でもう少

し政務活動に力を入れながら要請活動をする。我が町さえよければいいのですから、そう

いうような方法で努力していただくような方策がとれないのかということを案じてお聞き

しているという事態でございますので、その辺の考え方をちょっとお聞かせいただきたい

と思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 政務活動については、十分に旅費を見ていただいているというふうに感じて

おります。いろんな形で出札、また上京いたしますけれども、その都度それぞれの官庁に

行ってお願いしておりますし、教育関係については、今浦高の関係もありますから、常に

出札した中では教育庁に寄って要請をしてくるということを行っております。また、出札

の際には農政部にも寄りまして、それらのことは十分お願いするという形を持っておりま

すので、今官官接待はできませんので、旅費という形で十分その活動費というのはつけら

れているというふうに感じております。 

〇水沢議長 ５番、河内議員。 

〇河内議員 松井議員から今行政評価ということでの質問があったわけで、このことにつ

いて私も何回か一般質問をしているという経緯がございますので、確認の意味を含めて、

今後の方策ということで考えていただきたいなと考えております。 

 私も何回か質問する中で、このことについて私なりに勉強させていただいたのですけれ

ども、そのときも自分なりにはわかるように話をしたつもりなのですけれども、一番混同

してしまうのが、今手づくりということで、私は手づくりということの積み上げで結構だ

と思うのです。それで、行政評価システムというのは、いわゆる事業予算において項目的
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なものを数字としてあらわし、そこで評価していくというものが行政評価なのです。今手

づくりというのは、もっと部門的に事業的なものを評価していく、いわゆる事業評価とい

うやつで手づくりを積み上げていく。そのほかに町が政策として事業にこういうものをや

っていきたいというようなことが実際どうであったのかということも含めてなっていくと、

これは政策評価ということになって、事業評価、政策評価ということの積み上げの中で、

これに予算がくっついて行政評価というものに表現されてくるものだと思うのです。です

から、私はそこを行政評価、行政評価ということで一飛びになかなか行けないところにこ

の難しさがあるということも勉強してわかってきたのですけれども、ですから説明すると

きに事業評価とか政策評価というものがこうであったと、手づくりで。そして、そういう

ものを積み上げていく中で行政評価というものにつなげていくのだというような形で、そ

ういう順番を経た中で結果を出していくということを説明するときにも必要だし、ただ単

に行政評価という大枠でのあれがこうであったというよりは、むしろ事業評価とか政策評

価というものを積み上げて手づくりでつくっていくのだということの説明の方が、私はよ

りベターでないかなと、より現実的でないかなと。その中で一番大事なのは、いわゆるコ

スト評価、これについても手づくりでできることなのです。例えばある事業を重点的にコ

スト的にどうなのかというものを抜粋して、コストというものをあれした場合に、いわゆ

る投資に見合うものが果たして本当にできているのか。では、将来的なものも含めてどう

いうふうに将来発展していけるから、この事業投資は有効なのか、有益なのかとかと、そ

ういうものは手づくりでできるのです。ランニングコスト、この施設を運営するためには

どれだけのコストが必要なのだと。では、建物の投資以外にこれだけのコストが毎年かか

るよとか、こういうコスト評価自体が本当に生きてくるものなのです。ですから、行政評

価というのは、ある意味では情報公開の中で町民に数値的なもので大きく理解させるため

のものであって、元来はこういう手づくりのものの積み重ねが行政に生きてくるのが本来

であるということが私もいろいろ勉強していく中でわかってきたので、その辺を説明する

ときに、単に行政評価という大枠の中でできる、できないということではなくて、事務評

価、政策評価はこういうふうに手づくりでやっていますと。このこと、このことについて

は重点的に、大事なものなので、特に取り上げましたとか、そういうふうに積み上げてい

っていただきたいなと考えるのですが、どうでしょうか。 

〇水沢議長 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 今のお話のとおり、大変参考にさせていただきたいと思いま

す。基本的には、やはりその手づくりというところで、事務事業、それから実際のシート

の中には予算の関係、それからまちづくり計画の推進目標との絡み、それらに合わせて達

成度、それもまたＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅという形でランクづけするわけなのですけれども、

またその中には職員がその事業にかかわって感じてきたこと、事業に対する評価等もそれ

ぞれ書かれるようになってございます。基本的には、総体的な大きな行政評価ではござい

ますけれども、職員の意識改革にもつながっていく大きな学習の場とも考えておりますの
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で、その点理解していただければなと思っております。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、企画費までの質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、２款１項13目諸費までの説明を求めます。 

 支所長。 

〇河村上浦幌支所長 36ページをお開きください。８目支所費、本年度予算額1,647万2,000

円、当該目は上浦幌支所にかかわる予算を計上したものでございます。特に説明はござい

ません。 

〇山田総務課長 ９目公平委員会費７万5,000円、これにつきましては公平委員会委員３名

に係る経費を計上している科目でございます。特に説明することはございません。 

〇亀山町民課長 10目生活安全推進費、本年度予算額1,589万2,000円、この目につきまし

ては交通安全推進事業、防犯推進事業及び消費者対策事業を通じて、町民の生活安全推進

に係る経費でございます。交通安全指導員14名、防犯指導員15名による啓発巡視活動、生

活安全推進協議会における交通防犯運動及び消費者保護活動に対する支援を行うものでご

ざいます。19節負担金、補助及び交付金の浦幌消費者協会補助金につきましては、新たに

その活動経費に対して４万8,000円を補助する内容のものです。１節報酬、19節負担金、補

助及び交付金については、一般会計予算説明資料13ページをご参照願います。 

 以上です。 

〇後藤教育次長 11目成人式費、本年度予算額20万5,000円、平成19年成人式に要する経費

でございます。 

 以上です。 

〇山田総務課長 12目職員厚生費1,399万7,000円、この科目につきましては、職員の福利

厚生、職員研修等に係る費用を計上している科目であります。主な増額につきましては、

職員研修に係る費用の増であります。これにつきましては、江別の道立の研修所がなくな

りましたので、一般のホテル等を利用する関係で増になっております。減につきましては、

分煙システムの借上料。それから、19節負担金、補助及び交付金で公立学校職員互助会負

担金につきましては、幼稚園費で計上していたものを今回組みかえする内容でございます。 

 13目諸費、これにつきましては行政区や各種団体の活動推進、コミュニティ施設に係る

経費を計上している科目で1,763万6,000円であります。主な増につきましては、コミュニ

ティ施設の燃料費高騰による増額と、委託料で厚内駅前トイレの管理業務委託料、この増

額であります。減につきましては、浦幌高校振興会の補助金の減額であります。 

 次の40ページの町有バス運行費につきましては、廃目でございます。よろしくお願いし

ます。 

 以上です。 

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。 

 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 38ページの行政区の関係について伺いたいと思います。私も15年６月に一般

質問として行政区の適正配置ということでお伺いをしたことがございます。その関係を受

けて、行政区の適正配置については検討していくというようなことになっておりましたが、

その後町村合併の話に次第になりましたので、当然その中でも町村合併があれば、これは

やっていかなければならないという方向だったと思います。その後、町村合併の話が崩れ

ましたので、17年に入ってまちづくり政策課でこのことについて取り組んできているとい

うことは承知をしておりますが、現在この適正配置について進めている状況を、進行中で

ありますから、支障もある部分はあると思うのですが、支障のない範囲でどういう手順で

進め、どのようにしようとしているのか、方向性について伺いたいと思います。 

〇水沢議長 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

 17年度に入りましてから、行政再編につきまして市街地区につきましては連合区長会等

を通じまして何回か会議を持たさせていただいております。それで、昨年の暮れだったと

思いますけれども、連合区長会といっても市街地区の連合区長会なのですが、町としての

枠組みをある程度示していただきたいということで、ある程度行政指導の中に示していた

だきたいということだったものですから、２月末に大きく区分した再編の案を示させてい

ただいております。それから、上浦幌地区につきましては、上浦幌地区の連合区長会の席

上に説明に行きまして、行政区につきましては今後合併するというか、再編していきたい

ということでお話しさせていただいて、上浦幌地区についてはとりあえず説明で終わって

ございます。それから、下浦幌地区につきましても、１月に入ってから下浦幌地区の連合

区長会の席上で説明させていただいておりまして、そのときにはある程度大きな枠組みの

再編の案を示させていただいて、それぞれの総会の場で話し合っていただきたいというこ

とで提示してございます。それから、厚内地区につきましても、１月の下旬に厚内地区の

区長会の席上で説明させていただきまして、ある程度の区分というのでしょうか、そのと

きは示さなかったのですけれども、お互いの話し合いの中でこういう分け方はどうだろう

ということで建設的な意見が区長さんから出されておりまして、今後協議を進めていくと

いうことで、現在のところそのような形でございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 各地区においてようやく前向きに進めようという姿勢が見えておりますし、

私も必要だということでの質問をしてきたわけですから、結構なことだなと思っておりま

す。 

 その中で、まだ私たちの耳に少し入ってきたかなという状況でありますから、今課長の

方から説明あった大まかな進めぐあいについてを聞いただけでありますが、下地区、南浦
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幌区長会で示された説明の中では、18年の９月定例会で条例改正をしたいというような内

容のものがあったと思うのですが、このことについて行政の方もある程度のめどは立てて

仕事をしたいということだろうと思うのです。しかし、各地区いろんな事情ございまして、

そういうことに進むのかどうか、非常に私も危惧をしております。そういうようなことに

ついての考え方を伺いたいわけです。 

〇水沢議長 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 確かに各地区を周りまして、区長さんからその行政区の歴史

的なこと、文化的なこと、人数は少なくとも、まだやっていけるぞというようなお話も多々

聞いてございます。ということで、できるだけ私どもも対話を深めながら、無理せず進め

ていきたいなということを考えてございます。 

 それで、18年の９月ということで一つの流れを示してございますけれども、やはり急ぐ

ところもございます。また、多少は延ばしながら考えていかなければいけない部分もある

かなと思いますので、そのあたりバランスを考えながら進めていきたいなということを考

えてございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 今の課長の答弁にあるとおりだと思うのです。一応行政としてのめどとして

18年の９月というようなことが出たと思うのですが、そのことにこだわらず、地域の意見

は、意見といいますか、地域の協議がどんなふうに進むかということは本当にわからない

わけですから、無理をせずに、じっくり地域で合意のできたところから、浦幌町は行政区

の再編を一斉にやったよということを目指しているのか。ある程度話し合いの中で合意の

できたところから徐々に進めていこうとするのか。また、９月でなくて、少なくとも新し

い19年度の予算措置ができる、最低12月までの条例改正まで延ばして、年度内に話がまと

まったところだけ進めるのか、その辺のことをはっきりしないと、行政は強制的に進めよ

うとしているのかと、こういうことになるわけで、その辺のことについても慎重に進める

ように望むわけですし、そのことについての考え方も伺いたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 どこの行政区もそれぞれの生い立ちというか、思いがあるということは十分

承知しております。しかし、この行政区の再編については、やはり取り組まなければなら

ない問題でありますし、何とか町民の理解をいただいて再編していきたいなと、このよう

に考えております。そういう中で、一つのめどとして、できれば９月に改正すると19年の

４月からは施行できますねということであります。しかし、すべてがそこで改正できるか

どうかということはわかりません。粘り強く説得していきたいなと、このように考えてお

ります。そこで再編ができなかったとしても、その地域はあきらめることなく、必ずとい

いますか、粘り強く説得しながら再編するのだよという姿勢はとり続けていきたいなと、

こういうふうに考えております。 
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 それから、先日の管理職会議でこの行政区の再編というのは非常に大きな問題でござい

ますから、管理職会議でも管理職の皆さん、それから職員についてもこの推進について協

力を呼びかけたところでございます。どうか議員の皆様もその辺、大変大きな問題である

ということをご理解いただいて、この推進についてご協力を賜りますようよろしくお願い

いたします。 

〇水沢議長 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。 

 

午前１１時５５分  休憩 

午後 １時１０分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 午前中に引き続き質疑を許します。質疑ありませんか。 

 ５番、河内議員。 

〇河内議員 39ページ、行政区振興補助金についてちょっとお聞きしたいと思います。こ

の補助金については、平成15年度から納税奨励金が大幅減額になった中で、最終的には納

税奨励金というものがなくなって、今唯一行政区に対する補助金がこういう形で残ってい

るわけですけれども、前年と同額見ている、こういう厳しい時代ですから、やむを得ない

のかなという感じでとらえておりますけれども、ただこの補助金について、より公平的な

配分というものをやはり私は考えていかなければならないのかなと。ということは、以前

はある程度そういった行政納税奨励金もあった中での対応で各行政区がそれぞれ町からい

ただいた、そういった補助金のもとで地域コミュニティというものを図っていったわけで

すけれども、やはりこれだけ各行政区予算逼迫している中で、こういった公平性というも

のももう一度見直す必要があるのではないかなと。 

 今案分ですけれども、均等割が７割、それと戸数割が３割ということで、ずっとこの案

分が変わっていない。実際に私は公平分担ということを考えたときに、もう少し戸数割の

配分をふやした方がいいのでないかと。そして、均等割をもう少し縮小した中で行政区へ

の配分を考えていった方がいいのでないかなと、私はそういう考えなのですけれども、そ

の辺について。これは、おのずと先ほど杉江さんも質問された行政区の再編ということに

もつながっていく可能性もあるわけですけれども、やはり補助金の公平な分担ということ

を考えた場合、そういう基本的なところも見直しをしていく必要があるのではないかなと

私は考えますけれども、その辺についていかがお考えでしょうか。 

〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
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〇佐藤まちづくり政策課長 ただいまの質問にお答えしたいと思います。 

 現在均等割７割、それから戸数割３割という形の中で交付しているわけでございますけ

れども、一行政区当たりの補助額が前年度から比べてみますと大分減ってきております。

そういう中で、公平性ということでご意見をいただきましたけれども、市街地区、それか

ら地域の方もございますので、そういう距離のバランスだとか、そういうことも今後とも

やっぱり考えていかなければいけないかなということも思います。今後そのあたりちょっ

と検討しながら進めさせていただきたいなと考えております。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 39ページの19節負担金、補助及び交付金の項目の中に留真本別高校通学生バ

ス回数券の負担金として本年度70万計上されております。昨年各先輩議員からいろいろな

質問が出まして、昨年は60万の予算計上をされていました。お答えの中に、18年度に向け

て父母と話し合うということを言われたと思いますので、その件に関してどのような話し

合いを進めてきたのかということと、10万アップになっていますが、このアップの内訳と

いうのでしょうか、どういうことで10万円ふやしたのか。16年度の実績50万、17年度が60

万ということで、本年度ふえていますので。 

 それと、高校問題のことなのですが、本年度また道の方の教育方針が出まして、いろい

ろと検討しなければならないというときに、前年度20万減ということになっておりますが、

この辺の説明もあわせてお願いいたします。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 前段の方の留真本別高校の通学生のバスの回数券でございます。これに

