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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15名です。 

 10番、田村議員は家事都合のため欠席する旨通告がありました。 

 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 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、15日に引き続き質疑を続けます。 

 ５項社会教育費の説明を求めます。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 ５項社会教育費、１目社会教育総務費、社会教育及び文化振興、文化財

保護及び文化財担当者の人件費に要する経費でございます。予算額5,422万7,000円、減の

主なものは職員人件費、それから各社会教育関係団体の補助金、それから報酬で平成17年

度につきましては第６期の中期計画を策定いたしましたので、それが終了いたしましたの

で、その分の減となっております。 

 ２目公民館運営費、四つの公民館の管理運営に要する経費でございます。予算額2,574

万3,000円、減の主なものは１節報酬、13節委託料の管理業務委託料の減でございます。報

酬のうち公民館長の報酬は上浦幌公民館と吉野公民館長分で、基本の報酬額を５万円とし、

それをベースに上浦幌公民館につきましては住宅手当の相当分、それから吉野公民館長に

つきましては通勤手当相当分を加算した額で、上浦幌公民館が月額５万7,400円、吉野公民

館が５万6,200円の内容でございます。需用費のうち修繕料は、厚内公民館のカーテン、そ

れから中浦幌公民館非常設備予備電池などの内容でございます。それから、18節備品購入

費は中央公民館用の加圧式消火器７本購入の予定でございます。 

 ３目博物館費、博物館の管理運営に要する経費でございます。予算額118万2,000円、減

は報酬、それから需用費などでございます。 

 ４目高齢者学級開設費、四つの公民館ごとに開設しております高齢者学級の運営経費で

ございます。予算額41万3,000円。 

 ５目青少年教育費、子ども会や少年教育に要する経費でございます。予算額92万6,000

円、減は子供文化鑑賞会と道外交流事業が隔年実施で平成18年度は実施されないためでご

ざいます。新規事業として小学校４年生以上の児童を対象に公民館を宿泊場所とし、そこ

から学校に通学する、いわゆる通学合宿を実施する予定でございます。また、平成17年度

から開始をいたしました子供の居場所づくり事業も継続実施する予定でございます。 

 ６目家庭教育学級開設費、町内５学級分の運営経費でございます。予算36万円。 
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 ７目図書館管理費、図書館及び教育文化センターの運営維持及び職員人件費の内容です。

予算3,023万2,000円、減は図書購入費の減、それから増は役務費の手数料で消火器詰めか

え手数料の内容でございます。図書館の新規事業として、乳幼児とその母親に本をプレゼ

ントするブックスタート事業を開始いたします。ブックスタート事業は、10カ月健診時に

絵本をプレゼントし、母と子のきずなを深めてもらい、読書への関心を深めてもらうとい

う内容の事業でございます。これがひいては図書館の利用者増につながるということも期

待をしております。 

 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。 

 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 確認も含めてちょっとお尋ねをしたいのですけれども、公民館長の報酬の件

でお聞きをしたいと思います。昨年の説明の中で、週に３日出ていただいて、１時間当た

り1,000円ということで、１日8,000円に直しますと、大体１カ月で12日間ということで算

定をして、月10万になったわけですけれども、今年ここまで減額したという根拠、それか

ら週何日出て、何時間出て、１時間当たりの人件費単価はどれぐらいになるのかちょっと

お聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 基本的には、勤務態様の変化はありません。従前と同じ内容で勤務して

いただくという条件でもってお願いをしております。 

 それから、減額の根拠ですけれども、これは12月にほかの委員と、それから議会の議員

さんたちも減額いたしましたけれども、それと同じで、やっぱり財政難に伴う減額措置で

ございます。 

 それで、従前は各公民館長に10万円を支給しておりましたけれども、先ほど申し上げま

したけれども、まず半額の５万円とさせていただいて、その上で上浦幌公民館については

住宅手当相当分、それから吉野公民館については通勤手当相当分を上乗せして算出してお

ります。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 ちょっと明確でないのです。もう一度お聞きしたいのですけれども、１時間

当たりの単価、先ほどお聞きしたのですけれども、１時間当たりの単価出していただきた

い。要するに１時間当たり、昨年1,000円だから500円になるということですね。そういう

ことですね、半額ということは。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 今回その金額を算定というか、10万から５万にしたということについて、

１時間単位幾らになるとかという、そういう考え方は持っておりません。単純に２分の１

にしたということでございます。 
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〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 今私ども地域にて公民館長の仕事ですとか、いろいろな部分を見させていた

だいているわけですけれども、見ておられますと、本当に地域に溶け込んで、地域の活動

として、そして寿大学ですとか、いろいろな関係でご尽力をいただいているわけですけれ

ども、本当にこの５万円が妥当なのかどうなのかと。住宅手当だとか、それに上乗せして、

オンしてという話をされているわけですけれども、住宅まで構えて、住宅も一般町営住宅

と同じ扱いだと思うのです。それも含めて、年寄りの方が寿大学ですと、館長いないと、

この後どうなるのかなという話もされていますし、今の料金体系でこのまま館長にお願い

をしていけるのかどうなのかということも含めて、今後どうなのか、その辺に対してお聞

きをしたいと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 ５万円という金額は、私どもも本当に申しわけない金額だと思っていま

すし、公民館長の通常の勤務に対して、すべてについて報える金額だとはとても思ってお

りません。したがいまして、お願いするときも何とかこれでお願いしたいと。お金がない

ので、何とかこれでまげてお願いしたいというようなこともお願いできません、正直言っ

て。ですから、勤務態様を変えないで報酬額を２分の１とさせていただいた上で、それで

もやっていただけるという了解を得られましたので、上の公民館長は継続ですけれども、

吉野公民館長は現在の公民館長さんはご勇退なされますので、新しい方ということになり

ますが、新しい方についてもこの条件で了解をしていただきましたので、予算化をさせて

いただい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 それで、昨日も幼稚園の報酬のことでもお聞きをしたわけですけれども、吉

野幼稚園の園長が月額５万円ということで、昨日お話聞きましたら提示されていました。

この園長に関しては、何も拘束しないというお話をされていたわけですけれども、今上浦

幌公民館の館長さんの活動ですとか、いろいろな部分を見ていますと、朝９時なのか、ち

ょっと時間帯は何時から何時までという契約になっているのかわからないのですけれども、

９時から５時まで、本当に毎日のように詰めているわけです。そして、地域住民のために

ご尽力いただいていることに対して、本当にこれでいいのかなというのはすごく疑問です

し、仮にまげて理解をして、18年度こういう形で理解をしていただいてやっていただける

ということ、本当に頭が下がりっ放しで、もうそれ以上ないのかなという感じしているわ

けですけれども、次年度に向けて、もし退官されるということになれば、恐らく後継とし

てだれも引き受け手がないのではないかなという感じしているのですけれども、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 教育次長。 

〇後藤教育次長 来年度どういうことになるかわかりませんけれども、吉野公民館の場合

は今年度でご勇退されるということで、一般公募をして、どなたかこの条件でやってくだ
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さる人がいれば、ぜひお願いしたいなということで公募したところ、お一人おりましたの

で、お願いすることができました。上浦幌公民館が来年度もしそういうことになったとき

に、そういう可能性があるかどうかということについては、はっきりわかりません。わか

りませんけれども、公民館については社会教育法で館長を必ず置かなければなりませんの

で、嘱託館長を置くことができないということであれば、またほかの手だても考えなくて

はなら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 それで、支所費の方で上浦幌の場合、支所、それから消防、それと公民館と

いう形の中で職員配置されているわけですけれども、その分も含めて本当に今後のことを

考えてみますと非常に、ただ公民館だけ、本当に５万円でどうなのかな。小遣いもないよ

うな形ですよね、正直言って。自分、その立場になったらどう思いますか。やれますか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 私がその立場になるかどうかちょっとわかりませんけれども、一般的に

考えて、我々の方からしても心苦しくて、なかなかお頼みできるような金額だと思ってお

りませんけれども、現在の町の情勢がこういう状況にありますので、その点を理解してい

ただいて、ご協力をいただいたということだろうというふうに思っております。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 ちょっと町長にお聞きしたいのですけれども、その辺も含めて、なぜ支所の

職員配置も含めて私は話をしたかということは、もし次年度に向けて引き受けをしていた

だけなかった場合のことだっていろいろ考えなければならないと思うのです。それも含め

て、５万円、５万円とこだわるわけではないのだけれども、これ真剣に考えてもらいたい

なと思います。やっぱり地域にしてはなくてはならない、今もう何十年も続いている、30

年ですね、30年続いている公民館がなくてはならないものになっているということも含め

て、町長、どういうふうにお考えですか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 少し長くなるかもしれませんけれども、経過も含めてお話をさせていただき

たいと思います。 

 私が就任した当初、公民館は専任館長は９月で廃止という状況の中で私引き受けました。

その中から出発しているわけであります。そういうことから含めて、私は常に言ってきた

のは、公民館運動が非常にそれぞれの地域で長く続いているということと、浦幌町の財政

難も含めて、将来的には地域の中からボランティアでこの館長としての役目をしてくれる

方を育ててくださいと。そして、この問題については、地域と長く話し合いながら話し合

っていきましょうということで、各公民館で私就任当初からずっと言い続けてきたことで

あります。そして、この減額についても、上浦幌についても同じですけれども、年々下げ

ていきますということは常に言ってきております。そういう中で、何とか地域の中から育

ってほしいなということを願ってきていたわけであります。 
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 厚内につきましては、昨年といいますか、今年度ですけれども、やっていただくことに

なっておりましたけれども、急遽奥さんの病気の関係もありまして、やめざるを得なかっ

たということで、今町の職員が週何回か行って管理を担当しております。 

 そういう状況の中で、今回予定していたとおり半額ということで、私どもは実施せざる

を得ないということでございます。その中で、ボランティア的に何とか地域で引き受けて

やってくれる方がいるのであれば、勤務体系とかいろいろ相談しながらやっていけるとい

う思いをしていたのですけれども、幸いにも上浦幌の館長につきましては、私今までお世

話になりましたから、今後も館長をしていただけるということで、大変ありがたいお言葉

をいただきましたので、それに沿ってお願いしているところでございます。 

 それで、吉野につきましては、やめられるということでしたので、公募をいたしました。

公募した中で、この条件でも浦幌から通ってでもやってみたいという方が出ましたので、

ぜひその方にお願いしたいなというふうに考えております。これからも、厚内でももしや

っていただける方がいるのであれば、そういう形をとっていきたいなと思いながら進めて

いるところでございます。今後についても、次年度についても何とかそういう形でボラン

ティア的にやっていただける方がいらっしゃれば、私どもとしては非常に助かるなと思い

ながら進めているところでございます。 

 上浦幌につきましては、先日の答弁の中でもしたと思いますけれども、支所の関係と公

民館の関係含めながら、また今団地センターを農協と共有しているという問題も含めなが

ら総合的に判断していくときが来るのではないかなと、そ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 やはり公民館というのは、地域の中核として今位置づけはされているわけで

すので、その辺も含めて、今いろいろな事情で今年はこの金額で、これが妥当なのかどう

なのか、住宅手当も含めてどうなのかということを含めて、今後本当に危惧しながら、そ

して地域住民のサービスを考えたときに、ボランティアでやっていただける人いればいい

のですけれども、なかなかそういう状況にはならないのではないかなという感じもしてい

ます。そういうものを含めて、今後も十分協議をしていただいて、本当にこの金額が妥当

なのかどうなのか、この状況では長続きは決してする金額ではないと思いますので、十分

協議をしていただきたいなと、そんなふうに思っています。 

〇水沢議長 町長、検討する余地はあるのか。 

 町長。 

〇八木町長 済みません、要望ととらえていたものですから。さっきの私の答弁と同じな

のですけれども、将来的にどうあるべきかということも含めながら、上浦幌については特

に支所との関係もありますので、前々から私も地域でも話してきておりますけれども、総

体的に取り組めるものがあればという思いを持っております。しかし、農協との関係もあ

りますので、十分な理解の得れる形で進めなければならないと、このように考えておりま

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、社会教育費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、６項保健体育費の説明を求めます。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 ６項保健体育費、１目社会体育総務費、この目は職員人件費及び社会体

育全般に係る経費でございます。予算額639万4,000円、減は人件費及び体育振興会の補助

金でございます。体育振興会の補助金の減は、中浦幌体育振興会が解散したための減でご

ざいます。 

 ２目社会体育施設費、野球場、パークゴルフ場、健康公園、アイスアリーナ、スケート

リンクなどに要する経費でございます。予算額2,916万3,000円、減は需用費、役務費、委

託料、原材料などで、増は指定管理者委託料、工事請負費などでございます。工事請負費

は資料のとおりでございますけれども、うらほろ亭横のくみ取り式トイレを取り壊すもの

でございます。なお、指定管理者の委託料は説明資料のとおりですけれども、債務負担行

為3,400万2,000円のうちの初年度分、1,133万4,000円でございます。 

 ３目総合スポーツセンター管理費、総合スポーツセンターの管理運営に要する経費でご

ざいます。予算1,926万1,000円、主な増は燃料費、賃金、役務費の内容でございます。賃

金は、臨時事務員の賃金でございます。 

 ４目スイミングプール管理費、スイミングプールの管理運営に要する経費でございます。

予算額999万3,000円でございます。主な増は、燃料費でございます。 

 ５目給食センター管理費、学校給食センターの管理運営に要する経費でございます。予

算額7,710万7,000円、増は賃金、燃料費、光熱水費、役務費、委託料の内容でございます。

賃金の中には、平成18年度で退職される方の退職金の分を含んでおります。それから、平

成18年度の学校給食センターの稼働ですが、209日予定しております。学校給食費は、現在

小学校が200円、中学校が240円で、平成10年度から据え置きの内容ということになってお

ります。なお、委託料で新規にネズミ防除管理施工の委託料８万4,000円を組んでおります

ので、お知らせをしておきます。 

 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。 

 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 指定管理委託料1,133万4,000円は、これはさきの森林公園もそうですし、今

回パークゴルフ場の今年の単年度の金額とお聞きしておりますけれども、これは本当は総

括で言えばいいのですけれども、レアスという会社に対しまして今回指定管理委託料とい

う提示をしてございますけれども、初めてのケースという関係もございまして、この実施

計画といいますか、新しい、今年から取り組む中において、営業あるいは宣伝、そういっ

たものの企画立案する実施計画書、この関係がもう当然できていることだと思います。で
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きれば、今回この実施計画書を森林公園、あわせてパークゴルフ場の関係で、その提示を

いただきたいと思いますけれども、議長にお願いをしておきたいと思いますけれども、い

かがでしょうか。 

〇水沢議長 暫時休憩します。 

 

午前１０時２７分  休憩 

午前１０時３０分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 仕様書については、後ほど提出するようにいたします。 

 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 今実施計画書といいますか、仕様書を提出いただけるという形で、その仕様

書を見て、また二、三ご質問をしたいと思います。 

 さらに、今年パークゴルフ場の愛好者も、いつからどのような形で始まるのかという、

非常にその辺問い合わせ等がございますので、もし支障なければ、何月の何日から帯富パ

ークゴルフ場の再開をする、そのほかに厚内あるいは吉野も含めて、開始時期がわかれば

その辺も提示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 お答えいたします。 

 これは、ルール決まっておりまして、４月29日から11月３日までということになってお

ります。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 この指定管理者委託料1,100万という数字が出ております。私、森林公園の委

託のときも質問しておりますけれども、同じ質問を……。まず、１点目は根拠、それは３

カ年のパークゴルフ場にかかった直営の経費、それをお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 お答えいたします。 

 平成15年度1,850万9,876円、平成16年度1,476万5,011円、平成17年度、これはまだ決算

終わっておりませんので、見込みでございます。1,377万2,120円でございます。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 この17年、パークゴルフ場、いろいろ草刈りもあるのでしょうけれども、こ

れを含んでいると思いますけれども、今次長言われたように、1,800万、16年は1,400万、

昨年がまだ決算終わっていませんが、1,300万。これは、今年度委託に出す1,100万の委託

料なのです、問題は。私は、安ければいいということでなく、業者選定する場合、かなり

圧縮した数字でないかと思う。何百万と違います。この根拠は、一体何ですか。 

〇水沢議長 教育次長。 
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〇後藤教育次長 今回の指定管理者へ移行するに当たりまして、昨年の４定でパークゴル

フ場に関する条例改正を行いました。その際にも指定管理者に対する委託料の金額の算定

というのは、平成17年度のベースでもって行いたいということで答弁をいたしました。し

たがいまして、平成17年度に、当時決算見込みではありましたけれども、それをベースに

委託料の今回の指定管理者に対する協定書の中でうたわれる金額の算定としたところでご

ざいます。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 このパークゴルフ場というのは、国際公認コースになったということで、こ

れは手入れも大変だと思うのです。しかし、森林公園の指定管理者のように、一応入札し

ても業者がいなかったと、問い合わせが２件あったけれども、実際１社だった。そうした

場合、やはり1,133万4,000円、これはあくまでも限度額と。業者泣かせのような感じする

のです。また、森林公園のように赤字が出た場合、補てんするのですか。何も入札になっ

ていないでしょう、これでは。どうですか、その点。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 お答えをいたします。 

 まず、基本的に指定管理者への移行は入札ではございません。我々が提示した要綱、そ

れから業務の水準表に基づいて法人か、あるいは団体か、そういうところがうちの団体あ

るいは会社がこの内容で我々が示した業務の水準の中で十分にやれるという判断をした上

で申込書、申請書を出されるわけです。ですから、今回の指定管理者の大きな自治法上の

目的は、コストの削減とサービスの向上です。ですから、今回１社でしたけれども、これ

が数社出てきたとしても、安いところに行くということではありません。サービスの内容

等を考慮して、一番最も町民の方々にいい状態で管理運営をしてくださる会社はどこなの

かということを判断した上で指定管理者を決めるということですから、安ければそちらに

行くというような入札制度ではありませんので、ご理解をいただきたいというふうに思い

ます。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 入札でないと、話し合いだと、そういうふうにとりますけれども、こういう

契約は何というのですか、ちょっとお聞きいたします。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 今回の指定管理者は、いわゆる地方自治法上でいう契約ではありません。

例えばパークゴルフ場でありますと、教育委員会が管理をしているわけです。森林公園で

すと町長が管理をしているわけです。ですから、書類としては協定なのですが、協定書を

結ぶわけですけれども、平たく言うと、公民館を教育委員会が管理しています。そのとき

に、町民の方々が公民館を貸してくださいと申請があります。そのときに、公民館をあい

ていれば貸してあげます。それと同じことなのです。いわゆる法的に言うと行政処分の一

種というふうに考えていただいて結構だと思います。 
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〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 協定というのですか、私も初めてのそういう……。やはり行政というのは、

