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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。 

 なお、質疑、答弁ともお互いに明瞭に相手に聞こえるようによろしくお願いをしたいと

思います。 

 

    ◎日程第１ 議案第３２号 

〇水沢議長 日程第１、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。 

 昨日、13日に引き続き６款１項の農業費の審議を続けます。 

 質疑ありませんか。 

 10番、田村議員。 

〇田村議員 簡潔に申し上げたいと思います。 

 品目横断的経営安定対策というようなことで農政が急変したわけでございますが、この

ことにつきましてはあたかも農業関係、畑作関係だけのものというふうな考え方がされて

ございますけれども、実は畜産にも経営安定対策というようなことが適用になっていると

いうことは、もう既に承知のとおりかなというふうには思いますけれども、18年度から、

新年度から畜産の中で、特に経営安定対策で搾乳の限度数量、生乳生産の限度数量という

枠の中でそれぞれ増産タイプというか現状維持タイプというか、Ａタイプ、それから１割

カットの減産を強いていこうというＢタイプというふうになってございますけれども、浦

幌町の二百数戸の酪農家において、そのＡタイプ、Ｂタイプの分類はいかようになる見通

しになっているのかお聞きをしたいと思います。 

〇水沢議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 今言われました品目横断的経営安定対策の中で、一部で搾乳のタイプ別

に言われましたＡタイプ、Ｂタイプについて、今どれぐらいの割合で分かれているのかと

いうことでございますが、これにつきましてはまだ調査中でございまして、今の段階で何

件ということはちょっと即答しかねますので、調査が終了次第、またお知らせをしたいと

いうふうに思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 調査中ということでございますけれども、もちろんそれぞれ一般質問からき

のうの質問まででお聞きをして、浦幌町の農業、畜産に対するビジョンをどういうふうに

設定しているかという中で、経済的に財源が厳しいといえども、例えば農業の目指す、町

として目指す方法はどこへ持っていくのだといっても、その回答というのは明確なものは
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いただいていないわけですから、Ａタイプ、Ｂタイプどうなっていると言ったらわからな

いと、まだ調査中というのが正解な答弁かなと。消極的な関心のない答弁だなというふう

に理解させていただくわけですけれども、浦幌町の農業、基幹産業でのＡタイプ、Ｂタイ

プという中では、Ａタイプについては増産タイプ、増産タイプといえども全道枠でいただ

けるものの枠の中であれば増産になるのか、それとも現状維持なのかということが問題に

なるわけでございますけれども、Ｂタイプの場合、よく新聞に出てございますけれども、

１割カットして４円の全道の酪農家から集めた金を与えるということになれば、経営的に

は、収益的にはプラスになるということが言われているのだけれども、Ａタイプの場合は

それぞれの規模拡大のために設備投資をしたという中では大変不安定な要素が残るのかな

ということになれば、浦幌町の実際の増産タイプ、Ａタイプ、Ｂタイプの分類が早急にな

されなければ、浦幌町の畜産農家がどういうふうになるかという状態は明らかにならない

わけですけれども、町として、行政として畜産に対する振興の上ではどの部類を選択して

いくことがいいことなのかという行政指導というか、農協とよくタイアップした中での協

議というのはどの程度なされているのか。そのことについて、浦幌町の基幹産業の農畜産

というものは根本から崩壊していくのでなかろうかなというふうに思うけれども、その辺

の責任感も含めてご意見を伺いたいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 今のご質問ですが、タイプ的にはメリット、デメリットがそれぞれ、今

田村議員のおっしゃったような形であると思います。そういう中で、今後どういうふうに

進めていくのかということでございますが、先ほど申し上げましたように、今後農協と十

分に詰めていくという段階でしか今の段階では言えませんので、ご容赦をいただきたいと

いうふうに思います。 

 それから、今後浦幌の畜産をどういうふうに考えていっているのかということでござい

ますが、これについては町長の方から申し上げていますが、あわせまして今の段階では新

しく第５の作物についても農協と年前から徐々に詰めてきておりまして、和牛を取り入れ

るのか、それとも新しい作物、多分野菜類になるかもしれませんけれども、そういう面で

はいろいろ個々の問題点はありますけれども、例えば和牛の導入に関しましては複合経営

で有効に活用するとか、生き物を扱いますので、それの畜舎をどうする、それから施設等

の整備にどういう、お金がかかるわけですから、その投資の補助等もどうするかとか、い

ろんな問題がこれから出てくると思います。それを詰めまして、何とか早期に担当者レベ

ルで会議を開きまして、その辺を具体的に進めてまいりたいということで、今の段階では

これしか申し上げられませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 最後にしたいと思いますけれども、くどいようですけれども、再度町長にお

願いをしておきたいなというふうに思いますけれども、今の生産調整の中で北海道で年明

けてから月800トンという生乳を道外に加工乳用として回しているという現状の中で、今こ
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こに至っては倍の1,600トンをそれぞれ道外に依存をしながら生産調整をしているという

のだけれども、そういう生乳を道外に数多くの、倍に上るような乳量を送っているという

中では、これはホクレンの一元集荷、多元販売という取り扱いで、我が町１工場という中

では何かうまくいきそうな道筋もあるのかなというような気配もないわけでないので、廃

棄処分は恐らく避けられるのかなというふうに思ってございますけれども、もし出るよう

なときに、少量のものでも廃棄処分なんてないような方法を何とか、１町村１工場持って

いるという特権の中からそういうのを見出しながら、十分協議しながら廃棄処分のないよ

うな対応を講じていただくよう、重ね重ね本当にお願いを申し上げたいなというふうに思

います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 この情報を仕入れたのは、昨年の12月、年末のあいさつに農業開発公社に伺

ったときに所長がそれぞれの農協ごとに搾乳の削減目標を提示されているはずですという

ことで、私どももこの３月までの間の牛の淘汰というものを知ったわけであります。今田

村議員がおっしゃった４月以降の調整というのは、早くから存じておりました。しかし、

この１月、３月というものについては、12月の末に私どもも知ったというのが現状であり

ます。 

 田村議員おっしゃるとおり、この牛乳についてはホクレンにのみその権利があるという

状況でありますので、私どもがどのような形で浦幌町の工場を扱っていけるのかというこ

とについては、やはりホクレンの中での割り当てというものを受けた中での考え方という

ものをきちっとしていかなければならないのでないかなと思っております。現在も半分と

は言いませんけれども、それ近くよその町から持ってきております。もちろん浦幌の牛乳

だけでは全く足りない状況です。それを考えると、浦幌に工場があるという意味では何と

かなりそうだなという思いもするのですけれども、やはりその中にホクレンが入っている

ということを考えていくと、今後も浦幌乳業、またホクレンと協議できるのか、きちっと

した対応をとっていきたいなと、このように考えております。 

 それから、４月からこういう形でタイプが分けられていくという中で、浦幌町の実態が

どうなっていくのかということも私ども非常に気にしておりますし、たびあるごとに、も

ちろん農協の担当者同士で協議しておりますし、私どもも組合長にはどうなるのでしょう

ねということについては、十分情報を仕入れながら、対策をどのようにとっていけるのか

ということを協議しているところでございます。 

 しかし、この対策というのは、浦幌町一町で持ち得るものではないと思っておりますの

で、やはり十勝なら十勝が連携した中でどういうふうに対応できるのかとか、ホクレンを

通じた中でどういう対応があるのか、また農協の組合長会の中でも十分何回か協議してい

るようでございますから、それらの情報を十分とらえながら対応していきたいなと、この

ように考えております。 

〇水沢議長 ここで昨日の岡田議員の質問の中で農業生産法人が起業した場合の支援策の
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中で固定資産税の減免ができるかとの質問に対し、答弁漏れがありましたので、再答弁を

願います。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 昨日の岡田議員の農業生産法人が農産物の付加価値を高めるため加工を

行う製造施設を設置した場合に固定資産税を減免することができるのかというご質問に説

明が漏れておりましたので、ここで改めてご説明させていただきます。 

 町税条例においては、公私の扶助を受けている方とか災害に遭われた方などについて町

税を減免することが規定されているところでございます。ご質問の内容については、減免

の対象とはならないものでございます。 

 なお、本町では過疎地域自立促進特別措置法第31条の規定に基づき、製造の事業、ソフ

トウエア業または旅館業の用に供する設備を新設し、または増設したものについて、過疎

地域の自立促進を図るため、固定資産税の課税について町税条例の特例を設ける浦幌町過

疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例を定めておりますので、この条例に

該当するものであれば３カ年度分の固定資産税に限り免除することとなっておりますので、

ご理解をお願いいたします。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 今課長から説明あったわけですけれども、その過疎地域の特例というのです

か、その部分に関しまして、農業法人並びにその付加価値をつけるための企業起こしのた

めにかかわる施設、その他もろもろあるわけですけれども、それは農業者に関しては道の

優遇措置、国もそうなのですけれども、優遇措置が施設に対しての５割補助ですとか、そ

ういう部分が発生するわけですけれども、その分いろいろ大変なことは十分わかっている

わけで、その部分に対しても固定資産の免除措置が受けられるのかどうなのか、この辺も

含めて答弁いただきたいわけですけれども、昨日もお話をさせていただきました。今国等

で品目横断の中で生産法人を積極的に進めるという国の方針が出ているわけですけれども、

ほかの町村、津別町ではその法人の固定資産税に対して減免と優遇措置を既に実施してい

る町村もあるわけですけれども、やっぱり我々５年後、10年後を考えたときに、離農地跡、

それからどうしても65歳以上、農業を離れなければならないという部分の農地流動化の面

に関しましても、非常に大切なことというのですか、それも含めて町として考えていかな

ければならない部分でないかなと思いますが、その辺に対して再度ちょっと答弁いただき

たいなと思っています。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 けさ道新に載っておりましたけれども、確かに津別町では固定資産税の

減免というふうに記載がされておりました。その中で、本町におきましては政策的なこと

というふうに判断しておりますので、固定資産税を減免するという考えはございません。

先ほども申し上げましたように、あくまでも町税条例上の減免の対象となるという方につ

いては特定されておりますので、そういう中で範囲を広げて、改めて条例を改正してとい
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うふうには考えておりませんので、ご理解いただきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 関連してお答えさせていただきたいと思います。 

 昨日も岡田議員の質問に対して、助役の方から答弁させていただいておりますけれども、

今畜産関係、ランドハートについては、固定資産税の２分の１相当額を５年間補助金とし

て支出しております。これは、畜産ということでやっているわけですけれども、助役の答

弁のように、畑作についてもやはりそういう申請が出た段階でどのような対応がとれるの

か、どういう政策がとれるのかということについてやはり検討していかなければならない

と、このように考えております。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 過疎地域における固定資産税の課税の特例ということで、これは町の条例で

うたわれているわけですけれども、既に我が町でもそういう部分に関しまして、これは先

ほども課長言われていました、製造業、ソフトウエア業、それから旅館業ということで限

定されているわけですけれども、建設業界も含めてほかの分野に進出をされて、本当に大

変な時期。何かをしなければ、従業員含めて、会社の存続を含めてやるという意味で、も

う既に企業を起こされてやられている方もおられます。その辺も該当になるのかならない

のか、それも含めてお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 この場合、先ほどもお答えしておりますが、だれが、もともとの業種が

どこがということでなくて、そういう設備を新設または増設ということで製造の事業、こ

ういう業を行っていれば問題ないと思います。 

 それと、北海道の方で事業税の課税免除３年間と不動産取得税の免除ということも行わ

れております。これは、過疎地域自立促進特別措置法に関連して、やはり道の方も製造業、

旅館業、ソフトウエア業を対象として、設備の取得価格が2,500万円を超えるものというふ

うな形の中で適用されております。これが認められたところについては、固定資産税につ

いても課税の免除いたしますというふうな形になっておりますので、まずは道知事の認可

を受けるということが前提になっております。ですから、道知事の認可を受けた中で固定

資産税の課税免除は受けられるものというふうになりますので、その点はご理解いただき

たいと思います。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 それも含めていろいろ協議をしていただきたいなと思うのですが、それにか

かわる、もし資金を借りた、先ほどもランドハートの話をされていたわけですけれども、

町では固定資産税に対しての２分の１の免除ということも発生していますので、今後十分

協議をしていただいて、最終的には町の振興も含めて農業振興にかかわる問題ですので、

十分な対応をしていただきたいなと思っています。 

 それと、もう一点、昨日もお話ししていたわけですけれども、農業委員会の関係で実習
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のことで会長の方から新得のレディースファームのお話をされました。その関係で、ちょ

うど私もいろいろ会う機会がありまして、あそこへ来ておられる方は多くの方が北海道農

業にあこがれて、北海道で骨を埋めてという考えが基本的にあるみたいです。そこで、今

もう28名くらいですか、残っておられて、まだ畜産農家ですとか、いろんな形で実習をさ

れていて、そしてやはりいい伴侶を見つけて十勝で暮らしたいという希望がすごく強いと

いうことをお聞きしています。その中で、私も直接聞く機会があっていろいろ話しされた

のですけれども、出会いがなくて、もう断念して地元に帰って野菜づくりでもしようかな

と、今年もそうやって帰られる方おられます。それも含めて、いろいろ話聞いていますと、

十勝にいて、なかなか男性とめぐり会うというか、そういう機会が少ないというお話を聞

かされています。せっかくそうやって夢と希望を持って来られた人を何とか浦幌町の若い

男性と、これ結婚相談の関係になるわけですけれども、本当に十分な対応というか、我々

も何とか会わせてあげたいなと、交流を持たせてあげたいなという考えをしていますので、

ちょっとお考えがあれば聞かせていただきたいと思います。 

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 今の件に関しましては、きのうも申し上げました人材銀行で

若干ながら事業をやっておりまして、今人材銀行でやっておりますのは、名古屋交流の事

業を毎年、希望者を募りまして行っております。過去に、その関係で成婚された方も何名

かおりまして、そのほかにどういうものをやっているかといいますと、直接人材銀行では

ないのですが、ＪＡの青年部の方で毎年２月ごろに十勝管内の帯広近郊の女性を募集して、

毎年交流会を持っているということで、その交流会の中でも１組ないし、成婚されたとい

うことで報告は受けております。 

 岡田議員の新得のレディースファームの関係なのですが、その話は一応聞き及んではい

るのですが、今年度農協の方にどうなのだろうということで話ししました結果、既に農協

の方の交流会が終わったという段階で、今年の２月には間に合わなかったということでご

ざいました。そして、来年以降、青年部の方にどういう考えでいるかという話をしました

ら、それについては来年度検討していきたいと。もしくは、１月にやっている事業以外に

８月ごろにそういう事業も今考えているという青年部長の話でございましたので、その時

期に新得レディースファームの方で北海道に就農して住みたいという方がおるのであれば

受け入れてほしいという申し入れをしておりますので、何らかの形で人材銀行としても応

援していきたいというふうに考えております。よろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 今局長の方からそのお話をされたわけですけれども、ちょうどそのお話もお

聞きしたときに、やっぱり横の連携というのですか、うまくいっていないなという感じを

受けたわけです。せっかくの機会に、やはりそうやって農業を目指して来られている方も

おられますので、青年部も今年の冬ですか、昨年か、こうやって交流を深めることによっ

て結ばれる機会もありますので、横の連携を密にして、できる限り私たちも協力したいと
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思っていますので、その辺考えをもう一度改めて聞かせていただきたいと思います。 

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 人材銀行もそうなのですが、横の連携という形で産業課とも

新規就農、もしくは配慮の関係につきましても、十分これから農協等も含めて連携をとっ

て、後継者対策に取り組んでいき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 １番、森議員。 

〇森議員 農業振興費の方で１点確認をさせてください。 

 シカ防護さくの補強工事という中身なのですけれども、今川上、栄穂地区で全長28キロ

ですか、４年間にわたる事業で、昨年度から始まっております。昨年度は約７キロが終了

いたしました。この防護さくと並行に本別釧路間の高速の工事が既に一部始まっておると

ころがございます。この路線と防護さくが重なる部分についての協議はどのようになって

いるのでしょうか。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 今シカさくの関係でございますが、高速道路と重なる部分での協議とい

うことでございますが、現在ちょうどシカさくの通るところと高速道路の概略の路線は決

まっておりますが、詳細についてはまだ協議中でございまして、今後一定程度高速の路線

がはっきりしてきた場合において、農協、それから関係機関、関係者と十分協議しながら

進めていきたいということで、現段階では細かな部分ではまだ詰め切れておりませんので、

今後お互いに協議をして進めていきたいという形で、万全な体制でやっていきたいという

ふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 １番、森議員。 

〇森議員 それで、例えば工事にかかったときに、網を外したりということも生じてくる

のではないかと思います。その辺のことも十分に協議をしていっていただきたいなと思い

ます。 

 また、去年この工事に取りかかったのは、ちょうど雪が降る時期で大変遅い時期に工事

を行っていました。そんな関係で、受益者の方ももう少し早い時期、事業主が農協でござ

いますけれども、その辺のことも含めて協議をして、また受益者も入れて十分に協議をし

ていただきたいなと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 ほかの工事でもそうなのですが、工事やっている場合においても、やっ