ついては、当初予算では17年度は60万計上していますが、３月の議会で12万4,000円補正さ

せていただいております。17年度については合計で72万4,000円の予定になっております。

今回70万計上させていただいていますが、昨年の実績が72万4,000円ですので、70万で計上

させていただいております。 

 それから、もう一つ、この補助の関係について、地元父母の会とも話し合っております。

しかしながら、足の確保ということもありまして、できる限り続けてほしいという要望も

来ております。３月の補正でもお願いしましたが、留真本別間の町の負担金なのですけれ

ども、昨年より200万ほど減っております。減っておるということは、この高校生の利用が

ふえたので、町の持ち出しが減ったということなので、ご理解願いたいと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 後段の方の浦幌高校の補助金の関係でございますけれども、この補助金、

一般質問でも答弁いたしましたけれども、平成12年度から支出をしておりまして、平成13、

14の360万円をピークにこれまで支出をしてきたところでございます。その時々の財政状況

等を反映した数字としてそれぞれ補助金ができてきているわけですけれども、今回の250

という数字はまちづくり計画の後期計画に基づいた数字でございます。それで、基本的に
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この250万、それから平成17年度ですと270を出しているのですが、浦幌高校の振興会の方

でこの270万をどういうふうに使っているかと申し上げますと、学資金、それから通学手当、

それから教育活動資金、これは資格等を取るためのお金ですけれども、そういったお金に

充当しております。したがいまして、今問題になっている高校の存続等々の費用としては、

現実的には充当していない状況です。それで、高校の振興会の方、大変ご努力をいただき

まして、16年度から17年度にかけて正会員等も大変ふえております。そういったところで

努力をしているのだろうということで評価をしているわけです。それで、20万円減は、先

ほど申し上げましたようにまちづくり計画に沿った数字というふうにご理解をいただきた

いと思います。 

 それから、17年度の実績については、まだ年度末になっておりませんので、いただいて

おりませんけれども、概算いただいた数字によりますと、二十七、八万ぐらいの繰越金が

出そうでございますので、それと来年度の在校生が今年よりも10人ぐらい減になる見込み

です。そういうことから考えて、20万減させていただいたということは大変心苦しいと思

っておりますけれども、何とかいけるのではないかなというふうに判断しています。 

 それで、現実問題として18年度の補助金の申請書というのはまだ出てきておりませんの

で、振興会がどういった事業計画を持つのかというのは我々は今の段階ではわからないわ

けですけれども、250万という我々が今回計上させていただいた数字の中で何とかやりたい

なというふうに考えております。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 前段の父母の方から義務教育ではない、まして浦幌の高校ではない高校にこ

ういうふうにして通学生の補助を出すというのであれば、よその高校に行っている子供さ

んもこれは該当してもおかしくないのではないかなというふうに思うのですが、その辺も

ちょっと不信に思うのですが、なぜ長い間こういうふうに本別の高校に行くのに上浦幌の

方だけが助成を受けるのかという、本当に公平な行政を行うのであれば、ちょっと不公平

になっているのではないかなという気がしますので、父母の会と話し合って、してくれと

言ったからしたという答弁は私は納得ができませんので、再度確認をしたいと思います。 

 それと、まちづくり後期計画の中の振興会の補助金として250万ということで、今の答弁

の中では通学手当とかいろいろな学校内の振興に使うということで、存続に向けての活動

費としては寄与されていないということは、今まで町長の答弁は振興会に補助金を出して

いるから、そのままお任せしているというようなことで、私たちも、それでは振興会の方

でそういう存続に向けての活動も当然しているのかなというふうに、ここ何年か思ってき

ていたのですが、今次長のお答えの中には、存続についてはということでおっしゃってい

た。これ、本当に間違いないのですか、再度確認します。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 後段の分についてご説明をいたします。 

 結局浦幌高校に入学すると、生徒たちはこういう特典がありますよということでもって
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生徒募集をしているわけです。それが間接的に浦幌高校の入学志願者の増につながってい

るということでございまして、ポスターをつくったり、そういったことはやっていません

けれども、そういったことで使っているということではございません。あくまでも子供た

ちが浦幌高校に入ったらどういうメリットがあるのかということが主眼の補助金だろうと

いうふうに思います。 

 それから、全く使っていないのかと言われるとそうではありませんで、多少数万円につ

いてはそういったことに使っている部分もございます。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 この本別高校のバスの助成の件なのですけれども、これは実はずっとさ

かのぼれば、留真線のバスが廃止になるという話がありました。それで、実績があれば運

行していいよという経過がございます。そういう関係で、留真線のバスの確保のために高

校生に補助金を出した経緯がございます。それの流れが今ずっと続いてきているわけです。

去年かなりの人が利用させていただいておりますし、利用者も結構いらっしゃいます。そ

ういう関係で、先ほどもお話ししたように、地方バス路線の維持費の関係でございますけ

れども、去年については浦幌町は800万負担しております。今年の３月に補正させていただ

いたけれども、そのときには600万になっております。ということは、高校生が利用したの

で、それだけバス会社も利益が上がったと。もう一つは、経常経費を削減したということ

で、200万ほどの減になっておりますが、これを高校生がもっと利用していただくと、町の

方の負担はまだ少なくなるという経緯がございます。ですから、決して不公平とかそうい

う意味ではなくて、生活路線のバスの確保のためにも高校生に補助を出しているというこ

とをご理解願いたいと思います。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 生活路線ということで、その部分について200万減になったということはわか

りましたが、ほかの高校にも通っているお子さんについては、どういうふうにお考えなの

でしょうか。 

 それと、学校内でのメリットというようなことでおっしゃられるのでしたら、新年度10

人減ると言いましたね。生徒数が逆にふえるのだったら話はわかるのですが、減っていく

のだったら、何か振興費のむだ遣いかなというような感じもするのですけれども、１人で

も２人でもふえたと、このお金を注ぎ込んでふえたというのでしたら話がわかるのですが、

その辺なんかもどのようにお考えなのでしょうか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 後段の分についてご説明をいたします。 

 結局３年生が今年29人卒業するということで、差し引きの計算の問題になると思うので

すけれども、例えば昨年ですと入学生は15人です。その前の年、21人です。今年の受験生

はたしか26人だったと思いますけれども、そういったことで増加しているわけです。です

から、この補助金があることによって、そういった効果も実際問題として出てきていると
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いうふうに考えております。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 他の、例えば池田ですとか帯広の高校へ通う関係については、これにつ

いては公共交通がありますので、補助する考えはございません。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 いつも諸手数料を上げるときも、それからいろんな水道料とか下水道、それ

からごみ処理、いろいろな値上げをしてきました。皆さんに公平な負担をお願いするとい

うことで、一貫して町の姿勢は変わらなかったと思います。それで、本当に町の姿勢がそ

ういう姿勢であるのであれば、浦幌町の住民すべてにやはり公平な行政を執行するのが普

通行政に要求されるようなことではないかと思いますので、今後いろいろな面で非常に不

公平な感じを受ける場面もありますので、なるべく住民の皆さんに公平な行政を執行して

いただきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 住民に負担の公平ということを話してきたわけであります。これについては、

パークゴルフ場の値上げができなかったと、非常に残念に思っているところであります。 

 そういうことで、すりかえるつもりはありませんけれども、本別高校の助成の関係は当

初からといいますか、以前からいろんな関係で質問もありましたし、考え方も出てきたわ

けでありまして、今当然始まったことではございません。そういう中で、どういう形で住

民理解が得られるのかどうかということを考えながら、地域の区長さん方とも話し合いを

してきております。山田課長が話したように、路線の維持ということから始まっていると

いうことも聞いておりますし、また通学生にとっては、当時国鉄でしたけれども、国鉄で

通学するのとバスで通学するのと保護者の負担が違うということで、それも相まってやは

り住民の負担の軽減ということもあったろうというふうに私どもは推測しながら、そうい

うことも私議員の中で聞いたことありますから、そういうこともあって補助をしてきてい

るという内容でございます。それが路線の維持という形の中で利用していただきますから、

結果的には町の持ち出しが抑えられるというふうにとらえていただきたいなと思っており

ます。 

 それから、浦幌高校の関係ですけれども、当初２間口の維持ということの中で振興会を

通して浦幌高校に通いやすい環境をつくりましょうと。そしてまた、浦幌高校の特色とい

うのが、いろんな資格が取れるということを打ち出して生徒を集めましょうということで、

２間口維持ということで振興費を払ってきている、助成してきた次第であります。一時期

１学年14人まで減りまして、非常に心配されているわけですけれども、少子化の影響もあ

りますし、近隣の町村の高校も定員を割っているという問題もあろうかと思います。しか

しながら、振興会が果たしている役割、浦幌高校の維持に、生徒を集めるということは維

持になりますから、そういう意味で振興会の果たしている役割は大きいのではないかなと

思っております。 
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 また、いろんな場面で振興会長とも話し合いながら今後の対策ということを考えている

わけですけれども、何らかの形で振興会とタイアップして、この高校の維持というものに

取り組んでいきたいなと、このように考えております。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 ２点ほどお伺いをしたいと思います。 

 まず、１点目は、上浦幌支所の関係なのですけれども、今支所、それから消防分遣所、

それから公民館と、３施設出先があるわけですけれども、職員の皆様方、退職されるです

とか、いろいろな関係で人員的に少なくなっていき、その反面なかなか住民サービスがど

のようにしていったらいいのかということ、これ今後の懸案事項かなと思っているわけで

すけれども、これをやはり少ない職員の中で、かつ効率的に業務を進めることができない

のかなということ。地域の皆さんといろいろな機会にそういう話をさせていただいている

わけですけれども、それを一本化した中で効率的な運用というのですか、支所のあり方を

含めてどうにかならないのかなという感覚もあります。今臨時の方を含めて総勢で６名お

られるわけですけれども、また公民館の関係にしましても、公民館長さんに今ご無理を申

し上げて業務に携わっていただいているわけですけれども、今後の方向性としてどういう

支所のあり方がいいのか。統合、一つにして合理的な運用をできないのかも含めてちょっ

と町長の考えをお聞きしておきたいと、そのように思っています。 

 もう一点目は、さきの一般質問でもありました諸費の関係で、青年等の研修委託料、こ

れは16年まで15万円で措置されていたわけですけれども、これの扱いというのは、農協青

年の今海外研修ということで助成をされていました。17年度、昨年からこの予算が打ち切

りとなったわけですけれども、その部分に対しまして、杉江議員からも一般質問でありま

した海外研修等に助成の考えはないのかということもお聞きしたと思いますけれども、そ

れも含めて今農業行政、農業情勢というのですか、非常に厳しい時代も含め、今ＷＴＯの

問題、上限関税の問題、それから品目横断の問題等も含めまして、本当に農業行政が厳し

い中、これから次代を担う地域の若者、今の青年部含めて、これから担う子供たちに何と

か研修の場を含めて、町としての考え方で助成はできないのか、その分を含めてお聞きし

たいわけですけれども、先般の一般質問の中では研修は自分の金で行くのが本来の姿だよ

と、理事者側からそういう話をされたわけですけれども、それとこれとはちょっと違うの

ではないかなというふうに自分は考えているわけです。これは、後の農業問題とも深くか

かわってきますので、本当に次代を担う、新規就農者とはまた別な角度で、やっぱり潜在

的に自分で農業をしようとして志を持って我が町の振興にということで尽力を……。これ

から本当に少ない中でいろいろな問題を抱えているわけですけれども、やっぱり品目横断

というのはヨーロッパ型の農業をということで今姿があるわけですので、そういう先進地

を視察しながら本当に自分の将来をどういうふうに考えていこうかというのは、これから

の担う若者に対してもそういう措置ができればなと思っております。そういう中で、いろ

いろお聞きしていますと、これだけ手出し多くなるし、経営とはまた別に、青年の方は経
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営に携わってもいるのですけれども、それがなかなか経営的な中身から金を引き出して研

修に行くというより、自分の小遣いの中で何とか研修をしたいなという部分もありますの

で、それを含めて、何とかこれを復活という形の中でできないのかなという考えもしてい

ます。ほかの町村を見ますと、次代を担う子供たちに何とか研修をさせようということで、

１人ということでなく、２人、３人という、ほかの町村ではそういう形で研修に送り込ん

でいます。それは、帰ってきて本当に自分の財産にもなるだろうし、今後の浦幌町の振興

にも役立つのではないかなと思いますので、その辺を含めて町長のお考えを聞かせていた

だきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 前段の部分ですけれども、ぜひ地域の理解を得て、上浦幌支所の関係につい

て協議をさせていただきたいなと思っております。以前からそのような考えを私も持って

おりまして、何人かと話をしてきた経緯があります。しかし、今の上浦幌支所のあるとこ

ろの関係もあります。その費用負担の割合の関係があります。そういうこともあって、あ

そこを団地センターからもし移動したときに、町の負担は全くなくなるのかどうかという

こともあります。それらも検討しながら、なかなか農協に話ができなくて、また地域とも

十分な協議をできないでいるということでございます。できることなら、今岡田議員がお

っしゃったように合理的な運営ができるのであればという思いは強く持っているというこ

とで、今後ともご協力をいただきたいなと思っておりますし、今後ともその方向が実現で

きるかどうか検討していきたいなと、このように考えております。 

 それから、研修の関係ですけれども、これも私の考え方の中でお話しさせて、前段の一

般質問でお答えしたとおり、現状の浦幌町の財政の中では助成はしていけないと、このよ

うに考えております。もちろんその意欲のある方、ぜひ海外研修していただきたいなと思

っておりますし、視野も広げていただきたいなと思っております。しかし、残念ながら今

の浦幌町の状況の中ではそれはできないというふうに考えております。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 上支所の問題は、今住民から非常に心配されている向きもあります。今現状

では災害等の危機管理がなかなか思うようにいっていないなという話もありますし、先ほ

ど町長は前向きに検討していただけるというお話もいただきましたので、積極的にこのこ

とは進めていただきたいなと。それも経費節減含めて効率的なことでないかなというよう

な感じをしております。 

 そして、後段の、一回だめだと言ったものはなかなか復活するのは大変なのかなと思う

のですが、やはり農業振興というのはもう少し真剣になって考えていただきたいなと思う

のですが、何といいましても新規就農者を育てるより後継者を育てた方が町のためにとい

うか、これからの農業のためにもなるだろうし、そういう部分含めて、ほんのわずかな助

成だと思います。15万措置をすれというわけではないですけれども、やはり行くとなると

自分の小遣いで20万、30万というのが出せるのか出せないのか。それで、本当にやる気の
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ある人間の芽を摘んでいいのかなという不安な部分も正直言ってあります。そういう部分

含めて農業振興に、町長になられたときの部分を含めて振り返っていただいて、その辺を

しっかり今後の方向性としてきちっと持っていただきたいなと思いますが、もう一度その

辺ご確認をさせていただきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 以前は、商工会も行きました。漁業者も行きました。農業者も行きました。

いろんな関係の人たちが海外研修しているのです。婦人の方も行っております。それらも

私はつぶさに見ておりますし、私の友人も行ってきております。そういう関係と、これか

らの研修とは別のものだというふうには考えておりますけれども、何回も申し上げている

ように、今の浦幌町の財政の中では無理だというふうに私は判断をしております。まちづ

くりは人材、人づくりだということも十分承知しておりますし、人材というのは一番大切

だという思いもしております。また、中学校の海外研修につきましても、海外の治安の関

係もありまして、やめましたけれども、やはりそれらも含めて人材の育成というのは非常

に大切なことだと思っておりますけれども、今の浦幌町の財政状況ではできないというふ

うに判断しております。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 今の町長のお答えにもう一つ私の方からちょっとお尋ねしたいのであります