きちっとした数字をお互いが、これ入札であれば最低限を決めてやるとかなんとかとある

と思うのです。この場合は、業者に対して、２社でない、１社だったからこういうような

ことをとる、恐らくそうだと思うのです。違うのですか。どうですか、それ。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 舌足らずで申しわけありませんけれども、１社というケースもあります

し、今回１社だったわけです。それで、最初に私どもが示すのは、募集要項、それから業

務の水準表というものを提示します。この中で、例えばパークゴルフ場であれば芝の長さ

は何センチ維持してくださいとか、そこにはこういう業務を必ずやってくださいとか、必

ず保険には入ってくださいとか、細かいことがそこで規定されているわけですけれども、

それが最低ラインになるわけです。ですから、申請された業者が我々が示した要綱、ある

いは水準表のレベルを上回っていれば、そこを指定管理者の候補者として選定するという

ことになります。ですから、１項目でも我々が示した水準表のレベルを下回っていれば、

指定管理者の候補者として選定することはできませんので、そういうケースになれば再募

集をするか、違う方法で決めるということになろうかというふうに思います。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 何か１社だからいいですけれども、仮に３社がいたと。そうしたら、やはり

教育委員会の出された芝の長さ、それとかいろんな話し合いをして、そしてこれは作業と

してはいいと思うのです。仮に３社か４社いた場合、やはりこれだけ不景気になってきま

したら、ほかの業者だって入る可能性あります。そういうふうにうたっているのですから、

指定管理者については法人であればだれでも入れるのですから。そうなった場合、やはり

基準というきちっとしたものをつくるべきだと思うのです、私は。なぜかというと、１社

だからいいですけれども、２社、３社になっていった場合に、お互いに、これはっきり言

って金のことですから、やれる、やれないという判断の中で協定というのですか、やれる

のですか、これ。町長、どうでしょうか、やれるのですか。３社いた場合、どうするので

すか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 当初は、当然複数の会社、団体の申請があることを期待して指定管理者

を募集したわけです。結果として１社だったわけです。これは、条例、規則にも書いてあ

りますけれども、選定の委員会を役場内に設けて、その中で選定の具体的な、どこにお願

いをするかという選定の協議をするわけです。それは、複数会社の申請があれば、その申

請の内容について点数化をして、協議をして、そこで最高得点をとったところにお願いを

すると、選定するということになります。それから、今回のように１社の場合については、

これも規定されていますけれども、各委員の合議によって指定管理者を選定するというこ

とに、これは条文化されておりますので、そのとおりの形でやったわけです。 
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 それで、今後の関係ですけれども、今後さらに指定管理者として出されてくる施設がさ

らに多いのだろう、だんだん出てくるだろうというふうに考えています。例えば教育委員

会だけでいいますと、教育委員会で管理しているのは19施設ありますけれども、このうち

の３施設を今回指定管理者として出すということです。あと16施設あるわけです。そのほ

かのものについても、準備が整った段階でそういった形に移行したいなというふうに考え

ております。移行するときに、パークゴルフ場も、それから森林公園も同じですけれども、

一回一つの施設を出していくと、やっぱり1,000万単位の金が動くということです。これは、

ある意味町内の業者においても、こういう時代ですから、大変なビジネスチャンスだろう

なというふうに思っています。今回レアスしかありませんでしたけれども、レアスが今回

の森林公園あるいはパークゴルフ場の管理運営について、ぜひ成功されて、ビジネスモデ

ルを確立してくださるといいなと、そういうことが産業の振興にもつながっていくだろう

というふうに考えております。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 この指定管理料限度額の積算根拠、次長、これ最高のものです。ちゃんと出

ているのですから。積算の根拠として出しているのです、森林公園とこっちは。ですから、

やはりこれに基づいた、きちっとしたものをつくるべきだと思うのです。仮に３社も４社

もあった場合、まず予算をきちっと決めて、入札か、それは協定かわかりませんけれども、

決めてからやるべきだと思うのです。最小限度の、やはり芝とか管理が十分でなければだ

めなのですから、私が一番最初に聞いた15年度が1,800万、16年が1,400万、17年が1,300

万と、今回は1,100万であると、限度額が。ですから、委託業務を受けた会社が本当にかわ

いそうなものです、この金額では。直営の場合は、どんどん、どんどん経費かけて、その

人方がやっているのですから、今度委託になった場合、かなり締めつけあります。200万も

違ったら、とんでもない数字です。ですから、私はこの数字に限りなく近いのであれば、

こういう質問しません。やった方が、何ぼ次長、ビジネスチャンスとかうまいことを言っ

ても、赤字出た場合、だれもやりません。ですから、今回受ける方は一生懸命やると思い

ます。うまくいけばいいけれども、うまくいかなかったら、この数字は全然だめですから、

上限含めてこの積算根拠をきちっと持つと、これが条件だと思うのです。そういうたたき

台がなくて、協定だ、協定だなんてやっていたら、赤字出たら、また森林公園と同じ二の

舞になります。どうですか、その点は。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 まず、3,400万4,000円という３年間の数字です。資料提出をさせていた

だいた分です。これは、我々の方の3,400万4,000円を決めるための内部資料です。ですか

ら、業者の方にはこの内訳の数字は行っておりません。3,400万4,000円が限度額ですよと

いう、一番大きな数字だけが業者のところに行っているということでございます。 

 それから、先ほど申し上げました数字の中には、年度ごとに変動が大きい、例えば修繕

料ですとか、それから目土のお金ですとか、そういう動きの激しいお金もその中には含ん
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でおります。ですから、これは森林公園のときにもお話ししましたけれども、修繕料で５

万円以上のものについては行政の方で負担すると、協議するということにしておりますの

で、そういったものは当然3,400万4,000円の中には入っていないわけです。それから、目

土のような金額の張るものについても、毎年の変動が大きいですから、そういったものに

ついても入っていないということですから、最低限というか、管理運営に要する経費を算

定した結果が3,400万4,000円ということでございます。ですから、繰り返しますけれども、

変動の激しいようなもので、これを指定管理者の方に移行すると、指定管理者の方のリス

クが大きいというものについては、我々の方で負担をするという考えでおります。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 今の積算根拠につきまして、次長の方から説明いたしましたけれども、15年

は1,800万ということで高額な金額になっておりますけれども、その関係については目土分

が入っております。この積算根拠の中には、目土分は今回は入っておりません。そういう

ことで、昨年もそうですが、現在芝の状況がいいということで、目土の作業は今のところ

中止しております。また、芝の状態を見て、必要があれば、それは別の予算で取り組んで

いくということで計画しております。 

 今、年間1,133万ということでなっていますけれども、これは歳入を175万ですね、それ

を差し引いた金額でございます。そういうことで、極端にこの金額が安いとか、そういう

ことではございませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５０分  休憩 

午前１０時５２分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 11番、松井議員。 

〇松井議員 ちょっと違う観点から、このことにつきまして、今の指定管理者の関係でお

尋ねをしておきたいと。今ちょっと聞き漏らした部分があったので。 

 それで、この内部資料という積算根拠の資料の中に、管理、清掃、管理責任者、芝維持

Ａ、Ｂということで、それぞれ人件費の単価が出ているわけでありますけれども、このこ

と自体をお聞きするわけではないのですけれども、今まで委託関係についても水面下で言

われていることは、この人件費、ストレートにちゃんと払われているのかどうか、    

し過ぎているのではないかというような、そういう声があちこちで聞かれていたのです。

そういうことで、この場所でちょっとお尋ねをしておきたい、聞いておきたいと思うので

すけれども、そういう    し過ぎている事実があったのかどうかという。これは、役

場の方も管理の部分でわかるかわからないか、ちょっとどうなのかなとは思うのですけれ

ども、事業ですから、表現されている人件費、そのままストレートに払ってしまう、ある
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いは福利厚生費をそのまま右から左ですよというような形ということになると、では利益

をどこで出すのだということにもなるわけで、このままストレートに払うべきだとは言わ

ない。ただ、    といいますか、その部分については５％ですか６％…… 

（「７％」の声あり） 

〇松井議員 ７％ですか、という一般管理費としてとっているわけですから、この部分が

言えば事業の中での利益というか、そういう部分になるのかなとは思うけれども、人件費

について、現実どうですか。大体はこれに見合った金額、業者も払うのですよというよう

な、そんなような話し合いというか、その辺の話し合いはなされましたか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 指定管理者の制度の性質上、その指定管理者を受けた会社が現実的にど

のような内容で管理運営をしていくのかということについては、我々が示した水準表のレ

ベルを超えていれば、これは是とせざるを得ないわけです。ですから、中身で社員に対し

てどのような給与の支払いがなされるのかというようなことについてまでの協議というの

はございません。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 かなり中身的には精査している数字なので、この金額をはみ出して、では従

業員に対して相当の中身を抜いて従業員に払っているとは思えないわけですけれども、た

だし疑惑の声としては絶対に上がっていたのです。委託のときにも、    し過ぎてい

るのでないかというような、そういうような声はあったということで。これは、内部資料

ということですから、業者にもこういう資料は出していないと思うのですけれども、余り

にもそういう数字が、先ほども差間議員が言っていた中で、従業員の給料が安くなるとい

うことについては、この数字であれば、正直そんなに悪い数字ではないのではなかろうか

なと思うけれども、ではその中身について、業者の方ではいろんな絡みで従業員に給料を

払っていくという中で、ある程度この辺も話し合いをしておくべきではなかろうかと。例

えば従業員の方から、こんな金額ではとてもできないよというような声がだんだん広がっ

てくるようなことが仮にあれば、これは町の方もやはり問題であって、その辺のところを、

業者が悪いと言っているのではないです。実際は、恐らくこのままの数字、このぐらいの

数字で従業員には払っているとは思うのですけれども、余りの数字というのが出てくれば、

中身というのが出てくれば、これは運営の仕方ですから、業者に任されているわけですけ

れども、こういう声はやっぱりひそかに聞かれるわけで、その辺のところの確認といいま

すか、ということについてどうでしょう、どうとらえていますか。 

〇水沢議長 松井議員、発言の中に不適切と思われる言葉がありましたけれども、積算根

拠の中で人件費が積算根拠どおり支払っていない可能性があるのではないかということと

とらえてよろしいですか。 

 11番、松井議員。 

〇松井議員 積算根拠どおり払われていないのではないかということになると、経営です
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から、そのままストレートに従業員に払ってしまうということになると、中身で利益とし

ては直接業務費の７％、81万5,200円という、こういう利益が出てくるのではないかと。単

純に言えばそうなのですけれども、全くストレートにそのまま払いなさいと私は言ってい

るのではないのです。ただ、余りに大幅に従業員の給料が低いというような声が従業員の

中から出てくるとかなんとかという、実は別な場所でそういう声も聞かれていたものです

から、そういうことはないのでしょうねと。このことについての町の発注の側の姿勢はど

うなのですかということでお尋ねをしたいと。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 これは、指定管理者を指定する、この議決をいただいた上で協定を結ん

で指定ということになるわけですけれども、その指定管理者の指定を受けた業者の本来の

業務と、この指定管理者の業務とは経理は別にしてくださいということをはっきりうたっ

ております。それで、申請の段階で出てきた数字というのがもちろんあります。それと、

年度末には報告書を求めることになっておりますので、その報告書の中身等を精査して、

ただいま松井議員が言われたようなことがあるのかないのかということのチェックができ

るのかなというふうに思っています。さきにも申し上げましたように、本来業務とは別会

計にしてくださいということになっておりますので、その辺で今言われたようなことの危

惧がある意味で担保できるのかなというふうに思っております。 

〇水沢議長 質疑の途中でありますけれども、お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩をいたします。 

 

午前１１時００分  休憩 

午前１１時１６分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎発言の取り消し 

〇水沢議長 松井議員から発言の取り消しについて申し出がありましたので、これを許し

ます。 

 11番、松井議員。 

〇松井議員 先ほどの私の発言の中に    という不適切な表現がございました。これ

については、取り消しをお願いいたします。大変ご迷惑をおかけしました。 

〇水沢議長 ただいまの松井議員の発言について、異議ありませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、ただいまの発言の取り消しを許可します。 

 

    ◎日程第１ 議案第３２号（続行） 

〇水沢議長 続けて質疑を受けます。 

 11番、松井議員。 

〇松井議員 先ほどの質問についてでございますけれども、この業者が不適切な給料の支

払いといいますか、報酬の支払いといいますか、それを行っているということは、私はそ

う思っていないのです。実際そういう業者の関係で私の知人もおりますし、耳にもしてお

ります。ほとんど契約内容に沿ったような金額で従業員に支払われているということは、

そのとおりだなと思っておりますが、仮に万一そのような不適切な中身がわかった場合に、

町としてはどのような対応をするかということをお聞きしておきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 これは、初めての指定管理者制度ということで、私どももこの指定管理者制

度、これに続いて今回何とかいい形で成功してもらって、次にもまた今後も指定管理者制

度というものを取り入れながら民間活力を導入して、そして発展というものを願っていき

たいなと思っております。これがまた企業の発展にもつながるし、町の活性化にもつなが

るような形で相まっていっていただければいいなと思いながら、この指定管理者制度に取

り組んでいるところでございます。 

 それで、今松井議員お尋ねのように、私どもはこのような形で積算根拠を出しておりま

す。その中の、今お尋ねの労務賃といいますか、賃金についてのお尋ねですけれども、私

どもとしては管理をこの賃金掛ける何人という形で出しておりますけれども、例えばこれ

が１人の方がやるとか、またこの経営者がやるとかということをしてこの賃金を浮かすと

いうことについては、この与えられた範囲の中で私たちが示すとおりの管理をしていただ

ければいいということであります。ただ、人を使った場合は最低賃金とか決まっておりま

すから、その辺のチェックはありますけれども、この積算された範囲内で管理をしていた

だければ、人数が何名であるかとか、幾ら払われているかというのは、やはりこの会社の

仕方ということになっていくと思います。もちろん合理的な経営運営をすれば、これらを

動かすことはできるというふうに私どもとらえております。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 先ほど差間議員の方からも言いましたように、過去の15年から17年まで、３

年においても役場の方で出した金額もこれだけ違いがあるという中身の関係には、私はそ

れぞれの事務員に支払っていた金額、仮に１万2,000円支払ったのが逆に半額、6,000円ぐ

らいに落ち込んでいると。当然です。受けた金額が少なくなるわけですから、そういう関

係上、そこの会社においてはそういうことはあって当たり前だと思います。それによって、

たまたま稼いでいる人たちも、いや、随分下がったなと。松井議員言われたような形もあ
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ったのかなと思いますけれども、それは当然そのような形のない中での私はここの事業所

の対応だと思っております。 

 そんな関係で、一つお聞きしたいのは、パークゴルフ場、森林公園の関係も出してもら

ったわけでございますけれども、こういう中を見て、私は過去３年間の委託契約書といい

ますか、15、16、17年という、たまたま管理上すばらしい、あるいは例えば草刈り等につ

いてもパークゴルフ場関係においても本当にすばらしい芝の維持を継続してもらったとい

いますか、そういう対応でやってくれている会社でございますので、今回たまたま指定管

理者制度の中でそういう依頼を一括民間にゆだねていく形になったわけでございますけれ

ども、それまでの、例えば随契にしても何にしても、この辺の業者との依頼をする上での、

仮契約でも何でも結構です。そういったことが当然あったと思います。その辺の関係につ

いては、例えば総務課長どうでしょう、その辺のお答えをいただきたいと思います。契約

はされていたのでしょうね。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 過去の委託の関係でございますが、私どもの総務課サイドでは、人件費

のみの計上であります。それについては、15年度については665万8,000円、これは森林公

園なのですが、16年については669万円、17年度については662万3,000円、これらについて

は15年度に入札がありまして、ほぼそれに近い金額で労務賃については算定しております。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 今課長の方から、15年度には一応入札という対応の中でやったと。そして、

16、17年は随契でしょうかね。一応その辺だけちょっと確認しておきます。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 この件については、何回もお話ししておりますように、パークゴルフ場等の

入札については、15年度において入札行為を行っております。その後５年間、これは５年

間を見越した入札ですよということでやっておると、報告しているとおりです。ですから、

その初年度以降についてはその範囲内で随意契約という形をとっております。 

 それから、パークゴルフ場の管理について、もちろん合理的に、また経費の削減という

ことに努めてきたわけですけれども、15年から大きく落ちている分については、目土の部

分が非常に大きい部分を占めておりました。この分を経済的に行っ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。 

 それから、17年度と、今年18年度の指定管理者の金額の違いでございますけれども、先

ほどもお話ししているように、使用料を差し引いているということで、それを差し引いた

金額という形の中で今回提示させていただいておりますので、管理とか積算に大きな違い

と、細部の調整はありますけれども、大きな違いはないということでご理解いただきたい

と思います。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 過去のこの15年間の内容については、今町長の答弁の中で再確認をさせてい
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ただきました。 

 それで、私も今回、指定管理者制度が今年から始まるわけでございますけれども、その

上においてレアスの関係の皆さんにも非常に厳しい金額の中でよく受けていただいたなと、

このように思っているわけでございます。その中で、そうはいえども私は二つの今回指定

管理者制度の中で受けていただいた森林公園も、今回のパークゴルフ場の関係も、先ほど

来言っておりますように、差間議員から言われたように、昨年の秋に指定コースになった

と。それで、我が町のパークゴルフ場については、非常に釧路地域からのお客さんの多い

のも皆さんご存じのとおりでございます。そういった、それぞれ利用していただける浦幌

のパークゴルフ場について、指定管理者になりましたレアスさんにもお願いしているわけ

でございますけれども、それとあわせて役場側も含めて、このＰＲ、宣伝効果といいます

か、より以上に公認コースという中で釧路支庁管内の皆様にも、またさらに伝えて対応す

ることもあると思います。そういう中で、例えば大きな看板を上げるとか、あるいは紙面

においてそういった認定コースになりましたよという等々をどのようにＰＲをしていくよ

うな形でおられるか、その辺ちょっと伺っておきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 具体的にどういう形をやるのかということは、この契約後にその会社と十分

協議しながら話していきたいなと、このように考えております。業者としても、その点に

ついては十分考えているでありましょうし、私どももこの提案の理由の中で説明している

とおり、集客事業やサービスの向上について、やはり独自の努力をされるということを期

待しているものであります。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 今年契約した中で、その辺十分詰めた上において、よりすばらしい施設を持