ぱり網を外してしまいますと、そこからシカが侵入してくるということがありますので、

この辺については十分工事関係者、農協含めて、工事の最中にもきちっと網にかわるもの

なり、そういう対策をやらせるということで協議をしてまいりたいというふうに思います。 

 それから、時期的な問題もありますので、森議員がおっしゃったように関係者、それか

ら農協とも十分協議をして、万全の体制でいきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 
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〇水沢議長 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、農業費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、２項林業費の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 ２項林業費、１目林業総務費、本年度予算額926万2,000円、75ページで

す。この科目につきましては、一般林業事務に係る経費でございます。減の主なものは、

報償費でございます。８節報償費、13節委託料については、説明資料のとおりでございま

す。 

 次に、２目林業振興費、本年度予算額6,749万6,000円、この目につきましては民有林の

振興に係る経費でございます。減の主なものは、負担金、補助及び交付金、この中で21世

紀北の森づくり推進事業補助金が76万4,000円の減となっております。19節の負担金、補助

及び交付金の内容につきましては、説明資料のとおりでございます。 

 次に、３目林道維持費、本年度予算額82万円、工事請負費につきましては説明資料のと

おりでございます。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費、本年度予算額1,052万2,000円、委託料につきまして

は指定管理委託料で説明資料のとおりでございます。 

 ５目高齢者生産活動センター管理運営費、今年度予算額4,415万6,000円、この科目につ

きましては高齢者生産活動センター施設の保守業務委託料及び商工事業協同組合の委託業

務貸付金でございます。13節の委託料については、説明資料のとおりです。それから、21

節の貸付金についても説明資料のとおりでございます。 

 ６目駅停沢線林道開設事業費、本年度予算額3,463万7,000円、本事業につきましては平

成14年より着手いたしまして、総延長4,000メーター、幅員5.0メーターで実施中でござい

ます。平成14年から平成17年までは、累計延長2,100メーターでございます。平成17年度の

実績については、800メーターを実施しております。減の主な分につきましては、工事請負

費で420万円ほど減となっております。それから、増の分では委託料が新たに280万、公有

財産購入費が95万の増となっております。13節委託料、15節工事請負費、17節公有財産購

入費、22節補償、補てん及び賠償金については、説明資料のとおりでございます。 

 以上でございます。 

（「４目は説明資料ない」の声あり） 

〇中川産業課長 済みません、失礼いたしました。 

 ４目のうらほろ森林公園管理運営費につきましては、説明資料のとおりですと申し上げ

ましたが、説明資料にございませんので、訂正をさせていただきます。 

（「説明資料ないけど、説明することないのか」の声あり） 

〇中川産業課長 失礼しました。 

 うらほろ森林公園管理運営費の中で指定管理委託料につきましては、議案説明資料に載
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せてありますので、説明は省かせていただきます。 

 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。 

 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 林業の林業振興のことでちょっとお伺いをしたいわけですけれども、近年山

林の伐採等が非常に需要が多くなり、若い樹齢で伐採され、またそれを見ていますと、な

かなか植林が進まないという、伐採したままの山林を見受けられるわけですけれども、自

然災害等で危惧しているわけですけれども、その辺の部分、町として奨励策を考えている

のかどうなのか。伐採された方に、ぜひ植林をしてくださいというような働きかけをして

いるのかどうなのか、その辺についてお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 今岡田議員の方から言われましたように、最近特に地元に住んでいない

方を含めて伐採跡地がふえてきております。そういう中では、国の補助金制度を活用して

いただきますと、大体下草刈りまで賄えるような状況にはなっておりますが、若干手出し

という部分ありますけれども、そんなに手出しをしないで植林ができるという状況にはな

っておりますが、長期的、30年だとか40年、成林するまでにかかりますので、その辺では

なかなか都会の方に理解がされない、そんな間待っていられないというような状況もあり

ます。そういう中で、町と森林組合とタイアップしまして、不在地主に対しましても各３

大都市等でそういう説明会等も開催している中で、うちの方でも参加をしてやっておりま

すし、機会あるごとに伐採跡地を見つけた場合については、一応施業計画等を組んでいた

だくなり、植林をしていただくということで、うちの方では何とかご理解をいただくよう

に進めておりますけれども、なかなか私どもが進める割には伐採跡地がまだ多いというの

が現状でありますし、今後もまめにそういう伐採跡地をなくしていく方向で行政的にも指

導してまいりたいというふうに考えております。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 町の方ではそういうふうにされているということなのですが、森林組合との

関連もあると思うのですが、出向いてでも推進をしていただきたいなと、そのようなこと

がなされていないという話も聞いていますので、一度山を切ってしまいますと、長期計画

できちっと植林をして、自然を保全するということでも一番大事なことでありますので、

その辺を含めて積極的に赴いてでも、やはり不在地主もほかの町村の方もおられますが、

ここまで出向いてでも推進をしていくという形が望ましいのでないかなと、そのように感

じているわけです。 

 以前ですと、本当に自分の手出しがなく植林事業が進められたわけですけれども、今国、

道の事業がなかなか思うように、補助金等が減額されている中身もありますが、そんなに

そんなに金かかるわけではございませんので、出向いてでも積極的に進めていただきたい

と思いますので、その辺に関して答弁願いたいと思います。 
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〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 先ほども申し上げましたように、何とか荒廃地をなくしていくというこ

とでは、浦幌の森林資源を守るという意味でも行政としても森林組合とタイアップしまし

て、こういう不在地主への推進を進めてまいりたいというふうに考えています。 

〇水沢議長 12番、森議員。 

〇森議員 今岡田議員の質問に対しまして、答弁の方でちょっと食い違っているのでない

かなと思うのですが、今森林整備地域活動支援交付金で施業計画を立てて伐採、間伐等に

ついて、このように町も4,450万出してくれて、支援を受けて林業もそれなりにやっている

ところでございます。また、間伐跡地、未立木地の跡に植林した場合ですが、今国の財源

も満度にないので、これを薄めるので、植林と下草刈りでヘクタール当たり約10万程度や

っぱり手出ししないとならないのです。だから、そこらのちょっと違いがあるのでないか

と。答弁に違いはありませんか。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 今森議員の方から森林整備地域活動支援交付金と先ほどの問題とは別の

問題でございまして、私が申し上げましたのは、全額満度に補助金が当たりますよという

ことではなくて、ある程度、岡田議員もおっしゃっていますように、何ぼか手出しがあり

ますけれども、賄える程度で自分がそんなに手出ししなくてもできますので、何とか奨励

をしてまいりたいという答弁でございましたので、間違いはないというふうに思います。 

〇水沢議長 12番、森議員。 

〇森議員 それでは、ここで別な質問に入りたいと思います。 

 うらほろ森林公園管理運営費の中で指定管理者制度になりました。それで、私はちょっ

と申し上げたいのですが、公園入り口のトイレですが、冬期間、トイレですから水が凍っ

たら困るので、電気も入れて水も出している。利用客が全くというぐらいないのです。そ

れで、スキー場の期間といいますけれども、何日かありましたが、その人らが利用するぐ

らいで、全く利用がなくて、むだな経費の算出でないかと。そこら辺について、ちょっと

説明願います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 多分スキー場の下のトイレのことだと思うのですが、森議員がおっしゃ

いましたようにほとんど利用されていないのではないかということでございますが、うち

の方にはどうしてもあのトイレは、あそこを散歩する人とか公園を利用する人、冬期間に

おいても何とかあのトイレを残していただきたいという要望もありまして、あのトイレに

ついては１カ所だけ残したいという考えで積算をさせていただきました。 

〇水沢議長 12番、森議員。 

〇森議員 私も町民からそういう声が聞こえたので、たまたま見に行ったけれども、全く

利用されていないのに電気と水道をつけまして、凍結したら困るから、凍結防止のために

している。町といたしましても、その利用数はわかりませんが、利用されている内容とい
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うのは、ある程度把握しているのですか。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 あそこの森林公園の入り口にありますトイレにつきましては、今中川課長も

申し上げましたが、町民の方が朝、昼と、公園まで散歩といいますか、そういうふうに歩

いている方が最近は多くございます。それと、お昼の休みのときには、あそこの大きな駐

車場、それから手前側の空き地等に車をとめて昼食をとっているという方々が多くござい

ます。そういうことで、あちこちで休まれている方が用便されると、公園上ふさわしくな

いということもございまして、冬期間あけている状態でございます。 

〇水沢議長 12番、森議員。 

〇森議員 そういう町民から要望あると言いますけれども、冬期間どういうとき利用され

ているのですか。その実態をお知らせください。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 今助役の方から申し上げたとおりでございます。利用されている方につ

いては、あそこの森林公園を利用する方、それからあそこをジョギングなり散歩する方、

冬期間もおりますので、その辺の方が利用しているというふうに聞いておりますし、そう

いう方からの要望ということで今あのトイレについては冬期間も開設していくという考え

でございます。 

〇水沢議長 12番、森議員。 

〇森議員 町側では、そういう要望があって利用されている。はっきりした、いついつご

ろが利用されているとか、そういうことは述べられないのですが、私の聞いているところ

では、全くというぐらい利用されていない。一時ちょっとスキーのときとか散歩のとき、

そう言われる。そちらでは利用されている、こちらでは利用していないのでないかと、そ

こらの実態はつかんでいないのですか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 あそこに人がついていて管理しているわけではないですから、いつ、だれが

入って、どういうときに利用されているかというのはつかんでおりませんけれども、私ど

もは利用者がいると、先ほど助役なり中川課長からお答えしているように、利用者がいる

ととらえておりますので、今後も開設していきたいと、このように考えております。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 後ほどパークゴルフ場についても質問いたしますが、うらほろ森林公園管理

委託が先に出ておりますので、ちょっと確認をしながら、この間の続きの質問をしたいと

思います。 

 まず、支払い総額の上限として1,052万2,000円、これは単年度ということで３カ年で同

じく上限が3,156万6,000円と出ております。私は、これは一番不思議に思うのは、過去３

年、町が直営でやっていた管理状況、随分金額が下がっていると、そういうふうに見える

のですけれども、３カ年の管理状況、金額等がわかれば、まずお聞きしたいと思います。 
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〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 ３カ年ということで、15年度につきましては1,170万9,000円、16年につ

きましては1,190万2,000円、17年度におきましては1,085万6,000円。ちなみに、平成14年

度におきましては1,610万4,000円という金額になっております。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 この施設は、特にみのり祭りとか、いわゆる浦幌のメーンの行事も入ってお

ります。そういう場合、行政挙げてやるお祭り等、こういう場合、経費はどういうふうに

なるのでしょうか。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 今までは、森林公園で行事をやる場合については、観光協会なり町が協

賛してやっておりますので、使用料はかからないという状況でございます。今度は、指定

管理者になりますと、指定管理者の規定制度からいきますと、何ぼか使用料を払うという

形になる予定でございます。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 観光協会が当然だと思います。今度指定管理者に使用料を払う。これは、中

身については、その辺はうまくやるのでしょうけれども、うまくやるというのは変な意味

ではないです。これは、観光協会に対して委託している方が協力するというようなことも

あると思います。こういう、だんだん、だんだん委託業者がふえていく場合、やはり基準

値というものをどういうふうに出していくかと。これは、やはり基準値というのは何年で、

１年、これぐらいかかったと。今課長の言われた数字で見ると、大した変わりはないです。

どうも話に聞いていると大分金額が違うと。これは、間違いない数字だと思いますので、

私の勘違いかもわかりません。しかし、今言ったようなことで、どんどん委託業者がふえ

ていく中で、やはり基準というものが大事だと思います。この基準の出し方はどういうふ

うに考えているのでしょうか。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 基準につきましては、先日お渡ししました基準表にのっとってやらせて

いただいていますし、施設等の維持管理業務内容についてもきちっと決めておりまして、

その範囲で全部やっていただくということで、ここ３年間はやらせていただくということ

でございます。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 先日入札の方法、出た資料もいただいております。残念ながら、これは建設、

土建関係の資料でございますので、これはうまくそういうような方向に持っていくのでな

いかなと思いますけれども、既に予算審議が始まる前に3,156万6,000円を計上していると。

実質的には、上限の1,052万2,000円、これが本来ですときょう審議するのでないかなと思

っていたわけですけれども、その辺どうでしょうか。私の言っていること間違っているの

でしょうか、ちょっと確認しておきたいと思います。 
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〇水沢議長 差間議員、今予算審議ですから、予算のことについて今審議するのは当然で

すので、委託のときと違いますから、予算のことは予算で審議していただいて結構だと思

います。 

〇差間議員 私の言っている意味は、先日の委託業者の選定という報告の中にこの金額が

出ていたと、それを聞いている。そういうものでいいのかどうか。私はわからないもので

すから、ちょっと確認をしておきたいと思います。 

（「予算説明資料」の声あり） 

〇差間議員 説明資料の中に出ている。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 委託の報告の中には出てきておりません。便宜上、説明資料の中で参考

までに金額を提示した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 ４番、差間議員。 

〇差間議員 やはりこういうような例、過去にもあるのでしょうか。参考資料、この間審

議した委託業者の選定の話の中でそういうような金額が出てくると。私は、初めてこうい

う経験しているものですから確認しておきたいのですけれども、そういう前例があるので

しょうか、それをちょっとお聞きしておきたいと思います。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 この指定管理者制度につきましては、今年度が最初の年でございますので、

前年度に対しましても、こういう事例というのはございません。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 わかりました。 

 それで、これから始まる指定管理者が仕事を当然始めるわけですけれども、これをやる

方が、どうも安ければいい。これは、行政は安ければいいと思いますけれども、やはりそ

こに雇用関係が生じておりますので、ぜひその点も、この委託料の中に十分入っていると

思いますけれども、後ほどパークゴルフ場で同じ質問するようにしますけれども、その辺、

やはりある程度は委託業者ときちっと話をして、雇用関係をきちっと確認して、それを委

託する場合の条件としていただくと。ひとつその点確認しておきたいと思います。雇用関

係をきちっと確認しているかどうか。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 雇用関係につきましては、うちの方で仕様書で示しておりますいろんな

業務内容について、受ける方では何を使ってやるかということについては、その業者の手

腕でございますし、今まで10人使っていたのを９人にしてやるのか、11人使って、もっと

雇用をふやして森林公園をもっと町民やほかの方に利用しやすいようにしていただくかと

いうのは裁量の範囲だというふうに思いますし、うちの方では最低限の人工数は積算をさ

せていただいている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 ６番、野村議員。 
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〇野村議員 私も４目のうらほろ森林公園運営費について、また別な観点からお伺いした

いと思います。 

 この制度は、本当に初めての制度でございますので、今後もどんどんいろんな施設の管

理運営がこういう形で広がっていくと思いますので、そこでこの間議案で承認されました

指定管理者制度、この中に参考意見としてきょうの予算の中にも上がっておりますけれど

も、ここで１点お伺いしたいところは、まず他の町村も先駆けて指定管理者でやっており

ます。特にうらほろ森林公園は、いろんな施設、建物を含めて持っていますけれども、積

算算出の中には修繕費というのが22万7,000円ほど計上されておりますけれども、これの考

え方です。おおむね小破修理、約20万円前後、たしか入っていたと思いますけれども、そ

のような考え方で、これは指定管理者が持つと。それ以上の金額になったときの、当然設

置者、町になると思いますけれども、それの判断基準、だれがどのような形で行うのか。

管理上、もし間違って破損した場合に、その辺のいろんな状況もあると思いますけれども、

それの基準なり金額的な問題もきちっとしていきたいと思いますけれども、まずそれを１

点お伺いしたいと思います。 

 あわせて保険料43万7,000円、これは積算で計上されております。損害賠償、いろんな事

故、何があるかわかりません。これについては、保険で補償するという考え方と思うので

すけれども、今この世の中いろんな形で金額的に相当補償しなければならない状況になっ

てきます。この保険料でカバーできなかった場合、設置者として、指定管理者を指定した

町としてどの程度の、どのような形まで責任を負うのか、その点をまずお伺いしたいと思

います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 基本的には、その修繕費についてはリスク分担表というのをつくりまし

て、そういう中で町が払うものと、それから指定管理者の方で払っていただくというもの

を分けております。その中でも、特に金額が高くなりますと、指定管理者の方でも相当な

負担になりますので、その辺では施設設備、備品等の金額で一定程度５万円以上と５万円

未満のものでとりあえず分けてみようということで、５万円未満については指定管理者の

方で負担していただきますよと。５万円以上については、再度両方で協議して、町の方で

も何ぼか予算の範囲内で出せるものについては分担をしていこうという決め方をさせてい

ただいております。 

 それから、保険についても、一応43万7,000円ほど計上しておりますが、この内容につい

ても、今野村議員がおっしゃるように相当大きな事故が出た場合について、全部指定管理

者の方に任せるということにもならないというふうに思いますので、その都度また町と協

議をさせていただくということで進めたいというふうに思っております。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 保険の関係、今言ったようにわかりました。 