けれども、職員の方のことなのですけれども、もうこのごろやられていないのかなと思う

のですけれども、よく出向とかいう形の中で職員の若い方がほかの地区、ほかの行政と、

そういった中に出向して勉強されていたというお話をよく聞くのですけれども、そのこと

がこのごろなされていないということがありまして、先ほど町長の言われました人材の育

成ということにおきましては、農家、そういうところは一切かかわらず、やはり職員の中

にも僕はあった方がいいのではないのかなというふうにも思いますので、言葉をやわらか

くすれば今後はどうなのかなということをちょっとお聞きしたいなと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 それぞれ短期研修とか、いろんな形での研修はしているのですけれども、長

期的に、例えば町村会とか、また道とかの研修に出すとか、それから３カ月とか６カ月、

１年とあるそうですけれども、自治大学への研修というのがあります。私も幕別町の自治

大学の研修生と東京で会って、岡田町長も一緒ですけれども、お話をさせていただいたこ

とがあるのですけれども、私もうらやましいなと思いました。浦幌町も余裕があれば、や

はりそういうところに出して研修するのが本当なのだろうなと思っております。当初、私

も就任当時、そのようなことを話したと思っております。しかし、今の状況の中で、この

10年間で職員が31人減っております。そしてまた、介護保険等、事務はふえているという

形の中で、我が町の職員の中に余裕がないというのが現状であります。そういう中では、

なかなか難しい、当面の間は難しい問題だなと、このように考えております。ただ、短期

研修については今もやっておりますけれども、これからも続けていきたいと思っておりま
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す。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 先日の一般質問の関係でも杉江議員の方から言われた中で、町長、私は今そ

れぞれの１次産業から５次産業に至るまでの青年層とは言いません。しかしながら、町長

に仕える職員間の中では、確かに長期は無理にしても、やっぱり大事なことは職員を育て

る気持ちを持っているかと。この中で、確かに財政は厳しい。しかしながら、各町長部局、

そして教育長部局の中でこれだけは受けさせておかなければならないという。そういう中

には、財政が厳しくても、やはり職員に研修を受けさせなければならない、これが信念だ

と思います。そんな中で、町長、間違った判断しないでください。絶対各課において、こ

の関係については係長あるいは補佐、あるいは若い職員、それに受けさせなければならな

いというときには出してください。これは、これからの浦幌町につながる問題です。この

意味は、ただ単に財政が厳しいから、それはできませんよということでは、これは話にな

りません。その辺どう思っているか、ちょっと答えていただきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 短期研修という形でお話ししているとおり、やるべき研修は私はやっている

というふうに考えております。後段で課長から説明させていただきたいなと思います。 

 ただ、この自治大学への長期研修というのは、私がなる前も含めてですけれども、相当

の期間、今ないのが現実であります。私も余裕があれば、そのときうらやましいと思った

ほどですから、何とか出したいという思いもありますけれども、その分ほかの職員への負

担にもなるということにもなります。また、きっとたくさんの方が行きたいでしょう、長

期で研修したいでしょう。そういうことも踏まえた中で、今当面の間はちょっと無理でな

いかなと、そういうふうに考えているところであります。短期研修については、課長より

説明いたします。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 職員研修の関係でございますけれども、これらについては今後人が減っ

ていく中で専門的な知識もつけなければならないということもありまして、計画的に職員

を派遣しております。内容につきましては、まず基礎の法務研修関係、これらについては

大体全道単位で３日から５日間にわたって行われております。これらについても職員を派

遣しておりますし、あと指導能力、管理職になるための能力指導ですね、これらについて

も職員も派遣しております。それから、もう一つ、職員を管理する能力の関係も必要です。

これらについても計画的に研修に出しております。また、政策の関係では、要するに法令

のつくり方だとか、あるいは税務の関係だとか、そういうものにもそれぞれ研修に出して

おりますし、今年の予算についてもこれらもきちんと計上しまして、職員研修については

滞りなくやっていこうというふうに考えております。 

 また、新採用の職員あるいは２年目、３年目の職員もございますから、それらの職員に

ついても毎年採用年度、初年度、３年目、５年目というふうに該当する職員はそれぞれ初
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級、それから中級、それから十勝管内の法務研修、それから新規採用の基礎研修、それら

については３日から５日間の予定で出しております。それらで、昨年の実績でいいますと

延べ56日間、21名の方に参加させております。今後こういうことがさらに必要になってく

ると思いますし、以前のように１年とか２年単位で道の職員との交流というのはほかの町

村も実施できないような状況になってきております。私どもについては、こういう短期研

修の数を積み重ねて、一人でも多くの方が受講できるような体制を組んでおりますので、

ご理解を願いたいと思います。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 今課長の方から逐次お話がありましたように、短期研修の関係含めて、長期

に２カ月あるいは半年、１年をその研修に当てるということではございません。最低限の

関係は、やはりそれぞれの浦幌町を担っていくといいますか、町民のための役場ですから、

そういう研修の対応の必要のときにはどんどん出してやってほしいと思います。そんな関

係とあわせて、確かに財政は厳しいです。しかしながら、先ほど言われたように、例えば

第１次産業から第５次産業にかかわる中でどうしてもこれは対応してやらなければならな

いときには、十分協議してください。町長、例えば自費でという答弁したことございます

けれども、そうではなく、全額はできないけれども、例えば３分の１は何とかこの対応し

てあげたりとか、そういう気持ちもやっぱりソフト面を持ってあげて対応していただける

ような、そういうことがなければ、すべて財政が厳しいから全部だめだよということでは

なく、それぞれの青年層あるいは婦人層も含めてそういうものに光をちょっと当ててやる

というような、そういうようないつもの浦幌町であってほしいと思います。以上、その辺

だけ、どのような気持ちでいるか、もう一度再度伺いたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 繰り返しになるわけですけれども、現状の中では研修というのは、そういう

質問されているような研修については控えていかなければならないだろうなと思っており

ます。議員の方々もその辺は自覚されていて、議員の方も本当は必要な研修まで今の時期

ということで配慮をいただいているということも私は十分承知しております。そういう中

で、その他の委員会等の研修についても、一般の委員会とか審議会とかいろいろあるわけ

ですが、そういう研修についても非常に配慮いただいていると。区長会については、昔は

２泊とかあったそうでございますけれども、今は日帰りということで、主に町内の関係を

見ているという、それから青年は17年度はくりりんセンターでしたけれども、そういう関

係あるところとかを非常に効率的に費用を詰めて見ているというのが現実であります。そ

ういうことを考えながら、ひとつご理解をいただきたいなと思います。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑なしと認めます。 

 ほかに質疑がないようですので、諸費までの質疑を打ち切らさせていただきます。 
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 次に、２款６項監査委員費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 ２項徴税費、１目税務総務費、本年度予算額2,920万2,000円、この目に

つきましては固定資産評価審査委員会の運営に係る経費及び税務業務に携わる職員の人件

費等の管理費に係る経費でございます。減額の主なものといたしましては、人件費で1,889

万9,000円の減の内容でございます。１節報酬については、一般会計予算説明資料14ページ

をご参照願います。 

 ２目賦課徴収費、本年度予算額643万2,000円、この目につきましては町税の賦課徴収業

務に係る事務的経費等でございます。減額の主なものといたしましては、13節委託料で本

年度固定資産評価替えに伴う路線価付設事業が平成17年度で終了したことにより312万

3,000円減の内容でございます。13節委託料については、一般会計予算説明資料14ページを

ご参照願います。 

 ３項１目戸籍住民登録費、本年度予算額2,198万3,000円、この目につきましては戸籍住

民登録等の窓口業務に係る経費でございます。増額の主なものといたしましては、人件費

で292万1,000円の増、14節使用料及び賃借料でコピーとファクスの機能をあわせ持つ戸籍

専用複合機をこちら本所の窓口用に５年リースにより導入する経費41万円増の内容です。

なお、14節使用料及び賃借料については、一般会計予算説明資料14ページをご参照願いま

す。 

〇山田総務課長 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費909万8,000円、この科目につきまし

ては選挙管理委員会事務局並びに選挙管理委員４名に係る費用を計上した科目であります。

報酬については、報酬等の改定で２分の１の減額になっております。 

 次に、農業委員会選挙費、これについては廃目でございます。 

〇佐藤まちづくり政策課長 次に、43ページ、２款総務費、５項統計調査費、１目統計調

査総務費、本年度予算額1,454万5,000円です。この科目は、統計調査の推進にかかわる科

目でございます。 

 次に、44ページ、２目指定統計調査費、本年度予算額47万円、この科目の主な減額は、

昨年の国勢調査費の511万円です。本年度の主な指定統計は、事業所、企業統計調査、10

月１日基準日です。それから、12月31日基準日の工業統計調査、それから５月１日の教育

統計調査の３調査です。主な内容については、以上でございます。 

〇門馬議会事務局長 ６項１目監査委員費、本年度予算額224万5,000円、この科目は監査

事務に要する経費を計上しております。主な減額につきましては、委員報酬の減額による

ものです。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 住民登録の関係でちょっとお聞きをしたいのですけれども、今住民票の発行
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等は上支所もしくは役場の事務所というのですか、住民課へ来て発行をお願いするという

ような形になっているわけですけれども、一部厚内地区からの話の中で、年寄りの方も含

めて住民票を厚内の公民館等でお願いをして、そしてまた公民館に届けてもらってでも、

本当に足の便の悪い年寄りの方等もおられるという話を聞いていますので、そういう話が

ありました。それで、何とか厚内、支所はないわけで、厚内の方にもそういう住民サービ

スの部分を含めて住民票の発行を公民館を通じてできないのかなという話ありましたので、

その辺できるのかできないのか、ちょっとお聞きをしたいと思います。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 その点につきましては、今こういう時代でございます。個人情報という

問題もございますので、職員がいるというところを基本には考えております。今厚内公民

館のことを申し上げれば、常時いるという状況ではないというところもありまして、その

辺についてはちょっと、はっきりできますということは今の段階では申し上げられません。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 今きっと公民館長さんがこちらから週２回ですか、行っておられますよね。

それで、個人情報を含めて、やはり職員の方がお持ちをして住民にサービスをするという。

受け付けは公民館なりインターネットでも何でもできるわけですから、それを含めてイン

ターネットでできる方法もあるのかなと思いますし、今結構住民票を郵便局でという話も

ありますし、その辺を含めて、職員の方が届けることだってできると思うのです。そんな、

数多いわけではないので、住民サービスで、ある町村ではそういうサービスをしていると

いうところもありますので、それを含めて検討していただきたいなと思います。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 今職員が週２回通っているという中で、事前に交付の要請を受け付けて、

そして受け付けた中で持参するというふうなサービスもということでございますが、その

点については今後の中で検討させていただきたいと思います。ただ、何分にも職員同士で

すから、そういう部分で個人情報の扱いについては同じ意識を持っているというふうには

思っておりますが、その点だけは十分気をつけながら、今後検討させていただきたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願いします。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

ます。 

 次に、３款１項社会福祉費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、本年度予算額

２億9,502万2,000円、この目につきましては社会福祉全般に係る経費及び各種団体に係る

補助金、社会福祉施設支援費並びに障害者居宅生活支援費及び国保会計繰出金に係る経費
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でございます。主な増につきましては、保健衛生総務費より28節国保会計繰出金5,236万

6,000円の組みかえでございます。ほかの増につきましては、障害者自立支援に係る経費で

ございます。１節の報酬、それから12節の通信費、それから13節の委託料の障害者認定区

分調査委託料、それから19節の負担金、補助及び交付金についての２行目の障害者認定審

査会共同設置負担金については、それぞれ新規でございます。 

 また、ここで障害者自立支援法にかかわる組み替え予算について説明資料で説明させて

いただきます。説明資料15ページでございます。本年より障害者自立支援法が施行に当た

り、障害者支援費制度から次のように移行することとなりますので、ご説明申し上げます。

まず、15ページの下から１行目の障害者居宅生活支援費につきましては、同ページ、下か

ら６行目、介護サービス給付並びに同ページ、上から１行目、地域活動センター事業給付

費負担金、14ページ、下から１行目、地域生活支援給付費負担金の一部へ移行しておりま

す。また、同15ページ、下から２行目、知的障害者援護医療費並びに下から７行目、更生

医療給付事業につきましては、同ページ、下から４行目、自立支援医療給付費へ、さらに

15ページ、下から３行目、社会福祉施設支援費につきましては、同ページ、下から５行目、

訓練等サービス給付費へおおむね移行し、同ページ、下から６行目、介護サービス給付費

の一部、また14ページ、下から１行目、地域生活支援給付費負担金の一部へ移行しており

ます。以上、各事業につきましては、３月から９月の７カ月間を従来の支援費制度、10月

以降５カ月を新法による給付見込みとして計上しております。 

 なお、下から４行目の自立支援医療給付費の更生医療給付費21名、精神障害者通院公費

60件につきましては、自立支援法の絡みで４月１日からスタートしております。 

 また、下から２行目の知的障害者援護医療費につきましては、６月で廃目になる予定に

なっております。 

 また、予算書の45ページでございますが、委託料で障害者自立支援の支払いシステム開

発委託というのが今後出てくる予定になっています。これらについて、当初額が確定して

おりません。およそ300万前後というふうに予想しておりますが、これらについては６月で

補正をさせていただきます。 

 以上でございます。 

〇亀山町民課長 ２目国民年金事務費、本年度予算額13万5,000円、この目につきましては

国民年金事務及び啓発活動に係る経費でございます。 

〇上村保健福祉課長 ３目厚生委員費、本年度予算額294万円、民生児童委員24名に係る経

費でございます。減額については、委員報酬の改正によります。また、13節の委託料につ

きましては、社会調査委託料ということで、１人５万8,400円、道から委託料ということで

支出されておりますので、そのままトンネルで委託料ということで民生委員に社会調査委

託料で支出をさせていただきます。 

 ４目青少年健全育成費30万3,000円、青少年問題協議会11名、少年補導委員会等14名、青

少年健全育成事業に係る経費でございます。減は、委員報酬の改定によるものでございま
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す。 

 次のページ、48ページをごらんください。５目社会福祉施設費、本年度予算額210万4,000

円、浜厚内生活館及びウタリ相談員に係る経費でございます。減につきましては、吉野、

厚内の生活館の廃止に伴うものと、上浦幌生活館については３月いっぱいへき地保育所と

して運用しますが、新年度から休止ということで、現在地区に今後の上浦幌生活館のあり

方については協議させていただいております。 

〇亀山町民課長 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費、本年度予算額2,549万

1,000円、この目につきましては重度心身障害者51名、障害老人99名、ひとり親家庭等の親

49名、子供76人の医療費の助成に要する経費でございます。20節扶助費については、一般

会計予算説明資料16ページをご参照願います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇水沢議長 説明が終わりました。 

 質疑ありませんか。 

 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 ほかの関係でも質問の機会はあるかと思うのですが、とりあえずここでさせ