っている浦幌のパークゴルフ場の関係をどのように最大限効果を上げるかという宣伝を期

待しておりますので、十分役場の方からもアドバイスできるような状況の中で、受けられ

た業者とのその辺の連携プレーを期待するものであります。そんな関係でよろしくお願い

申し上げたいと思います。 

 それと、もう一点、今森林公園の方につきましては、総括の中でもまたちょっとお聞き

したいことございますので、その対応で終わらせたいと思います。 

 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、保健体育費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、11款災害復旧費から14款予備費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇松田施設課長 108ページを開いていただきたいと思います。11款災害復旧費、１項公共

土木施設災害復旧費、１目災害応急費、本年度予算51万円、この目は災害が発生したとき
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における応急費の内容でございます。減の主な内容は、19節負担金、補助及び交付金で災

害復旧促進協会特別負担金で事業費割の減による減でございます。 

 それから、もう一つ、過年災害復旧費、これにつきましては廃目整理でございます。 

〇中川産業課長 ２項農業用施設災害復旧費、１目災害応急費、今年度予算額24万5,000

円、これは農業施設の災害が発生したときにおける応急費の内容でございます。工事請負

費については、説明資料のとおりでございます。 

〇山田総務課長 12款１項公債費、１目元金11億3,310万3,000円、２目利子１億7,030万

2,000円、３目公債諸費13万1,000円。 

 次の110ページをお開きください。13款諸支出金、１項過年度支出金、１目過年度支出金

３万円。 

 14款１項１目予備費100万円。 

 次の附表を見ていただきたいのですが、この附表の１ページから５ページにつきまして

は、債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出

額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書であります。 

 続きまして、附表の６ページを開いていただきたいと思います。この調書については、

ごらんおき願いたいと思います。６ページの地方債の前々年度末における現在高並びに前

年度末及び当該年度末における現在高見込みに関する調書でございますが、これについて

はごらんおき願いたいと思いますが、右側の２段目の当該年度中元金償還見込額、この合

計額が一番下で11億3,310万3,000円となっておりますが、これについては先ほど申し上げ

ました公債費の元金の額になっておりますので、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ので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 災害って、ちょっと限定できない部分なのですけれども、前々からいろいろ

な形の中でお願いやらお聞きをしているのですけれども、電波の不感地帯、特に携帯電話

の不感地帯ということで、円山、それから活平の、個人名を挙げれば私の近辺までなので

すけれども、活平、その中で大災害が起きると電気も何もだめになるからだめかもしれな

いのですけれども、現在の中でちょっとした災害程度では、このごろこれだけＩＴといい

ますか、そういうものが進んだ中では、やはりそういう施設が重要視されてくるのではな

いか。かつ過疎地でありまして、それから離農されている方が、農家は点在しているので

すけれども、現実何かあってもうちにおられないときがある。助けを求めても、距離があ

りまして、なかなか対応がしていただけないと。そういう中身であるのですけれども、町

長はその辺について、恐らくやっていただいていると思うのですけれども、現状について

教えていただければお願いします。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 携帯電話の不感地帯については、今申し上げました活平から円山の間、
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それから幾千世、稲穂の一部、これら等が携帯電話の不感地帯になっております。これら

につきましては、私どもＮＴＴ等を通じて極力解消についてお願いしているところでござ

いますが、何分にも民間企業でございますので、利益を優先している考えもございます。

しかしながら、最近どこへ行ってでも通じるようになってきておりますので、今後ともそ

ちらを通じてお願いしていくという考えでおります。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 今これからされるであろうというのはわかるのですけれども、それからまだ

抜けている点があるのかなと。上浦幌方面でいいますと、各沢と言ったら語弊あるかもし

れませんけれども、富川、川流布、それから川上方面についてはこれからバイパスといい

ますか、自動車専用道路ができるから、そういうところについては解消されてくるのかな

と思いつつも、その辺からも、便利性ばかり追うわけでないが、災害だとかちょっとした

事故だとかの場合には、やっぱり必要になってくると思います。利便性を追うということ

はわかるのですけれども、道道といいますか、本別浦幌の間はかなりの車も通りますので、

住んでいる人間だけが決して利益をこうむるというわけではないと思うのです。ですから、

そういうことも含めまして、実態をどうしても調査しろという状況もそのうち生まれてく

ると思うのです。その中で、やはりその対応についても速やかに、かつ私としては住民の

福祉のためにもという中で町長に伺って、これで終わりたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 携帯電話の不感地帯の関係につきまして、全国的な問題だろうととらえてお

ります。特に十勝は面積が広いという中で、十勝共通の課題として十勝町村会でも取り上

げて、そして重点要望事項として取り上げているところでございます。そして、私どもと

いたしましても、特に国道38号線沿いで交通事故が起きることが多いという中でのその解

消、それから今総務課長が申し上げた地帯の解消等についてお願いをしているところでご

ざいます。高速道路の整備に伴って、高速道路周辺については、これから整備される見込

みがあるだろうと、このようには感じております。 

 それから、災害に関してのお尋ねでございますから、災害時の応急対策として衛星用の

携帯があるということで逆に提案を受けております。１台が19万するということで、それ

にはちょっと早急に対応はどうなのかなと思いながらも、不感地帯の解消ということでは

そういう提案も受けているということでございます。今後も政務活動の中で不感地帯の解

消について努力してまいりたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 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、予備費までの質疑を打ち切らさせていただきます。 

 以上で歳出の質疑は終わりますが、質疑漏れのある方は後ほど全体を通じて質疑を受け

ますので、そのときにお願いをいたします。 

 これより歳入の審議に入ります。 
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 初めに、１款町税から12款使用料及び手数料までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 それでは、予算書の11ページをお開き願います。あわせて一般会計予算

説明資料の２ページから３ページをご参照願います。２、歳入、１款町税、１項町民税、

１目個人、本年度予算額１億6,965万円、前年度当初予算比で345万円、2.1％増の内容です。

ここでは、町民税の中で夫と生計を一にする妻に対する均等割の課税の経過措置が平成17

年度で終了したことによる増と老年者控除の廃止並びに公的年金控除額及び定率減税の変

更により増額を見込んでおりますが、平成17年度課税標準所得額の見積もりにおいて、各

者所得において対前年度比２％から５％の減少を見込んで積算しております。 

 ２目法人、本年度予算額3,270万1,000円、この税目は法人数141法人に係るものでござい

ます。前年度当初予算比で90万円、2.7％減の内容となっております。 

 ２項１目固定資産税、本年度予算額２億5,849万8,000円、この税目の内訳は土地で4,661

万円、家屋で１億1,381万1,000円、償却資産で9,722万7,000円、滞納繰り越し分で85万円

の内容です。前年度当初予算比で1,222万6,000円、4.5％減となっておりますが、平成18

年が土地、家屋に係る評価替えの年に当たるため、土地で242万3,000円、家屋で1,272万

8,000円がそれぞれ減額となり、償却資産で27万5,000円増の内容でございます。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額216万2,000円、この目につきましては

国等が所有する固定資産で有償で貸し付けしている場合、その固定資産税相当分が市町村

に交付されるものでございます。なお、日本郵政公社が所有する固定資産については、固

定資産税相当額が交付されますが、そのうちの償却資産分については後日総務大臣からの

割り当てがあり、確定した段階で追加補正を予定いたしておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 ３項１目軽自動車税、本年度予算額1,059万8,000円、この税目につきましては原動機付

自転車を初めとする軽自動車10車種、3,030台の登録に係るものでございます。前年度当初

予算比で34万9,000円、3.4％増の内容でございます。 

 ４項１目町たばこ税、本年度予算額4,422万5,000円、この税目につきましては近年のた

ばこ消費量の減少により対前年度当初予算比で304万7,000円、6.4％減の内容でございます。

なお、本年７月から児童手当の支給対象者拡大の財源としてたばこ税の引き上げが行われ

ることが予想されておりますので、その際には追加の補正予算を予定いたしておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ５項１目入湯税、本年度予算額55万6,000円、本年度予算編成後に留真温泉の閉館が決ま

りましたので、第２回町議会定例会の補正予算において全額を更正減させていただきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇山田総務課長 ２款地方譲与税、１項１目所得譲与税4,800万円、これにつきましては三

位一体改革に伴う税源移譲による2,400万円の増であります。これ以降につきましては、説

明資料に記載してありますので、説明を省略いたします。 
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 ２項１目自動車重量譲与税9,000万円。 

 ３項１目地方道路譲与税3,200万円。 

 ３款１項１目利子割交付金450万円。 

 ４款１項１目配当割交付金50万円。 

 ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金10万円。 

 ６款１項１目地方消費税交付金6,200万円。 

 ７款１項１目自動車取得税交付金3,800万円。 

 ８款１項１目地方特例交付金1,000万円。 

 ９款１項１目地方交付税29億5,000万円、これについては昨年と同等に計上させておりま

すが、17年度の実績見込みでは普通交付税で約２億2,200万円の減で７％減、特別交付税に

つきましては先般新聞等にも報道されておりますが、この額が確定しまして２億5,490万の

実績になっております。前年対比で3,299万2,000円の減、11.5％の減の内容であります。 

 10款１項１目交通安全対策特別交付金170万円。 

 11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金411万1,000円、主な増に

つきましては公社の貸付牛の償還金の増で296万3,000円、減につきましては栄穂、美園地

区畑総事業終了による866万3,000円の減の内容であります。 

 ２項負担金、１目民生費負担金１億4,191万3,000円、主な減につきましては認可保育所

の保育料84万2,000円と老人保健福祉施設入所者費用徴収金151万3,000円減の内容であり

ます。 

 ２目衛生費負担金30万円。 

 ３目農林水産業費負担金2,558万7,000円。 

 ４目教育費負担金2,774万2,000円、主な減につきましては児童生徒数の減少に伴う給食

費の減とスポーツ活動施設管理形態の変更に伴う144万6,000円の減の内容であります。 

 次に、16ページをお開きください。12款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用

料、主な増につきましては行政財産使用料の27万6,000円の増につきましては、自動販売機

使用料を財産貸付収入で計上しておりましたが、本年度より総務使用料に目の変更による

内容でございます。 

 ２目民生使用料192万2,000円。 

 ３目衛生使用料373万4,000円、これにつきましては葬祭場、昨年度は補正で対応してお

りましたが、葬祭場の有料化に伴う増と公衆浴場の大人の料金改定に伴う増の内容であり

ます。 

 ４目農林水産業使用料64万9,000円、主な減につきましては森林公園指定管理者制度移行

に伴う使用料の減であります。 

 ５目土木使用料１億720万6,000円。 

 ６目教育使用料1,660万4,000円、主な増につきましては各種使用料の改定に伴う増であ

ります。また、減につきましては、パークゴルフ場の指定管理者制度移行による減の内容
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であります。 

 ２項手数料、１目総務手数料360万9,000円。 

 18ページをお開きください。２目衛生手数料1,386万9,000円、これの主な増につきまし

ては一般廃棄物のごみ処理手数料の改定による増の内容であります。 

 ３目農林水産業手数料6,000円。 

 ４目教育手数料1,000円。 

 以上であります。よろしくお願いします。 

〇水沢議長 説明が終わりました。 

 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４７分  休憩 

午後 １時１５分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 歳入の質疑を受けます。質疑ありませんか。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっと私、自分で勉強不足かなと思う。固定資産税のことについてお聞き

します。この固定資産税の今年度の減というのは、どういった形の中で減となったのか。

例えば資産で何かの見直しがあってなったのかということをお聞きしたい。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 固定資産税の減につきましては、先ほどの説明の中でも申し上げました

が、３年に１度、土地、家屋について評価替えを行うということがございます。それで、

評価替えによって下がっていくということの中で固定資産税の税額については今年度は下

がりますという説明をさせていただきました。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 入湯税に関して、関連して伺いたいのですが、今健康湯やっていますけれど

も、あそこのサウナの関係についてちょっとお聞きしたいのですが、実際にあそこを利用

された方が、状況把握できる方どのぐらいいるかわかりませんけれども…… 

〇水沢議長 入湯税じゃない。 

〇杉江議員 うまくないですか。 

〇水沢議長 入湯税は温泉ですから。 

〇杉江議員 だけですか。 
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〇水沢議長 はい。 

〇杉江議員 そうしたら、総括でやります。失礼しました。 

〇水沢議長 入湯税ではなく使用料でいいです。 

〇杉江議員 利用を含めてです。 

 お許しいただきましたので、質問させていただきます。サウナの関係なのです。利用さ

れた方がおられれば、きっと状況把握できると思うのですが、私もちょっと調べさせてい

ただきました。あれが設置当初から温度が上がらないと、サウナの機能をなしていないよ

という住民からのご意見があるのです。ちょっと状況を把握したいと思うのですが。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 公衆浴場のサウナの関係でございますけれども、建設当時からその温度につ

いて低目に設定しております。ということは、あそこのスペースがぎちぎちで入れば２人

入れます。ちょっと大きな方は１人しか入れないということでございます。やはりああい

う高温のものでございますので、サウナの機械というか、電気のものですけれども、それ

に触れるとやはり危険だということもございまして、低温サウナということでやっている

のです。普通、温泉や何か行きますと大きいサウナありますけれども、あれについてはや

っぱり90度以上のもので、石を置いたり、いろいろやっていますけれども、ここのサウナ

については簡易的なものということで建設当時からそういうふうに設置したものでござい

ます。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 私が担当のところで調べさせたときのお話では、温度が上がらないのだと、

こういう説明がありました。今の助役の説明ですと、管理上の問題で上げれないと、こう

いうことですか。上がる能力はあるのですか。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 温度については、多分60度か70度ぐらいのものだと思います。時間を長くと

れば、それなりの汗は出てきますけれども、最初入った時点では、体温が結構浴槽の温度

で上がっていますので、冷やっというわけではないですけれども、温度が上がらないとい

うことはございます。ただ、そこに５分なり10分なりということになりますと汗は出てき

ます。私も何回か行って、そこは入っておりますので、あれなのですけれども。やはりほ

かの温泉施設だとか、そういうところの大きなサウナと比べましたら、温度の差は問題に

はならないということでございます。 

〇水沢議長 上げることはできるの。 

（「上がらないかと言っている」の声あり） 

〇安藤助役 それで、温度については、あれ以上上げるということはできないです。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 上げれないということは、当初からのそういう設計だったということですね。 

 それで、サウナという概念からすると、私らの概念とかなり離れているのです。住民の
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方もそう言っているのです。特に留真温泉との関連で、温泉も休館状態ですよという中で

は、提案みたいになってよくないですが、これをきちっと整備して、サウナの需要って絶

対あるのです。そういう声がたくさんあるのです。温泉も閉まったしなと。その辺のこと

も考えながら、サウナの機能、男なら特にわかると思うのですが、サウナだけ目的で行き

たいという需要は絶対あると思うのです。そういうことを考えていくつもりないですか。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 今の健康湯の中ではスペース的にもあれが限度ということでございますし、

浴槽とか洗い場も含めて、最小限度のふろということで当時から建設しております。今後

留真温泉の検討については、サウナも含めた形で検討していきたいとは思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 温泉どうなるかわからないのに、温泉に絡めて答弁されても困るのですけれ

ども、需要がそういうふうにあるのだよと。特に夏場は、地元の人以外にキャンプ場、森

林公園を利用した方の健康湯の利用もかなりあるのは事実です。ですから、そんな夢みた

いな、夢みたいでないですか、21年に一応、これから検討するとは留真温泉言っているの

ですが、ちょっとやっぱり答弁としてはうやむやだなと思うのですけれども、町長、何か

言いたそうですから、一言お願いします。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 助役の答弁に尽きるわけですけれども、当初健康湯の建設当時からこのこと

は課題になっていたことでございます。本格的なサウナなのか、簡易的なサウナなのかと

いうことの中で課題となってきて、今に続いているという状況であります。今の私どもの

考えとしては、ここに本格的なサウナを設けるという考えは今のところございません。今

の状況を継続しながら、この健康湯と留真温泉との間でどのような整合性をとっていける

のかということも検討しながら考えていかなければならない問題だと思っておりますけれ

ども、現状の健康湯を本格的なサウナにしていくという考えは今のところ持っておりませ

ん。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 今同僚の杉江議員の方からの質問の中で、健康湯の関係でございますけれど

も、私も年に12回ぐらい、月に１回ぐらい利用させてもらっています。ただ、これは私本

当にすばらしいなと思うのは、この施設が当時発足した時点からいまだに変わりなくきれ

いに保持されていると。これは、非常にすばらしい維持の関係があるなとつくづく、私も

月に１回行く中で見させてもらっています。 

 それと、先ほどから言っておりますサウナの関係でございますけれども、私も一応だっ

ぷりお湯につかって、汗が出る状況になってサウナに入ります。サウナといっても、先ほ

ど２人なんて言いましたけれども、太っている方が入れば１人です。それで、腰かけると

ころではなく、立って私は入ります。先ほど設定が60度か70度と言っておりますけれども、
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そのとおり。熱いふろから上がって即入って、３分ぐらい過ぎたら、立っている状況の中

でやっと汗が出てくる状況になります。確かにそういうサウナでございますけれども、先

ほど低温サウナと言っておりましたけれども、同じように今のスペース、あの中にまたサ

ウナを対応するということになれば、非常にまた費用の面でもかかると思います。そんな

関係上から、今の現状の中身を使いながら維持していくことがいいかなと思います。 

 さらに、入湯税の関係の中でちらっと言っておりましたように、もし必要であれば、す

ぐできない留真温泉であれば、逆にタンクローリーでそこに留真温泉の湯を運び込むとい

うような、そんな対応も考えていく必要があるかなと思います。確かに設備上の関係なの

か、留真温泉のお湯というのは若干町民にも還元して、くみに行っております。今80リッ

ターという設定で、ということはタンク４本でございます。あとは水でまぜるか、あるい

は２回とりに行くか、それで自分の百数十リッターの中に、80リッターを２回行くことに

よって160リッターになりますから、それを沸かして入っております。私のほかに結構、昨

年からそういったタンクを持ちながらくみに行っている方も、私自身も含めて何人もおり

ます。今留真温泉がすぐ対応できない状況にあっては、何か健康湯を使って、確かにボイ

ラーのさび等の問題もございますけれども、その辺が解消できるのであれば、ぜひ町民み

ずからが健康湯の中につかりながら、じっくり留真温泉を味わってもらうというような、

そんな方法ができないかどうか、その辺考えがあればちょっとお伺いしたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 昨年12月に閉めるに当たって、その辺のことも十分検討しながら、次の計画