 それで、小破修繕費の方ですか、この５万円以下ということがちょっとよく理解できな
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い。22万7,000円の年間の修繕費を見ていながら、５万円を超えるものについては両者協議

と。１施設に対して５万円なのか、トータル的な年間的な５万円なのか、ちょっとその辺

の説明の理解が得られないと。あわせて、その辺の判断を担当課、産業課だと思うのです

けれども、これを指定した審議会、助役がトップになっているわけですけれども、これは

すべてそういう関係は全部原課で対応するという考え方、その判断というのですか、例え

ばいろんな事故の問題、それから修理の問題、５万円がどの範囲か、あわせて答弁いただ

きたいのですけれども、それはあくまでも担当課の産業課がすべてのことを判断するのか、

その点だけ確認をお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 基本的には、原課で対応するということでありますけれども、内容によ

っては理事者と協議していくということになっております。 

 それから、５万円というのは、一定程度妥当な金額といいますか、１修繕５万円以上、

未満ということにしておりますので、その辺では妥当な金額として５万円ぐらいが適当か

なということで判断をさせていただいております。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 指定管理者とよく打ち合わせされて、こういう形で指定した経緯だと思いま

す。 

 そこで、根本的な形をちょっとお伺いしたいと思うのです。この指定管理者制度の請負

というか委託料の関係、三つの方法あると思うのです。今回は折衷案というかあれですけ

れども、発注側、行政がすべての経費を持つやり方、もう一つはそこに発生する手数料、

使用料で全部賄う方法。この積算は、結局両方の相まった形で、ほとんど大部分ですけれ

ども、管理費用を行政が持ち、その一部、今回の積算で169万3,000円、これが使用料とし

て見込んで、上限としてそれを差し引きして1,052万2,000円という、これが上限額という

ことになって、３年の債務関係で計上されていますけれども、そこでお伺いしたいのです

けれども、この上限額、予算書に出ていますけれども、1,052万2,000円、これが上限額と

いうことになりますと、この計算上でいきますと169万3,000円、これはそれを請け負った

指定管理者の努力にもよりますけれども、極端な話、これが倍、３倍とふえた場合に、そ

うすると上限額という意味合いはどういう意味合いになるのか。1,052万2,000円が上限で

すよと。受けた管理者が企業努力して、今後手数料収入がどんどん上がってきた場合に、

契約した料金は上限ですから、差し引きになるのですかということになるのか。その辺の

基本的な契約の方法だとか考え方をお伺いしたいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 前にもそういう質問があったというふうに思いますけれども、今年度の

上限額については、こういうことで相手方にやっていただきますよということでございま

して、あとは受けた人が企業努力によって収益が上がっていくという分については、その

受けた業者の収益でございますので、そこから差っ引くということは一切ないということ



 

 18 

で基本的には進めてまいりたいと。それは、初めてのことでございますので、どういうふ

うに、３カ年やってみないとわからないという面もありますので、その辺ではまた損した

場合については協議をしていかなければならないかなというふうにも考えております。基

本的には、もうけた分については企業努力を認めていくということで考えております。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 問題はそこなのです。今課長言われたとおり、初めての制度ですから、ここ

をきちっと、やっぱり指定管理者と、また議会も当然承認しなければならない事項もたく

さんございますので、やらなければならない。やはり指定管理者として受けた以上、民間

企業ですから、当然企業努力して、受けた施設を大いに利用して収益を上げたいというの

は当たり前のことです。それを、このように上限枠の考え方が今言ったように、課長の発

言聞きますと、これはどんどん上限額としてふえれば、それは支払うという、当然だと思

います。そうすると、逆な考え方、今課長も最後に言われましたように損した場合。問題

は、ここで積算したとおり、１年間それを管理運営するために1,221万5,000円かかるわけ

です。これが積算数字なのです。169万3,000円と、これは見込みなのです。これは過去３

年間の実績だけれども、数字的にはちょっと大きな問題も私あると思いますけれども、こ

の点はいいでしょう。もしいろんな事情があって施設が使えないと。それによって管理費

も若干変わるだろうけれども、かかる経費は固定費というものはかからない。そのときの

補てん、負担をどうするかと。それで、上限が1,052万2,000円までは補償するよというと

らえ方なのか、169万3,000円まで満たなかった場合に、業者とどのような形で契約を話さ

れているのか。今言ったように、マイナスのときには協議しなければならないと。協議し

たけれども、話し合いつきませんよと、そんなことではこの体制も続かないと思いますけ

れども、その考え方はどうなのか、再度お伺いしたい。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 この上限額1,052万2,000円につきましては、業者の方から1,052万2,000円と

いうことで上がってきたということでございますので、３年間はこの金額で委託契約をし

たいということで、先日債務負担行為をとらさせていただきました。歳入がふえた場合に

は、先ほど課長が申し上げたとおりで、歳入が減った場合もこの金額でやっていただくと

いうことでございます。ただ、災害等であそこの山が崩れたとか、芝が傷んだとか、そう

いうことがあったときに、そのときはお互い協議して、それで先ほど言っていたリスク分

担ということで、町がどのぐらい、業者がどのぐらいと、そういうことでやっていきたい

と思っております。あくまでも今の委託契約の金額については、この金額ということで実

施してまいりたいと思っております。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。 

 では、最後にもう一点だけ。今言ったように、これで業者も安心して、見込んだ数字に

いかなくても、最低限のものは、また議会が承認すれば補償するという考え方で理解しま
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した。 

 そこで、問題なのは、入り込み数、いろんな業者のこれからの運営の仕方もあるだろう

けれども、この手数料というのですか、金額の設定はまた別な段階で、また別な方法で議

会としても承認しなければならない。この辺の業者とのすり合わせというのですか、指定

管理者が、もっと経費的な問題というアピールがあった場合、この辺の関係は、３年間こ

の金額に決めたということは、これからのパークゴルフ場も出てくるだろうけれども、３

年間の町としてのあそこにおける使用料については動かさないという考えでいくのか、そ

の中でも指定管理者の方から、とてもこの金額で払わないと。そうしたらどうするかとい

う方法と論議がなっていけば、そうすると当然使用料の増減ということも一番安易な方法

かもしれませんけれども、あると思うのですけれども、その辺の話は業者と今後の使用料

の増減に伴うリスク回避と言ったらおかしいですけれども、そういうことまでは協議され

ているのか、その辺はどうなのでしょうか、そこだけ最後に聞きたいと思います。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 使用料につきましては、一応条例に基づいて実施をすると。ただ、業者の方

が今の条例上でもっと安くして、もっと集客をしたいということであれば、それは可能で

ございます。条例より高く取ることはできないと。今後また使用料の改定とか、そういう

ことがありまして、値上げをしたということでございますと、また今の限度額から使用料

分の値上げ分は差し引くことはございます。ただ、それが上げたからといって、その分全

部を計算して差っ引くということではなく、やはりこの間も申し上げましたけれども、上

げることによって集客が減るということもございます。ですから、上げた分の８割なのか

７割なのか、そういうことで差し引いて、そして契約変更という形をとっていくというこ

とになると思います。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 ちょっとわからないのですけれども、これは町有林の特別会計で言うのがい

いのか、ここで言ったらいいのか、ちょっと判断つかないのですけれども、人事権まで入

るつもりはないのですけれども、職員の配置のことで言いたいのですけれども、ここでよ

ろしいでしょうか。 

〇水沢議長 特別会計でお願いします。 

〇田村議員 特別会計の方がよろしいですか。 

〇水沢議長 はい。 

〇田村議員 わかりました。 

 議長、申しわけないですけれども、特別会計に入るときに言えないかもしれないので、

お許しいただけたらちょっとお聞きしておきたいのですけれども、関連でちょっと、まず

いでしょうか。 

 例えば林業総務関係と町有林の方の特別会計については、完全に職員は別個になるとい

う判断してよろしいのですね。 
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〇水沢議長 繰入金関係ありますから、どうぞやってください。 

〇田村議員 昨年所管で町有林の調査研究というようなことでしたのですけれども、その

ときに町有林の中で担当している職員がもう少しで定年だということで、それを踏まえて

職員はその町有林の管理等を含めて、林務関係の職員はどうするのですかということで町

長にお願いをした経過があるのですけれども、その中で町長の方から専門職は置かないと、

早急に対応しますという大変見通し明るいご返事をいただいたのだけれども、その後見て

いますとナシのつぶてというか、全然そんな気配がないのですけれども、専門職を置かな

いという中で3,000以上の町有林の管理を、見回り、警戒、もろもろのことがあるのですけ

れども、それは町長は１年か半年ぐらいでその職員はそれに堪能した人を配置しながら管

理できると。浦幌町の大変大事な財産の一つだと僕は思っているのですけれども、その管

理が十分対応できないようなのが１日おくれるごとに１日おくれるのですから、全然対応

してくれない、考え方はどういうふうに持っているのか、その件だけ確認させていただき

たいなと。ちなみに、町有林の管理をする上で全部の状況を把握するのに、まず素人なら、

初めての方なら最低でも５年以上はかかるであろうと言われているのですけれども、今１

年しか、もう残すところ猶予時間がないわけですけれども、その辺４年間の穴埋めはどう

いうふうにしていくつもりなのか、ちょっと伺いたいなというふうに思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 先日私も町有林の視察、同行させていただきました。浦幌町の財産としての、

また後世に引き継いでいかなければならない財産ということでとらえております。その中

で、今度の人事の中で引き継げるような形というものをとりたいなと、このようには考え

ております。しかし、１年間で十分ではないだろうということも私ども十分承知しており

ます。そういう中で、以前から専門職になると最初から最後までその係だけになってしま

うということに、果たしてそれがどうなのかということも危惧しながら考えてきたところ

であります。そういう中で、今後の管理について、こういう時代でありますから、森林組

合なりとかいうところが、もちろん財産管理は私たちでありますけれども、その調査等に

ついては森林組合とも十分タイアップしながら、またそのような形も取り組んでいるのか

なということで今協議しているところでございます。この引き継ぎについては、今回の人

事で配置していきたいなと、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 ということは、今町長の答弁の中で、私も一部そういうことはよぎったわけ

でございますけれども、専門職は置かないで、町有林の管理等については森林組合の職員

の方がずっと知っているだろうというふうに私は思っているわけですけれども、そういう

ようなことも森林組合と話ししながら、町職員については管理運営上についてはサブとい

うような物の考え方を持っているのだというふうに判断させていただいてよろしいのかど

うか、その確認だけさせていただきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 
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〇八木町長 あくまでも財産管理は浦幌町と、私どもというふうに考えております。しか

し、その中で森林組合とも十分協議しながら、お互いに連携していきたいなと、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 私は、高齢者生産活動センターの管理運営費の中の貸付金について、4,400

万、浦幌町高齢者生産活動センター委託業務貸付金についてお伺いしたいと思います。昨

年の予算のときにも話が出ました。平成13年から貸付金制度にしたということで、将来の

返済計画を提出するよう申し入れているという答弁をたしかいただいております。その後、

貸付金に対する返済計画はどのような進展をしたかお伺いをいたします。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 貸付金についてのご質問でございますが、返還計画について、私の方か

ら再度何度か申し上げておりますが、今のところ具体的にはまだいただいておりません。

そういう中で、事業協同組合としては何ぼか出た利益の余剰金の中から債務金額によって

の案分という形で少しずつ町に返還をしていきたいという考え方はあるようですが、17年、

18年に何ぼずつ返していくという具体的なものはまだ、再三請求はしておりますが、出て

きていないのが実態でございますし、今後この問題についても私の方から再度事業協同組

合の方に詰めの折衝をして、何とか少しでも返していただく方向で進めていきたいという

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 毎年この4,400万が問題になっているのですが、17年度の利益というのでしょ

うか、木炭としめ縄ですよね、現在やっているのは。それの見込み利益というものがある

程度はっきりしているのでしょうか。余剰金の中よりということで、本当に返済する意思

があるのかどうかということの再度確認と、この貸付金にしたときに、たしか印鑑証明ま

でつけて保証人みたいな書類を交わしたというふうに伺っていますが、その書類の未経過

というのでしょうか、時間的な有効期間というものはどのぐらいの期間があるのかお伺い

しておきたいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 貸付金の具体的な関係で、17年度につきましてはまだ途中でございます

が、前半の四半期につきましては16年に比べまして190万ほど収入が減っていると、売り上

げが減っているという状況でございますし、その後、年前、10月、11月、12月におきまし

ても月20万なり10万ぐらい減っておりますし、たまたま12月だけは50万ほどふえていると

いうことで、現況17年の売り上げを見ますと、販売金額を見ますと、昨年から見ますと、

やっぱり200万近く収入が減っているというような状況でございます。これは、木炭につい

てでございます。しめ縄については、これからという形、まだ出ておりませんので、数字

は申し上げられません。 

 それで、総体的に貸付金の関係については、その都度ずっと話し合いをしてきておりま
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すが、何とか一年でも早くということで処理をしていかなければならないというふうに思

っております。 

 契約の期限につきましては、毎年毎年という形になっておりますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 これ政策的なことも含めて、今報告あったとおり赤字ということで、また累

積赤字がふえていくと高齢者生産活動センターの意味合いがますますなくなっていく。生

産活動センターという当初の目的から離れていって、こういうふうに赤字が単年度で出て

くるということは、今後こういう時代ですから、考えていかなくてはならないと思うので

すが、今後のこれに対する町としての政策的な考え方をお聞かせいただきたいというふう

に思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 今までの状況を見ていると、この赤字の主な部分というのはエノキなのです。

エノキで出た赤字を大きく持ち越しているという状況です。エノキと木炭、しめ縄をやっ

ていたときは、エノキは赤字で、しめ縄、木炭は黒字でした。それで、エノキをやめたら、

木炭、しめ縄をやると、その分で黒字が出るというふうに私どもも指導の中では考えてい

たのですけれども、なかなかそれが達成されないというのが現実であります。それから、

エノキをやっている中でも、エノキの市況は非常に悪いという中で、いろいろ指導をした

りお話はしたのですけれども、なかなかエノキをやめられないままに赤字が膨らんだとい

うのも現実だと思っております。これは、大きな問題が残っているなというふうに私ども

もとらえております。貸付金でございますから、何とか返済していただけるようにという

ことで、今後も十分商工事業協同組合と話し合っていきたいなと、このように考えており

ます。 

 それから、事業については、17年度決算はまだ出ておりませんけれども、16年度決算に

おいては今課長に確認しましたところ、100万強の黒字だったということでございます。そ

れをお返しいただきたいということだったのですけれども、それをそのまままた持ち越さ

れているということでございます。17年度の様子も見ながら、今後また強く交渉していき

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 黒字のときもそのように返済されないまま、どこにお金が行ったかちょっと

わかりませんが、将来的にはっきりさせておいた方が私は、浦幌町としてもこういう逼迫

した行政を執行する上でも、ある程度決断をする時期ではないかというふうに考えており

ますので、今の答弁ではちょっと納得のいかないというか、今後の政策的なことについて

の町の方針をはっきりさせるべきではないかというふうに考えられるのですが、再度確認

の答弁をお願いいたします。 

〇水沢議長 町長。 
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〇八木町長 私どもといたしましては、この事業を継続するかしないかというのは商工事

業協同組合の判断によるというふうにとらえております。これがもし事業をやめるという

ことであれば、この貸付金は返済していただかなければならないというふうに考えており

ます。そういう中で、これを続けるか続けないかということまでは、私どもの判断として

はなかなか難しいというふうに考えております。 

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、林業費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時３９分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、３項水産業費の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 ３項水産業費、１目水産業総務費、本年度予算額927万1,000円、この科

目は主に人件費の予算でございまして、特に説明はありません。 

 ２目水産業振興費、本年度予算額451万円、この科目は厚内漁港の維持に係る経費及び水

産業の振興に係る予算でございます。減の主なものは負担金、補助及び交付金で146万円の

減、増の主なものは備品購入費で35万円の増でございます。18節の備品購入費につきまし

ては、厚内漁港内の簡易トイレ２基を設置する予定でございます。それから、19節の負担

金、補助及び交付金については、種苗中間育成事業補助金、サケふ化放流事業補助金、ヒ

トデ駆除対策事業補助金については説明資料のとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 ４番、差間議員。 

〇差間議員 漁業振興についてお尋ねをしておきたいことがあります。 

 今浜ではケガニが２年禁漁ということで、非常に経済的にも大変な時期になっておりま

して、今上がっているものは順調、タコとかツブが若干減少していると。ホッキはまあま

あの量だと聞いております。こういう中での漁業振興というのは、非常に難しい問題を含

んでおります。今カニが禁漁、これは資源が非常に少なくなっていると、そういうことで
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の当然禁漁。やはり浜の経済というのは、それなりに時期的なものが順調に水揚げするこ