ていただこうかと思います。 

 ４月から要介護者の一般車両の有料サービスが非合法だよということでの対応でありま

すが、当然担当者はご承知のとおり、特区申請などによっての対応はされているのだろう

と思います。ただ、利用者の方はどうなるのだろうなと、利用者負担がふえるのだろうか

という心配をしながらいると思うのです。10月には道路交通法上の改正があって、何らか

の対応ができるのだと思いますが、その間の対応についてどういうふうな措置をされてい

るか、また帯広市あるいは都市部においては輸送業者、ハイヤー業界等の配慮から特区申

請をしないで10月まで待つとか、そういういろんなニュースが出ております。この辺の対

応についてご説明をいただきたいなと思います。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ただいま杉江議員より質問がございました関係について説明をさせ

ていただきます。 

 ご存じのとおり、ＮＰＯ等が行う福祉有償運送の関係でございますが、私ども福祉車両、

社会福祉協議会、それから幸寿会、それからＮＰＯ等でそれぞれ保有している台数がござ

います。３法人で福祉車両については９台保有しております。また、今回国においてセダ

ン特区と、福祉車両以外の車をセダン特区ということで国に申請して、特区申請をしてお

ります。その車が12台、計21台所有して、福祉運送をさせていただきます。これらについ

ては、私どもいち早く特区申請をして、現在サービスが行われているものが４月以降、こ

の運送、輸送ができなくなることを避けるために、そういう福祉有償運送運営協議会の中

でそれぞれ許可要件等を満たしているかどうか含めて判断をさせていただいているところ

でございます。それらについては、従前どおり外出支援事業ということで、私どもがそれ
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ぞれ幸寿会、社会福祉協議会に委託をして行っております。この料金につきましては、町

内の外出支援事業については自己負担が80円でございます。町外につきましては500円とい

うことで、これも私ども協議会の中で協議をして、今までどおり運送できるような体制に

なっております。それには、先ほど杉江議員がおっしゃったとおり、地元のタクシー業者、

それから民間バスでございます十勝バスの方々も有償運送協議会の一員になり、ご理解を

いただき、スタートとなっております。そういったことで、それらのことについてはケア

マネを通じて料金、それから利用の形態については十分今後とも説明して運行してまいり

たいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 本町においては、いち早くこのことについて対応されたということで、まず

安心をするところですけれども、この辺のことについて住民、利用者の方は非常に多いわ

けですから、そのことも周知徹底の方法をとっていただきたいなと思います。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 その辺、十分わかりましたので、広報等も通じながら、それらの利

用形態について再度啓蒙させていただきたいというふうに思っております。 

〇水沢議長 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、社会福祉費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、２項児童福祉費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、本年度予算額2,000万9,000

円、保育園、幼稚園等の入園や保育料の納付事務に係る経費でございます。及び８節の出

産祝金の経費でございます。主な減については、人件費の減でございます。 

〇亀山町民課長 ２目児童措置費、本年度予算額2,048万円、この目につきましては児童手

当の支給に要する経費でございます。なお、平成18年４月から支給対象を現行小学校３年

生修了前の児童から小学校修了前の児童までに拡大が図られることになっておりますが、

予算編成時においては詳細について通知がなかったことから、第２回町議会定例会におい

て追加の補正予算を提出いたしたく存じておりますので、よろしくお願いいたします。20

節扶助費については、一般会計予算説明資料16ページをご参照願います。 

〇上村保健福祉課長 ３目認可保育園運営費、予算額7,650万7,000円、しらかば保育園50

名の児童及び保育士、調理等に係る経費でございます。及び一時保育運営に係る経費でご

ざいます。減の主な項目については、賃金及び13節の委託料、管外入所保育委託料でござ

います。昨年は２名でございましたが、本年は１名ということで予算を計上しております。 

 次に、４目へき地保育所運営費、予算額3,000万7,000円、上浦幌ひまわり保育園16人の

児童、３名の保育士のその他保育園運営に係る経費でございます。1,626万の増は、へき地
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保育所は２名体制でございましたが、上浦幌ひまわり保育園については３名体制で専任の

園長を置きたいというふうに考えております。また、増については、予算説明資料のとお

り工事費320万でございます。 

 次に、５目児童館運営費、予算額30万6,000円、常室児童館の管理に係る経費でございま

す。21万4,000円の減につきましては、管理業務委託については、今まで管理人を置いてお

りましたが、新年度より行政区が無料で管理して行うということになりましたので、その

分の管理業務委託料が減りました。 

 ６目児童デイサービスセンター運営費1,735万1,000円の予算額でございますが、これは

児童が言葉や心身の発達遅滞により療育を要するための経費で、児童６名、小学生３名、

中学生１名、計10名を予定しております。増は、人件費の増でございます。 

 次のページ、54ページをお開きください。７目学童保育所費268万6,000円の予算額でご

ざいますが、放課後児童の対策として小学生の児童を対象に学童保育所、定員30名の開設

に要する経費でございます。なお、４月より規則改正によりまして学童保育所の休所日の

変更、12月29日から１月６日までの休所でございましたが、12月30日から１月５日までの

２日間の短縮、それから保育時間の変更、午後１時30分から５時30分でございましたが、

午後１時30分から午後５時50分、20分間の延長、それから長期休暇等の期間の預け入れ時

間の変更、午前９時から午後５時を午前８時30分から午後５時30分で前後それぞれ30分の

延長をして行いたいと思っております。 

 ８目子育て支援センター費1,396万5,000円の予算額でございます。この目については、

親子の遊びを通して子育て家庭の育児の不安や悩みの解消を図るべく子育て支援センター

運営に係る経費でございます。 

 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。 

 質疑を許します。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、児童福祉費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、３項老人福祉費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費１億9,486万円の予算額でござ

います。この目につきましては、高齢者福祉、高齢者福祉サービス及び介護保険特別会計

繰出金に係る経費でございます。なお、介護予防事業、転倒予防教室、介護用品給付事業

につきましては、特別会計介護保険事業会計へ組みかえをさせていただきます。また、介

護貸付金については、説明資料のとおりでございます。 

〇亀山町民課長 ２目老人医療対策費、本年度予算額7,609万1,000円、この目につきまし

ては北海道老人医療給付事業対象者57名の医療費の助成に要する経費及び老人保健特別会

計に対する繰り出しに要する経費でございます。増額の主なものといたしましては、28節
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繰出金は老人保健特別会計に対する一般会計からの繰出金でございますが、538万1,000円

増の内容です。詳細につきましては、老人保健特別会計でご説明申し上げます。20節扶助

費については、一般会計予算説明資料18ページをご参照願います。 

〇上村保健福祉課長 ３目老人福祉施設費8,120万1,000円の予算額でございます。この目

につきましては、老人福祉施設、老人ホーム33名、浦幌28名、ほか５名に係る経費及び入

所判定会議に係る経費でございます。 

 次のページ、58ページをごらんください。４目老人ホーム費１億4,738万9,000円の予算

額でございます。この目につきましては、老人ホーム入居者50名の管理運営に係る経費で

ございます。なお、賃金で見ていました夜警、清掃業務につきましては、管理委託料とし

て組みかえをしておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇松田施設課長 ５目町民バス管理費349万8,000円、この目は町民バスの年間の維持管理

費であります。借上料は、昨年の実績より前年比20万円減の180万円となっております。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。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、老人福祉費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、４款１項保健衛生費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費１億8,398万9,000

円の予算額でございます。この目につきましては、各種検診委託料及び簡易水道特別会計

の繰出金等の経費でございます。減につきましては、国保事業特別会計へ繰り出しの部分

については社会福祉総務費で組んでおります。また、簡易水道特別会計の繰出金の減でご

ざいます。 

 ２目予防費、本年度予算額546万4,000円、この目につきましては生活習慣病、それから

結核検診、予防接種、保健予防に係る経費でございます。 

 以上でございます。 

〇亀山町民課長 ３目環境衛生費、本年度予算額2,530万7,000円、この目につきましては、

葬祭場ほか環境衛生業務一般に要する経費でございます。28節繰出金は、個別排水処理特

別会計に対する一般会計からの繰出金でございます。減額の主なものといたしましては、

７節賃金で嘱託職員賃金が296万4,000円減額になっております。なお、新規の事業といた

しまして、昨年までは本町所属の駆除業務としてハチ駆除を町職員が町民からの依頼があ

れば直接業務に携わっておりましたが、一番要請があるスズメバチ等の駆除は業務に大変

生命の危険が伴うことから、十勝管内の町村でも職員が直接駆除に当たるということがほ

とんどなく、ハチ駆除専門業者に住民本人が依頼し、駆除しているということが実情であ

ります。町民の方々には、新年度より町内外の駆除業者を紹介することといたしまして、

職員は直接業務に携わらないことといたします。町民は、業者に対して必要な経費を支払
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ってハチの駆除を行ってもらうことになります。ただし、生活保護世帯や高齢者世帯につ

いては、要綱を作成し、その経費を町が支出することとして賃金で29万4,000円計上させて

いただいております。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金については、一般会計予

算説明資料19ページをご参照願います。 

 ４目墓地墓園費、本年度予算額77万5,000円、この目につきましては町営の墓地及び墓園

の維持管理に要する経費でございます。 

〇上村保健福祉課長 ５目医療対策費、予算額１億2,942万6,000円、患者輸送業務及び町

立診療所特別会計繰出金等、医療に係る経費でございます。増については、特別会計繰出

金でございます。なお、次のページ、64ページの21節貸付金につきましては、医療技術者

等養成資金の貸付金１件ございますので、新規に貸し付けをしたいというふうに思ってい

ます。 

 以上です。 

〇亀山町民課長 ６目乳幼児医療対策費、本年度予算額802万2,000円、この目につきまし

ては乳幼児311名の医療費助成に係る経費でございます。20節扶助費については、一般会計

予算説明資料19ページをご参照願います。 

 ７目公衆浴場管理費、本年度予算額1,066万円、この目につきましては公衆浴場健康湯の

管理運営に要する経費でございます。減額の主なものといたしまして、13節委託料の保守

業務委託料でろ過材交換業務委託料は減額となっております。13節委託料については、一

般会計予算説明資料19ページをご参照願います。 

〇上村保健福祉課長 ８目保健福祉センター管理費、予算額1,315万7,000円、保健福祉セ

ンターの維持管理に要する経費でございます。増については、燃料費の増が主でございま

す。 

 公害対策費については、廃目とさせていただきます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 14番、島田議員。 

〇島田議員 どこで質問したらいいか、ちょっと幅広いのですが、一つは今年度途中まで

ですか、理学療法士、いわゆる職員定数内で職員として配置されて、その方も個人的な評

価は別にしても、理学療法士として本当に多くの方から評価を受けて、しかも浦幌町の保

健予防関係で大きな役割を果たしていたと思うのです。それで、一つには、理学療法士が

かかわった実績等について担当課長の方から説明いただけますか。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 理学療法士の実績でございますが、本町の事業ということで、転倒

予防教室、理学療法士が来たことによって新たに昨年させていただきました。今年も引き

続き17年、それから18年については理学療法士がいない中でも実施をしてまいりたいとい

うふうに考えております。また、転倒予防教室並びに機能訓練教室、それらについて担当
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をしております。また、理学療法士の一番の特権なのですが、訪問療養という形で20件ぐ

らい持っていました。それで、帯広の病院に入院されていて早期に退院をせざるを得ない

方について、療養について訪問によって回復の手助けをしていたと。これについては、病

院に置いている理学療法士でございませんので、無償で保健師活動の一環というような位

置づけになろうと思いますが、無償でやっていたということで、実績としてはそういう中

でやっておりました。また、内部では保健師と連携の中、また社会福祉法人はまなす園、

社会福祉協議会、それから老人ホーム、ＮＰＯと、それぞれの施設の介護者の講習会等に

も出かけて指導をしていた中身でございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 それで、今課長の方から実績等も含めて説明あったのですが、本当に貴重な、

貴重なといいますか、これから保健予防医療において、やはり理学療法士の役割というの

は非常に大きいものがあるというふうに思うのですが、都合あってかどうかわかりません

が、その方がやめられた後、補充されないと。しかし、引き続きその方がやられていた中

身については、これは当然重要視されなければならないのですが、町長、定数との関係で

といいますか、理学療法士を置くことについての考え方について伺いたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 私に聞かれたので、私が答えなければならないということになると思うので

すけれども、やめられたときも内部でいろいろ検討させていただきました。現場からは、

やはりその重要性を持って新規に採用という声もございました。そんな中で、では今やっ

ている事業をどういう形で継続できるかということも含めて考えたときに、他の医療機関

からといいますか、外部から来ていただいて指導いただくという形で進めましょうという

ことで、今進めているところでございます。 

 それから、これは浦幌町が先進的な取り組みをやったということになるのだと思います

けれども、他の町村は新規に採用したところもありますけれども、おおよその町村におい

ては理学療法士を余り抱えているところが少ないというのも現実であります。そんな中を

考えながら、今職員定数が非常に減少している中でどのように補っていくかということを

検討した結果、外部からの応援をいただくという形で今までの事業を続けようということ

でございますので、ひとつご理解をいただきたいなと思います。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 重要性については町長も理解されているようなのですが、ネックはやっぱり

定数とのかかわりかと思うのです。残念ながら、ほかと比較して悪いのですが、ほかとい

うか、他の部門なのですけれども、やはり病院等もそうなのですけれども、職員待遇でな

いと応募といいますか、町で来てくれる人も多分来ないと思うのです。そうしたことから

考えたら、職員定数で考えなければならないということになるのですが、町長は常々とに

かく人件費も減らしたい、減らさなければ運営していけないというところにあるものです
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から、事の重要性は理解しているとは言うのだけれども、住民サービスからすると、これ

はよその町から必要の都度来てもらうのも方法ですけれども、地元にいることで、先ほど

実績あったような20名でしたか、そういう方々が理学療法士に見てもらうということがで

きるかと思うのです。そういう意味では、今後いろんな法律改正の中で自立支援法等も、

中身は非常に悪いものですけれども、そうした中でも町としてそういう理学療法士の資格

の持った人を配置しながら、より高度のサービスを提供できる。そうしたことが必要だと

思うのです。その点については、再度伺いますけれども、理学療法士を置くという考えは

お持ちでないかどうか伺っておきます。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 何とか外部からの応援をいただきながら住民サービスを行っていきたいなと、

このように考えております。やめられときにも検討したのは、新たに採用するとすれば、

町が町職員として採用するのか、診療所職員として採用するのかと。どういう形でその町

の事業と診療業務との中でかかわっていくのかということも考えながら検討したことがご

ざいます。それらを考えながら、何とかこの時期、外部からの応援をいただきながら、そ

の住民サービスに努めていきたいなと、このように考えておりますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 これは、医療対策費、患者輸送バスについてお聞きしたいと思います。昨年

は、この委託料が700万、今年度は50万減の650万、これ50万減っていますけれども、便数

は週２回と、そういうように出ていますけれども、昨年と中身が変わっているのか。また、

50万減った根拠、それをお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 医療対策費の64ページの13節委託料でございますが、昨年は700万、

本年は650万と、ご質問のとおり50万減っております。17年度の実績、入札金額が577万800

円ということでございます。新年度になりまして燃料費も高騰しておりますが、この650

万の積算については陸運に届けておりますそれぞれの単価、そして私どもが週に２回行っ

ていただくための距離数、そういうものを含めて650万という金額を出させていただいたと

ころでございますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 課長の言われるとおりだと思います。しかし、燃料がめちゃくちゃ上がって