をどのように取り組むかということも十分検討させていただいたところでございます。タ

ンクローリーで運ぶということもできないことはないのですけれども、現存の設備の状況

等も考え、また運んだものを貯蔵するタンクが必要だということも考えながら検討した結

果、現在のところは健康湯については今のまま使用するという結論に至っておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 私も心配したように、例えば留真温泉のお湯をタンクローリーで運んできて

も、それを貯蔵しておく、そういうタンクが必要だとか等々あります。確かに今財政難の

折に厳しいこともあるでしょう。そうとしましたら、先ほど言われたように新しい施設が

できるまでの間、同じように留真温泉のお湯を、今留真温泉の男性浴場の囲ってある部分

から今13ミリのパイプで要するにお湯をそこへ引っ張っております。その関係については、

同じようにまた町民に還元してくれるのかどうか、それもちょっとお尋ねしておきたいと

思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 今の浴用湯の供給につきましては、留真温泉が再開するまで、ずっと今

までどおり供給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 ３番、福原議員。 
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〇福原議員 15ページの民生費負担金の中の３節児童福祉費負担金滞納繰り越し分、この

20万につきまして、毎年同じ金額が計上されていきます。それで、17年度の状況報告をし

ていただきたいのですが、継続した同一世帯なのか、それとも何世帯が17年度でこういう

状況であるということを報告願います。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 私の方から説明させていただきます。 

 18年に繰り越しした世帯については、12世帯のうち現在納付をされている方が６世帯と

いうことで、あと残り６世帯は全く入っておりませんが、最近の滞納について、それぞれ

分納の方式で納めていただいておりますが、過去の町外に転出した方等もいます。そうい

う方については、現在入っていない方もおりますけれども、いずれにいたしましても滞納

繰り越し分については速やかに納めていただくよう、計画に基づきまして納めていただい

ている中身がございます。なお、そういったことで当初20万でございますが、今回の補正

の中で四十数万入る見込みがあったということで20万の補正をさせていただきました。当

初20万でございますが、それらの対応について、また鋭意努力した中で滞納整理をしてま

いりたいというふうに思っていますので、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 ３番、福原議員。 

〇福原議員 お話はよくわかりました。 

 条例等にもかなりのきつい条例がありまして、滞納している場合には当該園児の登園の

停止とか退園を命ずることができるとかというような条項がありますので、子供を育てて

いく上で、いろいろと保育料等も高騰している中で今後もこのような扱いがふえていく可

能性がありますので、適切な処理をしていただきたいというふうに思います。 

 それと、教育費負担金の中の給食費の負担金滞納繰り越し分ですか、13万1,000円、それ

と教育使用料の中の５万円なのですが、これも保育園の滞納繰り越し分ということで計上

されております。これも同じような内容の質問をしたいと思います。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ただいま意見をいただきましたけれども、認可保育所については強

制退去という形はとれない。幼稚園使用料の条例の中には、滞納処分の中で滞納者につい

ては町長が退去を命ずることができるという規定がございます。認可保育所についてはご

ざいませんので、滞納者が出まして、翌年に入ったとしても、すぐ退去ということになら

ないので、その辺だけよろしくお願いをしたいと思います。なお一層、滞納については精

査してまいりたいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 学校給食費の滞納繰り越し分のご説明をいたします。12月末現在の状況

でございますけれども、給食費の滞納者は23人です。このうち過年度分のみの方が12人、

それから現年度分のみの方が１人、それから両年度、現年と過去の分の滞納者が10人とい
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う内訳でございます。なお、平成17年度中の過年度分の回収額、これも12月末現在ですけ

れども、３万4,400円でございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 両年にわたって10人の滞納者がいるということで、先生方も含めて指導に苦

慮しているのでないかなというふうに思いますが、親の責任と申しましたらきついかもし

れないのですが、教育上余りいい状態ではないというふうに感じますので、余りためない

で、速やかに滞納しないような指導も含めてやっていただきたいというふうに思っており

ますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 それから、続けて同じページの農林水産業費の負担金の中の２節の農業費負担金滞納繰

り越し分596万5,000円、昨年もこれ問題になりまして、いろいろと説明を、22名のうち５

名が滞納しているというふうな報告がありました。そのうちまた離農者が１名あるという

ことで、ずっと同じ金額がのってきていますが、これについても具体的な指導、これは受

益者ということで、多分５名の方は受益者として今現在畑をつくっていると思うのです。

恩恵を受けて、きちっと認めて払っている方が、22名のうち17名ですか、きちっと支払い

をしている方がいるにもかかわらず、なぜこの５名が毎年滞納の中でお金を払えない状況

なのか、どのような指導をしてきているのか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 国営農地開発事業の受益者負担金の関係でございますが、今数字的な人

数は間違いございません。それで、５名につきましては毎年全然払っていないということ

ではなくて、今年度についても５名については１年おくれくらいの割合で、金額的にちょ

っとおくれているということで、18年度においても予定金額よりも多く納めてもらうとい

う方向性で話し合いをしております。それから、離農された方につきましても、今職業が

ない中で分割ということで少しずつ払っていただくという方向性で話をつけております。

それで、できるだけ皆さんに残りの17名に追いつくような形で５名の方にも予定以上の金

額を今後納めていただくという方向で毎年指導してお願いをしているところでございます。 

 以上です。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 努力の結果はわかりました。 

 前年度508万9,000円ということで計上されていまして、１年おくれで払っていると言い

ながら、15万ぐらいの収入の差しかないということですので、これは両方がつらいでしょ

うが、現実にはきちっと払っていればこういう滞納繰越金という形で出てはこないと思う

のです。それで、正直にきちっと納めている人のことを考えて、経営しながらこういう負

担金を払っていくということも大変でしょうが、今後もなるべくこういう延滞金が出ない

ような状態に早いうちに持っていってほしいということでお願いをしておきます。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 私どもの方でも実際に圃場をつくって収益を上げているわけですから、
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そういう中では今福原議員がおっしゃるような方向で、５名の方については話を進めてま

いりたいというふうに考えていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 もう一点お伺いいたします。18ページの衛生手数料の中の２節の清掃手数料

1,354万、これは新しく４月１日からくりりんセンターに持ち込むごみの手数料かと思われ

ますが、今２月、３月と試用期間ということで実施しておりますが、特別な問題は今のと

ころ私の耳には入ってきておりません。量的に非常に減ったからこの数字、端的に言いま

すと昨年750万で、また補正をほかに組んでいるということで2,000万以上は手数料として

計上されるのかなというふうに思っていたのですが、1,354万というごみ処理手数料、この

根拠と申しますか、そして今現行されているごみ処理場の状態は、毎日のように帯広に運

んでいるのか、それともためながら、いっぱいになったら走っているのか、ちょっと現状

をお知らせ願いたいと思います。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 今現在試行期間中における一般ごみの最終処理の仕方というふうに伺い

ましたけれども、現在は午前中収集いたしまして、それを午後から統太にあります一般廃

棄物処理場において処理しているという状況です。また、現在通常の月曜日から金曜日に

つきましては、一般家庭からの持ち込みによるごみ、そしてまた事業系のごみ、これにつ

いても午後からのみ受け付けをして搬入していただいております。 

 それと、ごみ処理手数料につきましては、予想より少なかったということでございます

が、何分今年度やはり持ち込みがふえてございます。というのは、やはり４月をにらんで

の駆け込みによる持ち込みが多いと。３月19日も臨時開館いたしますが、かなりの台数が

入るのでないかというふうに思っております。そういう中で、余り過大に見積もりますと、

やはりこういう形の中で新たに制度が変わるというときには、当然駆け込み需要があって、

そのものについてはやはり落ち込んでしまうということを考えておりますので、余り過大

には見積もれないだろうということで1,354万というふうな形での、対前年比604万という

形の中で見積もりさせていただきましたので、その点ご理解いただきたいと思います。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 勘違いしていまして、４月１日から帯広に持っていくということで、私もう

既に向こうに行っているのかなというふうに、とんでもない勘違いをしておりました。 

 今年は雪が特に少なくて、ごみの収集もスムーズに、私どもの地域はお昼近くのがもう

９時過ぎたら来るということで、ようやく時間にこのごろなれたような状態でございます。

今の集め方で４月１日からもぜひともお年寄りやら、それから勤労家庭にも優しい収集の

方法、個別収集で大変手間がかかるかと思いますが、時間を早くしていただいて、ごみを

少なくしていただいて、今のような収集の方法を今後も続けていかれるかどうか確認をし

ておきたいと思います。 

〇水沢議長 町民課長。 
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〇亀山町民課長 ４月１日以降におきましても、現在試行している状態の中で、やはり町

民の皆さんには８時半までにごみを出していただくというふうな原則を持ちながら、その

中でもやはり家にいらっしゃる方につきましては、収集車が通る時間帯に合わせて出して

いただける方もいらっしゃいますので、その辺は柔軟に対応してまいりたいと思います。 

 また、個別収集につきましては、これについては昨年の６月の一般質問のときにもお約

束しておりますが、やはりこれにつきましても従来同様、お年寄りの方が遠くまでごみを

運ぶようなことのないような形の中で行ってまいりたいと思いますので、その点について

もよろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 商工費のところで資料提供をお願いしてあった部分で、法人税についてこの

関係でお尋ねをしておきたいと思いますけれども、先ほどの内容では、平成17年度でした

か、ちょっと聞き漏らしたというか、勘違いしているかもしれない。114法人という表現で

はなかったかなと思うけれども、それはいいとして、この資料によりますと平成15年、16

年、いずれも113法人で、均等割法人が113法人、そのうち法人税割申告が33法人というこ

とで、17年度はどういう形になるかはわからないですけれども、平成15年度が33法人、平

成16年度は32法人ということで、１法人16年度が落ちているという中身でありますけれど

も、大体概算、17年度も18年度も法人の件数についてはほぼ同じかということと、それと

法人税割申告、これは約３分の１、４分の１ぐらいのところが結果として法人税を税割申

告をしているということで、４分の１弱ですけれども、利益を出して法人税割申告をして

いるというとらえ方で間違いないでしょうか。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 先ほどちょっと早口で説明したものですから、申しわけなかったのです

が、平成18年度は３号法人から９号法人までの141法人を均等割で予定しております。それ

で、平成17年度当初と比べますと、８法人減となっております。それと、平成18年度にお

いての、先ほど平成15年度が33法人、平成16年度が32法人ということで、法人税割を納め

ていただいている法人の数をおっしゃっておりましたが、これはあくまでも町内の法人と

いうふうな形で押さえていただきたいと思います。それで、税の方の担当として見ている

のは、課税標準に対して税率を掛けて見ております。それで、ここでは若干前年度よりは

少なく見させていただいておりますので、やはり総体的な景気の影響というものは、町内、

町外問わずあるのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 それで、今年度90万ほど減額の予算を立てているわけですけれども、これは

またその説明あったのかもしれないけれども、ちょっと聞き漏らしたかもしれないです。

これだけ減額しているということは、去年の実績あるいはおととしの実績に基づいてこの

減額した数字を上げていると判断してよろしいのでしょうか。 



 

 31 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 やはり平成17年度中において廃業なり法人解散していると、廃業も解散

も同じですけれども、そういうふうなこともございまして、現在ある法人数、予算の見積

もり時点ですから、12月時点での法人数に基づいて均等割については算定させていただい

ております。そういうことで、平成17年11月時点の現有する法人の数に基づいております。

また、新たに起こす方もおられますので、例えばちょうど平成18年度中に１年の決算期が

終わるというふうな方については新たにふえてくるものと思われます。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 あと町民課長答えられるかどうかわからないのですけれども、大体４分の１、

４件に１件ぐらいが法人税割申告をしていると。こういう流れについては、過去数年、15

年、16年はいただいていますけれども、その前にさかのぼって、大体このような流れにな

っているのかどうか。極端に、この年度あたりから数字がよくなっている、悪くなってい

るというような、そのようなことは答えられる範囲でどうでしょう。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 私の手元に古い年次からの調査したものがないものですから、平成15年、

16年のみについて申し上げますと、29％なり28％というふうな町内の法人については申告

であるということでしか申し上げられません。やはりそういう形の中で調査していなかっ

たものですから、その点についてはご了承願いたいと思います。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 衛生手数料、直接関係があるかどうかというのは私わからない。ちょっとお

聞きしたい部分があります。そろそろ春ともなってきますと、犬とか猫が畑やら家の周り

をうろつくようになってくるのですけれども、そのことに対して町民の方からの苦情が寄

せられているのではないかなというふうに感じるのですけれども、そのことについてよろ

しいでしょうか。特に犬については、近年保健所並びに町のいろんな形の中で野犬につい

ては大分減っているように思われます。しかし、その反面、こういうことを言うと……い

いですか。 

〇水沢議長 歳入にかかわることですか。 

〇阿部議員 いや、歳入にはかかわらないかもしれません。 

〇水沢議長 それでは、総括でお願いします。 

〇阿部議員 総括でします。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 新年度の予算を組んだ町長に何点か伺いたいのですが、執行方針でも町長の

考え方やら、また予算の概要については説明は確かにありました。ただ、私ずっと歳出も

含めて見てきたときに、やっぱり執行方針どおりなのだなという気がします。というのは、

確かに取り巻く状況は厳しいのですが、政府と同じで、いわゆる行政改革を向こう５年間、

これを徹底することを柱にして、職員の定数削減、そして人件費の抑制、こうしたことを
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入り口にして、新しい事業には手も出せない。継続事業もなかなか思うように予算づけで

きないということで、痛みは町民にお願いするという式で、06年度予算、こうして組み立

てた町長の予算案に対する考え方。表向きの概要だとかは述べられているけれども、そう

でなくて、執行するに当たっての町長の考え方を伺いたいと思います。 

〇水沢議長 島田議員、予算書の歳入での考え方ですか。歳入に対して…… 

 14番、島田議員。 

〇島田議員 予算全体で考え方をもう少し説明いただきたいと思ったものですから。 

 それでは、具体的に歳入について。これは、担当の方でもわかるかと思うのですが、税

収の関係なのですが、税収とは別に、これは国のやることですから、一般的には国民の大

増税がここ二、三年でやられると。平均でいうと、一般サラリーマン家庭で年間20万の負

担増と。その中心になっているのが定率減税の廃止と。それで、本町において定率減税に

おける、いわゆる増税分ですね、これはどのぐらいの影響額になるでしょうか。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 定率減税が平成18年度から半減するというふうな中での影響額、増税と

なる部分というふうに承りましたので、町民税におきましては1,088万6,000円を見込んで

おります。 

 以上です。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 こうした町民への負担増を伴っての、いわゆる新年度予算の住民税、これら

が若干増額になってきています。それで、この配分方法はちょっと私わかりませんけれど

も、言わんとすることは、町にそうした形で税収として増額になると。それで、私は基本

的には税収の増額分については、これは町民のために有効な活用を図るべきだろうと。そ

うした点から、地方交付税のことも絡むのですが、前年度比で２億ぐらいの減で計上はさ

れているのかな。言いたいことは、町長は金がない、あればやりたいのだけれどもという

のが本音だと思うのだけれども、なければないでやりようがあると思うのです。それで、

最初にちょっと要望の説明いただきたい。交付税で、いわゆる25％枠というのは余剰財源

として持ちなさいということが言われていると思うのです。まず、それについての町とし

ての考え方を伺いたいと思います。 

〇水沢議長 答弁調整のため暫時休憩します。 

 

午後 ２時００分  休憩 

午後 ２時０１分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

（何事か声あり） 

〇水沢議長 14番、島田議員。 
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〇島田議員 総務大臣が今年度の予算繰りをする上で、交付税にかかわって25％を留保財

源として、もっと平たく言うとそのぐらいは余裕を持って住民の要望にこたえるべく、ニ

ーズにこたえられる財源として持ちなさいと。交付税削っておいて、そういうのも矛盾す

るのだけれども、一応私ども総務大臣の言うこと、それは正しいと思わないのだけれども、

そういうふうに言っているのです。そういう枠といいますか、予算編成上そういう指導は

あったはずだったのです。その辺の指導はないのだろうか。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 ただいまのご質問なのですけれども、仮に総務大臣がそのように言って

いたとしても、私どもの方には自治省の通達とか、そういうものは一切ございません。そ

ういう関係もありまして、今国の方で言われているのは、今年の６月ですか、地方交付税

の大改革というものが唱えられております。ですから、今現実問題25％を留保しなさいと

言われても、今後この６月に幾ら交付税が減ってくるかわかりません、18、19年に向けて。

ですから、当然組みたくても、今の財政状況ではそういうものは不可能というふうに私ど

もはとらえておりますので、ご理解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 それで、先ほどの町長の執行方針とのかかわりで聞きたいのですけれども、

先ほど私が言った、そうした限られた財源、しかも依存財源の中で翌年度の予算を計上す

るに当たって、組むに当たって、入りが少ないから何もできないということではないと思

うのです。それは、余裕はないです。ですけれども、この議会での予算委員会の中で多く

の議員がいつもになくといいますか、今までになく質問したということは、いわゆる町長

がこの予算編成でどう執行するのかが明確でないのです。執行方針は抽象的な表現で、先

ほど私が言ったように財源がないと。そして、行財政改革を中心にして財政を立て直して、

歳出は極力抑えて乗り切るみたいなことなのですが、私は自治体としてそういうのでいい

のだろうかというふうに思うのです。余裕財源どころか、年々厳しさを増すという状況も

ありますけれども、私言いたいことは、例えばこれから５年間、中身は十分吟味しなけれ

ばならないのですけれども、行政改革、これは義務づけられているから、確かに浦幌町も

つくるのでしょう。もうできているのかもしれませんけれども、その中身とは別に、総務

省あたりにしても、自治体に求めているのは徹底した、いわば行政のリストラですから、

その方向にあるのですが、ただメリットの分と言ったら変ですけれども、活用として、そ

れを使えばいいというものではないのですが、行革を推進する上での何らかの手だてが講

じられるはずなのです。だから、それらを、本当に総務大臣が言うように住民のニーズに

こたえる形で有効な予算執行の仕方をすべきだろうと。 

 そうでないと、私も基本的には反対なのですけれども、反対ばかり言っていてもらち明

かないので、一つ提案めいたと言ったら変ですけれども、執行するに当たって、今町民が

必要とするところ、急がなければならないところ、そうしたところに予算の配分を、ウエ

ートといいますか、そちらに持っていくべきであろうと。全体に削るのは削って、機能を
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果たせなくなるよりも、何年か、それは我慢しなければならない部分も出てくるかもしれ