とが一番大事でございまして、漁港整備見ても非常に順調にやっておりますし、最近では、

しけても中に波が入ってこない、非常に船の壊れ方も少ない。なぜこういうことを言うか

というと、やはり町長も一応は浜の出身でございますし、何を言わんかというのは一番知

っていると思います。そういう中での振興策ですから、それなりにやっているものと私は

判断しております。しかしながら、町長の立場というのは、浦幌町全般の視野に立った、

いわゆる浜で言えば浦幌丸のかじを持っている船頭さんであると、そういう判断もしてお

ります。余りこれについては触れたくありませんけれども、振興策の一つとして、ヒトデ、

これは定例会で何回も言っておりますけれども、いわゆる畑の害虫と同じで、これがいる

ことによってケガニの資源に非常に害を及ぼすと、そういうことも私が言わなくても町長

は一番これも理解しているはずでございます。 

 それで、やはり補助金関係がどうも漁業振興にしては、別に農業振興策を見て言うわけ

ではありませんけれども、一歩手抜きがあるのでないかなと、はっきり言って私はそうい

う目で見ております。そういう観点から、今年度事業の中で、今浜の置かれている振興、

その点について、これ１点だけ町長の見解をお聞きしておきたいと思います。個別につい

ては言いません。よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 差間議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 差間議員おっしゃるように、漁業を取り巻く環境というのは非常に厳しいというふうに

考えております。ケガニなどについては、やはり自主禁漁、また密漁対策を強化するとい

うことで、資源の増大を図っていかなければならないということだと考えております。や

はり今の中にあっては、育てる漁業といいますか、そういう資源対策が必要だと、このよ

うに考えております。秋サケの放流事業もそうでありますけれども、やはり資源管理型の

漁業というものが一番大事ではないかなと、このように考えております。 

 そういう中で、ヒトデについて、個別の対策は必要ありませんということですけれども、

ヒトデについては模範牧場で受け入れて肥料化を図っていきたいというふうに考えている

ところでございます。そのために非常に減額になっているということですので、ご理解を

いただきたいなと思います。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 漁業の中でなかなか資源の関係、浦幌の第１次産業でございます農業、そし

て林業、漁業とあるわけでございますけれども、ちなみにこの漁業というの、十勝管内１

市16町３村、今は19の市町村でございますけれども、そういう中でとりわけ大津漁業協同

組合、そして大樹漁業協同組合と広尾漁業協同組合と、この三つがあるわけでございます。

我が町の関係につきましては、大津漁業協同組合という中にあって、浦幌、そして豊頃と

いう二つの町が対応しているわけでございます。そういう中で、今大津漁業協同組合とい
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うのは浦幌町から出ている組合長、さらには副組合長もそうでございます。そんな関係の

中で、これはさておきながら、ただいまちょっと質問しました差間議員につきまして、調

べてみましたら平成16年３月、同じように質問してございます。このヒトデの有効利用の

関係の駆除ということです。それで、ただいま中川課長の方から説明があったように水産

振興費の中では、この関係を調べてみましたら、ヒトデ駆除対策事業補助金として10万と

いう大層高い金額がここに書かれております。私思うのに、公平性、有効性という中で、

確かに今同期でございます水沢議長、そして八木町長もこの漁業に携わる中におりますけ

れども、こんな10万円で何ができるのだと非常に厳しく思っております。 

 私、若干これの関係で調べましたところ、ヒトデの関係につきましては、やはり当地沿

岸と言わず、我が浦幌町の海岸と豊頃町の海岸、これを徹底的に駆除する必要があると思

います。そういう中で、例えば専用船といいますか、トン数にして七、八トンの船の対応

によって、我が町も100万、豊頃町も100万、そして大津漁業協同組合も100万と、300万と

いう金額をもってやるとすれば、仮に七、八トンの専用船の中で１カ月間ぐらい専門的に

このヒトデの駆除ができると。先ほど課長の方で言いましたように、このヒトデの駆除に

当たっては我が町の、例えば模範牧場の方で引き取って、また有効な堆肥の関係ともうま

く相まってできるというような中で、たまたまここに新聞の切り抜きを持っておりますけ

れども、十勝の帯広畜産大学の名誉教授であります美濃先生もこの関係については熱心に

この辺をひもといてございます。そんな意味から、先ほど言いましたように、出費多難な

折ではございますけれども、２町がそれぞれ100万ずつ、そして大津漁業協同組合について

も100万ずつ出し合って、合計300万で１カ月の駆除に何とか対応できないものかと、そう

いうふうにいつもながら、先ほど言いましたように16年、２年前の３月と同じ状況で差間

議員がこの中で皆様方にお願いしたといいますか、どうかという、そういう中身を言った

過去の経緯がいまだに私の脳裏にあるわけでございます。そんな意味から、10万という金

額、これはだらだらするのではなく、やっぱり漁業振興のためにその辺の対応はできない

ものかどうか、まずお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 この関係につきましては、ご指摘のとおり10万円ということで、豊頃、

それから漁組、そして本町ということで３者で出し合ってずっとやってきたわけです。今

回漁組の方にも財政難の折、やっぱりお願いをしたという経緯もありまして、港からヒト

デを、上げたやつを模範牧場まで運ぶ運賃で何とか勘弁していただきたいということで、

３者で10万円ずつということで漁組にお願いをしたところでございます。 

 あとの部分については、町長。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 今中川課長が説明したとおりであります。 

 ヒトデについては、やはり浦幌町海域だけにいるわけではなくて、いろんなところに移

動していくようだと。１カ所が取ると、そこにまた密度が均一になるように来るようだと
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いうような考え方があるようであります。それらを考えていくと、これはずっと以前から

質問がありましたように、単協とか１町や２町で対策できるものではないと。やはり道東

沿岸というものを見据えた対策をしてもらわなければならないというふうにとらえている

ところでございます。そういう中で、今回厚内に上がった、浦幌町内に上がったヒトデに

ついては相当数量受け入れできるという考えを持っております。漁業者がちょうど漁業に

合わせて入るヒトデを持ち帰っていただいて、それを駆除という形でとらえた中で、牧場

で受け入れて堆肥化をしていきたいと、こんなように考えております。金額は少ないよう

ですけれども、受け入れる態勢、処理する体制については、万全な体制をとっていきたい

なと。量的にも十分な体制をとっていきたいなと、このように考えておりますので、ひと

つよろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 今課長あるいは町長の方からその旨の方法、お話があったわけでございます

けれども、確かに大津沿岸だけの、浦幌町含めて、それではうまくないと思います。そう

いう関係は、先ほど言ったように一昨年の３月にも差間議員の方からそういう指摘をして

いる。そういう中で、たまたま道東沿岸、例えば釧路、そして十勝あるいは日高にかかわ

る中身、この関係でそういった対策の対応をしたことがあるのか。 

 さらに、私はこのヒトデというのは、浦幌町の例えば大津漁業協同組合あるいは広尾も

大樹も含めて、ツブの関係に影響があると思っています。先ほどちょっと差間議員の方か

らカニ云々とあったけれども、今の状況ではカニまで至っていないのかなというような状

況も感じているわけでございますけれども、そんなことを含めて、やはりこのヒトデの被

害というのは、確かに今道東圏の海岸線に占める、その関係の町村ともそういう話し合い

をしたことがあるかどうかということを含めて、さらには日本海の方にもエチゼンクラゲ

という、そういうのが大量発生して非常に膨大な被害を受けて対応がされている中で、た

またまこの太平洋沿岸にはその被害はございませんけれども、やがてそういうときにいつ

でも対応できるのだと。いろんなそういう不祥事が起きた場合のときには対応できるのだ

という、そういういい意味での海岸のネットワークといいますか、そういうものも対応さ

れているのかどうか、それもちょっと伺いたいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 今の道東沿岸含めてそういう対策が今までにあったのかということなの

ですが、ちょっと調査してみないとわからないのですが、今私が把握している段階では、

十勝水産振興会というのがありまして、４町３単協で結成をしておりまして、その中で十

勝における重要問題について毎年何回か会合を開きまして、その中で今後の漁業をどうし

ていくのかとか、いろんな対策について協議をしております。その中でヒトデのお話も以

前には出ているということをお聞きしておりますし、今の差間議員のお話にもありました

けれども、カニの禁漁がずっと続いている中で、次サケだとかカニにかわるものが何かな

いかということでも、今町村と漁組の間で話を進めているところでもありますので、そう
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いう機会を通じて、またいろんなそういう協定できるものについては話を進めていけるの

ではないかなというふうに考えています。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 今課長の話の中では、それに組付いていくのだという形ではなく、それなり

のつき合いはしているよというお話にしか聞こえてきません。私言いたいのは、確かに我

が町の１次産業の中でこの漁業というのも大変大事な一つの基幹産業でございます。そう

いう意味から、非常に何年も何年も対応できないという状況を打開してやるためには、た

とえ厳しい財政の中でも、先ほど言ったように隣町との話し合いあるいは漁組との話し合

い含めて、一発そういうのをどんとやってやろうではないか。たまたま10万という、対応

するには大変少ないと思います。そういう意味から、中川課長もあと数年残すところでご

ざいますけれども、しかしながらこの第１次産業の大事な産業に対応する課長としてその

辺の腹をくくって、そういうものに一つずつ対応してくれなければ、ただ単におつき合い

だけの課長ではうまくないと思います。その辺含めて、意思、気持ちをしっかり述べてい

ただきたいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 おっしゃるとおりでございますが、私も第１次産業は初めての全くの素

人でございますが、そういう中でも執行方針等にもありますように、私もそう思っていま

すし、この第１次産業が浦幌町にとって最も大切な基幹産業であるということは十分認識

しておりますので、私も残り少ないですが、一生懸命先頭に立ってやっていきたいと、頑

張りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 具体的な提案をいただいたわけですけれども、漁組とも十分協議して進めて

いる内容であると。先ほど課長から十勝水産振興会という話ありましたけれども、そのほ

かに栽培漁業推進協議会等もございます。もちろん漁組とも緊密に協議をしております。

そういう中で、十分協議しながら進めているということでご理解をいただきたいなと思い

ます。 

 昔は、ヒトデの処理というのが大変だったのです、とることよりも。とるのは、今漁業

者が出ておりますから、そのときに入るものを持ってきていただければ駆除できるという

ふうに考えております。それで、全部が駆除できるかというとそうではありませんけれど

も、この処理が大変だったと。昔は、多分苫小牧まで運んだこともあったということであ

ります。それが今模範牧場で処理できますよと。しかも、ほぼ制限なく受け入れて処理で

きますと。そして、有効な堆肥化を図っていきたいということでありますから、その分だ

けでもかなり金額以上の効果が出るのではないかなと、このように考えておりますので、

ひとつご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 今中川課長には大変厳しいことを言いました。しかしながら、私は残された
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云々ではなく、やはり大事な第１次産業の漁業という関係について、自分が退く際にはち

ゃんと部下にもそういうものをきちっと知らしめて対応していけるような、そういうよう

な役職の課長であってほしいと思っております。さらにまた、町長言われたように、それ

ぞれの産業は大事でございますけれども、この漁業という関係に対しても、熱い視線を送

っていただくように私はお願いをしたいと思います。 

 さらに、ちょっとお聞きしたいのですけれども、水産業振興費の中でクロソイ１万尾、

クロガシラ50尾とあるのですけれども、この50尾というのはどういう状況か、ちょっと教

えてください。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 数字的には、毎年この数字で放流をしているということで、その成果と

かそういうことなのでしょうか。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 この広い太平洋の中に50尾の放流をして、どんなふうな根拠あるのか。です

から、これ間違いではないかと思って確認したのです。確かにクロソイの１万尾というの

は大体わかります。そして、私も釣りが大好きな関係上、不思議なことになりますけれど

も、タンタカの関係も非常に浦幌の海岸にたくさんおります。そんな関係から見て、クロ

ガシラを50尾放流して、毎年50尾ずつ放流してどういうことなのかなと。その辺も含めて、

ちょっともう一度課長にお伺いしたいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 クロガシラカレイにつきましては、親魚を50尾放して、そこから子を産

卵させてふやしていくということでずっと実施をしております。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 今お話しのように、親魚を放して、親が腹に子を持って、その子がふえる中

身で、確かに何千何万という、恐らくそこから稚魚がかえるという解釈でよろしいという

ことですね。わかりました。いずれにしても、これ以上言いませんけれども、漁業に対す

る振興策の中で十分考えた上で金額を提示していただきたいと、このように思います。 

 以上です。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、水産業費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、７款商工費の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 ７款１項商工費、１目商工振興費、本年度予算額9,629万3,000円、この

科目は商工業の振興、育成とコスミックホールの運営の補助に係る経費でございます。減

の主なものは、人件費と負担金、補助及び交付金の中の商工振興育成補助金の減でござい

ます。負担金、補助及び交付金の中で、説明資料21ページに記載してあります。それから、
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貸付金につきましても説明資料のとおりでございます。 

 ２目観光費、本年度予算額645万8,000円、この科目につきましては観光の振興のための

諸経費及び観光施設の維持管理並びに観光関連団体に対する補助金でございます。減の主

なものは、需用費と委託料でございます。需用費につきましては、25万2,000円の減でござ

います。それから、13節の委託料につきましては、説明資料のとおりでございます。 

 ３目工業対策費、本年度予算額1,936万5,000円、この目につきましては企業対策並びに

新企業創出に係る経費でございます。21節貸付金、23節償還金利子及び割引料につきまし

ては、説明資料のとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 10番、田村議員。 

〇田村議員 ちょっと確認の意味でお聞きしたいと思いますけれども、先ほどの町長の方

の答弁等も考えながら、町長としての答弁はわかってございますので、ユーエムの役員と

してのご意見を賜りたいなというふうに思います。 

 今の３目工業対策費の貸付金のことでございますけれども、ユーエムの中で留真温泉、

これは留真温泉の関係で貸し付けた金だと思いますけれども、このことについて再度確実

に確認したいのは、ユーエムさんは留真温泉の経営に携わらないということが決定をされ

たと聞いていますけれども、それでよろしいのですか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 私は、町長としての立場でここに立っておりますので、ユーエムの役員とし

てのお答えはできません。 

 それで、４月から引き続き閉館という中での管理については浦幌町が行うということで

ございます。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 先ほど町長の方から５目の高齢者生産活動センター管理運営費についての貸

付金の中で事業をやめるのがあれば貸付金の返済を求めるという答弁があったわけですけ

れども、今確認したところによるとユーエムがこれから留真温泉の管理をしないというこ

とになったら、これは同じ考え方であれば1,500万については返済していただくという順序

になろうかと思いますけれども、ここに再度予算として1,500万を計上してあるのには、先

ほどの高齢者センターの物の考え方とまるっきり正反対のものであるというふうに判断さ

せていただいてよろしいのでしょうか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 向こうとこちらの事情が違うというふうに考えております。それぞれの経過

をたどって貸しているということでございますから、それらを解決しなければならないと。

留真温泉には、経営をするかしないか以前に解決しなければならない問題があるというこ

とは、議員の方、皆さんご存じのことだと思います。 
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〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 そうしたら、考え方として私はこれは物の道理として一応経営に携わること

がなく、またその留真温泉の経営上のことで貸し付けを起こして、それからこれは恐らく

何年間かというような条件もあったかに思いますけれども、まだ４年ぐらいしかたってい

ないのかなと思いますけれども、それも定かでございません。５年たっているかもしれな

いし、定かでございませんけれども、それは単年度単年度で貸し付け、返済ということを

繰り返してきたのは、その繰り返しが４年か５年間だというような話もあったやにも記憶

しておりますが、それは定かでございませんので、どんな条件があろうとも、経営に携わ

ることがなくなった者までも貸し付けをしていくということは、これは今後何十年これを

繰り返していく予定なのか、その考え方示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 留真温泉の関係については、管理は浦幌町で休館中行います。しかし、開館

とかいろんな計画の中で、また燃料代が下がって経営が成り立つようになったときの考え

方については、またユーエムと協議する必要があるのだろうなと、このように考えており

ます。 

 それから、この貸付金については、いつまで貸し付けるのかということになると思いま

すけれども、返済計画というのはきちっと立てていきたいなと、こういうふうに考えてお

ります。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 今の町長の答弁は、ユーエムの役員としての答弁ですか、それとも町長とし

ての答弁なのか、ちょっと疑問を持つのですけれども、償還計画を立てていくということ

は、僕は町の考え方ではないと。僕は、ユーエムの役員としての答弁だろうと。だけれど

も、これは町長としては、その立場上返済をしていただくというのが、求めていくのが町

長の立場かなと思うけれども、混同したのかなというふうに思いますけれども、そういう

ような考え方の中で、これをまたないがしろにしていくと、すべての貸付金がこういうう

やむやの中になっていくという要素を十分含んでいる。そうしたら、管理は温泉はやって

いくけれども、再度経営するときには、ユーエムに相談をしながら、それに介在していた

だくというような物の考え方というのは、将来性があっての町長の答弁と認識させてもら

ってよろしいのかどうか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 言葉足らずで申しわけありませんでした。償還計画を立てていただくという