いると。そういう中で、よく地元でこういう話あるのです。患者輸送バスがいっぱいにな

っていないと。そこで、一般の人方が、特に高齢者からの要望ですけれども、何とかこれ

に乗れないだろうかと。ただし、料金を出すと。ありがたい話で、そういう話なのです。

ですから、700万から650万、50万減と。今課長の言われたとおりだと思いますけれども、

そこで結構、私は厚内という地域柄、高齢者が非常に多いと。元気なのです。病院に行く
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まででもないと。ただし、運転する場合、38号線、俗に言う棺おけ国道を走らないとなら

ないと。何とかそういうことを町長にお願いしてみてくれと、こういう話も実は出ている

わけなのです。ですから、皆さんは大した体悪くないのですけれども、病院バスに乗って、

そしていろいろ用事を足して買い物をすると。きちっとした時間帯にあるらしいのです。

それで、利用している人も当然おりますし、これが堂々と乗れる方法がないだろうかと、

それが今質問している内容なのですけれども、これ中身は変わりますけれども、その辺、

町長どうでしょうか。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 私の方でわかる範囲でご説明させていただきます。 

 患者輸送業務というのは、一つのきちっとした届け出をしまして、あくまでも医療機関、

それから薬局、判こをもらって乗っています。今言われたようなバスであると、陸運の方

へ届け出しまして、コミュニティバスというような形の形態をとって、一部スクールバス

については一般の方も乗れるように許可をいただいて、100円でしたか、もらって運送して

います。確かに今差間議員が言われたとおり、スクールバスは朝が早い、それから夜が遅

いと。患者輸送というのは、ちょうど時間帯が、多分厚内は９時過ぎに出発して、帰りが

２時過ぎだと思います。時間については定かでございませんが、患者さんによってはすご

く利用しやすいということでございます。そういった形で、料金を取るということであれ

ば、改めてコミュニティバス的な要素の中で陸運の許可をとっていかなければならないの

でないかという考え方でおりますので、その辺ご理解をいただきたいと思います。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 ぜひそういうような方向をやっていただきたいと。特に今国のとっている、

いわゆる規制緩和、先ほど杉江さんも質問しておりますけれども、この特区について、非

常に皆さん関心は持っているのですけれども、浦幌町は浦幌町福祉有償運送特区と、これ

は当然町内を対象にしているのか、またこの台数についても一応12台を予定していると。

これは、大いに厚内あたりはそういう車来てもらうことによってかなり安く来れるのでな

いかなと思いますけれども、しかしながらせっかくバスが来ているのですから、規制緩和

という本当にいい時代ですから、ぜひこれに対応して、患者輸送バスについても有償であ

ろうと無償であろうと、何とかこの特区申請でこれが実現するのであれば、できればこの

範囲内で、当然利用したいと思うのはやっぱり地域の人方でないかと思います。福祉有償

運送特区、これは音更と浦幌、同時に申請していますから、ぜひそういう方向づけも考え

てほしい。その点どうでしょうか。当然特区ですから、対象になれば患者輸送、障害者輸

送、これについても安く、厚内は対象外ということにならないでしょうから、やはりそう

いうのがあるとすれば、ぜひ患者輸送バスを利用させていただくことが経費節減、そして

町には料金入ると、そういうことも考えられますので、もう少し地域に要望をきちっと聞

いて、そして判断していただきたい、このように思います。いかがでしょうか。 

〇水沢議長 暫時休憩いたします。 
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午後 ２時４２分  休憩 

午後 ２時４３分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 福祉有償運送の特区というのはセダン型で、普通の乗用で外出支援

をできるわけですが、これはあくまでも介護保険の認定を受けた方、それから障害者に限

ります。患者輸送バスについては、一般の方で、健康を害して通院等、また薬等をもらい

に来る方が一般的に乗る患者輸送バスでございます。それで、ただいまの質問なのですが、

一般の方も買い物に来たりするときに高齢者対策としてできないかということでございま

す。それについても、先ほどご答弁いたしましたとおり、料金を取って、その患者輸送バ

スに乗るということにはならないと、今の段階ではならないということで、コミュニティ

バスという許可をとればまた別ですが、今のところそういう考えはございません。スクー

ルバスについては、一部許可をいただいて100円で乗っている。患者輸送につきましては、

あくまでも病院等に来るということで、病院の判こ、それから薬剤師さんの判こ、その後

時間があいて買い物したりする場合はいいのですけれども、あくまでも買い物目的に市街

地に来るための患者輸送というのは限定されておりますので、その辺のものについては現

在のところ考えておりませんので、よろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 私は、そういう方向に努力してほしいのです。やれとは言っていないです。

やってほしいという一つの要望です。ですから、今課長言われた特区、これはよく理解し

ています。ですから、そこで言っているのは、行政に金入るのですから、町長は金ない、

金ないと言っているのですから、多少なりともそういうことで協力できる方法がないだろ

うかと。その辺、いわゆる先ほど言いましたように、行政改革の中ですごく範囲が広いの

です。今課長言われたコミュニティバスも当然その中に入るでしょうし、これから高齢者

がどんどん、どんどんふえてきますので、私の知っているところでは、厚内では子供はこ

の何年か一人も生まれていないのです。皆さん、だんだん年は間違いなくとっていくけれ

ども、そういうことを将来的にやはり考えるべきでないかと、それを言っているのです。

ですから、特区、これは介護認定を受けた人でなければ使えないというのもわかっていま

す。しかし、それをある程度拡大していくことが将来につながるのでないかなと。ですか

ら、本来は50万の下がった原因を聞きたかったのです。やはり請負業者がもうぎりぎりで、

恐らく燃料も上がっている中で何で減ったのだと。これは、スクールバスのときにもう一

回確認したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。今言ったこと、ひとつ

前向きでよろしくお願いしたいと思います。 
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〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 私どももどのような方法があるのかということは研究してみる必要があると、

このように考えております。ただ、課長が答えましたように、現行の法の中ではそういう

制約がありますということでございます。しかし、住民が利用できるという利便性という

ものを考えた中で何らかの方法があるのかないのかということは研究してみたいなと、こ

のように考えております。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 61ページ、保健衛生費の中の19節負担金、補助及び交付金の特定不妊治療費

補助金５万円、昨年度の実績、わかりましたらお聞きしたいと思いますので、お願いいた

します。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 16年度から補正で事業を開始しましたが、16年度については１件ご

ざいました。17年度については、２件分、10万とっていますが、申請がなかったというこ

とで、新年度については１件分のみ計上させていただいております。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 18年度より道の方の補助金が継続して５年間補助するというふうに決定され

ました。それで、ぜひ我が町にも一人でも子供さんが生まれるように、継続して５年間の

補助金を出していただけるように、本当にこの不妊治療費というのは何百万もかかるよう

でございますので、その辺を手厚く補助金を出していただきたいと思っていますが、その

件についてはいかがでしょうか。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 今ご質問ありましたように、私の方からも説明させていただきます

が、特定不妊治療助成については、道の事業、それに町村が上乗せている事業でございま

す。道の方で18年度より今道議会の方で５年間の特定不妊治療の継続、延長したというこ

とを受けまして、うちの方の特定不妊治療助成についても新年度から道と準じて改めてい

きたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 それと、64ページの貸付金84万の件なのですけれども、これ貸付金というこ

とで単年度だけのものなのでしょうか。そして、この医療技術者というのはどのような内

容の方がどのようなところに行かれるのでしょうか、お伺いします。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 貸付制度でございますが、月７万で12カ月で84万出ています。これ

については、大学、それからその後の２年間の部分で６年間ということで考えております。

今回申請ございましたのは、対象については医者、歯医者、それから保健師等でございま
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す。そういった中で、今回申請がある予定になっているのは、北大の方の歯学部に受かっ

た方がおりまして、その方が申し込みをしたいということでお話をいただいております。

この後、予算通ってから新年度で手続をとって貸し出しをしたいというふうに思っていま

す。そういった形で貸し付けている制度でございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 歯医者さんとお聞きしまして、浦幌町にも歯医者さんがある程度いますので、

今町内の回覧にも回っていますように、お医者さんの養成をできるような優秀な方を今後

も浦幌町にできてくれればなというふうに思っています。いつも思うのですが、回覧を見

て、準職で町立診療所の方に採用していても、なかなか補充されないということで、ここ

で貸付金という制度を見たものですから、お伺いしましたが、ぜひとも浦幌町にもすばら

しい看護師やお医者さんが来るような状態になればといつも願っております。特別浦幌町

が住みづらいというわけでもないのでしょうが、とにかく人口の流出が多いということで

非常に懸念されるわけですが、何とか魅力ある町にしたいということで、福祉の方に町長

も力を入れていると思いますので、これからも福祉の関係の方の予算はお金がかかります

けれども、ぜひともよろしく算出の方、考慮していただ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 今の福原議員の関連なのですけれども、私も以前そのようなことをちょっと

お伺いしたことがあったのですけれども、今まで何人かの方が受けておられて、去年なく

なったから、いなくなったのだなというふうに私は思ったのです。そしてまた、復活され

たので、今福原議員の言われたことはもっともなのだろうなと思う。今まで何人かの方が

受けられておるのですけれども、その後の結果についてはどうなったかなと。前に１回、

それらしいことをお伺いしたのですけれども、それからまたその後さらに研さんを積まれ

て、後は浦幌の医療業務に当たっていただけるのだなというふうに私は思っているのです

けれども、その辺いかがでしょうか。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ただいまの医療技術者就学資金の貸し付けに係る、今貸し付けが終

わって償還者の状況ということでございますが、現在医師２名、それから歯科医師２名、

それぞれ４名の方に貸し付けをしております。今１名の方が償還時期を迎えておりまして、

歳入の方で予算を見ております。いずれにしても、私ども貸し付けが目的でございません。

地元でそれぞれ医療業務に従事していただくという目的のもとでこの貸付制度をやってお

ります。ただいま申し上げたとおり、お医者さんもおりますので、それらも含めて、今地

元の方に来ていただけるかどうかというものを折衝しながら、また１名の方については昨

年、当分は行けないので、とりあえず貸付金については全額返還しておくということでご

ざいます。それが機会がございまして、こちらの方に来ていただければ、その償還金につ

いては、また逆に猶予という形でお返しするような形になります。あくまでも医療業務に
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優秀な技術者を私どもの方へ来ていただくという制度でございます。償還については、こ

ういう状況になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 ちょっと耳痛いものだから、聞き逃したことやら何やらあるのだけれども、

ちょっと確認の意味で聞かせていただきたい。 

 今差間議員の方から医療対策費の中の13節委託料の患者輸送の業務委託の関係ですけれ

ども、これは前年度700万予算見まして、その後随契か入札かわかりませんけれども、予算

やった後でやっていると思うのです。それで、実際の委託料が18年度650万で見たというこ

とは、入札結果、随契結果の金額が幾らだったのか確認をさせていただきたいのと、それ

と今年度650万で見ているのは、入札はこれから行われるのか、入札するか随契するか知り

ませんけれども、それはこれからやられる予定になっているのか。この650万というのは、

前年の実績を踏まえた中の数字なのか、ちょっとその辺聞かせていただきたいなというふ

うに思います。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ただいまの田村議員さんのご質問に説明させていただきます。 

 先ほど17年での実績、入札金額577万800円です。当初予算700万です。百数十万について

は、今議会の３月で補正減を執行残でさせていただいております。それも含めながら、650

万という予算を立てたのは、577万の入札でございましたので、燃料費のアップも当然見て

おります。ただ、そもそも単価というのがあります。バスの運送の単価がございます。そ

れらについては、私どもは福祉の患者輸送バスという中で、バスの回送の料金、届け出の

金額、中型のバスの金額、それからそれに対するキロ当たりの金額ございます。それと、

キロ数、それに日数を掛けて一応650万あれば十分入札できるという単価を出させていただ

きました。 

 それから、入札については、３月の補正の中で債務負担行為というものをいただきまし

て、３月に入札行為をし、４月１日から走っていただくと、こういうような、スクールバ

スと同じような形態になっています。入札については、債務負担行為をとらせていただき

ましたので、３月下旬に執行してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 またちょっと確認をさせてもらいたいのですけれども、今課長の方から入札

でというような話がありましたけれども、今これから行われるであろうと思われる入札な

のですけれども、随契というのは今までは、これは毎年切りかえで入札をやっているのか、

それとも随契というのは一点もないのかというその辺、スクールバスも含めた中でいかが

なのでしょう。 

〇水沢議長 助役。 
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〇安藤助役 この患者輸送バスにつきましては、浦幌にもう一社できた時点で入札行為で

やっております。そのほか、スクールバスについても入札ということでやっております。

以前地元に１社しかなかったときには、帯広の業者も入れて見積もり合わせをし、そして

最低者に決定しております。それで、その後その業者と随契を何年間かしたと思われます。

15年のときからは、地元にその業者がもう一社出てまいりましたときから入札行為という

ことでやっております。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 何も知らなくて、本当に恥ずかしい話で申しわけないのですけれども、実際

的にそういうような入札行為でそれぞれやられているというようなことなのだけれども、

直接今の患者輸送バスには関連があるかないかはわからないのですけれども、私どもも浦

幌にラポロ交通という会社ができまして、これはまして役場の職員さんが途中で退職され

まして、それを起こしたということで、側面から大変ご援助してあげなければいけないし、

頑張ってもらわなければいけないなというような経過でしたけれども、実際的に不幸にし

て、何か私も詳しいことはわかりませんけれども、昨年の暮れあたり、陸運の方から車両

使用停止も含んでやめられたというような話もちらほらと聞いているわけで、まことに残

念だったなというような思いがするわけですけれども、そんな中でもこういう事態が、行

政が携わってやっておられる業者、まして地元の業者ですから、盛り上げてやらなければ

いけないという考え方はおのずと出てくるのが人情論だと思いますけれども、そんな中で

ああいうようなことになったということは、これは行政側として仕事を上げた方も大変だ

し、もらって受けて投げてくれた方も大変な思いで、心痛の思いでやられて、見えなくな

られたのだろうと思うのだけれども、そういうことを踏まえると、今後ますますこういう

多様化する時代の中で地元の業者がいないとかいるとか、地方の業者が入るとか入らない

とかというようなことになれば、すべてが子供のスクールバスにしても、患者輸送バスに

されても、大事な命を預かる業務を任すということになれば、おのずと経営上の中で安全

管理者がいるのかいないのかとか、いろいろな問題が出てくるのかなというふうに思われ

るのだけれども、入札でやるということだから、恐らく町内、町外問わずそういうような

問題もお考えになられているのかなというふうに思われるのですけれども、そんな中で恐

らくやこういう事態も起き、それからこういう結果の中では理事者側もお願いのしてあっ

た仕事の部分を、その始末をどうにか対応しながら大変苦慮されて対応したのだろうと思

いますけれども、そんな中で安易にそれぞれ入札に参加する、しないという問題よりも、

先にどういう規則のもとで、その入札に参加できるかという規定も恐らく、もちろんのこ

と行政ですから、きめ細かくその入札基準値というのは持っているのだろうと思うのです

が、その入札基準値というものは、我々議員にその資料を提出するというか、見せていた

だくことはできないのか。まさか行政がそんなずさんにそういう基準をなくして入札をば

らばらやっているなんていうことはないのだろうけれども、それぞれのものが基準という

ものを設けた中できちっとやっておられるのだと思うけれども、その点、基準例みたいの
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がもしあるのであれば、私どもにちょっと目を通させていただけないかなというような感