ませんけれども、やはり生活する根本の部分で、今手を差し伸べなければならない、行政

として支えなければならない、そういうところに政策を思い切って振り向ける。そのため

の予算的裏づけをつけないと、どこをとっても我慢の一点ですよね、町長の執行方針では。

そして、さらに行政改革をやるわけでしょう。そうしたら、町民にとったらたまったもの

でないです。国からも搾り取られて、行政ももちろん犠牲をこうむっているのですけれど

も。町長、政策の羅列はやめたと言われたのだが、羅列だけではだめなのだが、政策の何

一つ執行方針に載っていないのです。だから、議員からも今回予算審議の中で質問がそれ

ぞれ多く出された。それに町長はやっぱり答えるべきなのです。 

 それで、ごめんなさい、歳入ということでなくなってしまったのですけれども、一般質

問でもないのだけれども、言いたいところは、もうこれだけにしますけれども、予算の執

行のあり方で町長の手法は本来の自治体としてはやっぱりやるべきではない手法でないの

かなと、そのように考えますが、町長の考えるところがあれば答弁いただきたいのですが。 

〇水沢議長 島田議員、今歳入の質疑でございますので、歳出にかかわる部分が大変多い

と思います。総括の中で答弁もらうということでどうでしょうか。よろしいですか。 

〇島田議員 わかりました。 

〇水沢議長 今せっかく質疑、時間をかけていますので、町長、答弁については総括のと

ころでお願いします。 

 そのほか、歳入にかかわる分で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、ここでお諮りをいたします。 

 暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時１２分  休憩 

午後 ２時３０分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 18ページをお開きください。13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民

生費国庫負担金6,511万5,000円、主な増につきましては保険基盤安定負担金については前

年度は補正対応ですが、本年度については当初予算に計上しております。また、障害者自

立支援法制定に伴い、支援費が介護サービス、訓練等サービス、自立支援給付費に組みか
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えて計上しておる内容であります。 

 ２目衛生費国庫負担金153万8,000円。 

 災害復旧費国庫負担金は、廃目であります。 

 ２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金681万6,000円、主な増につきましては障害者自

立支援法による支援負担金から支援補助金への組みかえによる増であります。また、次世

代育成交付金の増は特別保育所設置補助金からの組みかえの内容であります。 

 ２目土木費国庫補助金8,160万円、これにつきましては道路整備臨時交付金1,560万の増

と、三位一体改革に伴う補助金の廃止に伴う減額2,600万の内容であります。 

 ３目教育費国庫補助金25万2,000円。 

 ３項委託金、１目総務費委託金６万。 

 ２目民生費委託金260万1,000円。 

 20ページをお開きください。３目農林水産業費委託金300万円。 

 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金1,157万2,000円、増額は事業量の増

に伴う内容であります。 

 ２目民生費道負担金6,722万9,000円、主な増減につきましては障害者自立支援法の制定

に伴い支援費が介護サービス、訓練等サービス、自立支援負担に組みかえている内容であ

ります。 

 ３目衛生費道負担金153万8,000円。 

 ２項道補助金、１目総務費補助金７万8,000円。 

 ２目民生費補助金3,202万2,000円、主な減につきましては特別保育所設置補助金の組み

かえによる392万7,000円の減、児童デイサービスセンター支援事業、介護予防並びに地域

支え合い事業補助金の廃止に伴う減の内容であります。 

 ３目衛生費補助金297万5,000円。 

 ４目農林水産業費補助金9,552万3,000円、主な増につきましては農業生産総合対策事業

補助金の増であります。また、減につきましては耕畜連携事業は生産総合対策事業に再編

のための減であります。また、食料環境基盤対策事業、美園、美園２地区、上浦幌、平和

地区は対象事業終了による減の内容であります。 

 次に、22ページをお開きください。３項委託金、１目総務費委託金683万7,000円、主な

増につきましては道有林所在地市町村助成委託金、これにつきましては17年度補正で対応

しておりましたが、17年度の２分の１の92万3,000円の増であります。主な減につきまして

は、国勢調査委託金の543万の減の内容であります。 

 ２目衛生費委託金１万5,000円。 

 ３目農林水産業費委託金1,247万8,000円、主な増につきましては中山間地域等直接支払

交付金は17年度は補正対応ですが、本年度は当初予算計上により増の内容であります。 

 ４目商工費委託金136万6,000円。 

 ５目土木費委託金381万2,000円。 
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 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入2,391万5,000円、土地、建物貸付

収入の増、町有住宅貸付収入の減は節の組みかえによる内容であります。 

 ２目利子及び配当金22万2,000円。 

 24ページをお開きください。２項財産売払収入、１目不動産売払収入50万円。 

 ２目物品売払収入16万4,000円。 

 16款１項寄附金、１目一般寄附金１万円。 

 ２目指定寄附金１万円。 

 17款繰入金、１項１目基金繰入金１億5,201万5,000円。 

 次の模範牧場特別会計繰入金は、廃目整理であります。 

 18款１項１目繰越金3,000万円。 

 19款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金20万円。 

 ２目加算金1,000円。 

 ３目過料1,000円。 

 ２項１目町預金利子５万円。 

 ３項貸付金元金収入、１目中小企業融資貸付金元金収入4,000万円。 

 ２目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入174万9,000円。 

 ３目地域総合整備財団貸付金元利収入2,235万2,000円。 

 次のページをお開きください。４目介護経営貸付金元金収入6,250万円。 

 ５目浦幌町高齢者生産活動センター委託業務貸付金元金収入4,400万。 

 ６目株式会社ユーエム貸付金元金収入1,500万。 

 ７目医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入42万円。 

 ４項受託事業収入、１目農業費受託事業収入837万7,000円、主な減につきましては資源

リサイクル畜産環境整備事業受託事業収入は事業量の減による2,970万円の減であります。

畜産担い手育成総合整備事業受託事業収入は事業の終了による減であります。 

 ５項雑入、１目雑入1,144万4,000円、主な増につきましては農業技術拠点施設貸し付け

による電気料の増であります。 

 ２目過年度収入１万円。 

 20款１項町債、１目総務債２億400万円。 

 ２目農林水産業債3,700万円。 

 ３目土木債5,160万円。 

 28ページをお開きください。４目消防債3,970万円。 

 災害復旧債は、廃目整理でございます。 

 以上です。よろしくご審議願います。 

〇水沢議長 説明が終わりました。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇水沢議長  ここで歳出を含め、一般会計全体を通じての質疑を受けます。 

 先に、町長にはさきの島田議員の質疑に対して答弁をお願いします。 

 町長。 

〇八木町長 島田議員からのご質問に対してお答えさせていただきたいと思います。 

 今回の予算につきましては、財政健全化２年目にふさわしい予算を取り組んだというふ

うに私は考えております。非常に財政の厳しい中ではありますけれども、めり張りのある

一律削減とならないように配慮しながら、それぞれの必要な事項については盛り込んでい

ったというふうに考えております。しかし、限られた財源でありますから、その財源の中

で有効な予算編成というふうに考えております。財源がなくてもできるものはあります。

しかし、それはやっぱり借金によってやるわけですから、現在の苦しい状況が年間13億

9,700万ということで、そういう大きな借金を返さなければならないというのが原因の一部

になっております。そういう反省点を踏まえての財政運営ということでご理解をいただき

たいなと思っております。 

 それから、それぞれの予算執行方針の中でのこともございましたので、予算説明に入る

前に若干事業等についての説明をさせていただいたところでございます。町民の方々から

いろんな批判もあろうかと思いますし、議員の方々から批判もあると思います。それにつ

いては甘んじて受けながら、財政健全化に向かって取り組んでまいりたいと、このように

考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 まとまりのない質問をして申しわけありません。 

 今町長が限られた予算の中では、目いっぱい目配りして予算の執行に当たっていくとい

うことで、それは基本はそうなのですが、実際予算書のどこを見ても、その厳しさは伝わ

ってくるけれども、やはり町民の目で見ると、負担にふさわしい行政サービスが伴わない。

そういうことが全体にやっぱりあるのだろうなと。それが予算に反映されているのだろう

なというふうに思います。当初予算は当初予算としてですが、実質予算執行に当たって、

もう一度内容の精査をしながら、重点的な課題、優先と言ったら変ですけれども、もう一

度見きわめながら予算の執行に当たっていく必要があるのではないかというふうに考えま

す。その点について、もう一度答弁いただきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 島田議員のおっしゃることもわからないわけではありません。町民の負担が

ふえているということは、まさにそのとおりだと、私も予算を組む中でそのように感じて

おります。しかし、まさに本当に今が我慢のしどきだなというふうに感じているところで

ございます。今しっかりとした健全化に向かいながら、次の時代に残せるような財政状況

といいますか、そしてまちづくりの基本となるものを残していかなければならないと、こ

のように感じているところでございます。執行に当たりましては、もちろん効率的な運用

が図られるように、効果の上がるような予算の執行であるように取り組んでまいりたいな
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と、このように考えております。 

 また、この年度途中にあっても、取り組むべき事業というものも出てくるし、また説明

の中でもそのことが説明されていると思います。そういう取り組むべきものについては、

鋭意それを取り入れて、また議会の皆様にご提案をさせていただきたいなと、このように

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 それでは、全般にわたっているということで、質問漏らした点を３点ほどお

伺いしたいと思います。 

 まず、１点目は、教育委員長の教育行政の執行方針の中で浦幌みのり給食を実行したい

という、これは科目でいくと給食センター管理費の関係になるのかなと思いますけれども、

執行方針の中で述べられているいろんな食を通じての教育、また地域食材の伝承、また地

産地消と、本当にすばらしいこと、そのとおりだと思います。具体的に、このみのり給食

というのはどのような計画で、どのような形の食材を何回にわたってと、そういう具体的

な内容について、まずお知らせ願いたいと思うのですけれども。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 委員長が執行方針の中で申し述べましたみのり給食の関係でございます

が、まだ具体的な詳細な内容は決まっておりません。骨子だけ申し上げます。現在考えて

おりますのは、シーズンとしては秋、これは地場産品の食材がそろうのはやっぱり秋だろ

うということで、秋に予定をしております。それから、回数は１回予定しています。それ

で、なるべく地場産品、要するに浦幌町の産業構造あるいは農業や漁業やそういったこと

の構造がわかるような食材を使って、なおかつそういった献立でやりたいなというのが現

在の持っている予定でございます。骨子でございます。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 堂々と委員長が発表された割にはお粗末な計画だなと認識するのですけれど

も、そういう形で１回と言っている中で、やはり地産地消、また食育、いろんなことを考

えていくと、今言ったようなたった１回で、まだ計画されていないということで、今後子

供たちのために、また地域の、ある意味では産業のいろんな食材の交流によってつながる

と思いますので、積極的な展開を望むわけでございますけれども、ここで予算の中ではこ

れに対する費用というのは、具体的に食材費の中に入っているのか、特別この事業にプラ

スの費用というのは見なくてよろしいのか、その点だけ確認したいのですけれども。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 この費用につきましては、通常ご父兄からいただいております給食費の

材料費の中で対応してまいります。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。ひとつ子供たちに喜ばれるみのり給食をお願いしたいと思っ

ております。 
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 次に、先ほど同僚の岡田議員も質問されました公民館の運営費について、私の方からも

再度お伺いしたいと思うのですけれども、先ほど次長の方からいろいろ５万円の募集に至

った経緯も話されたようでございますけれども、私たちの住んでいる下浦幌地区も勇退さ

れて、次の方が５万円で公民館長として赴任されるようでございますけれども、行政の方

は５万円で非常によかったと、見つかってよかったと。お金で仕事と、仕事でお金という、

どちらがどうなのか、余りそういう部分は申し上げたくないのですけれども、やはり地域

にとっては本当に５万円で来てくれる、町長もボランティア的な考え方でと申して、応募

された方もそのような気持ちがあるのだろうけれども、地域としてはやっぱり生涯教育、

また地域におけるいろんな団体、生涯学習、それから社会教育、それは教育委員会は一生

懸命中心になってやってもらっていますけれども、地域にとっては公民館というのはその

辺のいろんな活動の中心であるわけです。それで、費用ばかり申し上げるわけでないです

けれども、５万円で63歳以下という募集だけで、どんな方が来られるか、こんなわからな

い話を先にするのは申しわけないけれども、本当に一生懸命やってもらえるのかと非常に

不安。不安をどう答えると言ったらちょっと申しわけないですけれども、そういう面があ

るわけです。そういう意味で、今後やっぱり社会教育、生涯教育、今までいろんな団体が

公民館を中心に、館長にお世話になりながら進んでいるのですけれども、このような人材

で本当に実行できるのかと、私も不安なのですけれども、その辺についてどうですか、委

員長、教育長。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 吉野公民館長の後任のお話でございますけれども、５万円で公民館長と

しての職をやってくださる方ということで、63歳以下ということで一般公募いたしました。

ご応募いただきましたのは、ご１名でございます。教育長に面接をしていただきまして、

現在内定しているという状況でございます。この方と教育長の方で面談をしたわけでござ

いますけれども、退職をされて、そしてこの方がおっしゃるには地域に貢献する仕事をし

たいということでございます。また、我々も以前から存じ上げている方でもございました

ので、人物については申し分ないなというふうに考えております。そういった点における

危惧はないだろうというふうに思います。 

 それから、地域における公民館ということだというふうに思いますけれども、昭和51年

だったと思いますけれども、厚内公民館が完成して、浦幌町内の４公民館体制というのが

整いました。そして、浦幌町の社会教育というのがその公民館を中心にして運営されると

いうシステムが完成をいたしました。こういった形が形づけられたのは恐らく道内でも浦

幌町だけだろうというふうに思います。そういった中で、社会教育の振興も、その公民館

を中心に運営をしてきました。当初は、各公民館に常勤の職員も置きました。そういった

ことで進んできたわけですけれども、そういうことがうまく機能しているときには、地域

の問題というのは、課題というのはやっぱり公民館レベルで解決されていって、本当に地

域、地域で解決されて、悪い意味ではないのですが、困った問題が教育委員会まで持ち上
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がるというようなことが余りなかった。ですから、地域の公民館の役割というのが非常に

大きいということであるということは認識しているわけです。その後、いろんな町の財政

上の問題も当時あったのだろうと思いますけれども、各地域の常勤の職員を廃止して、嘱

託館長、特に当時リタイヤされた校長先生なんかに公民館長をお願いして継続して公民館

活動を行うという形を、一部今もやっているということでございます。したがいまして、

職員の勤務態様、それからそこに実際におられる職員についてはさまざま変わってきまし

たけれども、役割自体はそんなに変わってはいない、重要性も変わっていないということ

だろうというふうに思います。 

 当時の公民館活動というのは、基本的には団体活動、特に婦人活動、青年活動を中心と

した団体活動が基本でありました。そういった中で、社会教育を進めてきたわけです。で

すから、団体活動をどう行うか、その中のリーダーをどう育てるかということに社会教育

の主眼というのがありました。その後、平成11年に図書館や博物館ができて、社会教育の

学習の体系がそれまでの団体活動がメーンだったものから、個人学習という考え方が理念

として出てまいりました。ですから、社会教育の考え方も団体活動と、それから個人学習

という二つの部分が出てきて、両者にシフトするというような形で現在あるわけです。そ

ういった形で、昔のような団体活動一辺倒というような社会教育行政のあり方ではなくて、

やっぱり個人学習にも重点を置くというような形で今進んでおりますので、それぞれにバ

ランスをとりながら社会教育行政をやるということが今の我々の視点なのだろうというふ

うに考えております。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 教育委員会の考え方、また進め方というのもよくわかりました。 

 そこで、先ほど島田議員が言われたように、本当に極端な行政改革を進めていく、また

町長も公民館については就任以来、ボランティア的な考え方の形で経費の削減を図りたい

ということで、そうすると今回こういう形で出てきたわけですけれども、将来的にも何年

やるかは、それは本人の問題だろうけれども、将来的にはやはりこの公民館長については

経費の問題も含めてこのような形で進めていくのかという、まずその点１点。 

 あわせて、募集要項の中には本当に単なる業務内容と年齢と労賃という形の募集しかな

いのですけれども、特に町の施設、いろんな不特定多数が出入りするときに、ここでも廊

下で見たらわかるように、防火管理者というのが、免許というか何というのですか、そう

いうものは持っていなければ、責任者というか、館長として問題が残るのでないかと思う

のですけれども、その辺についてはどのようになっているのか。その２点、先にお伺いし

たいと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 前段の公民館長の置き方ということだろうと思いますけれども、現在嘱

託の館長として二つの公民館をお願いしているという体制をとっております。それで、町

の行政改革大綱の中では嘱託公民館長については廃止という方向が出ております。これは、
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町民の方々が入った行政改革の運営委員会というのですか、何か委員会ありますね、そこ

で決めたものです。その中では、そういう方向性が出されているものですから、我々とし

てはその方向性に進まざるを得ないという状況にあるというふうに考えております。ただ、

それは嘱託館長という言い方していますけれども、それで公民館については、行政でやっ

ている箱物いろいろありますけれども、公民館だけは唯一館長を置くということが法律化

されておりますので、どんな形にせよ館長は置くというスタイルは変えられないし、変え

るつもりはございません。ただ、形はちょっと今申し上げられないというふうに思います。 

 それから、防火管理者の関係ですけれども、防火管理者の資格を今度なる方が持ってい

らっしゃるかどうかちょっと確認しておりませんけれども、もし持っていないということ

であれば、就任いただいた後、直近の講習会に参加していただいて取っていただくという

ことになろうかというふうに思います。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 今１点に、それはきちっと制度でありますので、本当にそこまでもきちっと

把握してやっていただかないと、ただ安い人を雇えばいいという問題ではないので、この

点を１点指摘しておきます。 

 公民館についてはもう一点、浦幌も含めて４館ですけれども、地方では公民館祭りとい

う形で、最近も二つの、厚内地区と上浦幌地区はあったのですけれども、下浦幌地区は今

年はいろんな諸事情も私も聞きましたけれども、行われなかったと。文化、いろんな団体

の発信地であり、いろんな活動の場でありながら、事業として組んでいる中で、公民館祭

りという形の地域住民が一堂に会して行う事業がなされなかったと。それで、この公民館

の運営審議委員、また教育委員会がこのような地域の公民館、大きなイベントに対してど

のようなかかわりを持っているのか。地域がいろんな形でまとまれなかったら、教育委員

会がはせ参じて指導権をとって行うとか、そのような考え方はないのかどうか。今後そう

いう形で地域がまとまらなかったりした場合には、この事業として、今回も多分予算の中、

この細かな数字は見ておりませんけれども、公民館祭りとして経費計上になっていると思

うのですけれども、今回の失敗というか、行わなかった経緯と、公民館審議委員がどこま

での範疇で責任があるのか、教育委員会はどういうふうにかかわっていくべきなのか、そ

の辺について考え方をお伺いしたいと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 今年度の、特に吉野公民館の住民祭りが行われなかったということにつ