ことでございます。そういう形で、償還計画をきちっとしたものを立てていただいてやっ

ていきたいなと、そのように考えております。決して私はここに立っている間中、ユーエ

ムの役員でありますけれども、ユーエムの役員側に立った発言というのは一つもありませ

ん。常に町長であるということは忘れておりません。 

 それから、この経営については、今これからプロジェクト会議で庁舎内で検討しており
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ます。どういう事業にのせれるかということも含めていろいろ検討しております。大体の

方向性出てきておりますけれども、今の段階でまだ発表できる状況ではありません。それ

らを踏まえながら、またその後は町民を交えたプロジェクト会議の中で協議していただく

ということで答弁しておりますので、そのとおり実行していきたいなと、このように考え

ています。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 何回も申しわけありません。この貸付金を起こしたときの年限は、恐らく僕

５年と記憶していたのですけれども、間違っているかもしれません。そのときのあれから

いうと、もう４年たったのか５年たったのか、その辺が定かでないですけれども、その貸

し付けしたときの要綱に従わず貸し付けをしていくのだという、回収をしないで貸し付け

を起こしていくのだという考え方というのは、契約を履行していかないよということなの

です。それは、町長単独で決めたことなのかどうか確認させてください。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 この留真温泉の貸し付け、また運営、経営に携わったユーエムと町の関係と

いうものは非常に根深いものがあります。それについては、議員の方、古い方であれば皆

さん十分ご存じのことだろうと思います。そういう中で、ユーエムは３年間赤字経営をし

ております。それらの処理、それから約束していたこと等も私も伺っております。しかし、

私はそれらは町としては補てんできませんよということで今進めているところであります。

それらを考えた中で、やはりこの貸付金は将来に向かって償還計画を立てていただくべき

だろうと、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 町長、答弁の中で当初の、根深くても根深くなくても僕はいいのです。そん

なのはいいのですけれども、貸付金を起こしたときの年度数、５年だったか４年だったか

わからないですけれども、課長、ちょっと調べてほしいのですけれども、貸付金は５年間

だということになれば、今４年度なのか５年度なのかは定かでございませんけれども、そ

の契約を履行していかないということなのですねということを確認したい。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 前に一度申し上げたと思うのですが、平成18年の３月で一応貸付金の期

限が切れるということで、まだ温泉の関係が決まっておりませんでしたので、今後につい

てはユーエムと協議をさせていただきたいということで進めてまいりたいということで前

に申し上げていると思います。 

（何事か声あり） 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 舌足らずで申しわけありません。そういうことで、再契約を結ぶ方向性

で予算を計上させていただきましたということでご理解いただきたい。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 
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〇田村議員 ５年が今年で切れるということで、そして３月で切れるということでござい

ますけれども、５年の契約が今３月いっぱいだということで、今この段階で再度予算に計

上しながらユーエムとの協議を進められていない、再契約もしていないということは、も

ちろん議会の承認を得ていないのだから契約できないかもしれませんけれども、そんな中

ではそういう話し合いも十分されていないということはいかがなことなのかどうかお伺い

したいのですけれども。 

〇水沢議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午後 １時４０分  休憩 

午後 １時４１分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 お諮りいたします。ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、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 １時４２分  休憩 

午後 １時５０分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 町長。 

〇八木町長 田村議員の質問の中で１点目、古い議員はご存じと思いますがと私何回か発

言しておりますけれども、これについては発言を取り消させていただきたいなと思います。 

 それで、確認しましたところ、18年３月31日とお答えしておりましたけれども、覚書の

中で19年３月31日ということで、５年間ということで、あと１年あるということでござい

ます。この点も訂正させていただきながら、この１年間で返済していただく計画というも

のをきちっと立てていきたいなと、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 そのとおり、大事なことなのだけれども、それぞれ町長がそういう執行して

いく中で、たとえこれが年数が変更して回答が間違っていようとも、基本的にはこれは留

真温泉の営業を続けている限りの問題、さっきの商工事業組合の貸付金と同じようなこと

で、やっぱり一貫性を持った中で物を考えてもらわなければまずいのでないかなと。ほか

の貸付金等もきちっとした制約の中で、またその対応については一貫性を持った中で一つ

の方針というか、方向性をきちっと持ってもらわなければ困るなというようなことも問題
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が懸念されますし、そういうことを踏まえれば、一応年数で言えばあと１年あるというこ

とでございますから、その辺に向けて、もう少しきちっと一つ一つ順序を追って整理をさ

れながら計画に沿ってやっていってもらいたいなというような願いもございますし、そん

なことを踏まえながら、いかなる問題についても余り安易な物の処理をしながらいかない

ような方法できちっと精査しながら整理をしていくようなことに心がけていただきたいな

というふうに思いますし、そのことについては深く追及するつもりもございませんけれど

も、どうかユーエムの役員でもございますので、その辺も十分心して協議しながら対処し

ていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 今の田村議員のことに関してお答えになったことに対して、私ちょっと気に

なったことありますので、関連で質問いたします。 

 先日、４日ぐらい前の新聞だと思うのですけれども、第三セクターの負債ということで

新聞に載っておったのですけれども、この時期に来てああいう状況の報道がなされますと、

今回田村議員のご質問したことが私にとってちょっと気がかりな問題になってきます。そ

のことについて、町長、どのように認識されたかなということ、ちょっとお聞きしたいと

思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 第三セクターとして浦幌町が持っているのはユーエムと浦幌乳業ということ

になります。ユーエムにつきましては、留真温泉の売買の中で多額の赤字を出しておりま

す。その部分が大きな赤字として繰り越しているということだというふうに私は判断して

おります。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 その売買のみなのか、それとも先ほどからあります毎年次の決算時……。済

みません、このことには留真温泉のことに関して、ユーエムのことに関して質問させてい

ただきます。そういうことで、累積赤字をしたことの決済が先日の報道の中では百五十何

万云々というのが出ておりました。そのことについてなのかなということで私は質問した

かったのですけれども、おわかりいただけたでしょうか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 ユーエムが留真温泉を経営したことによる赤字というのは、昨年の11月まで

の累積で約1,000万ぐらいです。それ以外についての大部分は売買による赤字であります。

留真温泉を除いたユーエムの経営自体は健全経営ということでご理解をいただきたいなと

思います。 

 それから、このユーエムの関係については、６月の議会で決算と含めて議会に報告させ

ていただきますので、このたびの18年３月で締めたものについても、６月の第２回定例会

で報告させていただきたいと思います。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 
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〇松井議員 商工振興費の部分で関連してお尋ねをしたいと思うのですけれども、先ほど

水産関係でも振興費として出している、それから農業関係、林業関係の振興費としてそれ

ぞれ目いっぱいこの厳しい財政状況の中で町としても予算配分しているというふうに認識

しているわけですけれども、商工関係、これはやはり林業、漁業、農業と、第１次産業、

第２次産業を背景として、それによって商売をやっているという、経営をやっているわけ

で、その１次産業、２次産業が非常に厳しい状態ということで、それぞれ個々の商工関係

の方々も恐らく非常に厳しい経営状況をやっていると思われるわけですよね。そういう中

で、商工会に加盟している法人あるいは個人で経営している方々も含めてですけれども、

どのような経営状況になっているかということは、実ははっきりとはとらえられないので

す。そういうことで、これは町民課長、税務関係でお尋ねをしたいと思うのですけれども、

今の税務関係の仕組みで利益が出た場合の所得割と、それから均等割ということで町税を

払っているわけですけれども、これは所得割がゼロということになると、恐らく赤字だろ

うということで判断できるわけですよね。というようなことで、基本的に法人関係、個人

もありますけれども、法人関係の経営状況、これは今のシステムで納税の関係でとらえる

ことができるのかどうか、そのことをまずお尋ね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 町民税の法人割の関係でございますが、その点につきましてはそれぞれ

申告書が提出されます。それによって納税されております。その中で均等割のみというと

ころと、また均等割と法人税割というふうな形の中で、当然法人税割が納められていると

いうところについては黒字だというふうに考えております。また、均等割のみという方に

つきましては、収支ゼロもしくは赤字だというふうに考えております。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 それで、その実績に基づいて、17年度というのは今盛んに商工会の方でも決

算の関係やっているわけですので、今すぐには出ないかと思います。３月決算であれば５

月に全部出そろうという形になろうかと思います。昨年の16年度の決算状況、法人だけで

もいいかと思いますけれども、その辺の均等割しか出していないところ、それから所得割

でも払っているところの数字的なものは、現実資料として出せますか。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 今集計したものがございませんので、時間をいただければ出すことは可

能だと思います。平成16年度中に決算を迎えたところについての申告があったところにつ

いての均等割が何社、法人税割が何社というふうな形の数字は出せると思います。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 そのようなことで、できれば15年度のも出していただければと思うわけです

けれども、それによって商工関係の経営状況がどうなっているのかというの、全体的には

実は商工会でもとらえられないのです。多分悪くなっているだろうということの予測しか

立てられないわけで、現実どういう比率になっているのかなということの資料を、判別材
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料といいますか、そういうものを欲しいわけで、それについて議長、後ほどで結構ですの

で、資料を提出していただきたいと思うわけですけれども。 

〇水沢議長 暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時０３分  休憩 

午後 ２時０５分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 今松井議員さんから資料提出の求めがありましたことにつきましては、

今会期中に資料を出せないかもしれませんが、極力努力したいと思いますので、なるべく

早い時期に資料をお渡しできるようにしたいと思います。それでよろしくお願いします。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 ただいま松井議員の今求めた資料も関連すると思いますけれども、具体的に

町内業者……失礼しました。同じ商工関係の質問でございますけれども、現在の商工業を

見てみますと、今詳しい数字が担当課長から出るようでございますけれども、現実問題こ

こ１年の間に町内業者、特に土木建築を含めて、またその他の企業もそうですけれども、

廃業せざるを得ない状況になってきているのが現実でございます。これは、今回の予算書

見ても、ここの商工振興というのはほとんど商工会にかかわる人件費及び商工会館、コス

ミックホールの償還金でありまして、実際的なものはここにはのってこないのですけれど

も、先ほど審議されました農業、林業、水産、いろんな形で施策を持ってきているのです

けれども、一般建設予算というのは町長就任以来ほとんど伸びていない、ほとんど災害復

旧的な程度の土木工事関係かなと思うのですけれども、こういうことを考えていくことに

よって町が非常に疲弊しているような状態が続いていると。また、昨年行われました国勢

調査においても、やはり就労の場がない、仕事の場がないために、やむを得ず町内を離れ

なければならないという現実も起きているわけでございます。また、３月いっぱいで大き

な企業が企業縮小ということで撤退するという話も聞いておりまして、詳しい数字は把握

しておりませんけれども、町内業者が十四、五人就労しているという問題もまた当面の問

題として商工会として非常に頭を痛めている状況でございます。そういうことを踏まえま

して、この商工振興に対する基本的な考え方、これは数字的な問題でないので、ちょっと

この質問が一般的な質問かなと思いますけれども、町長就任以来、非常に商工業、また町

の関係が衰退しているように見受けられる。また、数字的な問題は今担当課長から出ると

思いますけれども、それについて町長はどのようなお考えを持って、今後どのような形で

町の振興を考えていられるか、考え方をお伺いしたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 私の就任したときの大目標が財政再建ということでありますから、今財政再
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建の政策をとっているということであります。それから、建設業等については、将来的、

もちろん議員の皆様も財政の推計状況とか見ていただいてわかっているとおり、町の建設

業に出せる事業枠というのは示しておりますから、大体それが町内の事業ということでと

らえていただいていると思っております。そういう中で、その分についてやはり建設業者

の方々のお話聞くと、前々からわかっていましたということで、それらの対策をとってい

るところ。また、しかしながら今の経営不況の中でやはり厳しい状況にあるということは

私どもも存じております。しかし、今の状況の中でどんどん公共事業が出せるという状況

ではない。それは、浦幌町一町のみではありません。北海道も含めて、そういう状況には

ないということはひとつご理解をいただきたいなと、そのように考えております。そうい

う中で、商工会と十分な連携をとりながら、この振興策というものを考えていきたいなと、

このように考えております。 

〇水沢議長 ５番、河内議員。 

〇河内議員 今野村議員が大変３次産業が疲弊しているということでの話があったわけで

すけれども、それにもつながってくると思うのですけれども、平成16年度の決算審議の中

で道の駅について同僚議員が質問しております。この基本的な考え方としては、地元の農

産物を地産地消するために国道38号線に道の駅の取り入れる、設置する考えはないかとい

う質問でございます。それに対して、地産地消のための店舗、補助事業を含め調査検討す

るというお答えをいただいております。 

 それと関連することでございますけれども、商工業者の中にも、実はこの道の駅に対す

る要望、意見というのが最近いろんなところで出てきているわけです。それは、背景には

何があるかというと、我々の置かれている現状が非常に閉塞的な環境にあると。何とか道

を切り開く手だてはないのかというようなところでの道の駅に対する期待があるので、そ

ういう意見が出てきているのかなと思っております。このことは、もし実現するとしたら、

１次産業、２次産業、３次産業含めた形で活性化の一つの要因になっていくのではないか

なと考えるわけです。もちろん財政再建ということでの町長の考え方、十分理解している

つもりですけれども、やはり一点の光もなければ、何か光がなければ、町の産業というも

のに対して振興していくようなエネルギーが持続していけないのではないかなと。そうい

った面でも、こういった取り決める範囲での事業というのは、やはり積極的に研究して取

り組めるものであれば、私はこの点について推進していただきたいなと考えるわけです。 

 それで、商工業者の方にもいろんな意見伺ったことあるのですけれども、今までのセン

ターハウスを含めた既存の建物を中心とした、今ベジタブルさんも狭い中ではありますけ

れども、あそこで営業をやっております。そういう中での立地ではどうか。また、発想を

変えて、違った場所にそれを考えたらどうかという意見もあります。それは、今ラーメン

屋さん、寶龍ありますよね。あそこの先行ったところの資材置き場というか、あの辺には

結構広い土地があるので、あの辺の活用を思い切ってあそこに集約した中で考えることは

できないのかというような建設的な意見も商業者の中から出ています。そういうことも含
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めた中で、ひとつ今後その点について積極的に検討、対応していく考えはあるのかないの

か、その辺についてちょっとお考えをお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 この道の駅の話でございますが、昨日も岡田議員の方から質問があり、町長

が答えております。現在まちづくり交付金事業という事業を関係課で協議しております。

それで、役場庁内にもその検討委員会を立ち上げて検討しているところでございます。現

在検討している場所につきましては、センターハウス、今のうらほろ亭のところというこ

とで検討を始めているところでございます。それで、どちらにしましても道の駅というこ

とで実施しますと、町が全部負担をしないなら開発ではそれを認定するだけということで

ございますので、後々の維持管理も含めて最小限のものでつくっていかなければならない

と考えております。ほかの場所、いろいろございますが、それを全部やるということにな

りますと、本当に億金です。そういう２億、３億という形でなってきますので、やるとし

ても現在考えております物産を販売できる地産地消ということで、それを目的としたもの

をつくってまいりたいという考えでございます。 

 それで、その実施期間なのですが、19年度から実施したいということで、何年度にやる

ということには、まだそこまで検討しておりませんので、今後少しでも早く実施できるよ

うに、補助事業等も含めて検討してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

〇水沢議長 ５番、河内議員。 

〇河内議員 私の聞くところによりますと、商工会でもその辺について研究、検討をして

町に要望をしていきたいという何か流れがあるようですので、今町の考え方はわかりまし

たけれども、地元商工業者の意見も十分すり合わせた中で将来的な方針というものを結論

づけていっていただきたいなと思うわけですけれども、その辺どうでしょうか。今後出る

予定があると聞いておりますけれども、商工会の方から。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 どういう具体的なものが出るかということにもよると思います。より具体的

なものが出れば、出たなりの検討はしていきたいなと、こう思っております。ただ、私た

ちができるのは、いかに少ない支出で効果のあるものをつくっていくかという研究をして

いかなければならないと思っております。今検討している中では、レストラン部門がある

わけですから、それに附属して物産的なものという考えも含めながら、どういう対応でき

るかなということを検討しております。補助金も何もなしで町単独でということは不可能

でありますから、それらのどのような制度を取り入れていけるかということを考えていき

たいと思っております。 

 それから、この物産的なものについて岡田議員からお話がありましたように、商工会の

みならず、あらゆる産業が一堂に会してできるようなものということを考えております。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
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〇高橋議員 昨年の予算の中でもお話ししたことがございますけれども、たまたま今商工

会の方に町の方から局長として１人派遣しているわけでございます。この辺の関係につい

て、何年をめどに派遣をしているのか、その辺まずお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 今の局長ですが、15年の７月に商工会の方へ派遣したところでございます。