じもするのですけれども、いや、だめなら結構なのですけれども、そういう中で基準をき

ちっとしなければ、ああいう問題が出てくるとか、そういうようなこともございますので、

そんなことをもし差し支えなかったら、議長の方から基準の資料を見せていただくような

ことができないかなと思ってお願いするのですけれども、できなかったらよろしいのです

けれども、議長の方にお願いを申し上げながら、考え方をお聞かせいただきたいなという

ふうに思います。 

〇水沢議長 暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時０５分  休憩 

午後 ３時３０分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 ただいまの田村議員の審査の基準等の関係でございますが、本町におい

ては建設工事請負者選定及び指名基準に関する規定というものを設けております。これに

よって、それぞれ指名委員会等々の定めがございます。最初に、３条には請負業者の選定

というものがありまして、その後に工事の入札参加資格申請書、この入札資格の参加の申

請書ということについては、この申請書が提出された場合に建設工事等の入札参加資格審

査の申請書というのが別にございます。それに基づいてチェック項目がありまして、工事

の履歴であるとか、技術者の名簿だとか登記簿謄本、それから経営事項の審査事項、それ

から工事の経歴書、代表者の身元証明、それから納税証明等をつけて提出していただくよ

うになっております。それに基づいて受けたものについて、この規定に基づいて業者を選

定することになっております。 

 それで、次のページの第７条でございます。第７条では、資格審査委員会というのを設

けております。これについては、委員長は助役がなりまして、資格審査の委員については

職責で総務課長、まちづくり政策課長、町民課長、産業課長、施設課長の委員をもって構

成しております。それらに基づいて、資格審査委員会を開きまして指名するような形にな

っております。 

 また、10条では資格者の名簿ということで、ここに記載しております。 

 これらに基づいて、次の第１表の６条関係では、競争入札参加資格審査基準というのを

設けております。 

 ３枚目になります。これに基づいて、いろいろ審査をする形になっております。 
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 それで、その後ろの方のページにそれぞれ等級等も定めております。これについては、

土木建設関係の基準でありまして、物品、それから委託等についてはこういう規定につい

てはございません。 

 それで、先ほど質問の、例えば運送関係、委託関係については、指名願が出てきた段階

で、物品等の関係については、まず一つ目として代表者の身元証明書、これを添付したも

のを受け付けると。それと、もう一つは、商業登記簿謄本、要するに法人の場合について

は法人登記、個人の場合については個人の身分証明をつけていただくと。それと、代表者

の身元証明、それと営業証明、どういう事業ができるかという営業証明をつけていただき

ます。それと、もう一つは、従業員の名簿をつけてもらいます。それとあと、資本金の関

係ももちろん出していただきます。それと、損益計算書、要するに前１年間の損益計算書、

収支決算書をつけていただくようになっております。それから、各種の認可等に関する証

書をコピーしてつけていただくようになっております。また、工場内部の見取り図あるい

は機械器具の一覧表等を出してもらいます。これらがそろっていれば、物品指名願、要す

るに委託であろうと物品であろうと、そういうものがそろっていた段階で町が受け付ける

と。これらが一つでも漏れていたり、あるいは納税証明で未納があった場合については不

備ですよということで、それは受け付けられませんということでお返しします。これらの

条件が合っていれば、指名願を町の方で受理すると。その後、審査委員会の中で審査をし

て、入札に参加できる方を決めるというような段取りになっておりますので、よろしくお

願いします。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 資料を見せていただきまして、この件につきましては私ども知らなかったも

のですから、本当に冒頭から申し上げますように、地元で奮起されまして、そしてそうい

う会社を設立し、そして結果的にこういうような結果になったということは、大変本当に

心痛む思いでいたわけですけれども、そんな中で地元で奮起された業者がああいうような

事態になったばかりに、私としても軽はずみな発言をしたというような感じで思ってござ

います。それも大変残念だったばかりに、個人名のラポロ交通の名前を出し、車両使用停

止もあったなんていうような発言をしたことにつきましては、そういう関係でなく、それ

はうわさで聞いた話を表現したばかりに、そういうような経過でなかったということで、

大変失礼な質疑を申し上げたなというふうにも思ってございますけれども、今後そういう

入札におかれましても、地元の業者だからとか、地方の業者だからといって、私情を挟む

ようなことなく、こういう基準の中でやっぱりきちっとしたことをしなければいけないの

かなというふうに私どもも側で見ていて思ったものですから、そういうような発言になっ

たことをおわび申し上げたいなと思いますけれども、心配の余り、また心痛さの余りにそ

ういうようなことを言ったのですけれども、この選定については、入札制度については土

建業界も土木工事や何かと同じような基準の中でやられているというのを初めて知ったも

のですから、車両関係では委託業務についてはまた別な感覚の中で資料があられるのかな
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というふうな考えもあったのですけれども、こういう昔からのきちっとした基準の中で運

用して入札制度を実施しているということで安心をしたわけですけれども、この基準に従

いまして、どうか、前例のそういう事態がないような中での入札制度を実施して、随契で

もやっていただきたいものだなというふうに思ってございますけれども、特に入札につい

ては、くどいようですけれども、以後我々が見た段階で、これは不都合な部分があるよと

いうことのないように、本当に十二分に精査をして、入札、随契にしても執行していって

いただきたいなという切なるお願いを申し上げたいなというふうに思ってございますし、

その点について審査委員会の長であります助役の方からその辺の心構えをちょっと聞かせ

ていただけたらありがたいなというふうに思います。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 この運送業の委託業務に当たりまして、指名委員会等で今年度、18年度の委

託業務、今患者輸送、それからスクールバスに対しましては、指名委員会の中で議論して

決定しております。そういうことで、今後また業者に指名通知、それから現場説明等もご

ざいます。厳正な中で入札執行に当た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 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、保健衛生費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、２項清掃費の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 ２項清掃費、１目塵芥処理費、本年度予算額8,134万3,000円、この目に

つきましてはごみ処理に係る収集、運搬から処理に要する経費でございます。増額の主な

ものといたしましては、11節需用費の燃料費は塵芥収集車１台増加及び単価アップにより

119万6,000円の増でございます。13節委託料の資源回収委託料は、委託業者の担当する収

集区域の拡大により60万4,000円の増、新規の業務委託といたしまして、野犬等火葬処理業

務委託料16万3,000円は、野犬掃討や犬、猫、シカが町道において交通事故で死亡した場合、

動物霊園業者に火葬を委託する経費でございます。19節負担金、補助及び交付金で十勝環

境複合事務組合負担金は、平成18年４月からくりりんセンターへ一般家庭ごみの搬入開始

に伴い1,924万5,000円増となる内容でございます。減額の主なものといたしまして、13節

委託料の管理業務委託料は511万6,000円減の内容でございます。13節委託料、19節負担金、

補助及び交付金については、一般会計予算説明資料19ページをご参照願います。 

 ２目し尿処理費、本年度予算額606万5,000円、この目につきましてはし尿処理に係る十

勝環境複合事務組合に対する負担金に要する経費でございます。19節負担金、補助及び交

付金の十勝環境複合事務組合負担金は、合併浄化槽の普及によりし尿搬入処理量の減少が

見込まれることから、140万6,000円の減額でございます。19節負担金、補助及び交付金に

ついては、一般会計予算説明資料19ページをご参照願います。 
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 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。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、清掃費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、５款労働費の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 ５款労働費、１項１目労働諸費、本年度予算額44万2,000円、この科目に

つきましては労働対策、それから職業病対策等に係る予算計上をしております。減の主な

ものは、負担金でございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 14番、島田議員。 

〇島田議員 季節労働者の件で１点、これは強く要請したいと思いますが、季節労働者の

冬期援護制度が時限立法で年々制度改悪されてきています。一つには、年齢制限と、それ

から特に女性の方が切られていくという点と、それから冬期講習も日数が12日間でしたか。

以前から比べますと、日数も相当削られて、それだけ賃金という形ではないのですが、こ

れも下がっていると。そうした中で、浦幌でも連合が主催で冬期講習をやっているのです

けれども、一つには冬期講習を受けている方がそうした制約の中で減ってきていることも

ありまして、講師料、自分たちで今まで負担してきているのですけれども、人数割にする

とだんだんと労賃に食い込んでくることになって負担が大きいのです。それで、たしか今

年度、もう終わったのですが、町の方に直接要請があったかどうかわかりませんけれども、

町の職員の方に無報酬で講師に当たってもらいたいということでお願いをして、４人だか

４日だか来ていただいているのです。私強く要請したいというのは、これは浦幌の季節労

働者の冬期の関係でいうと、仕事がなくて、いわゆる制度が唯一の命綱とも言われるぐら

いなくてはならないことから、毎年毎年私たちも運動を起こしながら、町長や議長からも

政府に対して要請する一筆をいただいて届けてはきているのですが、そうした観点に立っ

て、町としても季節労働者への支援といいますか、直接お金を出すということでなくても、

やりくりをして、そうした講師の派遣ということを町として全面的にバックアップしてい

ただけないものなのかなというふうに思うのですが、考え方も含めて答弁願いたいと思い

ます。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 季節労働者、これはずっと昔から時限立法でやってきたわけですけれど

も、島田議員もご存じのように、昔はたくさんお金がもらえて、講師も専門的な人を呼べ

るような状況でしたが、今の状況では、今おっしゃっていましたように、何ぼかでも講師

の先生方を呼ぶにも金がないというような状況が出てきております。そういう中で、最近

は職員もできるだけ季節労働者の講習に当たって、専門的なこともありますけれども、職
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員で対応できる分についてはできるだけ協力をしていくような方向で進めていっておりま

すし、今後についても技術的なこと、それからそういう労働者に必要な最低限の科目に該

当するようなことが町職員でできる範囲では何とか対応していきたいというふうにも思い

ます。 

 ただ、ご存じのように職員数も減っておりますので、その辺も十分、10人全部要請とか、

10日間だったら10日間全部要請というのはちょっと無理があるかもしれませんけれども、

できる範囲の中で協力していきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いした

いと思います。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 ぜひ支援として、町として取り組んでいただきたいと思いますが、何せ１日

４時間の講習時間になったものですから、多分町として講師派遣するにしても、なかなか

４時間はきついかと思うのです。それで、例えば２時間で、１日２人派遣してもらうとか

工夫しながら、できるだけというよりも、もう少し突っ込んで、計画的に支援策をとられ

るよう強く要請しておきたいというふうに思います。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、労働費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、６款１項農業費の説明を求めます。 

 農業委員会事務局長。 

〇前田農業委員会事務局長 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、本年度

予算3,110万6,000円、この目につきましては農業委員会経費に係る費用でございます。１

節報酬につきましては、農業委員15人分の報酬でございます。旅費につきましては、特別

旅費、これにつきましては農業委員の視察研修という旅費でございます。主な増減につき

ましては、賃金と旅費でございます。 

 以上です。 

〇中川産業課長 ２目農業総務費、本年度予算額4,814万8,000円、この科目につきまして

は農業に係る人件費並びに各関係機関への負担金の予算を計上しております。増の主なも

のは、人件費の増でございます。 

 ３目農業振興費、本年度予算額4,929万7,000円、この科目につきましては、農業振興に

係る予算を計上しております。１節の報酬、それから13節の委託料、それから19節の負担

金、補助及び交付金については、説明資料のとおりでございます。それから、増の主なも

のにつきましては、需用費の光熱水費、これは農業拠点施設の電気料、水道料の増でござ

います。そのほか、農業生産総合対策事業補助、それから中山間地域等直接支払交付金等

がふえております。そのほかに、減の主なものとしては、耕畜連携補助が完了したという

ことで1,800万ほど減になっております。それから、19節の負担金、補助及び交付金の農業

生産総合対策事業補助金2,319万5,000円、これにつきましては国の補助３分の１でござい
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まして、飼料収穫機械の設置５台分2,319万5,000円がございます。そのほかは、先ほど説

明しましたように中山間が新しく設けられたということでふえております。 

〇河村上浦幌支所長 ４目農業団地センター管理費、本年度予算額579万2,000円、増の主

なものは燃料費の単価増によるものです。既にご承知のように、当該管理費の７割につい

ては農協に負担をしていただいております。 

 以上です。 

〇中川産業課長 ５目畜産振興費2,570万4,000円、これにつきましては畜産振興に係るも

のでございます。減の主なものは、資源リサイクル、それから畜産担い手育成総合整備事

業の委託料が減になっております。それから、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金

等については、説明資料のとおりでございます。それから、23節の償還金利子及び割引料

についても説明資料のとおりでございます。それから、負担金、補助及び交付金の中で主

に減になったのは、和牛産地化推進事業補助金が100万円、それから酪農振興会が22万円、

それから馬産振興会が５万円、それぞれ今年度はカットをさせていただきました。その分、

町の家畜伝染病自衛防疫推進協議会の方へふやして計上しております。 

 次に、６目土地改良費、本年度予算額9,846万6,000円、これにつきましては土地基盤整

備事業及び促進に係る予算を計上しております。19節の負担金、補助及び交付金につきま

しては、説明資料20ページの中で町単事業の明渠排水溝掘削事業補助金、それから小規模

暗渠排水事業補助金として計上しております。それから、主な減のものといたしましては、

農林漁業資金負担金が前年4,123万8,000円に対しまして、今年度は2,428万2,000円という

ことで資金の切りかえによってこれだけ減になったと。それから、国営農地開発事業負担

金、前年度は7,871万円に対しまして、今年度は6,200万円ということで、事業の減による

負担金の減でございます。 

〇松田施設課長 ７目飲料営農用水対策費、本年度41万9,000円、この目は営農用水水源改

修に対する補助の内容で、本年度は１戸の予定をしております。 

〇中川産業課長 ８目道営土地改良事業費、これは道営土地改良に係る予算を計上してお

ります。本年度予算額2,925万6,000円でございます。減の主なものは、栄穂地区、それか

ら美園１、２地区の担い手育成型の畑総事業が完了したことによる負担金の減でございま

す。負担金等につきましては、説明資料のとおりでございます。それから、新規事業とい

たしまして貴老路地区担い手支援型畑地帯総合整備事業工事負担金、それから中浦幌地区

担い手支援型畑地帯総合整備事業計画樹立負担金が増となっております。 

〇松田施設課長 ９目地籍調査費、本年度予算2,607万2,000円、この目は昨年厚内地区を

終了し、進捗率は44％となりましたけれども、本年度より新規に上厚内地区7.11平方キロ

メートルについて実施する内容でございます。 

 以上でございます。 

〇前田農業委員会事務局長 10目基盤整備促進事業費、この目につきましては静内地区交

換分合事業に係る事業でございます。本年度予算627万1,000円、１節報酬につきましては
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７名の委員報酬でございます。13節委託料については、交換分合事業による境界測量の経

費でございます。今年度、最終年度となりまして、18年の完成の予定でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 ４番、差間議員。 