いてでありますけれども、吉野公民館長からは実行委員会を開いて審議をした結果、今年

については休みましょうということになりましたという報告を受けております。これは、

公民館祭りも住民祭りもスタート時から基本的に考え方は同じなのですが、公民館の利用

者が集って行う祭りというふうに考えております。したがって、教育委員会が主導的に行

うということはこれまでもありませんし、地域の方々の盛り上がりを期待する中で実施さ

れてきたということでございます。それの経費については、公費で持つというスタイルを
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当初からとっているところでございます。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。ご答弁いただいた次長も、また一番前に座っている教育委員

長も地元の住民でございます。今後このようなことのないように、ひとつ積極的な参加を

期待するものでございます。 

 最後にもう一点、一番最初に私質問しましたように、特殊勤務手当の件、再度お伺いし

たいと思います。前回の答弁の中で老人ホームにかかわる養護特殊手当、それから模範牧

場における特殊勤務手当、これは担当課長の方から、次年度から組合と話して廃止の方向

でと。また、前回説明受けた行政改革の集中プランの中にもこのような特殊手当の見直し、

廃止ということで、きちっとした資料が出されておりますけれども、そこでちょっと細か

な話ですけれども、ページ数でいくと75ページの林業総務費の中の特殊勤務手当、これ昨

年度見ましたら4,000円、今年も4,000円、何でこんな半端な特殊勤務手当。この特殊勤務

手当、どのような内容で、4,000円ぽっちと言ったら失礼だけれども、こんな特殊勤務手当

として支給しなければならない該当する業務があるのですか。まず、その点、先に１点お

伺いしたいと思います。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 この林業総務費の中の特殊勤務手当4,000円につきましては、ネズミ駆除

のヘリコプターの搭乗危険手当、４回分、4,000円でございます。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 そうしたら、一番最初の総務費の中の50万円が10万円になった、そこのとこ

ろでヘリコプター搭乗手当が残ると。ハチの駆除は業者委託にしたから減額しましたよと。

だけれども、10万円は残りますよと。この10万円、なぜ残すのだと聞いたら、そのときの

答弁が殺鼠剤の散布におけるヘリコプターの搭乗危険手当というふうに答弁いただいた。

この4,000円もその手当なら、何でこんなところに4,000円を分けて計上しなければならな

いの。たかが4,000円ってどういうことなの。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 前のときの答弁については、総体の特殊勤務手当がありますよというこ

とで、まず最初に本町の特殊勤務手当については、行旅死亡人の取り扱い、死体の取り扱

い、これらについて計上しています。また、養護手当、これは老人ホームでございますが、

それらについても計上しております。また、牧場手当、それから船舶乗船手当、それから

ハチ駆除手当等を計上している内容でございまして、このヘリコプターについては林業総

務費の方で見ておりますので、これが４回分ということでご理解願いたいと思います。 

（「今言った説明が、ちょっとまだ……」の声あり） 

〇水沢議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時０５分  休憩 
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午後 ３時０８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 今の野村議員のご質問でございますが、実は先般説明した内容について

は、総体の説明した内容でございまして、この10万円については今回からハチ駆除を民間

に委託します。仮に職員が直営でやった場合については見ておかなければならないという

ことで、職員手当等、要するに一般管理費で見ている内容でございまして、先ほど申し上

げました行旅死亡人であるとかヘリコプター搭乗、それから牧場手当、養護手当は昨年と

同様にそれぞれの科目の方で計上してありますので、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 私、人に説明されたらそのとおりだと信じてしまうのだけれども、今4,000

円聞いたら、この10万円がまたおかしくなってきたから、たくさん説明していただくのは

ありがたいけれども、わかりました。来年度に向かっていろんな形で削減を図り、スリム

化するということでございますので、必要なものはやむを得ないと思いますけれども、や

はり町民に知らしめるために、この集中プランの中にはそのようなことも書いてあります。

きちっと執行していただきたいと思います。 

 最後に１点だけ。これは、全体を通じての給料ですけれども、これは議案として承認し

たところでございますけれども、今回３％削減ということで行われて、これの基本的な効

果額と。これを行うことにおいて、総体的な効果額はどのぐらいあるのか。その効果額の

基準と言ったらおかしいのですけれども、どのようなものに対して、この削減したことに

おいてどれだけの効果が出たのかということについての数字の報告をまずいただきたいの

ですけれども。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 今回職員の基本給2.7％、それから期末手当の0.2カ月分、それから役職

加算の凍結、それらを含めまして、職員で効果額で6,255万9,000円、町長、助役、教育長

等々の削減額も含めまして、合計で6,523万2,000円の内容となっております。これについ

ては、18年度でございまして、本町におきましては14年から財政状況が悪いということで、

それぞれ削減を行ってきております。14年から16年にかけては、管理職手当の削減、それ

から15年度については基本給の削減、これはそれぞれ等級により４％から６％並びに定期

昇給の停止、これは15年、16年でございます。それと、あわせまして期末、勤勉手当の役

職加算は、15年からずっと継続しております。それと、もう一つ、特殊勤務手当の特地勤

務手当、要するにへき地勤務手当という形で行っておりましたが、それらについても見直

しを行っておりまして、それら合計でいきますと、14年から18年までの削減額累計で言い

ますと、金額で申し上げますと３億6,543万1,000円、この金額が14年から５年間の総体の

削減額となっておりますので、ご理解願いたいと思います。 
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〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 課長、懇切な説明ありがとうございます。 

 私、聞きたかった点というのは、今回出した6,523万ですか、これが効果額として今報告

されたのですけれども、当然これは今言った0.3、2.7、それからいろんな役職加算から含

めてだけれども、その対比になる、もとのベースの数字というのは、何を基準に6,300万削

減になったのだと。これは、何なのですかと。この基準となるものがなければ、比較でこ

れだけ効果額が出たということにならないと思うのですけれども、この効果額のベースに

なる数字というのは、どういう算出するのか、それをちょっとお伺いしたのですけれども。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 ただいま申し上げましたのは、要するに職員数に合わせて行っておりま

す。もちろんこの削減というのは、職員の基本給がもとになっております。それで、ただ

単純に職員が何十人も退職しているので、それは当然だろうと言われるかもしれませんが、

ここの中には退職した職員は加算しておりませんので、年度末で出しております。ですか

ら、例えば去年でいいますと何人も退職しておりますよね。その退職した人の数を18年度

の予算には計上しないで出しておるという効果額でございます。 

（何事か声あり） 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 要するにどこが基準になったかということですよね。それについては、

本来の給料表をもとにして削減額を出しております。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 だから、私もそうだろうと思って確認したのですけれども、本来削減なしで

0.3、2.7、３％、あと役職手当、すべてレギュラーに、通常払った場合と今回やったとき

の削減幅がこれだけあるよということでいいのですね。それであれば、私も大いに納得す

るのですけれども、その基準が何かなと。その中でわかりました。大きな効果額で、皆さ

ん頑張ってもらっているのは本当に感心します。 

 それで、先ほど図らずも課長はいろんな説明、過去の方から説明されたのですけれども、

確認ですけれども、今回は給料ベース３％下げる、それだけ職員も頑張っているよと言い

ながら、この説明資料の予算説明附表の中では定昇は行うわけですね。極端な話、例えば

の例でいくと3.7％、月々9,100円が12カ月上がる人もいるわけです。定昇は上げる、0.3

下げると。本当に効果額という、具体的にそこまでばらしてみたら、全く定昇は上げるな

ということは言いません。15年と16年はそういう形でやりましたけれども、実質的な効果

というのは、働く職員にとってはそんなにないのかなと、認識としてこれでいいのかなと

私は思うのですけれども、その辺は３％給与ベース下げました。だけれども、昇給はそれ

ぞれ多い人で3.7％上がる人いるわけですけれども、そういうとらえ方でよろしいのか。こ

れは、それでいいのか、ちょっとその確認だけです。 

〇水沢議長 助役。 
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〇安藤助役 定昇ストップが２カ年、浦幌町は行っております。ほかの町村については、

皆さん定昇をそのまま実施しております。浦幌が２カ年定昇ストップをしたということと

３％削減、それから17年、期末手当0.2カ月削減、役職加算を停止という措置をとっており

ますけれども、ほかの町村の、陸別町の話ですけれども、基本給９％減ということで実施

しております、17年度。そのときの、いつも言っていますラスパイレス指数でいきますと、

浦幌町の方が低いと。陸別町は、浦幌のまだ上だということもございます。２年間の定期

昇給ストップというものが本当にどれだけの削減効果というのか、職員には本当に苦労を

かけているということでございます。ですから、そういうふうにほかの町村で９％下げた

けれども、浦幌の方はまだ下がっているのだということを私は今ちょっと説明するわけだ

けれども、実質１割程度、全体で下がっているのでないかと、私はそう思っております。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 私、なぜこれを言ったかというと、本当にそれだけ下げたわけです。上げな

いで下げたのです。本当に頑張っていただきたいと。ただ、町民としては、道も新聞等で

10％削減のんだよとか、非常に大きな数字で皆さん頑張っていられる。給料というのは、

本当に労働の対価ですから、一番大きなウエートを占めますし、やはりそれをもらってい

る以上の仕事をしていただかないと、費用対効果を給料に出すつもりはないのですけれど

も、ただ、今言ったように内容をきちっと、我々も町民と相対したときに、本当に３％で

よかったのという声も聞くわけです。今助役として、管理者として２年の定昇ストップは

大変だったということは私もよく聞いておりますし、ただ内容的に6,500万の削減効果があ

ると言いながら、中身では今言ったように定昇を戻しているわけだから、実質的に職員に

は、そんなに大きな影響はないと言ったら失礼ですけれども、頑張れるだけの給料は払っ

ているのかなということで、今後も大いに皆さん頑張っていただきたいと。答弁要りませ

ん。そういうことでございます。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 野村議員の質問、質問ではないようですけれども、誤解があってはいけない

ので、私も十分詳しいわけではありませんけれども、私の方から若干説明させていただき

たいなと思います。 

 それで、定期昇給ストップを２年間やったということは基本的に間違いだったと、私は

そう思っております。上げるものは上げる、そして協力いただくものは協力いただくとい

う方法をとるべきだったろうと、私はそう思っております。そういう反省点に立った中で、

定期昇給はやりますよと。しかし、協力はお願いしますよということをしていかなければ

ならないのだろうと思っております。定期昇給をしなかった２年間の分は、その人にとっ

ては一生影響します。今回の2.7％は、今回１年だけです。そういうことを考えると、定期

昇給のストップというのは非常に大きな意味で町職員に申しわけなかったなと、このよう

に感じているところであります。どうかその点ご理解いただきたいと思います。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 



 

 46 

〇阿部議員 先ほどの件の続きをやらせていただきます。 

 まず、一番先に固定資産税についてお聞きしたいということでいたしました。３年に１

度の見直しということでいただいたのですけれども、その部分におきまして、単に見直し

は何％の掛け率で見直したのだよと言われるのかなというふうに思うのですけれども、そ

の中でもこの財政の事情、それから環境の中でもう少し見直しする方法がなかろうかとい

うことも踏まえた中であるのですけれども、以前同僚議員の中で農家のサイロとか、そう

いった資産についての見直しといいますか、減免といいますか、そういうのはないのかと

いう質問があったと思うのですけれども、今回1,200万当たりの減額でございますので、そ

の辺についてあったのかなかったのかも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 今のお尋ねについてご説明申し上げます。 

 平成18年の評価替えによる下落率、これにつきましては答えを求めていないようですが、

あえて申し上げますと、土地は評価額で約６％の下落、それと建物のうち木造については

約10％の下落、非木造の場合は約14％の下落を見ております。 

 それで、今お尋ねのサイロの件についてなのですが、このことにつきましては従来から

お答えしておりますように、サイロについては正規に建物として存在している間について

は課税させていただくというふうな考え方は変わっておりません。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 基本的なお考えというのは、私たち納める側にとりましては、一円でも一銭

でも安い方がありがたいと。逆に言えば、行政の財務を担当する方にとっては、一円でも

多くいただいて、それをまた還元していきたいというのが筋だと思います。このことにつ

いては、これで終わります。 

 それから、先ほどのもう一点でございますけれども、犬、猫のことでございますけれど

も、本当にこういうことを言うのは少し私としては気が引けるのであります。どっちかと

いいますと、犬、猫におかれましても、人によっては心の支えでもあり、いやしでもあり

と。それから、自分の子供でもあり、孫でもありと言われる方が恐らくや多くの方は存在

するのかなと思います。しかし、中にはかわいがっておられるものに、ある意味では被害

意識を持たれる方も私はいるのでないかなという中で、そのことについて何らかの条例か

何か、よそではよくあるのですけれども、浦幌についてはどうなのかなということをお聞

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 犬について申し上げれば、浦幌町の畜犬取締及び野犬掃とう条例という

ふうな形の中で犬の飼い方について規定されております。また、野犬掃討ということで放

されている犬、所有者のわからない犬の危害防止という観点から取り締まっております。 

 それと、猫について申し上げますと、猫についてはこれを取り締まる法律、政令もしく

は条例等はございません。というのは、動物の愛護及び管理に関する法律という中で、犬
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も含めてなのですけれども、これはすべての愛護動物について言えるわけですけれども、

そういう中ではきちんと飼いなさいと。これは、道の条例においても、猫については基本

的に室内飼いをしなさいということでの規定はあります。ですが、これを犬のように登録

制にするとかというふうな形はございません。猫については、規制としてかかっているの

は、なるべく室内飼いしましょうという程度のものでございます。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 ２度同じことを言うような状態になるのですけれども、猫について申します

けれども、春先、それから秋口、私どもの田舎におきましても、結構車庫とかなんとかに

入りまして、僕らにとったら悪さ、猫にとっては自分のテリトリーという状況なのですけ

れども、そういう中ではっきり言うとかわいがる前にかわいがるだけの措置をしていただ

きたいというふうに私は思うのです。そういう中で、ある意味でどこかから苦情があった

ら、そういう指導をするということは可能なのかどうなのかということ、１点お聞きしま

す。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 私どもの方でも猫に対する苦情は４月、５月にかけて、ちょうど家庭菜

園の種をまいたり苗を植えたりされたときに、よそから飼い猫であったり野良猫であった

り来て、せっかく種をまいたものをほじくり返したり、ふん尿していくということでの苦

情は参っております。 

 それで、昨年の７月の広報については、こういうふうな形で猫に対する苦情についての

町民に対する啓蒙をしております。そういう中で、飼い主にとって室内飼いをしていただ

きたいということと、かわいそうな猫をふやさないためにも、やはり不妊去勢手術を受け

させていただきたいということでのお願いをしております。また、自分で飼えなくなった

と、いろいろな事情があります。そういう中では、十勝支庁の方へ引き取っていただきた

いというふうに申し出いただければ、お金は2,100円かかりますが、そういうふうな形でで

きるのですよというふうなことも啓蒙しております。あと、野良猫にえさを与える方がお

ります。これについては、命を長らえさせるということでいいますと、結局そこでまた野

良猫同士の中で繁殖が起きるということでふえていくということの中では、野良猫にえさ

を与え続けることについては不幸な猫を生むことですよということでの啓蒙をしておりま

す。こういうことはまた、これから春先になるとたくさん苦情が寄せられますので、再度

４月号なり５月号なりの中でまた啓蒙していきたいというふうに思います。 

 昨年の行政区長会議の中でもいろいろ言われましたけれども、猫に対する、何とかして

もらえないだろうかと言われましても、犬の場合は野犬掃討というのがあります。猫には

それはできません。ですから、捕獲して殺処分するなどということは当然できないという

ふうにお答えしておりますので、その点については、確かにきれいな車のボンネットの上

に猫が泥足のまま上がっていくというふうな状況を見たときに、大変お腹立ちだとは思い

ますが、何分そういう動物なものですから、ご理解いただきたいというふうに思いますの
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で、よろしくお願いします。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 総体的なことで２点お伺いをしたいと思います。 

 国の行政改革あるいは財政改革、そういう一環で事務事業の見直し、簡素化といいます

か、そういうことを含めて今地方に権限の委譲をするということで始まっております。簡

単に言えば、パスポートの発給を市町村の窓口で行ってもいいよと。十勝管内では、帯広

市を中心に周辺の発給数の多い町村しかまだ委譲を受けていないと思うのですが、このこ

とで農業委員会も農地法上の３、４、５、６条、10条でしたか、一つ間違っているかもし

れませんけれども、それが４月から権限委譲になると。許認可に関して、書類を道に送ら

なくても、町長の判こを押せば済むようになったと。簡素化というのか、見方を変えれば

町長の責任は重たいよということなのです。別に町長の責任重たいからといって、今町長

の責任を問うというのでないのですけれども、それでどういう範囲で、18年からどれぐら

い、そういうものを浦幌町が権限委譲受けていこうとしているのか、ちょっと見えないも

のですから。 

 それから、そのことに関して財源措置、簡素化だというのだから、国も道もなるべく金

出したくないからということだろうと思うので、なかなかきちっと財源措置というのはな

いのだろうと思うのですが、何らかのそういう措置がどこかの項目であって、少しずつ入

っているよとか、交付税措置になるよとか、そういうことがちょっと私の段階で見えませ

んので、お知らせいただきたいなと思います。 

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 ただいまの権限委譲の関係でございますけれども、先ほど農

業委員会のお話が出ましたけれども、18年度以降につきましては、各課取りまとめており

まして、ただ、今のところ希望がないという形の中で、今後調査検討していきたいと考え

てございます。 

 以上でございます。 

（「農業委員会はどうですか」の声あり） 

〇佐藤まちづくり政策課長 農業委員会のは、行われました。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 今の答弁の中で取りまとめていくと言われましたよね。そういう答弁でない

ですか。18年４月から新たに始まるものがどのぐらいあるのかということを聞いたのです。

そのほか、聞いている範囲では林業関係の20年からのことでもあるようですけれども、順

序の方はいいとして、18年のことでどれだけあるのかなと。 

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３３分  休憩 

午後 ３時３５分  再開 
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〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 助役。 