それで、契約上の中では２年ということで、その派遣する法律がございまして、一応２年

ということになっております。ただ、本人の了解を得たときには１年延期することができ

るということでございますので、現在３年まではいっていませんけれども、２年何カ月と

いうことで派遣しているところでございます。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 今助役の説明で平成15年の７月、ということは16、17の７月で２年経過した

後、１年本人の延期の了解を得てもう一年したと。ということは、今年の７月で一応契約

切れといいますか、そういう状況になるかと思います。たまたま財政厳しい折に、町職員

についても非常に混迷を極めて少ないという状況にございます。そういった中で、私自身

も商工会の方を見ましたら、立派な須藤指導員、関指導員と２名の指導員が今いらっしゃ

います。そのほかに補助員がおりますから、そういう中で十分クリアしていけるのでない

かなと思いますけれども、３月ですから、あと４カ月ですか。そういう中で引き揚げると

いうか、町の職員として戻す状況にあると思いますが、商工会の方との話し合いがなされ

ているか、その辺をまず確認しておきます。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 ４月に人事異動等をやるということでございますし、商工会の方から２月の

ときに、今局長が町の方から派遣されていると。もう一度お願いしたいということで来て

おります。町の方の考えといたしまして、商工事業につきましても町と一体となってやっ

ていかなければならないという考えで、また今職員が少ない中厳しい人員配置ということ

もございますが、４月にはまた局長を派遣したいと、そういうふうに思っております。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 今助役の話によると、３月、今月の末までに、また商工会の方から再度依頼

があったというふうにお聞きしましたけれども、これはまた２年という状況の中でお願い

したいということなのでしょうか。そうですかね。それはわかりました。 

 先ほど来、１次産業から２次産業、５次産業に至るまで非常に今厳しい状況にあります。

そういった中で、また三たび商工会の方からそういう要請があれば、これはまたいたし方

ないかなと思いますけれども、その辺踏まえながら十分今現在の町職員、先ほど言いまし

たように人数的なものも非常に個々の職員に深くかかわっていると思います。そういう関

係をクリアするときには、十分そういうことも考えながら、派遣といいますか、そういう

人員の関係をきちっと把握しながらやっていただきたいと思います。そのような考えをし

ていると思いますけれども、いかがですか。 
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〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 今答えたとおりでございますので、そういうことで派遣をしながら、また２

年間と思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 観光費のことでちょっとお聞きをしたいと思います。今負担金、補助金の関

係でみのり祭りに325万円の今年予算づけされているわけですけれども、この大イベントが

十勝でも類を見る大イベントに今発展をしているわけですけれども、浦幌にこういうすば

らしい力というか、本当に元気さがあったのかなとつくづく思っているところであるわけ

ですけれども、この経済効果も含めて、課長、どれぐらいあるのでしょうか。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 私は、来たばかりであれなのですけれども、これはずっと長年ＨＢＣラ

ジオとの協賛で、少ない予算の中で最大限のイベントをやらせていただいているというこ

とで、管内でも１万5,000人から２万人のお客さんが来るというイベントはないというふう

にＨＢＣにも言われていますし、今後も続けていきたいということでございますし、それ

ぞれ出店が出るわけですが、それが今40件ぐらい毎年出ているわけです。その中で平均五、

六十万ずつ上げているというふうに聞いていますので、そのほかにいろいろ経済効果があ

るというふうに聞いておりますが、試算は私はまだしたことがないのですが、そういうこ

とで逆算していただければなるかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

〇岡田議員 課長がしたことないということなの、町でしたことがないということなの。 

〇中川産業課長 私がしたことない。 

〇岡田議員 町ではしてあるの。 

〇中川産業課長 町でもないと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 概略的には、抽せん券も発行しておりますので、抽せん券を逆算すれば、

1,000円未満の部分は抽せん券は出ないものですから、その辺ではっきり1,000万だとか

2,000万という数字はきちっと出すのは難しいかなと。概略は出せると思うのですが……。

ちょっと時間をいただいて、計算させていただきます。 

〇水沢議長 暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時２６分  休憩 

午後 ２時２７分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 町内にもたらす波及効果というのはなかなかつかみにくいということで、

ただいま売り上げの方から計算してみますと、森林公園内で売れた分については毎年2,000
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万から2,500万ぐらいの効果があるのでないか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 本当に数字つかみづらいぐらいの効果があるのでないかなという感じをして

いるわけですけれども、今本当に協賛ということでＪＲさんの方でも臨時列車を立てて、

それがおかげさまで年々多くなっているという話も聞いているわけですけれども、それで

18年度はこういうことで計画をされているわけですけれども、今後の見通しとして、本当

に財政は厳しい、厳しいと理事者は言われて、何でもばつばつ、ばつばつ切っていって、

町民負担が大きいわけですけれども、今後の見通しとして、１日と言いながらでも、これ

だけ本当に浦幌の町に元気があるということを証明されているわけですので、このイベン

トを今後とも永久的に続けていけるのかどうなのか、その辺含めてちょっとお聞きしたい

と思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 昔は、砂のアートだとか、いろんなイベントが本町にもあったわけです

が、今唯一残されております大きなイベントというのは、このみのり祭りしかございませ

ん。そういう中で、今財政的に非常に厳しいわけですが、ＨＢＣラジオの協賛をいただい

ている間は何とか続けていけるかなと。そして、商工会との話し合いの中でも、やっぱり

唯一のイベントをなくすことにはならないだろうという協議もされておりますので、担当

としては続けてまいりたいというふうに考えております。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 それを聞いて安心しているわけですけれども、浦幌のよさも含めて、これを

きっかけに地域振興になればいいなという感じをしているわけですので、課長言われまし

たように、ほかのお祭り系統はゼロになりました。それを含めて、もう少し予算をかけて

大イベントに発展して、浦幌のこのすばらしさをもっともっと町外にＰＲする意味でも、

予算措置も含めて今後十分検討していただいて、継続していくように要望します。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 ほかのイベントを切ったということで、しかし寒風・寒けりなんかを見てみ

ると、やはり皆さん大事だと言いながら参加者がやっぱりないのです。私もずっと参加し

ていました、一度も欠かさずと言っていいぐらい。途中からですけれども、最初からでは

ないです。やっぱり議員の方も含めて参加者少ないのです、町民の方も。そうなると、や

はりどこかに集約していかなければならないということで、最後にこのみのり祭りだけは

という思いも私は持っております。しかし、これをすぐに予算を増額ということではなく

て、できるだけ続けていきたいなと、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 これは、そういうことなのです。お金を使うばかりではないというのはよく

わかります。やっぱり知恵と工夫があれば、すばらしい祭りに発展すると思いますので、

町民もこぞって頑張って盛り上げていきたいなと思っています。よろしくお願いします。 
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〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑なしと認めます。 

 商工費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 お諮りいたします。ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩をいたします。 

 

午後 ２時３２分  休憩 

午後 ２時５２分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、８款３項河川費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇松田施設課長 81ページを開いていただきたいと思います。８款土木費、１項土木管理

費、１目土木総務費、本年度予算3,812万円、この目は施設課職員の人件費、事務費及び道

路台帳修正業務委託の内容でございます。減の主な内容は、人件費の減でございます。17

節公有財産購入費につきましては、説明資料のとおりでございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、この目は維持係の人件費及び土木車両10台の維

持管理費でございます。主な増につきましては、人件費で75万5,000円、対象人員の変更に

よるものでございます。そのほか、車検の台数が昨年４台でしたけれども、本年度８台に

ふえまして、需用費、役務費、備品費、公課費等でそれぞれ増となっております。本年度

予算につきましては、3,224万5,000円でございます。 

 ２目道路維持事業費、本年度予算1,874万円、この目は町道253路線、総延長303キロメー

トルを維持管理する予算でございます。 

 ３目道路建設補助事業費、本年度予算１億4,072万7,000円、国の補助事業で道路改良、

舗装を実施する内容で、詳しくは説明資料のとおりでございます。なお、静内牧場線は本

年度で完了となり、新規に北栄北２丁目線の道路改良を行います。この中身につきまして

は、総延長420メーター、幅員5.5、全幅７メーターで、総事業費は１億1,000万円、工期は

４年間を予定しております。増の主な内容につきましては、工事請負費で860万と委託料600

万の増となっております。 

 次、３款河川費、１項河川管理費、本年度予算451万1,000円、この目は町の管理する普

通河川215カ所の維持管理費の内容でございます。 

 以上でございます。 
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〇水沢議長 説明が終わりました。 

 質疑を許します。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっとお尋ねなのですけれども、実は樋門管理に関してなのですけれども、

一生懸命管理されている方については、私すごく感謝申し上げているのですけれども、た

まに私の拝見するところで管理の仕方が悪い、全然見ていない。失礼しました。あくまで

も浦幌川ですから、土現絡みでもいいですか。 

〇水沢議長 はい。 

〇阿部議員 いいですね。失礼しました。 

 ということなのですけれども、私も何年か前に一回指摘させていただいたことあるので

すけれども、管理の悪い方がいらっしゃるように、堤防の上を歩いていて思います。その

中で、指導というのではないのですけれども、いろいろこのごろ水のふえたり何かするこ

とがございますので、その辺の管理をどのようにされているか。ただ、お手当を支給する

というだけではなく、そういうことを見て歩かれたことがあるのかないか、１点お尋ねい

たします。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 樋門管理につきまして、樋門のある箇所の地先の方にお願いをしており

ます。最近高齢化等で管理をやめたいというような言い方をしている方も若干おりますけ

れども、一応管理につきましては冬場の１月、２月、３月はちょっと雪があるので、夏場

の９カ月か10カ月分を毎月管理していただいております。その中身では、常に管理状況、

樋門の状態がどうであるかをチェックしてもらうために、毎月その管理状況で異常がある

場合にはこちらに報告してもらうような形の書類を出していただいております。そういう

中身で、いざというときに動かなかったら困るということで、ゲートのハンドルの操作、

樋門に亀裂がないか、そういう中身でチェックしていただいているのですけれども、地先、

地先の農家の方にお願いしている中身においては個人差がありまして、どうしても管理の

度合いというのですか、チェックの仕方に若干ばらつきがあるというようなことも聞いて

おります。ただ、直接私どもが行って、中身をどうかということですけれども、問題ある

ところについては直接行ってお話をお聞きしながら指導もしておりますし、非常事態、い

わゆる臨時操作のときにおける中身についても、その報告を聞きながら現地の対応を確認

しながら土現の方にも報告しているというような形で、今ちょうど管理の委託料を支払う

月というのですか、きょうもやっているのですけれども、委託料とそれのオイル、それか

ら作業服等の支給をしておりまして、そのときにもよろしく頼みますというような形での

お願いをしながら何とか管理していきたいということで今実施をしている段階でございま

す。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 今課長のおっしゃられることで、もっともだと僕は思います。金銭的には、
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本当にまじめに管理していただく方にとったら物足りないのかなという金額だと思います。

やはりそこで管理していただいて、どの程度までがその方の管理かというのは大体、私自

身はないのですけれども、私のお世話になっている部分の中では結構見させていただいて

おりますので、想像つくのですけれども、それより一歩先、河川の中に入ってのことなの

ですけれども、せっかく樋門管理をしていただいている方がどんなにしても、中に入って、

今すごく柳とかヨシとかが先にあります。その先について、自然で大変よろしいのですけ

れども、それをある程度掃除したり何かしていただかないと、せっかく樋門管理をしてい

ただいても、その効果が僕としてはあらわれないのではないかというふうに思います。そ

の辺のことについて、河川パトロールの方、私もパトロールしている人を見るのですけれ

ども、どういうふうに考えているのかなと、私は余り考えたことないものですから、今ふ

とそういうことも考えたりして、以前その中の掃除もしてほしいのだという地区の方もお

りました。その中で、そういうことについても今後できればお話をいただいて、スムーズ

な速やかな水を流れをつくっていただくようにお願いしたいのですけれども、その辺につ

いていかがでしょうか。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 主に樋門のあるのは浦幌川ですか、道河川が多いのですけれども、土現

サイドからいくと自然に逆らうような行為はだめ、まして河川敷地に生えている木等につ

いては、伐採はだめですと。今阿部議員言ったように、非常に水を阻害される、交通安全

的にも見通しが悪いようなところに木が生えているのを地先の人がたまたま枝払いしたら、

すごく土現に怒られたというような経過もありまして、正式に伐採をするとなると土現の

許可をとりながら、こういうことで見通しが悪いとか、水を阻害するから切りたい、もし

くは柳によってさくをつくりたいので、柳の木を切らせてほしいのだというような形の正

式な伐採許可を得て初めて伐採ができるというような中身で、勝手にこちらで切るという

ようなこともできないという中身もあるし、逆に土現にそういう支障があるので切ってほ

しいと言っても、なかなか道の方も予算がなくてちょっとできないというような形の中身

もありますし、自然の環境を守るためにもそれはちょっと難しいというような言い方で、

伐採についてはなかなか難しい段階であると。町河川についいて、一部そういうところに

あっては年次計画では木を切りながらやっておりますけれども、土現関係についてはそう

いう状況であるということです。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 今阿部議員の河川の中の水路につきましては、毎月管理状況の報告書上がっ

てきます。その中に土砂がたまっている、ごみが詰まっている、そういうのは土現の方で

やるようになっております。町の方からその都度上がってきたものについては土現の方に

報告して、それを処理してもらっていると。たまたま管理人の方がそこまで目が届かなく

てというときもあると思います。町の方も毎月ということにはなりませんけれども、３カ

月に１回とか、そういうことで巡回はしております。そういうことで、河川の中の関係に
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ついては土現でやるようになっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 重ねてのお願いをいたしますのですけれども、今言われた河川の中のことに

ついて僕ら町民にとったら、本当に痛いところに手が届かない、かゆいところに手が届か

ないという状況にあって、歯がゆい思いをするのでありますけれども、やはりこれ将来的

にはそこに雑木などが生えていることによって排水が悪くなるというふうにお考えをいた

だいて、その地先に農家があったとすれば、冠水すれば、やっぱり１日冠水していること

によって、こうむる被害というのは私は甚大なものがあるだろうというふうに思います。

今既におわかりになっているところについては、ポンプアップなど、いろいろの段取りを

されているわけですけれども、それまでしなくても、ちょっと一つ手を加えることによっ

て、その冠水が少しでも早く抜けるという状況にある場所もあるように私は思います。そ

ういうことを踏まえながら、ほかの形の中でお願いしてはいるのですけれども、町理事者

の方から強く、町民、受益者のためになることだと思いますので、その辺についても強く

お願いをしておきたいと思います。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 私も関連のような質問ですけれども、浦幌川に関する堤防の道路ですね、こ

れの管理についてちょっと確認をしておきたいのですが、通常道路になっている堤防部分

は、町がほとんどグレーダーかけたり、通れるような維持管理はしておられると思うので

す。それで、それに関連して草刈りなのですが、これはどこの所轄でやられているのか。

実は、牧草時期あるいはコンバインの動く時期になりますと、堤防の上ですから、コンバ

インが通るのはようやくの幅しかないのです。それで、きれいに草を刈らないと恐ろしく

て通れないと。どうしてもそこを通らなかったら行けないと、こういう場所があるのです。

それで、ボランティアで農家が草刈るのです。そうすると、ここでやめたと。そうすると、

そこから続きの人たちは、きっと町に、どうしておれたちの方を刈ってくれないのだと多

分言っていると思うのです。ただ、町では草刈るようにはなっていないのかなと。先ほど

課長の答弁に、阿部議員の答弁にもあったように、無断で草刈ったらだめだと土木は言う

のですから。そんなことで、その辺の管責というか、町のかかわる範囲をちょっと確認し

ておきたい。ボランティアで草刈っても、黙って刈った、土木はそういう言い方するので

す。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 堤防の関係については、管理は土現で、堤防の上を通る町道認定をして

いるところもあります。それに対しては、土現と町との間での管理協定を結んで町道認定

をしていると。それで、通常の中身ではグレーダーかけとか、それについては、町道とい

う意味もあって、管理協定の中身の範疇においてはグレーダーをかけているのですけれど

も、草刈りについては６月、７月というのは非常に草が伸びるということで、堤防の上ば

かりでなくて、ほかの町道の方の草刈りに忙しくて、なかなか堤防の方までいかないと。
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交通量的な問題もありますけれども、実際町として草刈りをするに当たっても、土現にお

いては、いわゆる洪水時における破堤につながるということで、その辺の草刈りというの

はなかなかさせてくれないと。グレーダーで路面整正程度はいいにしても、草刈りまでは

ちょっと町の方ではできないというような状況になっております。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 今のお話で、ほとんど私の認識と変わらないのかなという判断をしました。 