〇差間議員 また地籍調査のことについて質問したいと思います。課長、これについて、

まだ判をついていないという人いるわけなのです。それは、課長ご存じだと思います。測

量のやり方というのは、プロがやっていますから、どうのこうの言いませんけれども、境

界のくいを折った場合、隣の地主と隣の地主がわからないまま、一方がそれを抜いて投げ

てしまったと。そういうことが、いわゆる今現在判ついていない人が非常に憤慨している

と。係長から聞いていると思います。これ何軒かありますよね。それで、どうしますか。

絶対もう認めないと。この地籍調査の資料によりますと、地区の担当した役員がそれぞれ

相談して、円満に解決をすると、こういうことを皆さん知っているのです、その当事者は。

それについても、役場の地籍調査した結果のその人がそれきり来ないと、そういうふうに

言っているわけなのです。ですから、当然この結果、閲覧行為も当然終わって法務局に行

ってしまうと。それが登記の資料となって、本人はこう言うのです。私はいいけれども、

子供の代になったら、またこれ問題が出てくると。そういうふうに聞いていると思います

けれども、私はやはりお互いが納得して、中間点をきちっと見出せるものかどうか。これ

から今度、厚内の浜地区を今年やると思うのですけれども、かなり古い、そういう時代の

測量、実際にこれ原図を私見ましたけれども、全然、はっきり言えばちゃらんぽらんです。

お互いにとんでもないところにうち建てていますし、またずれが非常にあると。今まで以

上にこの地籍調査、係の人は苦労しますよと。ですから、こういう場合、やっぱり課長が

出ていって、きちっと話をしなかったら、恐らく調整はつかないです、浜の場合も。です

から、極端な話、境界を隣の人が測量の結果、建っている、現在使っているうちの前まで

いっている人いるのです。そうしたら、その人はうちの境界はここですと。そうしたら、

その建っているうちの中間まで伸びて、いまだにそのままになっているのです。そうした

ら、間口６間あったものが、現在はもう２間か３間しかないと。その人は、最終的に測量

の結果、頭にきてまちの方に出てきたのです。それは、そのまま残っています。ですから、

今この浜の方を地籍調査した場合、市街地区のような簡単なものでないですよと。これ係

長もその当時、私もいろいろなアドバイスはしたのですけれども、これは大変な問題生じ

てくると。ですから、調査する場合、余りこんなこと言いたくないですけれども、現在使

っている人に合わせるのが一番ベターでないかと。これは、測量ですから、何だかんだ測

量するということなく、そういう問題点が出てくると。どうしますか、課長、これについ

てそうなった場合。今からきちっと係の人を派遣して、測量する前に予防線を張らないと、

そういう問題、間違いなく出てくると。ですから、現在使っている人は現在自分の土地だ

という方法論がとれなかったら、今言った問題が間違いなく出てくる。どうですか、課長、

こういう場合。 



 

 61 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 何点か質問事項ありましたのですけれども、地籍調査をやる前における

測量方法としては、地上測量ということで、現地の三角点もしくは号線の基準の位置から

ぼってきて、そしてテープとかトランシットとかで測量しながら現地にくいを入れて境界

を決めた。それは、過去の測量の方法です。だから、人間がやることですので、必ずしも

100％同じ点にくいがその位置にきちんと入るというのでなくて、何センチかは誤差があり

ます。それは、許容範囲がありまして、ある程度は許される範囲です。今回地籍調査とい

うことで、いわゆる人工衛星に基づくＧＰＳにのっとった測量方法ということで、座標計

算によるｘｙ軸に基づいた測量方法に基づいた科学的な方法によって測量をした中身での

測量値と、昔の測量をしたところに差が出てきているというような中身で、先ほど差間議

員が言いましたとおり、実際問題３軒ばかり、まだ判こをもらっていない人もいるのです

けれども、内々にそれぞれ接触しながら理解をもらうということでの話の前段、すぐもら

えるような方法のところまで、もう少しのところまで今のところはきております。そうい

う中身で、測量の関係で、先ほど浜厚内のことを言いましたけれども、今説明申し上げた

とおり18年度につきましては上厚内地区ということで、その二、三年後になると思うので

すけれども、浜厚内地区に入るということでございます。 

 確かに現地と合わないという中身において、現地主義に基づいた決定方法ということも

考えられますけれども、地番査定図という基礎の原図がありますので、それに基づいて現

地に測量くいを落とした中身で、現地の相違について、それぞれお互いに隣同士が話し合

っていただきながら、実はこういうふうに、一部こっち、おたくさんに入りますと、もし

くはその場合の解決としては買収もしくはその辺についての境界の中身について話し合い

し、圧縮できる部分、いわゆる公的な用地の号線とか河川敷地、町有地等で少し修正でき

るものがあるのであれば、その辺でしわ寄せをしながら、最終的には本人の理解を得なが

ら最終決定をしていただくというようなことでの調整が、その地籍業務についてはどうし

ても必要な状況であるということで、この地籍調査を今回やることによって、その境界が

はっきりすることによって、将来的な売買もしくは分割するにおいても測量費はかからな

いし、また法務局等には地籍調査済みということになれば、登記、所有権移転も簡単だし、

分筆やるにしても、わざわざ昔みたく三角点から引っ張らなくても、その近くの石から測

量で簡単にできるというメリットもありますので、その辺は今問題ある人については、根

気よくその旨を話し、理解してもらうようにお願いしておりますし、今後想定される浜厚

内についても、昔は昔で国有地を分割するに当たっては、隣同士、境界をどこにしたらい

いですかというような中身の立会のもと、線引きをして分筆したということで、それが今

後ＧＰＳによる地籍調査業務によってどういうようなずれが生じてくるかは、今後の測量

の結果によってまた変わるのですけれども、先ほど来申し上げたとおりの中身で、今の地

籍測量についてのいいというのを理解してもらうように最大限今後とも努力してまいりた

いと思います。 
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〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 何とかひとつ課長、頑張ってやってほしいと思います。浜地区の人、手ぐす

ね引いて待っているようですから、そういうことがありまして、やはり今課長言われるよ

うに、境界がはっきりするということは一番なのです。だけれども、当事者にしてみたら、

境界が自分の方に入ってきたら、これまたえらいことになりますから、とにかく２年後で

すから、事前にある程度、やはりそういう方法があればあるように、ひとつ円満解決する

ように頑張ってほしいと思います。 

 市街地区についても、今課長が言われるように、何軒かはあるでしょう。これは、課長

が出ていって話しすれば絶対話つきますから、係長が行ったら、うちの人も役場職員がみ

んな親戚関係ありまして、おれが行ってきて、随分文句言われているようですから、その

点十分注意して、やっぱり最終的判断は課長が出張っていって、私が責任持ってこうやり

ますということでなければ調整つかないですから、その点ひとつ頑張ってほしいと思いま

す。 

〇水沢議長 答弁求めますか。 

〇差間議員 ええ、答弁お願いします。張り切った答弁をお願いします。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 現在厚内地区について、担当係長は春以来ずっと担当しながら現地測量

して、地先の人とも話ししながらきているのですけれども、なかなか理解得られないとい

う中身の話は私聞いておりまして、その対応として段階的な解決方法ということで、今う

ちの補佐の方を通じて現在やっております。今後につきまして、余り時間ないのですけれ

ども、浜厚内の関係についても最大限努力するように、私も今月いっぱいで終わりますの

で、引き続きいきたいと思います。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 農業関係の予算の審議でありますから、このことはお話ししないではいれな

いと。先日の一般質問でも森議員から新しい農業政策に対する質問がありました。その中

で、環境保全型の事業について答弁あったわけですけれども、余り積極的な取り組む姿勢

の答弁ではなかったなと私は思っているのです。それで、このことについて既にご承知の

ように、モデル事業で十勝管内では鹿追町が18年に取り組みますけれども、実は各市町村

がそれぞれ順次取り組んで、浦幌だけできないと、そんなことにはならないと思うのです。 

 そこで、これは１月８日の新聞です。ちょっと聞いてください。ある国会議員がいろい

ろこのことについて骨を折っていた結果についての新聞報道であります。国、道、市町村

が支払う負担金の関係について、問題は道と市町村の財政負担の根拠の明確化だと。これ

を年度末の特別交付税ではなく、年度当初から計算できる普通交付税で措置すべきだと主

張してきたことが通ってよかったと。これは、はっきり新聞にこういうことが載っていま

す。ということで、積極的に事業を取り込むというような姿勢で、19年あるいは20年に向

けてということの姿勢はないのかということでお伺いしたいと思います。 
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〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 今の交付税の関係については、私どもの方へまだ正式な情報は入ってき

ておりませんが、交付税の関係についてはそういう措置がしていただけるのでしたら、積

極的に取り組む考えをやっぱり持たなければならないだろうなと。一般質問の中でもお答

えしましたけれども、全町やると2,000万かかりますよと。それが５年もやれば１憶になり

ますよということなのですけれども、総体的にやっぱり一般住民も含んだ中身での環境保

全ですから、全町が全部の地区でできるかどうかというのはわかりませんけれども、早い

時期に説明会、今月の末に一応説明会をやる予定にしております。そういう中で、農家の

皆さんの意向を聞いて、そして今はっきり19年から、20年から取り組むということは言え

ませんけれども、財政状況をかんがみながら積極的に取り組む方向で何とか進めていきた

いなというふうに理事者とも相談をしておりますので、その辺でご理解をいただきたいと

思います。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 このことについては、課長もご存じのとおり、先般下浦幌地区の農地防災事

業のネットワーク会議ありましたね。その席でも開発が説明している中で、非常にハード

ルは高いよと、中山間地事業と違ってハードルは高いのだよという説明をしております。

しかしながら、変な例えかもしれませんけれども、先般議決いたしました財務省の住宅、

補正予算2,800万議決いたしました。しかし、実際見積もりしてもらったら2,070万で引き

受けていたと。これは、積極的にやる姿勢があるかないかで、こういういい結果が生まれ

たと、私はそう思っているのです。ですから、この環境保全型の事業につきましても積極

的に取り組む姿勢を持って取り組めば解決の道はできるのだと。国もこのようなことでい

ろんなことを考えてくれているという善意の解釈で私は進んでいただきたいとお願いをし

たいわけですけれども、先ほどほぼ内容についての答弁ありましたので、答弁は必要とし

ないで、次の質問をさせていだきたいのですが、よろしいですか、議長。 

〇水沢議長 どうぞ。 

〇杉江議員 それでは、下浦幌地区の防災事業の関係なのですが、防災事業の関係という

よりも、その後の対応に対して、以前から何度か私も質問させてもらっております。この

防災事業から外れる地域の問題です。従来からほかの同僚議員もお話ししているように、

中浦幌地区の基盤整備については、ようやく調査費がついて仕事が進めれる見通しが立っ

たと。非常にうれしい話であります。これとあわせて、お願いをしておりまして、下浦幌

地区の防災事業から外れる地区の問題は、沖積土地帯、それから泥炭地帯はいろんな事情

で外れた地域がある。それから、それ以前のいろんな事業によって償却年限が来ていない

ので参加できなかった地域も当然今回の事業には外れている地区が一部あります。これら

の事業の取り組みについて、農地防災事業が最終の処理も含めて23年で完全に完了すると

思うのですが、現状暗渠は87％ぐらい、それから盛り土については89％ぐらい既に完了し

ているということで、２期工事に入っていると。本年度も36憶の１期、２期工事の予算を
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持って大々的にやってもらっているわけですが、この外れた地域の事業取り組みについて、

中浦幌地区も少なくとも22年には５年間だったら終わるような段取りになる。それから、

国営の防災事業も最終含めても23年には終わるだろうと。ぜひこの事業の後を追って事業

に取り組めるような方法で準備をしていただきたいなと。そういう中で、先ほど申し上げ

ました、この後必要だと思われる地域についての状況把握を既にできているのだろうかと

いうことでお聞きをしたいわけです。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 町長の方針の中でもうたっていますように、今の農業、財政が厳しい中

で土地基盤整備、土づくりをきちっとやっていきたいというふうに言っておりますので、

今杉江議員の方から言われましたように、何とか18年度から中浦幌については取り組むこ

とができるようになった。それと、あと残りの部分についても今思案中でございまして、

調査も今年度から何度かかかっていきたいというふうに思っていますし、それから上浦幌

につきましても今開発の方で自前でいろいろな調査をやっていただけるということで、特

に干ばつに対する上浦幌地区の対策について独自でやっていただけるという方向性も出て

きましたので、それは多分10年ぐらい先になるのではないかというふうに思いますけれど

も、浦幌町全体で今後一番大切な基盤整備について総体的に漏れたところも考えていきた

いというふうに思っていますので、ちょっと何年というのは今この場では言えませんけれ

ども、理事者とも協議をして進めておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 今申し上げました下浦幌地区の問題につきましては、かつては浦幌の１等地

と言われた沖積土地帯です。これが非常に大きな雨が降った、その後日照りが続いた、こ

のことによる収量の減少ということで、顕著な被害といいますか、そういう現象が見られ

ております。そういう中で、私も以前の質問の中で農水課長の答弁は、できればその事業

の取り組みがおくれたら、あるいはできなかったら、町の単独補助で暗渠をやってくれと

いうような答弁がありました。しかし、そんなことで対応できるような金額ではありませ

ん。農家自身も、それから町自身も負担できない規模だと思います。ぜひこのことを、い

つからとは言えないけれどもと言わないで、めどを立てて計画をつくっていってほしい。

先ほどやる気があれば道は開けると言ったばかりではないですか。そういうことで、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 今杉江議員の質問に対しまして、今年度から中浦幌地区の計画樹立というこ

とで、今のところは22年まで計画しております。そういうことで、その後にまた幾千世地

区が入ってきます。幾千世地区につきましては、23年までの予定でございます。今言われ

た国営事業も23年までということになっておりますので、今のところ23年か24年かという

形になろうかと思います。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
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〇杉江議員 大筋で私もそのぐらいのことだろうという解釈はしております。下浦幌地区

で農地の流動化に向けても、農地の移動の審議のときは事業が入っているか入っていない

か、対象になっているかどうか、必ずこれは調べます。そのぐらい重要な案件になってい

ます。ぜひよろしくお願いしたい。 

 終わります。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 何点か質問をしたいと思うのですが、農業委員会の方でお話をさせていただ