〇安藤助役 権限委譲の関係につきましては、もう２年ほど前から項目がいっぱい来てお

ります。いっぱい来ているといいますと、大まかには少ないのですけれども、細かくいく

と本当に1,000項目ぐらいのものということです。今年度、18年度からは、今農業委員会の

分は委譲されるということです。それから、そのほかに都市計画法の絡みで屋外広告物の

許可というか、そういうものを浦幌町が手を挙げたのですが、今道の整理でちょっと待っ

てくれと。逆に断ってきたというか、そういうことなのです。あと、そのほかの分に対し

ては、浦幌町に全然関係ないものもあるのです、1,000項目の中で。今いろいろ各課でも上

がってきた中では、その二つだったのですけれども、ただ都市計画の方の関係については

ちょっと道で待ったがかかったということです。この予算については、権限委譲されます

と町の方にそれの相当分といいますか、その仕事をもらったから１人工分お金くれるとか、

そういうことではなくて、本当にわずかなお金でございます。 

 それからあと、先ほどパスポートの関係もありましたけれども、あれも手挙げれば権限

委譲されるということでございますけれども、やはり全部機械処理なものですから、経費

がそれだけかかると。そういう経費については、いただけないというか、その時点ではい

ただけないということなのです。 

 ですから、何でもそうなのですが、交付税に入りますよ、特交で見ますよと言っても、

本当にその部分がどれだけ見ているのかというのが、財政担当もいますけれども、どこに

入っているかわからないというのがあります。ですから、そういう経費がかかるものとい

うのがなかなか、今各町村もそれが明確にされない限りはやはり権限委譲されても困ると。

それとか、件数が多くなると、道は人間を出しますよと言うのですけれども、それはその

仕事に対して人間を出してくれるのではなくて、総体というか何件かになりますと、それ

に対して１人来ても、全然補充されないという考えなのです。ですから、わずかな金しか

いただけないというのもありますけれども、やはり今農業委員会の方の関係も許可は町で

今度出しますから、期間とか、そういうのは短縮されて、いい分もあるし、責任が重くな

るということもございます。そういうことで、また今年度もそういうことで道の方から、

また権限委譲の関係は来ると思います。そう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 大まかについてはわかりました。私たちも新聞、ニュース、そういう関係で

総体的な動きというのは見えても、具体的に我が町が何を対応したのだろうということが

見えないということでお聞きをしたのです。 

 そこで、最初の話に戻るのですが、町長の権限が重たくなって、今度４月から農業委員

会の許認可権限が移ります。そこで、権限が委譲されるということは、条例なり何かの規

則を町でつくらなくてもいいのだろうかということがちょっと心配なのですが、そういう
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指示というか、何もないのでしょうか。必要がないということなのでしょうか。法律で動

いている農業委員会の長ですから、厳しい制約があるのですが、何もその辺のことを聞い

ておりませんので、心配になるのですが。 

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 ４月１日から農地法の３条、それから４条、それから５条、

それから82条、権限委譲されるわけですけれども、これが町に委譲されるわけですから、

その後農業委員会に委任をするという、そういうものがなければできないということにな

っておりまして、今現在農業委員会に委任する規定があります。その規定の中に項目を追

加して、農地法の今言った条項を追加するという規定を改定するということで、農業委員

会が受けられるということになります。 

〇水沢議長 委任に関する規定だけの変更でいいの。 

〇前田農業委員会事務局長 そうです。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほどちょっと間違っているかもしれないと言いながら発言をしました委譲

条項について、間違っていた部分の訂正をしておきたいと思います。 

 それでは、次の質問に入りたいと思うのですが、各種審議会のあり方ではないのですが、

総合計画審議会、これは任期制であります。私の調べたところでは、任期があるのはこれ

だけかなと思うのですが、これは昔私も名前が変わっていなければ、ほぼ同じ仕事のとこ

ろの委員になっていたかなと思うのです。これは、任期制だということは間違いないよう

ですけれども、そのほかの審議会について、必要に応じて任命するというのか、町長が選

んでお願いするということになっていまして、用事が終われば解任だという、ほとんどこ

うなっていますよね。それで、審議会の基本的なあり方なのですが、招集あって、審議会

ですから諮問する、審議して答申するという法手続の中で、改正されて、町長はあいさつ

はするのだと思います、審議会ですから。ただ、委員さんの中から、町長同席していて十

分審議できないと。どの審議会で町長が同席したか、ちょっと私も確認しておりません。

ただ、ちょっとそういうご意見ありまして、やっぱり一回集まって、それで終わってしま

うような審議会は、委員のコミュニケーションとれない、ただそれが必要なのかどうかち

ょっと、それを言われれば困るのですが、委員さんはやっぱり初めて集まって、総合計画

審議会のように何回か集まって審議するというような審議でないですね、ほかの審議会は。

そういう中で、そういうようなご意見があって、もちろん当日諮問案に対して配付されて、

お願いしますと言われたと。これでいいのだろうかという意見がございます。この辺のこ

とについて、考え方というか、表向きの条例は私も一通り読んでいますし、ただその下の

どんな方法でどれがいいという法律上や施行規則や、そういう問題ではなくて、やっぱり

委員の心情としてそういうことがあるのだよということと対応、考え方をお聞きしたいな

と。 

〇水沢議長 町長。 



 

 51 

〇八木町長 今の杉江議員の質問の関係ですけれども、水道、下水道、総合計画審議会あ

るわけですけれども、出ないで帰ってしまうと、あいさつしただけで帰ってしまうのか。

みんなの意見、どんな意見を聞いているのか、どんな意見が出ているのか聞いてもらえな

いのかという意見もあります。また、今杉江議員がおっしゃったように、本音の部分を言

えないという部分もあろうかと思います。そういう中で、私の姿勢としては、すべての審

議会、できるだけ最後まで皆さんの意見を聞いていたいという思いを持っております。そ

ういう中で、臨機応変に必要であればということを言われるのであれば、その審議会につ

いては対応できる面もあろうかなと思ってはおります。答弁になるかならないか、ちょっ

と難しいところですけれども、一応私の思いというものを伝えさせていただいて、答弁に

かえさせて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 今町長言われるとおりだと思うのです。当然どんな意見があるのかなという

ことを町長は聞いてというのが基本かもしれません。ただ、会長がまとめてお答えを伝え

るという方法も随分あるようにも聞いていますから。 

 それで、決まりの中でこれが可能なのかどうか。通常の審議会の場合は、多分町長が委

員をお願いしたところで委嘱をするとか、そういう形をして会長を決めて、互選で開いて

もらうと。ただ、来てみますと、それからの後は会長が招集すると、こうなっていますね。

その辺が、どっちが先なのか、ちょっと私もよくわかりません。任命していない中でお願

いはしても、諮問案の先に議案というか、それを送ることが可能なのかどうか、ちょっと

その辺も今の私の話の中でどうなのだろうなということ、私自身も解釈できませんし、そ

の辺のことの対応が可能なのかどうか、どうでしょう。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 議案の配付とか、そういう専門的なことは法的なことですから、担当者から

説明という方法をとらさせてください。 

 それから、１回目の招集はやはり任命もありますから、町長が招集ということになるの

かなと思っております。先ほどの補足で、１点だけ審議会で町長あいさつして、すぐ帰ら

なければならないというのがあります。これは、報酬等審議会というのがありますから、

これについてはあいさつ後退席ということになっておりますので、ご理解いただきたいと

思います。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 議案の話でございますけれども、議案については委嘱されたときに、その方

がそこの委員ということでございますので、それが終わり次第議案を配付すると。その次

のときの２回目、３回目、それをやるときには事前に議案を配付することもございます。

先にということは、郵送で委員さんのところに送る場合もございます。 

〇水沢議長 任命する前に議案を送れるの。 

 助役。 
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〇安藤助役 １日の場合の審議会というのは、やはり委嘱状を渡して、その方が委員に任

命されてから議案を渡すということになろうかと思います。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 助役言われるとおりなのですけれども、１日で問題なく、議案をもらって終

わらせられると、そういう状況のときはよろしいのですが、雰囲気としてそれで終わらせ

なければならないような雰囲気になって、意見も言えないで終わった。今見て、これだけ

の数字を理解して審議すれと言われても無理だという、こういう審議委員のご意見もござ

いますから、その辺のことを十分法律の範囲内でできる対応を考えていっていただきたい

と、こういうことであります。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 特殊勤務手当について伺います。先ほど来から何人かの議員からも特殊勤務

手当についての質疑がされましたが、そもそもの特殊勤務手当の目的、意義について説明

いただきます。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 危険手当の支出関係でございますが、これについては一応国の方の、国

家公務員の関係については著しく不快な勤務につくものとか、あるいは危険を伴うもの

等々が決められております。それが多分、件数についてはちょっと資料持ってきていない

のですが、基本的にはそういう業務に対する勤務手当という手当でありまして、手当とし

ては、国で言っているのは、それは給料に対して何％払うのではなくて、そういうものに

ついては勤務した日、１日につき幾ら払いなさいというようなことになっております。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 そういうことに基づいて、当町でも特殊勤務対象となる業務に対して、手当

として支給してきたのですね。ハチの関係は、経過も含めて理解しました。ただ、来年、

再来年度になりますか、19年度から組合との協議で牧場手当と養護の方ですか、これもな

くすということなのですが、私も牛屋生まれでわかるのですが、牧場の牧夫さんたちは浦

幌町の基幹産業の一翼を担っている酪農業の、いわばその経済を支えている牛を行政とし

て預かって育てているわけです。飼育しているわけです。そこにおいては、非常に危険で

もあり、汚い仕事でもあり、このことはやはり特殊勤務手当に値するものであろうと私は

思うのです。ところが、準職以上への手当ですけれども、いわゆるそこに従事する人たち

も、基本的には職員ではなくて準職という待遇の中で、しかもそういう業務について、特

殊勤務手当として出されていたものが、財政上の事情だけで打ち切るというのは非常にど

うなのかな。しかも、牧場会計を見ますと、皆さん方の努力で黒字を生んでいると。むし

ろ一般会計にまで繰り入れるような状況で頑張っていると。別にそのためのお手盛りをせ

いということではなくて、角切りにしても、やはり牛の世話をするにしても、どれをとっ

ても危険度きわまりないです。そういう中身もあるのに、一律にカットするという姿勢は、

これはやっぱり私は改めるべきだと、そのように思いますが、いかがですか。 
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〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 この牧場手当関係の特殊勤務手当の関係でございますが、これらについ

ては今国の方が言っているのは、高度成長期につきましてはお金に余裕がありましたもの

で、いろんな手当をつけて、給料を足していたということが言われております。 

 それで、今各地方公務員関係についても給与の透明化ということが言われております。

それで、本来そういう職務につく職員については、それが職務だよということで基本給が

定められていると。それを承知の上で入ってきた上に、なおかつ手当をつけるのはおかし

いよというのが今総務省の指導であります。昨今の新聞等を見ていてもご存じのように、

各市町村においては特殊勤務手当の全廃という町村がきのうもおとといも新聞に出ていま

したけれども、そういうような状況になってきております。そういうことも踏まえて、確

かに危険度があるかと言われると、確かにあると思いますし、それについては、ほかの業

務についても当然あり得ると僕らの方は考えております。ですから、そういう意味で今回

の牧場手当については組合等と協議をいたしまして、来年度から廃止にするという方向で

進んでいるので、その辺についてはご理解願いたいというふうに思っております。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 それが業務だからということだったら、初めから出さなければいいでしょう。

その必要性があったわけでしょう。 

 それと、それが業務だったら、基本的には職員待遇で措置しなかったらだめでないです

か。準職あるいは臨時でそういう業務に、汚い仕事、危険な仕事に携わらせる、それでい

いのですか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 行政改革を進めていく中で、すべての項目について見直しを行っております。

そういう中で、今回特殊勤務手当についての見直しというものを掲げて、組合とも十分な

協議を進めているところでございます。 

 一方的に押しつけるのではなく、お互いに話し合いながら、理解をしていただきながら

進めさせていただきたいと、このように考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 そうしたら、組合との一応話し合いはあるけれども、町長、今の答弁は再考

も含めて検討の余地はあるということだろうか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 私といたしましては、先ほどからお話ししているように、組合に提案してお

ります。廃止するという方向性が組合との中で話し合いしておりますので、その方向で進

みたい、このように考えております。 

〇水沢議長 14番、島田議員。 

〇島田議員 それが業務としてやっておられる、身分は準職員の方々。結局のところ、だ

れでもができる業務ではないから、人の異動がないのですよね、一般行政の事務と違って。
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だから、そういう現場の、これは全体にも言えるのだけれども、現場行くほど準職扱いだ

とか臨時扱いだとか、専門職に至ってもそういう扱いをする。これ、行政のやり方ですか。

だから、向こう５年間の行政改革の柱が職員の定数減や賃金の抑制等もあるのですけれど

も、結局のところそうした現場部門も準職の身分で、しまいには役場全体が準職員で支配

されるかもしれませんけれども、そういう形の行政は私は好ましくない。やっぱり専門職

たる部署だとか、だれもが行かないような部署の業務はそれなりの待遇をしなかったら、

採用を求めたって来ないでしょう。自然減で町長は喜ぶかもしれませんけれども、でも適

正な職員の配置というのは、これは必要です。だから、この間助役、国の示した数字と極

めて近いからいいようなことを言うけれども、だめなのです。浦幌町は浦幌町の適正な人

員でいかないと、国の押しつけに沿って計画立てているようではだめなのです。ぜひそこ

の再考を促したいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 今の浦幌町の職員体制につきましては、いろんな経過をたどって、今の準職

員、職員という形で維持されていると、このように考えております。本来的な職員の考え

方というのもあろうかと思いますけれども、現在の浦幌町の体制については、これを維持

していきたいなと、このように考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

〇水沢議長 質疑の途中でありますけれども、ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時０３分  休憩 

午後 ４時１５分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 ２点ばかりお伺いいたします。 

 平成15年の６月に男女共同参画社会のことで一般質問をしております。そのときに、15

年３月末の女性の登用率をお聞きしてあります。そのときは、25.5％ということのお答え

がありました。17年３月現在か17年12月末ぐらいでわかれば女性の登用率をお聞きしたい

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 では、登用率につきましてご説明申し上げます。 

 協議会、それから各種委員会の関係なのですが、全部で255人、そのうち女性が65人とい

うことで、29.9％の登用率になってございます。17年10月末現在ととらえてございます。 
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 以上でございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 15年のときの各種委員の総数396名というふうにお伺いして25.5％というこ

とで、今の各種委員、審議会の数252人とお伺いしたのですが…… 

（「255人です」の声あり） 

〇福原議員 255人とお伺いしたのですが、このもとになる数字が大事だと思うのです。そ

のときの女性は101名という人数で25.5％とお答えいただいているのです。それで、今65

人で29.9％ということ。もとになる数字がきちっとしていなければ、数字だけお伺いした

限りでは29.9％ということで、非常に目覚ましい登用率でうれしいのですけれども、255

人の委員の前に出た数字に対してどういうふうな算定基礎というのか、数え方をしている

のかお伺いしたいと思います。 

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 算定基準でございますけれども、これ前回と同じ形だと思う

のですが、地方自治法に基づく委員会の関係の数でございます。教育委員会ですとか選挙

管理委員会、それから人事委員会、それから農業委員会、固定資産評価審査委員会等と、

それからその他地方自治法第202条の３に基づく審議会等ということで、各種委員会がござ

いますけれども、社会教育関係であれば社会教育委員会ですとか公民館運営審議会ですと

か、そういう委員会が含まれてございます。ちなみに、50％以上超えているところもござ

いまして、紹介いたしますと社会教育委員会が現在10名のところ、うち６名が女性委員で

ございます。それから、図書館協議会、博物館協議会等も８名のうち５名の方が女性でご

ざいます。62.5％ということです。50％超えているところは、教育関係の委員会が多いよ

うに思われています。 

 総体の人数が減ったというのは、やはり行革の絡みで、それぞれ委員さん、条例上では

ある程度定数は多いと思うのですけれども、それを漸次減らしてきたという経緯がありま

して、総体の数が減ってきたと思われます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 このときの一般質問で、16年度中に条例化するということで、男女共同参画

社会の条例化を町長が約束をしていただきまして、いまだになっていないということで、

非常に努力はしていただいているのでしょうけれども、今現在の進捗状況をお伺いしたい

と思います。 

 それと、255人に対する資料の提供というのでしょうか、前回のもそうなのですが、これ

をしたいと思いますので、お願いいたします。 

〇水沢議長 暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時２２分  休憩 
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午後 ４時２３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 ただいまのご質問の進捗状況でございますが、昨年庁内、役

場内に男女共同参画推進にかかわる庁内検討委員会を立ち上げまして、現在まで７回の協

議を進めてございます。主に男女共同参画社会を目指す意義ですとか、男女共同参画社会

基本計画の主な内容ですとか、市町村において参画条例をつくる、また計画を策定する意

義ですとか、また浦幌町の各種委員会における女性の登用率ですとか、そのような内容の

ことを話し合ってきてございます。先日もワークショップで研修会も持たせていただいて、

庁内の方、地元の方たち、約40名近い方たちが公民館に集まりまして、男女共同参画に対

する基本的なことを勉強したところでございます。３月の末にそこの検討委員会の１年間

話し合われた中に答申という形で現在の状況を報告していただくことになってございまし

て、新年度また新たに、できればボランティアという形になるかもしれませんけれども、

一般の方たちも含めた中身で協議できる場面があればいいなということで今考えてござい

ます。 

 それから、先日２月には町内の方500名を対象として、この意義についてのアンケート調

査もさせていただきまして、約33％の回答がいただけました。ふだんアンケートをさせて

いただいても、これだけの回答率というのはなかなかないのですけれども、やはり町民の

方たち、それなりに理解が高まってきているのかなと思います。 

 以上でございます。今後ともよろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 非常に進捗状況は遅々として進まずという感じで、大変苦慮されているかと

思いますが、これからもよろしくご指導のほどよろしくお願いいたします。 

 それと、一般質問で先日学校給食含めた子供の安心、安全な食育の体制づくりというこ

とでお話をさせていただきました。その中で、従来から地元食材を可能な限り使用するよ

う努めてきたというところがありました。本当に地元産をどのような使用をするよう努め

てきたかというところを１点お聞きしたいのと、地産地消の関係なのですが、精神を重ん

じて地場産品による学校給食を希求してまいりたいというふうに考えていらっしゃるとい

うことでお答えをいただきましたが、いつもこのような学校給食のことをお聞きするとき

には、こうしてまいりたいという希望はお聞きするのですが、具体的に方向性を示してい

ただきたいと思いますので、お聞きいたします。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 一般質問のときに委員長の方からお答えをいたしましたけれども、地元