 そこで、ただ、今ありましたように、草を刈れば水害の防御が弱くなるというような観

点で、先ほど私言いましたようなことで怒られたりするのですが、しかし実際には草刈ら

なければ通れない状況ですよね。コンバインは、タイヤ幅でも４メーター50は確保しなか

ったら、特に下浦幌に来ているコンバインについては幅広いですから、通れないのです。

それに頭ついていますから、周りもイタドリが生えていたり、牧草の低いものだけだった

らいいのですけれども、とても通れる状況にありません。そういう中で、農家がボランテ

ィアで草刈るのだということなのですが、今町に草刈りに回りなさいとか、そういうこと

を今申し上げているのでなくて、どういう管理、管責になっているかなということで今確

認した中で、実際草を刈らなければ通行できない。そのことに対して、土木に対しても、

地域がボランティアで刈ることに対する許可というか、ボランティアでやってやるのです

から、だめだ、だめだ言わないで、根っこはぐわけでないですから、その辺どの範囲まで

よろしくて、怒られないで済むのか。ボランティアでやるのに、怒られながらやるのでは

かないませんから、その辺の確認をとりながら、地域は地域でやれることはやっていくよ

ということを申し上げたいので、その辺のことについてちょっとお伺いしたい。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 草刈りの度合いというのですか、下からすっぱりきれいに刈る方法と、

３分ぐらい残して上を刈って、交通に支障のないような、また見通しのいいような形で草

刈りする方法もあるというようなことから、その辺について土現の方にこういう実態を申

し上げながら、何とか刈らせてもらえないかというような、ボランティアでもいいからや

らせてほしいのだという地域の人がいるということで土現の方とも協議させていただきま

す。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 そこで、問題になるのは、ボランティアでここまで我々のかかるところはや

ったよと。その後のところが、話の通っていないところは、おれたちのところ残っている

ではないかと、先ほど言ったようにこういうことになるのです。そうしたら、町の方へ必

ず電話行きます。対応どうしますか。その後の草刈りはどうしますか。 

〇松田施設課長 堤防以外ですか。 

〇杉江議員 堤防です。ここまで刈って、自分たちのかかわるところはここでやめました

よと。それ以外の人たちが、どうしておれたちのところ刈ってくれないのだとなったとき

に、町はどういうふうに対応するのですか。必ず来ます。現実にあるのですから。 
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〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 あくまでも管理者が道河川は土木でございますし、国の方は開発ということ

でなっております。どちらにしましても、支障のあるときに、やはり町の方から土現なり

開発に頼み込むということでいきたいと思います。ただ、途中である地区がやって、その

次やっていないということなく、やはりやるときにはその路線、ある程度まとめた形で町

の方が土現の方に言っていかないとならないの思いますし、地域の方々にもやはりそのと

きは協力していただくということでやっていかないと、それは整理できないのでないかと

思いますので、今後その辺は地域とも詰めながら、土現の方にその辺要望していきたいと

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 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 助役の答弁、ちょっとよくわからなかったのですけれども、町の責任でと言

ったり、土木にお願いしていくと言ったりしているのですけれども、結論的には刈ってい

ないところあれば、町が責任持って刈ると、こういう答弁ですか。刈れるように、土現の

方に話を通すという、そういうことですか。刈るのは、個人で刈れと。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 あくまでも町で刈っている分に対しては町道の部分を刈っているということ

でございますし、それ以外の部分に対しては、地域の方々と協議して、その路線をずっと

刈らないとだめなところについては、地域の方と協議して、そして土現の方に刈らせてほ

しいということを申し上げたいと思います。 

〇水沢議長 刈らせてほしいと、町がやるの。 

〇安藤助役 刈るのは地域の方が刈っていただくということで、そういうことでございま

す。町の方は窓口となって、土現に要請していくということでございます。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 言っている趣旨はよくわかります。自主的に刈っている地域の人たちはいい

のですけれども、自分たちにかかわらないけれども、通るのに不自由だぞと、そういう要

望あったとき、町はどう対応しますか。自分たちで刈るという話が地域でできていない。

しかし、そこはよく通ると。そういうときに、自分たちが利用する堤防の通路について、

道路について、草刈りしていないぞと言われたとき、町はどういうふうに対応する。町が

行って、すぐ刈りに行くのですか。現実に多分去年対応していると思うのです、同じよう

なことで。対応したかどうかはいいのですけれども、今の質問もう一回、しつこいようで

すけれども。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 今地域と私も言いましたけれども、その機械の方々といいますか、作業をす

る方々がそのところを通れないということであれば、その方々で刈っていただくというこ

とになろうかと思います。どちらにしても、そういうふうに…… 

〇杉江議員 ちょっと趣旨が……。質問の趣旨が違って、ここまでは機械が通るから、か
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かわる人たちがボランティアで刈ったよと。それ以降について、機械は通らなくても、常

に通行する人がいて、続きをどうして刈ってくれないのだということになるのです。そう

いうとき、町はどういう対応するのですか。通行の必要に応じては、農家は対応するので

す。それ以外の部分です。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 堤防の上の道路につきましては、土現でいう管理用道路ということでござい

ますので、どうしても通行に支障あるということであれば、やはり土現の方に、こちらの

方から話しかけて刈っていただくということになろうかと思います。 

〇水沢議長 暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１５分  休憩 

午後 ３時１８分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 助役。 

〇安藤助役 堤防の上の関係の草刈りについては、町ではできなく、土現の方に刈っても

らえるように要請してまいりたいと思っております。よろしくお願いします。 

（「要請してもらいたい……」の声あり） 

〇水沢議長 土現の方に要請して、刈ってもらうようにしますと。 

 14番、島田議員。 

〇島田議員 18年度から４年間と言いましたか、北栄２丁目通りの道路の整備事業につい

てですが、これは測量入る前に、担当の方から関係する町民への説明会も含めてあったわ

けですが、そのときにもちょっと私、なかなか理解できなくて、いまだにいるのですが、

用地の提供はやぶさかではないのですけれども、道路の構造上、両側に歩道をどうしても

つけなければならないのかなというのが１点と、それこそ町の中ですけれども、場所によ

っては猫の額みたいな歩道があって、冬場ろくに除雪もされないという、そんなところで

も両側に無理して歩道をつけると。これは、そうしないと補助の対象にならないというこ

ともあるのでしょうけれども、もっと安全性と利便性と、まちづくりの景観も含めて考え

たときに、もう一工夫あってもいいのではないのかな。それは、無理して狭い歩道を両側

につけないでも、片側だけでゆとりある幅をとるような形だとか、そして車両の幅を一定

程度とると。これは、一つの規格はあるのでしょうけれども、その町のといいますか、そ

の場所の状況に応じて検討をする必要性はあるのではないのかなと思うのです。 

 それと、北栄２丁目通りでいいますと、地域の要望もあったのだとは思うのですが、な

かなか道路整備といいますか、団地の中も春になるとかなり傷む箇所もまだまだあって、

仮舗装という問題もあるのですけれども、とりわけ縦は条ですか、北栄２丁目通りなどに

対しての直角に交差している通りは。これが整備されていないと。冬の除雪も非常に、そ
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れは請負業者の責任かどうかわかりませんけれども、大雪が降った状況にもよるのですが、

車交わせるほどの除雪されない状態が続いたり、なかなか歩く場所がなくて、結局車道を

歩かざるを得ないのですが、まだまだ整備はこれからの箇所も多いのですけれども、ひと

つ歩道のあり方、今自転車も車道を歩かないで、学校あたりでは安全のために歩道を乗る

ように指導しているのでしょうか、そんなふうな光景も見受けられて、歩く人と自転車が

同じところをすれ違うと。そういった点では、本当に一定の幅の歩道がないと非常に危険

だなという気もするのです。そんなことを考えれば、その場所にもよりますけれども、北

栄２丁目通りでいうと、無理して両側に歩道つけて、そして冬になると片側しか除雪しな

いというようなことでは両側につける意味がないので、その分規格外になると町の持ち出

しが多くなるのでしょうか、その辺説明と考え方を伺いたいと思います。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 北栄２丁目通りにつきまして、用地幅が10.9メーター、６間です。今計

画しているのが両側歩道２メーターと車道幅員が７メーターというような構造になってお

りまして、この理由といたしましては、沿道に張りつく民家がそれぞれにあると。一部空

き地もあるのですけれども、将来的構想からいくと両側に民家が張りつく要素がある中身

で、両方に車道をつけていると。それと、歩道の下にそれぞれ雨水管等が入るのですけれ

ども、その辺の構造物の設置箇所というような兼ね合いもあります。そういうことで、一

般的な両側歩道ということで、歩行者が両方とも通れるというような形でございます。 

 それで、先ほど縦の方の整備がおくれているのでないかと、東西の方はある程度進んで

いるけれども、南北がおくれているのでないかということですけれども、この辺につきま

してはまちづくり計画に基づいて年次計画で整備していくということで、北栄の部分のみ

ならず、ほかの地区においてもまだまだ整備していかなければならないところもあります

ので、その辺は年次計画をもって整備を今後していくという考えでございます。 

 それから、除雪の関係につきましては、市街地における歩道については除雪をしてきて

おります。北栄部分についても、今年についても、その日すぐにはちょっと間に合わなか

ったのですけれども、歩道の方も除雪をしております。今後道路整備して舗装ができて、

歩道ができた段階においては、歩道部分も除雪するような形で維持管理していきたいとい

うふうに考えております。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 せっかく舗装をつけてくれるのですから、ありがたいのです。ただ、言いた

いことは、歩道も形だけのものは必要ない。むだです。やっぱり安全性を確保するのであ

れば、一定の歩道の幅をとるべき。先ほど２メーターと言いましたか。２メーターあれば、

いい方でしょう。町の中ではそれだけとれていないところもあるよね。しかも、街灯か何

かが歩道の上に乗っかっていて、まともに歩道として通れないような。だから、街灯等を

よけるならわかります。でも、歩道の真ん中だとか、ごみ箱が歩道の上に乗っかっていた

り、それは利用する側の責任ですけれども、街灯や電柱等については、やはり撤去すると
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いうか、位置を変えるとか、そういったこともやっぱりやらなければ、結局そういう歩道

は歩かないのです、邪魔物いっぱいあると。車道歩くのだから、歩道の意味なさないし、

そういう意味ではぜひ今後の道路建設等に当たっては、何だかんだ国の補助を受ける関係

で両サイドに歩道が必要なのか、場所によってはやっぱり片側でもいいところ……。正直

言うと、僕自身は北栄２丁目なんかは片側だけでいいと思うのです。住宅は、確かに反対

側もありますけれども、道路のすぐそばは住宅がほとんどないのです。そんなことからし

たら、町営住宅があそこにちょっとありますけれども、けちれということではなくて、規

格にはまったことだけでなくて、地域の状況に応じた形での道路の建設を含めて進めてい

ただきたいなというふうに思います。 

〇水沢議長 答弁求めますか。 

〇島田議員 歩道上にある電柱の撤去もしくは移動については、既設の歩道も含めて、ど

う対応されますか。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 道路敷地内には、電話柱、照明灯、それから警戒標識等、もろもろたく

さんありますけれども、その辺については支障ないような位置に設置するように、工事の

段階においては電柱等については車道と歩道でなくて、敷地の端っこの方に立てるとか、

いろいろその辺は対応していきたいというふうに考えております。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 昨年もちょっとお話をしたのですけれども、樋門管理の部分に関連がありま

すので、お話をしたいのですけれども、今中浦幌地区の畑総が今年設計ということでされ

るわけですけれども、河川敷の関係でなかなか畑総の方の事業ができないという中身もち

ょっと出てきているみたいなのですけれども、その関連でせっかく畑総で整備して、その

暗渠等の排水が、やっぱり川底がどうしても高いということで流れが悪いということで、

昨年土現の方に川底を下げるように要請をして、その辺の話をしていただきたいという話

をしたのですけれども、その経過どういうふうな話になっているのかちょっとお聞きした

いと思います。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 中浦幌の畑総の関係、暗渠の排水ですか、その辺については私の方でち

ょっと承知していないのですけれども、通常土現としては集水管１本については河川の方

に放流することに、堤内排水の方に放流することには問題ないというような言い方をして

いるのですけれども、具体的に今岡田議員が言いました暗渠の排水先の協議については、

私の方では直接聞いていないのですけれども。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 昨年言ったと思うのです。昨年かおととしかな。 

 それで、それはわかるのです。排水の関係で河川敷を通るというのはわかるのです。結

局は、川底が高ければ、せっかく畑に暗渠入れて、その排水はどうしても浦幌川に流れる
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わけですよね。その関係で、やっぱり浦幌川の川底が高いことによって、その排水が思う

ようにいかないという部分が生じてくるのでないかなと思う。現状が、浦幌川が高いこと

によって、先ほど阿部議員も言われていたのですけれども、その高いということが影響し

て、排水が大丈夫なのかなという不安も受益者の方持っているみたいなのです。それで、

その辺改良できないのかということを聞きたいわけです。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 私の方から、畑総絡みの話でございますので。聞き取り調査の中でも、

そういう川底が高くて、やりたいのだけれども、暗渠が流れていかないという要望があり

まして、その話し合いの中では、とりあえず農協が中心になって測量してもらって、そし

てその中でできそうだということであれば、土現と今後協議して、何とかその辺を改良し

てもらえるような方向性でお願いをしていくしかないのではないかということで、今聞き

取りの中では進めていく状況になっております。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 恐らくそういう影響が出てくると思うのです。それは、樋門の方とも影響し

てきますので、その辺も十分土現の方に……。せっかくできた、整備したのがやはり浦幌

川の川底が高いということで、それがやはり影響するということにはならないということ

を思っているわけなのです。その辺も含めて、強く土現の方にも要請しながら事業を進め

て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 質疑がないようですので、河川費までの質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、５項住宅費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇松田施設課長 85ページを開いていただきたいと思います。４項都市計画費、１目都市

計画総務費、本年度予算12万円、この目は都市計画審議会開催及び事務費の内容でござい

ます。 

 ２目公共下水道費１億4,531万1,000円、公共下水道特別会計の繰出金の内容でございま

す。 

 ３目公園緑地管理費、本年度予算574万8,000円、この目は中央広場、駅前広場、ポケッ

トパーク及び児童公園、遊園地の維持管理のほか、本年度より町有地、教育施設、森林公

園遊歩道等の草刈りや管理業務を新たにこの公園緑地管理費に集約したことにより、賃金

で66万7,000円、委託料で110万円ほど昨年より増額となっております。 

 次のページ、５款住宅費、１目住宅管理費、本年度予算2,299万6,000円、この目は公営

住宅、改良住宅等の町営住宅497戸の維持管理費にかかわる経費でございます。 

 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。 
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 14番、島田議員。 

〇島田議員 北栄にある町営住宅について若干お伺いします。ご存じのとおり、あそこに

行くと本当に、悪いですけれども、人が入っているのだろうかというような状態ですよね。

なぜかといったら、一つは修繕がどこまで行われているのか。要請ある分ではやられてい

るのかわかりませんけれども、空き地で閉鎖している住宅もあるのですけれども、前にも

私言いましたけれども、長年住んでいるところから移るというのはなかなか、人としては

相当な精神的な負担が大きいのです。特に高齢者になると、やはり住みなれたところに住

んでいたいというのが一つ。それと、周りが長年近所づき合いがあって、本当に親しくし

ていた。いろいろ顔を見ては、お互いに元気かというような感じで。ところが、地震、災

害後の仮設住宅に入ったお年寄りが孤独死したように、場所変わると、そうした命までか

かわるようなこともあるので、希望としてはやっぱりあの場所で、隣近所も変わらずとい

いますか、集落としては同じような人たちが住んでいると。やっぱりそういうコミュニテ

ィが必要かと思うのです。ところが、町は住宅の建設は今のところないのだけれども、今

あそこの町営住宅に入っている人たちの点でいいますと、確かに所得もない方々が多いで

す。そのままそこで住まわせるという、あれでいいという判断で修繕もそこそこにしてい

るのであれば非常に問題ではないのか。網戸の一つだとか、雨どいつけるだとか、ドアを

直すだとか、そのぐらいのことはやるべきではないのかと。別に建てかえの予定ないわけ

でしょう。ないのであれば、修繕にもう少し手を加えるべきではないのかなというふうに

思うのですが、いかがですか。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 北栄にある木造の住宅で、建築後非常に古くて老朽化も進んでいるとい

うようなこともありまして、現在空き家にしておいたところもあります。今島田議員が言

ったとおり、収入が低くて、逆に家賃が安いということでの入居希望ということで今ずっ

と住んでいただいている中身もあります。当然雨漏りとか、ドアの直しとか、そういう要

望ある箇所については、現地を見ながらそれぞれ対応しているところでございますけれど

も、中にはたまたま滞納しているところもありますので、その辺の滞納ないような形で、

ならば修繕するよというような方もいらっしゃいますけれども、要望については現地を見

ながら修繕の方を図っていきたいというふうに考えております。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 考え方なのだけれども、滞納分を払ったら直してあげるよというのは、これ

はひどいのではないだろうか。私は、修繕は別だと思うのです、滞納とは。やはりその住

宅を維持管理しているのは町でしょう。町の責任においてやるわけだから、滞納とは別で

す。それを滞納をなくさなかったら網戸の１枚もつけてやらないなんていうことではだめ

だと思うのですけれども、町長はどのようにお考えですか。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 言葉、ちょっと表現がまずかったと思うのですけれども、いわゆる家賃
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が5,000円とか6,000円の中で５万も10万もかかる修繕も中にあります。そういう中身にお