きたいと思います。今体験型の実習というのですか、何人か今実習をされて、１カ月間と

いうことと、それと畜産関係では１年間ということで体験実習をされている方がおられる

のですけれども、このことにつきましてある町でちょっとユニークだなといった体験型実

習というのが飛び込んできたわけですけれども、１年間通じてスポット的にというか、年

４回なら４回という形の中で、２週間ずつ区切って実習をしていくという方法をとってい

る町村があるわけです。それは、なぜかということは、播種時期、種まきから管理作業含

めて収穫まで一連の流れで体験をして実習をしていくという方式です。それで、女性の方

が非常に多いのですけれども、そういう体験を通じて農村の独身男性と結ばれたという、

本当に農業を理解していただいて、１カ月だったら期間的でその部分しかわからないのだ

けれども、それが区切って４回やることによって、春先の種まきから秋の収穫まで一連し

た流れがわかっていただいて、本当に理解をしていただいた。その結果、農村男性と結ば

れたという事例が、大変すばらしい事例だなと思うのですけれども、そういう事例があり

ます。そういうのも含めて体験型実習を今後どういうふうに進めていくのか。これは、非

常に大事なことですので、それも含めてお聞きをしたいなという感じをしています。 

 それと、今もう一点は、杉江議員から言われましたので、割愛をさせていただきたいな

と思うのですが、それと含めて非常に大きな問題なわけですけれども、今農業後継者、新

規就農者も含めて非常に少ないという状況にあります。私も一般質問で質問させていただ

いたわけですけれども、これはもうあと５年、６年後には非常に農業情勢、上限関税、Ｗ

ＴＯの問題もありますし、それに含みまして直接支払制度、これはＷＴＯの上限関税が引

き下げになりますと、今度直接支払制度の方にも大きく影響が出てくるのではないかなと

いう感じをしています。そういった中、今後継者が浦幌町で何人いますか。いろいろ考え

たときに、我々団塊世代、もうあと５年、６年で農業をやめなければならない。これは、

農業者年金のいろんな関係があるわけですけれども、そういった中で今国も進めているわ

けですけれども、農業生産法人の方へ移行していこうという一つの国の考え方があります。

これは、農地をどのように集約して後継者は食糧生産をしていくのかなということを考え

たときに、自然的に大規模化、恐らく100町経営だとか70町、80町、本当に100町経営とい

うのが出てくるのではないか。そうなった段階では、我々今、後継者を含めた人員では到

底できるわけでもないだろうし、それを含めて考えたときに、生産法人を立ち上げて、ほ

かからの構成員をもってそれをやっていかなければならないような状況になるのでないか
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なと思っております。 

 そうなった中、今農作物を付加価値をつけて送り出していくという方向性も非常に大き

く出てきていますし、今傾向的にはすごく日本農業の農作物が見直されてきているという

状況があります。今中国ですとかいろんな方から輸入野菜ですとか、含めて今輸入してい

るわけですけれども、それが大きく今変わろうとしています。というのは、冷食関係、加

工関係も含めて、今非常に国産品が見直されて、国内の加工業者が輸入物に頼らず、国産

品で賄うと。既に今年あたりから大きく変わってきているわけです。そういったことを含

めて、学校給食も含めて冷食関係、非常にこれからの方向性として明るい見通しがあるの

ではないかなという感じがしています。そういう中で、農業者、法人を立ち上げて、そう

いう冷食関係ですとか、いろいろな農業法人が企業を立ち上げたときに、恐らく資金関係

だとか、いろいろなことで金が必要ではないかなと思うのですが、今畜産振興費の中で農

業生産法人に対しての利子補給を町がやっています。今年も470万ほど利子補給をするわけ

ですけれども、今後もそういう企業を立ち上げた生産法人ですとか、いろいろな部分で今

後もそれを続けていく意思があるのかないのか。予算の関係、非常に厳しいから、またこ

れも切られそうな感じもしているわけですけれども、これを継続して続けていく意思があ

るのかないのか、これをちょっとお聞きしたいなというような、そんな感じをしています。 

 それも含めて、今回の農業予算、我々農業議員がいろいろ駆使した中で、畜産振興、農

業振興の中で各団体ですか、和牛組合ですとか馬産振興会にゼロの予算査定になりました。

その方々には本当に頭の下がる思いで理解をしていただいているわけですけれども、その

分基盤整備ということで予算をふやしていただいたことに対しまして、本当に理事者に厚

くお礼を申し上げたいなと思うのですけれども、その辺含めて考えを聞かせていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

〇水沢議長 農業委員会長。 

〇塚田農業委員会長 前段について答弁申し上げます。 

 先ほど人材銀行の関係を言われているのかなと思いますけれども、人材銀行の事務局を

農業委員会が預かっておりまして、体験型実習等についての事務をやっております。新規

就農に関しては、また別な形なのですけれども、我々は後継者対策の方で都会からの体験

型の実習生を受け入れる。それに対しての補助をすると、お世話をするというような形の

事務局でございます。今年度におきましては、引き合いはあったのですけれども、一件も

実現しなかったと。昨年度までは、結構引き合いもあるし、それなりに皆さんにお世話に

なりながら実習されたという実績はございます。皆様もご存じのように、新得のレディー

スファームスクールといいましょうか、あそこではかなり実績を上げておったのですけれ

ども、今年度についてはその引き合いというか、入学する人が余りいないということを新

聞報道で見ております。これもやはり時代の流れといいましょうか、仕事がそれなりに引

き合いがあるから、農業の方へは目を向けないのかなというようなことも書かれておりま

したけれども、浦幌に関してもそういう形。募集はいろんな形で、ホームページあるいは
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担い手センターの方にもお願いして募集はかけております。いずれにいたしましても、先

ほど岡田議員が言いましたように、体験型もまた形を変えて、できればそういうような、

先ほど提案あったような形も取り入れられるような形でまた検討していきたいと思います。

予算等につきましては、局長の方から申し上げます。 

〇水沢議長 農業委員会事務局長。 

〇前田農業委員会事務局長 人材銀行なのですが、17年度におきましては助成金として町

から45万円、それから農協から50万円という負担金をいただきながら実施をしております。

その中で、実習生の受け入れということなのですが、残念ながら17年度については問い合

わせは３件ばかりありましたが、実際にこちらに入って実習をするという形にはなりませ

んでした。一応担い手センター、それから道にこういう受け入れ先があるというような照

会をしてはみたのですが、最終的に浦幌町の人材銀行には入ってこられなかったという状

況になっております。16年度におきましては、３件実習生を受け入れしております。あと

過去何年間、何名かずつ受け入れしております。今会長も申しましたように、体験型実習

という形ではあると思いますけれども、通年型４回、２週間程度ずつ分けてという形には

現在なっておりません。今年度以降についても、人材銀行と、それから農協等の負担金に

ついてはかなり減額されているということから、実習を受けるにしても、長期の受け入れ

についてはかなり無理があるかなというように考えております。予算の範囲の中でできる

限りやる予定はしております。 

 以上です。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 ２点目の農業法人に対する利子補給の関係でございますが、現在は畜産

の法人に対する利子補給をやっているわけですが、これについても今の財政状況からいき

ますと、今後ずっと続けれるのかといったらちょっと難しい面もあるかなと、今の段階で

はそういうふうにお答えするしかないかなと。 

 あわせまして、先ほど岡田議員さんがおっしゃいましたように、これからいろんな食糧

基地の問題だとか加工、冷食の関係も出てくると思います。そういう出てきた段階で、再

度前向きに検討させていただくということでご理解を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 前段の体験実習の方はいろいろな形があると思いますので、一人でも体験し

やすいような形をとっていただきたいなという感じをしております。私の方もホームペー

ジで紹介していますので、ぜひ一人でも多く来られればいいなと思っております。 

 それと、後段の方の利子補給の関係、これは企業誘致の関係でも固定資産税を何年か減

免したという形もあります。これは、法律でそういうふうにしたわけですけれども、その

辺も含めて、もし施設、農業団体もこれからは施設を持ちながら、やはり模索をしていく

ことも出てくるのかなと思いますが、固定資産税の分も減免措置がとれるのかどうか、そ

の辺も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 畑作の生産法人の関係につきましては、今後固定資産税の、今畜産の方では

２分の１の助成をしているということでございますので、その辺についても今後出てきた

時点で検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 一般質問のときに絡めて、ちょっとお伺いしたいのですけれども、大変厳し

い財政の中でそれぞれの事業をやっていくということで、理事者も大変頭を痛めているの

かなというふうに思ってございますけれども、これは今までの経過の中で行政方針だとか、

それから理事者が訴える目標値等のことを上げると。この間なぜ上げないのだと町長にお

伺いしたところ、町長は基幹産業のことはもう重々皆さんがわかっているので、上げなく

てもいいだろうというふうに選択をしたような表現をされましたけれども、普通一般的に

我々がこうやって行政に携わりまして、言わないことをやった試しはまずない。言ったこ

とでさえやらないのに、言わないことをやった試しがないということで、基幹産業をそれ

で私はやっていきますよという理事者というのは初めて見たのですけれども、すばらしい

理事者だな、いい理事者にめぐり会えたなというふうに思ってございますけれども、その

辺の町長の再度意気込みというか、言わなくても私はやりますよという、その意気込みを

聞かせていただきたいなと。 

 それから、振興策というようなことで申し上げたのですけれども、その答弁はなかった

ように思うのですけれども、振興というのは勢いをつけ盛り上げるというように国語の辞

典に書いてあったわけですけれども、そんな中で振興策というのは、僕は財政が厳しいか

ら振興策ができないとか、財源がないから振興策ができないというのでは、これは本当に

夢も希望もない話になるのですけれども、町長は、それぞれ立派な課長さん方もいるので

すが、課長さん方も結構なのですけれども、ビジョンというのは金がなくてもできること、

例えば行政というのは僕はこう見ているのですけれども、農家でいうと農協は私どもは指

導者だと、組合員はその指導に従って一生懸命努力するのだというふうに感じております。

そんな中で、町と農協というのは、農協が現場で、町は、行政は指導者だと僕は思ってい

るのです。間違っていたらごめんなさい。これは見識の違いで、かなり狂いますから。僕

は、行政というのはそのかじ取りだと。だけれども、農協というのは行政のかじ取りに最

善の努力をするのだというふうに思ってございます。 

 そんな中で、財源がないから何もできないではどうしようもない。例えば今のこういう

時代に牛乳も余ってきた、畑作の方もどうなるかわからない。そうすると、今、日本、北

海道の中で言っているのは、もう肉牛だけは今の2.5倍にしなさいと。2.5倍にしなさいと

いうことは、北海道だけで2.5倍の肉牛をつくりなさいということを言っているのでないの

です。北海道が基地となって、府県に送る肉牛の生産も込めた数で2.5倍にしなさいという

ような方針を打ち出しているのですけれども、その中では北海道は生産基地としてそれだ

けの力をつけなさいよと。それは、道としても国としても推奨していきますよということ
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なのだけれども、町として今こういうふうに大変な中でこの地域でどうしたらいいかとい

うときに、せめて町長、金も何もないけれども、浦幌町の方針としてはビートをつくって

いきましょうや、芋をつくっていきましょうや、肉牛をやりましょうや、何かの方針をき

ちっとしたものを持って推奨していかなければ、僕は浦幌町の基幹産業は衰退していくと。

町長、その辺どのように考えているか知らないけれども、この間一般質問のときに言った

のですけれども、釣った魚が水際で逃げるときに大きく見えるのです。その釣った魚でさ

え、川でただ泳いでいる魚でさえ逃がしたらいたましいです。それが１年かけて育てて、

そしてえさを食わして、朝暗いうちから晩までやっている牛乳を投げなければいけないと

いうことはどんな思いがするかということ、町長は漁業出身者の立場から考えて、どっち

が本当に心の痛い思いするのかということを、ちょっとはかりにかけていただきたい。釣

った魚を逃がしたときと、朝、額に汗してやったときの牛乳を投げなければいけない。金

をくれるから投げてもいいのだという、そういう論法にしたって、金をくれたら投げてい

いかという、そういうものでもない。生産した者というのは、投げることにどんな心痛な

思いをして投げなければいけないかということも考えていただきたい。 

 そんな中で、そのときも言ったように、政務活動というのは僕はそのためにあると思う

のだけれども、行政が、国がその牛乳を投げなさいというのであれば、これは法律的なも

のも何でもあるでしょう。だけれども、ホクレンが一元集荷、多元販売の中で一団体がや

っているものという中では、法律こそあっても、その牛乳を１町村１工場で持っている浦

幌乳業が隠れてでも何かできる方法というのは絶対あると思うのだけれども、その調査と

いうのはどの程度やられているのか、その辺も聞かせていただきたいし、その基本的な考

え方からちょっと町長、どこか間違っていると思うので、聞かせていただきたいと思いま

す。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 執行方針のことでいろいろ言われて、それの反省点も含めながら、きょうの

予算審議の前段でたくましい産業を確立するまちづくりということで、農業について若干

述べさせていただきました。本来は、こういう形で執行方針の３倍ぐらいのものがあるの

ですけれども、それを今回は思い切って、この予算審議の中にのっていることだからとい

うことで、そのほかの部分について割愛させていただいたのですけれども、予算審議に入

る前に若干説明させていただきました。そういうことで、その点ひとつご理解いただきた

いなと思います。 

 それで、この農業政策についてでありますけれども、浦幌町が単独でできるものと、そ

れから国や道が政策として考えているものがあると思います。やはり国や道がやっている

政策の下の中で私たちは考えていかなければならないと、そういうふうに考えております。

そういう中で、関係者と相談させていただきながら、先ほど岡田議員の発言にもありまし

たように、和牛とか馬産についてはご理解をいただいて、ゼロ査定ということをさせてい

ただきました。この決定については、本当にご理解いただいたことにお礼を申し上げたい
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なと思っております。その分とは言いませんけれども、その若干の分を基盤整備土づくり

と、また防疫という中で対応させていただいているということでございます。それらにつ

いても、やはり関係者と協議しながら、どういう形でシフトしていけるのかと。それから

また、どういうところを協力していただけるかということを協議させていただきながら進

めさせていただいているところでございます。 

 そういう中で、先般の一般質問にもございました。ホクレンの部分について、乗り越え

れるものがあるのではないかどうかということでございますけれども、これはいろんな方

にお話ししながら、浦幌乳業の場合は単独の乳業会社ということで、しかしホクレンから

割り当てられているという中で、私どもはロングライフであれば幾らでもつくれますよと。

ただし、そのはけ方を考えていただけるのであれば、私たちは相当量のロングライフは生

産できるということを申し上げている。これは、支庁長にも農協の組合長にも、また関係

者にも申し上げておりますけれども、そういうことでもしこれが処理できるのであれば私

ども処理しますから、国内では多分販売できないと思います。今あふれておりますから、

飲料については。台湾でも中国でも韓国でも持っていけるところに持っていって、無償で

でも、国が買い上げる、ホクレンが買い上げてでもそこに持っていって飲んでいただくと。

まず、牛乳の味をわかっていただくということで、そういう対策もできませんかというこ

とも申し上げながら協議しているところでございます。今月末については、乳業メーカー

のメンテナンスの関係で休む工場があると。それから、学校給食がとまるので、その分飲

料の分についてはあふれるということを聞いております。そんなことで、そういう提案も

しながら話しているのですけれども、やはりホクレンの中での私たちの牛乳の取り扱いと

いうことで、ホクレンの枠を乗り越えてできるかどうかということは非常に難しいという

ことを聞いております。無理をしてやって、その後にペナルティーがあった場合は、廃乳

権をホクレン持っていますから、大変な問題になるということも聞いております。そうい

う中で、本当に私たちのところでそれができるかどうかということは、また協議してみた

いなと思いますけれども、今までの話聞いた中では非常に難しいことではないかなという

ふうに感じているところでございます。 

 それから、財源がなくてもできること、できないことというものがもちろんございます。

そういう中で、今の財政状況の中でどこまでできるのかと。そしてまた、効率的に農業政

策に生かすためには、どういうものを取り上げていくのかということを関係者と協議させ

ていただきながら、今回このような形で予算提案させていただいているということでござ

いますので、少ない予算ではございますけれども、ご理解いただきたいなと思います。 

 

    ◎延会の議決 

〇水沢議長 お諮りをいたします。 

 質疑の途中でありますが、議事の都合により本日の会議はこれで延会いたしたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 
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（「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14日午前10時といたします。 

 

    ◎延会の宣告 

〇水沢議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ４時４８分 

 