いては、何カ月でもいいから払っていただくような形の分納確約をいただきながらやると

いうことで、またそれもままならないというところは、必要最小限の範囲で当面の暮らし

に支障ないような方法の修繕は実施をしておりますので、その辺ご理解を願いたいと思い

ます。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 課長、先短いのですけれども、大丈夫なのでしょうね。それで、修繕費につ

いては、考え方としてちょっと伺いたいのですが、町営住宅は町営住宅の中で修繕費を見

るのですか、それとも公営住宅も、全体の中での修繕費を見るのだろうか、そこをちょっ

とはっきりさせてください。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 住宅管理費という、この目が一つしかないので、公営住宅も改良住宅も

特公賃住宅もすべてこの予算の枠の中の修繕費で修繕をするということです。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 ということですから、先ほど課長が言った滞納を払わなかったら直さないよ

というのはまずいのです。計画的に修繕費は家賃の何割と定められていて、その範囲で修

繕するわけですから、計画を持って修繕してください。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 修繕については、計画的に予算の範囲内でやるのですけれども、先ほど

滞納分の話は、そういう建前のもとにそういう意識を、滞納をなくすためにおいても、本

人にわかっていただくためにも、滞納をして、直すだけ直してくれという権利を主張する

のでなくて、やっぱり納めるものは納めてもらわないとだめだよという意味においてそう

いう言い方をして、滞納を少しでもなくすような形で努力しているということでご理解願

いたいと思います。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 住宅費のところでありますが、公営住宅、現在ある中で水洗化されていない

公営住宅もあると聞いておりますし、このことについて市街地もさることながら、町の中

ですね、古い公営住宅になるかと思いますけれども、まだ取り壊し予定はないという中で、

水洗化されていない公営住宅。それと、市街地の中の下水道を既に完備していると、下水

道線は走っているという中で、まだ水洗化されていないという住宅もあるということで、

その水洗化ということについて、まず水洗化されていない公営住宅、なおかつ取り壊し予

定のない公営住宅というのは何戸ぐらいあるのか、まずそれを聞かせていただきたいと思

います。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 最近建った住宅につきましては、水洗化されておりますし、昔建った木

造のものについては、また取り壊しを予定しているものについては水洗化されておりませ
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ん。それで、公営住宅の今後水洗化をする予定ということになると、今手元に資料ありま

せんので、時間をいただきたいと思います。 

〇水沢議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時５０分  休憩 

午後 ３時５４分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 施設課長。 

〇松田施設課長 下水道の処理区域内で水洗化されていない区域ということですけれども、

浦幌市街と吉野については全部なっております。それで、貴老路の公営住宅が26戸、美園

が６戸、常室が４戸、それから厚内が31戸、十勝太が４戸、以上がまだ水洗化になってお

りません。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 それで、中にはこれも何年か後には取り壊しという予定のところもあろうか

と思うので、そのことについては仮に今住宅に入っているとしても、先行投資といいます

か、水洗化するというのはちょっと財政的にも無理かなと思うのですけれども、まだ十分

に10年か20年ぐらいは使えるというような住宅もあろうかと思うのです。それについて、

今現在入っている中には水洗化を望んでいる使用者といいますか、入居人もいると思うの

ですけれども、何人かにも聞いているのですが、水洗化してもらえないのだろうかと。な

おかつ、水洗化されれば使用料が上がりますよね。1,000円か2,000円かちょっと私はわか

らないですけれども、それを払ってでも水洗化してもらいたいという希望者があろうかと

思いますけれども、その辺の声は聞いておりますか。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 公営住宅の入居に対して応募してもらって、公営住宅委員会で決定する

のですけれども、条件的に水洗化がされていないというような中身での応募をしていただ

いているということで、承知の上で入っていただいていると。その後、何とか水洗化とい

うような話については、直接私は聞いておりませんけれども、公営住宅以外の雑種家屋で

一部水洗化に何とかできないでしょうかというような話は聞いております。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 私が聞いているのは、公営住宅以外のところで、雑種住宅といいますか、そ

の部分で聞いているので、共通している人かもしれないのですけれども、これ部門が違い

ますか、公営住宅と雑種住宅、同じに扱ってよろしいですか。雑種というのは、その種類、

ちょっと私わからないですけれども、お答えしてください。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 公営住宅は、字のとおり公営住宅ですけれども、教員住宅とか、廃校に
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なって教育財産から普通財産に変わって、町で管理する家屋を雑種家屋というようなこと

で施設課で管理をしている住宅でございます。予算的には、この目で一括全部入っている

ということです。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 そうすると、雑種家屋に該当する方ですね。私が聞いているのは、何人か数

人、現在水洗化されていないと、下水道は通っているということで、そこが水洗化されな

いだろうかと。これは、使用料が高くなってもしようがないというようなことで話を聞い

ているのですけれども、そういう要望があった場合には、水洗化するという方策は考えて

いませんか。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 一部吉野地区において雑種家屋で、入居者がたまたま帯広から来た人で、

水洗化でないので、何とか水洗化にしてほしいと。できれば、自費でもやりたいというよ

うな話も聞いたのですけれども、最終的には現状のままに入っていただいていると。水洗

化するに当たっては、先ほど松井議員が言いましたとおり、水洗化している住宅について

は月1,000円がプラスアルファということで使用料をいただくというような中身です。それ

で、今吉野地区については、本管がすぐそばに来ているのですけれども、中の改造費、便

器等もろもろ、施設整備費としては大体１戸当たり五、六十万はかかるというような中身

で、公営住宅等においては、水洗化に当たっての補助の道も一部あるのですけれども、そ

ういう雑種家屋については全くの単独費となると、1,000円の収入で五、六十万の設備費と

なると、元を取るとなると50年もかかるというような中身もあるし、また非常に町財政厳

しい折、それらの雑種家屋について水洗化するとなると、予算的な問題もありまして、ま

た当時吉野については公営住宅は水洗化したけれども、教員住宅については廃校というよ

うな中身において、その辺がちょっとおくれて、いまだにこういう状況であるということ

でありますので、今の段階ですぐ水洗化ということには、予算的にちょっと無理かなとい

うように考えております。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 そういう希望があるということと、この教員住宅が築何年ぐらいたったもの

で、これから何年ぐらい使えるものかによっても判断すべきものではなかろうかと思うの

です。20年ぐらい使えるということで、では５年後、６年後というより今つけた方が、財

政的には厳しいかもしれないですけれども、使用価値というのは非常に上がるはずなので、

お金のかかることではありますけれども、まだまだ使える住宅ということであれば、これ

は今年度も水洗化するのが妥当なことだと思うのですけれども、そのことについてはどう

思いますか。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 確かに今こういう時代の流れで、水洗化でないというのは非常に、今環

境的な問題を含んで必要なことだというふうに考えております。住宅の建設年次からぼっ
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て、今後何年使えるかということも見ながら検討していきたいと思いますけれども、ただ

雑種家屋ということで、入居者が今後10年、20年とずっと入居しているのでなくて、何年

かしたら転出なり、また別の公営住宅等に入るというような中身もあって、空き家になる

可能性も十分にあると。地域的に吉野地区ということになると、浦幌市街に行きたいとい

うような要望もある中身で、その辺の今後の入居のめどといいますか、応募等が結構ある

というような中身であるならば、財政との相談もしながら、新しい住宅については今後水

洗化になるような形でさらに検討をしていきたいというふうに考えております。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 課長、今の答弁もちょっとおかしいのではないかなと思うのです。これから

10年なり20年なり、要するに公営住宅として使える建物なのでしょう。だとすれば、この

方も本当はこちらの方に入りたいと。ただ、入れなかったので、第２希望か第３希望かで

そちらに入っていると。２組か３組ぐらいあると聞いていますけれども、そういうことで

今入っているのです。仮に出たとしても、だれか別な人が入る可能性は十分にあるわけで

すよね。建っている以上はそうでしょう。10年なり20年なり建っている以上は、そこに入

るのだということが前提なわけで、空き家になるかもしれないというようなことの予測で

今水洗化できないということにはならないと思うのです。今の時代、課長も言ったように、

下水道が通っていて、なおかつそのそばの建物で水洗化になっていないというのは、これ

は今の時代にやっぱり合わない。なおかつ５年、10年、20年ぐらい使える建物であれば、

即早く水洗化するのが最も妥当な方法だと思う。これは、費用がかかるのはしようがない

けれども、それで２年、３年おくらせる、４年おくらせるということにはならないような

気がするのですけれども、どうでしょう。町長、どう思いますか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 吉野小学校跡地の雑種教員住宅ということでとらえて、そこだけに限ってお

話しさせていただきますと、今校舎、体育館、地元で使っていただいておりますけれども、

校舎を含めて、あの地帯の、今雑種、旧教員住宅ですか、それを今後どのように扱ってい

くのかという大きな課題があります。養老地区もそうですし、新養老小学校地区もそうで

すし、常室地区もそうです。将来払い下げをしていくのか、または町で管理をしていくの

か、またどのような形で持っていくかということをきちっと決めていかなければならない

という状況があります。そういうこともありますので、それらも含めながら今後の整備と

いうものは検討させていただきたいなと、このように考えております。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 全く同じ問題で私も質問したいと思うのですが、旧吉野小学校跡の教員住宅

につきましては、吉野小学校が閉校という問題の中で下水道の施設をしたときには対応を

留保したというか、そういう状況は理解をします。しかし、現状では一部改修までして入

っていますよね。先ほどもちょっと同僚議員と相談したのですが、雑種家屋ということで

所轄がこの部署だということは知りませんでしたので、どこで質問しようかということで



 

 56 

ずっと思案をしていたのですが、雑種家屋ということで管責に入っているよということで

すから、私も重ねてお聞きをしたいのですが、当然改修までして入っている住宅、手かけ

ていない住宅もありますけれども、当然先の長い、比較的新しい建物、それも含んでいる

わけですから、同僚松井議員が言われるように、先のことを見れば下水道につないで水洗

化して当然と私も思っておりますし、そういう要望というか、聞いております。再度お聞

きしたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 今杉江議員お尋ねのように、一部改修したということですけれども、一回あ

くとちょっとでも改修しないと、ちょっと手をかけなければならないということで、そん

な大改修ということでなくて、入れる程度に手をかけましたということなのです。ですか

ら、大改修までして、将来的にもずっとどうなのかと。または、今生活館なんか売り払い

しておりますけれども、そういう形で個人で所有してもらってやった方がいいのかという

ことも含めながら考えているところなのです。それで、そこに入りたいという希望者がい

たものですから、一時入れるような形での改修をしたということでひとつご理解をいただ

きたいなと思います。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 次から次、先延ばしの対応の答弁ばかりということで、ずっとこの議会、そ

ういう答弁を町長続いているのですけれども、きちっとすれば、先ほどの話もあるように、

地域では入る人がそこそこに続いていると。ほかの住宅もそうですが、あいたり入ったり

繰り返しているのですが、そういうこともありますから、やはり今の時代に、すぐ横を下

水道の管が通っているという状況の中では、当然整備しながら、また先ほど町長の答弁に

もありましたように、もし売却なりするにしても、それはそれの評価もしながらのことも

できると思いますし、今の時代では当然今後対応していくべきだというふうに思っており

ます。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 その扱いの中で、今雑種家屋に入っていると。しかし、まだ公営住宅でも未

整備のところがあるというところもあります。それで、もちろん下水道管入っていると、

費用的には少なくできるのですけれども、個別排水であればまた個別排水なりの制度もあ

るということあるものですから、それらを考えながらやっぱりやっていかなければならな

いということでありますので、ひとつご理解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 質疑がないようですので、住宅費までの質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、９款消防費の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 ９款１項消防費、１目常備消防費、予算額２億2,087万3,000円、２目非
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常備消防費2,738万4,000円、３目消防施設費4,620万9,000円、これについては黄色い方の

予算説明附表というのがございます。この中の真ん中よりちょっと後ろの方に参考という

ことで、東十勝消防事務組合一般会計予算浦幌町分というのがこのように入っております

ので、ここをお開きください。真ん中より、もうちょっと後ろのところにあります。72ペ

ージの続きの後ろです。 

 それでは、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目消防負担金２億9,446万6,000円、

２款使用料及び手数料、１項手数料、１目手数料５万円、４款財産収入、１項財産運用収

入、１目財産貸付収入84万9,000円、５款１項１目繰越金30万円、６款諸収入、１項預金利

子、１目預金利子1,000円。 

 次の２ページをお開きください。１款１項常備消防費、１目浦幌消防署費、本年度予算

額が２億909万4,000円、この科目につきましては消防署並びに消防庁舎に係る経費を計上

している科目であります。主な増につきましては、人件費、需用費の消耗品、備品購入の

増、それとあわせて燃料費の高騰による追加の内容であります。また、減につきましては、

役務費、委託料の減の内容であります。 

 次に、４ページをお開きください。２款１項非常備消防費、１目浦幌消防団費2,738万

4,000円、この科目につきましては消防団に係る経費を計上している科目であります。主な

増の内容につきましては、旅費の増であります。減につきましては、消防団の運営交付金

の減であります。 

 次に、３款１項消防施設費、１目浦幌消防施設費4,620万9,000円、この科目につきまし

ては消防施設に係る経費を計上している科目であります。主な増につきましては、工事請

負費の中で消防ポンプ車購入の増の内容となっておりますので、よろしくお願いします。 

 ４款１項公債費、１目元金416万円、２目利子12万6,000円。 

 以上が消防の内容でございます。 

 次に、予算書の88ページの方にお戻りください。４目災害対策費263万8,000円、この科

目につきましては防災及び災害対策並びに国民保護に係る経費を計上している科目であり

ます。主な増につきましては、需用費で潮位計非常電池並びに厚内中継所の電池の交換、

修繕の追加と、あわせまして備品購入費で厚内公民館に設置しております長期雨量計の新

規購入の内容であります。 

 以上です。よろしくお願いします。 

〇水沢議長 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ありませんか。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 87ページ、消防施設費の中のポンプ車の更新についてお伺いいたします。今

あるポンプ車は何年車で何キロ走ったのかお伺いいたします。 

〇水沢議長 消防署長。 

〇山本浦幌消防署長 お尋ねのポンプ車は、昭和58年に入りました。既に22年が経過をし



 

 58 

ております。それで、何キロというキロ数でございますけれども、これは平成16年の４月

１日のキロ数でございますけれども、２万1,369キロという走行キロ数でございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 形としては22年経過で非常に古いという感じがしてはいるのですが、２万

1,369キロの走行キロ数ということで、この数字が多ければいいというわけでございません

が、普通の車に例えて言えば、普通でしたら10万キロとかと。これだけ火災消火活動がな

かったから、そのキロ数で済んだのかなというふうに考えるわけですが、これでふぐあい

が出たから入れかえをするというわけでしょうか。 

〇水沢議長 消防署長。 

〇山本浦幌消防署長 福原議員もご案内のことかと思いますけれども、消防車両でござい

ますので、例えば最悪火災現場へ行きまして、距離的には、例えば町の中であれば数キロ

です。そういう中でございますけれども、例えば火災現場へ行きますと、エンジンをかな

り高速回転をさせて消火活動するわけです。そういう中で、いわゆる一般の自動車という

ことで考えられますと、非常に不都合が出るというか、ふぐあいが出るというのか。簡単

に申し上げますと、ポンプを積んでいる車ということなものですから、そのポンプの関係、

それからエンジンの関係、そういうことで少なくても20年たてば、もしも万が一火災現場

に行きまして水が出なかったと、こういうようなことになっては大問題になりますので、

やはり更新の時期はとうに過ぎているということで、今までのまちづくり計画の中でもロ

ーリングしてきたわけでございます。そんな中で、きょう、あす、すぐ参ってしまうとい

うことはなかなか見当はつかないところでございますけれども、いつおかしくなってもい

いような年数もたっているということで、このたび更新をお願いするところでございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 毎朝９時前後になりますと、消防のところからエンジン始動の音、それから

いろんなサイレンの鳴らす音、それからぴかぴかとランプのいろいろな点検というのです

か、そういうものをされていても、やはり現場へ行ったときにふぐあいが生じるというこ

とがあるのでしょうか。 

〇水沢議長 消防署長。 

〇山本浦幌消防署長 機械でございますので、ないとはいい切れないとは思います。です

から、日々日常点検を欠かさず行っておりますし、いざ本番のときにそういう状態になっ

ては困りますので、そういうことがないように日々点検等を行っていると、こういうこと

でございます。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、消防費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 

    ◎延会の議決 
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〇水沢議長 ここでお諮りをいたします。 

 審議の途中でありますが、議事の都合により本日の会議はこの程度にとどめ延会いたし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会することに決定いたしました。 

 再開は、明日15日午後１時30分といたします。 

 

    ◎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２１分 

 