産の食材につきましては、農産物を中心に地元産を使用させていただいております。それ

から、魚については、秋にサケを採用させていただいております。それ以外のものについ
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ては、地元産で賄うことができません。釧路の市場からの購入ということになります。し

かしながら、それと同時に農産物のメーンになる部分も、夏から秋にかけての極めて限ら

れたシーズンということになりますので、一方で地産地消というよりも、浦幌産を使うと

いうことについてはかなり限定的にならざるを得ないのだろうというふうに思います。 

 それで、考えるのですが、地産地消の地の部分というのが、いわゆる浦幌産に限るもの

なのか、十勝産でもいいのか、あるいは北海道産のものでも、それでも地産というふうに

言っていいのかというようなこともあるのだろうと思います。学校給食、教育の課程の中

で行われるわけですから、地産の地といったときに、第一義的にはもちろん浦幌、十勝と

いうことで考えていいのだろうと思いますけれども、その中の食材として出てくる、献立

として出てくるものが、例えば浦幌であれば浦幌の産業あるいは歴史的な経緯、風土、そ

ういったものが反映されていれば、十勝産でもいいのかなというような認識を持っており

ます。それで、地産地消の考え方は、一般質問のときにも申し上げましたけれども、そこ

の献立として出てくるものを通して、地元の産業とか、それから農業の形態であるとか漁

業の形態であるとか、畜産の形態であるとか、そういったものを広く学習してくだされば

いいなということであります。 

 それで、食育の教育というのは、現在でも例えば生活科、家庭科、それから保健体育、

それから社会科、それから総合的な学習、そういった各教科、教科の中で行われているわ

けです。そういったことが総合的にあった上でその食育の教育というのが現在なされてい

るということになります。栄養教諭が導入された暁には、その辺が総合的に、あるいは主

導的に栄養教諭によって総合的な食育教育というのか、そういうものがなされるのだろう

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 地産地消ということは難しいのか、生産者の側から言えば、何か学校給食の

方で積極的でないというような声もたまたま耳にします。教育的な見地からいいますと、

献立の向こう側に生産者の顔が見えて、安心して食べることができるような、そんな給食

が本当は食育として望ましいと思うのです。そして、給食を通じて季節を感じたり、それ

から食べることの意欲、それから感謝の気持ち、そういったものすべてを含んで食育、学

校給食が栄養教諭を通して学習できれば、本当にすばらしい学校給食になるのではないか

なというふうに私も考えるわけでございます。 

 それで、この地産地消を安定的に購入できる仕組みづくりみたいなものを、やはり学校

給食ばかりではなくて、総体的な生産者と団体と、それから学校給食者が話し合いをする

ような機会を、チャンスを組織的につくれるかどうかということで、これから浦幌町の地

産地消も含めた、いろんな子供の教育も含めた総合的な組織はできるかできないか、そう

いったところも、教育委員会ばかりではなく、すべての見地からどのように考えているか

お話をお伺いしたいと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 
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〇後藤教育次長 これも一般質問のときにお答えしたことでございますけれども、食育基

本法ができたばかりです。それに基づいて、各自治体ごとの食育の推進計画というものを

つくるという方向性にあります。そのときの答弁でも、産業課長の方からつくるというよ

うな方向の答弁がございました。ただいまご質問がありました地産地消の生産者を含めた、

あるいは消費者を含めた全体の計画といいますか、そういったものをそういったところに

位置づけられるのだろうというふうに思います。なるべく早い段階でそういった計画がつ

くられて、実際の執行に進むということになれば、学校給食センターとしても大変ありが

たいというふうに考えます。 

 それで、学校給食の方は、結局安く、いいものを安定的に欲しいということでございま

すので、これはある意味で生産者の方は当然高くお売りになりたいということがあるので

しょうから、その辺の隘路があるかもしれませんけれども、その辺克服して、いい食育基

本計画ができればいいなというふうに考えております。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 本当に産地にいながら、価格的なこともそうなのですが、品ぞろえがなかな

かできないという、何がネックになっているのか、ちょっと私はわかりませんが、努力す

るという、口だけではなく、実際にアレルギーの子供ですとか、いろんな子供たちがたく

さん出てきていますので、親子でアレルギーや何かが多くなってきております。すべて学

校給食のせいとは申しませんが、そういうようななるべく食に対するいろいろな問題を早

急に浦幌町挙げてやっていただきたいということをお願いして、私の質問を終わります。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 ふるさとの森林公園管理運営の関係でちょっと１点お聞きします。みのり館

でございますけれども、これにつきましては間もなく４月末ないし５月の初めにいよいよ

オープンをして始まっていくと思います。過去につきましては、オーストリッチあるいは

観光協会で今まで対応されていたわけでございますけれども、今回先にもらった資料の施

設等維持管理業務内容の中で、最後に当たりますふるさとのみのり館の運営、営業業務と

書いた中に町と指定管理者で別途協議と書いてあります。そんな関係上、今年からにつき

ましては、指定管理者の方に委託をしていくのかということ、まず確認を１点、先にして

おきます。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 業務につきましては、指定管理者の方へ一任をしてまいりたいというこ

とで、運営についてもお任せをしたいということで進めたいと思います。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 私どもの本当に大事にしている森林公園の入り口にあるログハウスのみのり

館でございます。そんな意味から、数多くの町外の皆さんも訪れる施設でございまして、

ここに非常にバーベキューハウスの立派な施設もございます。そういった中で、飲食部門

の関係を提供しているわけでございますけれども、今現在たまたま町内にも新しく時代家
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さんですか、肉専門の料理店もできたわけでございますけれども、その辺とあわせておい

しいものを安く提供するという状況の中で、それとあわせて将来的には、やはり浦幌にす

ばらしい和牛がございます。そういったものも提供していけるような、そういうふるさと

のみのり館であってほしいというふうにも思っております。そんな考えの中、これから協

議していくわけでございますけれども、協議事項にそういったメニューの関係であるのか

ないかも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 説明会の段階で一応聞き取りをしておりますが、具体的にまだ決定はし

ていませんでしたので、これから高橋議員が言われますように協議という形にはなるので

すが、受ける業者としては、あのみのり館については有効に使いたいということを言って

おりますし、ひとつプランの中にはあそこでビアガーデンみたいなこともやってみたい。

それから、小動物も周りで飼って、子供たちと戯れさせると、そういうことも考えていら

っしゃるようです。それで、具体的にはこれからそういうプラン等についても出していた

だくということで協議を進めていきたいというふうに思います。 

 それから、バーベキューハウスについても、うちの方から開業はしなさいということは

言っておりますけれども、毎日やりなさいとか、予約をとらなければだめですよとか、そ

ういうことについては規制をしないということでお任せをしたいと。それは、やる方の技

量でやっていただくということで進めていきたいというふうに考えております。いずれに

せよ、今後の問題については両者で協議をしてまいりたいというふうに思います。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 二、三お尋ねをしたいわけですけれども、まず各種団体の助成金について、

今後の考え方等を含めてお聞きしたいわけですけれども、さきの予算の中で農業関係の各

種団体に対しての補助金の関係、本当に思い切って、自分たちも含めて整理をさせていた

だいた経緯もあります。そのおかげで、本当にいろいろな団体から正直言って批判も受け

ました。第１次産業の助成金、こんなに切っていいのか、振興のために助成金を切ってい

いのかと大分批判も受けながら、方法として本当に基盤整備が大事だということで、そち

らの方に充当するから何とかご理解をいただきたいという話をしながら、何とかその方向

性に２年かけて持っていったという話はさきの話でもさせていただいたわけですけれども、

この行財政改革の中で各種団体の助成金について、もっと整理するべきではないかなとい

うのが一つ自分の考えの中にあるわけですけれども、その方向性について町長の考えをお

聞かせいただきたいと思います。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 この団体に対する各種助成金の関係でございます。これらについては、

行政改革大綱の中で当然統廃合も含めた検討を要するということで現在進めてきていると

ころでありますし、また助成金の金額についても一律カットという考えではなくて、その

必要性に応じた助成金の出し方というものも検討しながら進めてきたところです。 
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 また、今後についても再度団体の内容等も精査し、また統合できるものは統合し、それ

から廃止すべき団体についてはそれなりの団体の理解を得ながら進めて、整理統合はこれ

からも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 町長。 

〇八木町長 大変力強い発言をいただいて、ありがとうございます。これから行政改革を

進めていく中で、やはり団体補助金の見直しというものは考えていかなければならないと

思っております。しかし、17年、18年で思い切ったことをやっておりますので、それらも

踏まえながら急激にということもいかないだろうと。将来を見詰めながら対応していきた

いと思っております。そういう中で、まちづくり計画の中で詳細に皆さんにお知らせして

おりますけれども、あのときも私申し上げましたように、ここの補助金とかそういうもの

については、ここに掲げられている数字は、これを補償するものではありませんというふ

うに説明しております。５年間の補助金のそれぞれの団体の額というのが示されておりま

すけれども、決してこの額を補償するものではないということで、これからもその見直し

というものには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 答弁いただいたわけですけれども、公民館の館長さんの報酬も５割カットし

たわけですから、それを含めて、これ整理するところは相当あると思うのです。正直言っ

て、団体に対していろいろな角度から、目的は違うわけだけれども、同じ角度から、結局

行くところは同じところへ、その辺の一括化だとか整理というのは本当にできないのかど

うなのかということを含めて、これは本当に検討していただきながら、それでないとやっ

ぱり補助金ゼロ査定であった団体に対して見たら、言いわけつくわけでも何でもないし、

我々もそういう方向で進めてきた部分もありますので、地元へ帰ったら答弁できないです

ね、はっきり言って。そういうものも含めて、本当に大なたを振るうような形で実行して

ほしいなという感じでいます。何といいましても、我が町は金のない町宣言みたいな形で

本当に金がないわけですから、それも含めて大きく整理をして、きちっとした整理をして

いただきたいなと、そのように思っています。 

 それから、給食の関係、先ほど福原議員からお話がありました。この地産地消も含めて、

子供たちに対しての食育ということを、これはすごく今見直されてもきていますし、大事

なことというのは皆さんご存じかなと思います。食育というのは、どういうことなのかと

いうことをもう少し掘り下げて考えていただきたいなという感じをしています。 

 実は、昨年、ご存じの方もおられるわけですけれども、へき地３校で交流会を実施とい

うか、ちょっと働きかけをして実施をさせていただきました。それは、なぜかということ

は、要するに子供たち、地元の農産物がどういうふうに生産されて、どういうふうに加工

されて、どういうふうに消費者の方に渡るのかなも含めて人事交流というのですか、農家

の人が海の魚はどういうふうに水揚げされて、どういうふうに処理されているのかも含め

て、海に近い厚内小学校との交流会だったのですけれども、厚内小学校の子供たちが畑の
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芋を掘ってみて、こういうふうに芋がなっているのだなと、これが本当の食育ではないか

なという感じがしています。こういうことをしないで、ただ食のことばかり話しても、な

かなか子供たちも理解できないだろうし、それに携わる親御さんにしても、なかなか理解

できないのではないかなという感じをしています。それも含めて、これが本当の総合的学

習なのかなというのを強く思うわけですけれども、そういうところに手をつけないでいて、

食育、食育と言っても、これはなかなか難しい話なのかなと思っています。 

 地産地消のことをお話ししますと、やはりこれは本当に地場でとれるものが私たち生き

ていくために一番大事なということは、ようやく最近になって見直されてきたという部分

ではないかなと思います。それをないがしろにしていたのが、結局は子供たちがアレルギ

ーだとかアトピーで今本当に悩んでいるということが、これ現実の話です。今ようやくそ

れが見直されて、地産地消が取りざたされるようになりましたし、我々生産者含めて、本

当に子供たちの食育に対してどういうふうにかかわって、どういうふうにしていくのかと

いうことも含めて一番大事なことかなと思いますが、その辺について今後どのように進め

ていくのか、基本的な考えをお聞かせいただきたいなと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 前段の各種補助金の関係についてですけれども、ここに至るまでの、ここま

でカットするまでの苦労といいますか、そのことも一つご理解いただきたいなと思います。 

 それで、議会の皆様の後押しがありますので、今後についても力強くこの補助金のカッ

トについて取り組んでまいりたいと思いますので、皆さんのご理解よろしくお願いいたし

ます。 

〇水沢議長 教育長。 

〇大谷教育長 この食育に対する考え方というのは、今岡田議員のお話にもありましたけ

れども、私としても十分そのことについては同じに考えてございます。現実的には、やっ

ぱり今の子供たちの食生活を考えた場合に、大変憂うべきいろんな問題が出ているという

ふうに考えております。それがまた、子供たちにとって大きな健康問題にも発展している

という状況であります。本来的には、食の指導というのは家庭が中心になって行っていく

べきではないかなというふうに考えてございますけれども、この社会の変化に伴って食生

活もいろいろ変わってきましたから、そういう面では家庭を中心として、さらに学校、あ

るいはまた地域、先ほど次長からも話がありましたけれども、町ぐるみで取り組んでいか

なければならない課題かなというふうに考えてございます。 

 その中で、先ほどの例でもお話がありましたように、もっとこの食育に対する考え方を

子供たちに本当の意味でわかるように指導していくべきだというお話でありましたから、

私も同感でありましたけれども、これまで学校としましても、教科あるいは特別活動、そ

れからまた最近出てきました総合学習の時間等でありまして、いろんな栽培活動だとか体

験活動の中で食に対する考え方というのを指導してきたところでありますけれども、まだ

まだ不足している部分もたくさんあります。そんなことも含めて、これから基本的な食生
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活のあり方ということと、それからまたそれに伴って望ましい食習慣の形成をさらに進め

ていかなければならないなというふうに考えてございます。 

 それと、先ほど来から出ております食品の品質あるいは安全性についての正しい知識、

それからまたその情報をしっかりと感じて、そして食品を選択する能力の育成しなければ

ならないなというふうに私自身も考えてございます。 

 それからまた、先ほど地産地消の考え方というのもありますけれども、この考え方に基

づいて、いわゆる地域の産物を地域で消費することを通して、地域のことを一層理解する、

あるいはまた長い間地域の中で継承されてきた食文化あるいは食習慣というものをさらに

継承していくというようなことがこれから子供たちに求められているのでないかなという

ふうに考えてございます。したがいまして、そういうことも含めて、町としてこの計画の

中で学校としてどういうような形で取り組んでいくかということを私たちも積極的に参加

して示していきたいなと、そんな考えでございます。 

 また、それにかかわって、先ほど出てきました栄養教諭の導入につきましても、次世代

の中では19年度から導入したいという考えでございますけれども、必ずしもそういうこと

にはならないかなというふうに思いますけれども、食の教育の重要性から考えまして、ぜ

ひ私自身もその栄養教諭をできるだけ早目に導入したいという考えを持っております。し

たがいまして、それに対する準備とか研究だとか、その導入にかかわっての問題点が幾つ

かありますので、それの解決に向けて取り組んでいきたいと、そんなふうな考えでござい

ます。 

 以上です。 

 

    ◎会議時間の延長 

〇水沢議長 ここでお諮りをいたします。 

 浦幌町議会会議規則第９条第２項の規定により、本日の会議時間は議事の都合によりあ

らかじめこれを延長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。 

 本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第１ 議案第３２号（続行） 

〇水沢議長 質疑を続けます。 

 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 前向きのご答弁をいただいたわけですけれども、やはりこれ本当に食の根幹

にかかわるお話というのは、先ほども福原議員からもお話あったのですけれども、我々も

責任あると思います。この食材はどれだけ安全なのかどうなのかということは、きちっと

提示もしていかなければならないだろうし、伝えてもいかなければならないなというよう
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な感じもしています。これも生産者の義務と思っています。そしてまた、その生産者の顔

が見えると先ほど福原議員から言われたわけですけれども、その辺も含めて、これはあの

おじさんのつくったジャガイモなのだ、また豆なのだということは、本当にこれは子供た

ちにとってすばらしい発見でもあるだろうし、それを供給していく我々の責任でもあるな

というのは本当に強く思うわけです。それも含めて、食材は決して地元の産品は高いわけ

ではないです。買われてみたらよくわかると思いますが、恐らく店頭で売られている市価

の半値ぐらいで入荷できるのではないかなと思っていますし、現実は大体半値ぐらいで入

っていますので、その辺も含めて、これは給食費の関係にも大きく影響していくかなと思

いますが、大きく言えばそのためのプロジェクトってあってもいいのではないかな、生産

者も含め、教育長も含め、あっていいのではないかなという感じもしていますので、私た

ちも全面的に協力もしますし、その方向に向けて、本当に大事なことですので、十分協議

をして進めていっていただきたいなと思います。それに対しての考え、お願いします。 

〇水沢議長 教育長。 

〇大谷教育長 先ほどもお答えしましたけれども、学校としましても、まずこれまで進め

てきたものをさらに深めて、学校教育の中で進めていきたいと、まずそのことはお答えで

きるのかなと。 

 それからまた、前段にも申し上げましたように、学校だけではなくて、すべての関係す

る方々の集まりの中で、より進めていくことが重要であるというふうに私自身も考えてご

ざいますので、その方向に向けて、どこが主導することになるか、ちょっとまだ考えては

ございませんけれども、私たちもいろんな形で積極的に参加してまいりたいというふうに

考えてございます。 

 以上です。 

〇水沢議長 15番、山田議員。 

〇山田議員 一昨日ですか、福原議員から本別高校の通学助成の関係でご質問がありまし

た。この関係につきましては、豊頃町との合併協議の中でも大変問題になった案件でござ

います。新聞ざたされた問題でございました。その後、豊頃町との合併が破綻に終わった

後の自立推進計画の中で理事者側からは、18年度からはこの助成はゼロ査定でいきたいと

いうことでのお話もございました。昨年もこの案件について議論がなされております。そ

の答弁の中には、通わせている親御さんの理解を得て、できれば廃止に持っていきたいと

いうこともございます。その中で、この間総務課長は地域の生活路線の確保もあるのだと

いうこともございましたが、去年から今に至るまで、地域の親御さんとの協議を得れなか

ったから今年も提案されていると思いますけれども、どの程度の協議をされたかお知らせ

を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 今山田議員がおっしゃられるように、豊頃町の合併の関係では、そのよ

うな経過になっております。それで、私どもも父兄と何回か打ち合わせをさせていただい
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ております。そういう関係も含めて、また十勝バスとも前に岡田議員の方からもスクール

の後にバスが走っているではないかと、何とかならないのかという話もありました。それ

らも含めて、父兄、それから十勝バスの方とも協議をさせていただいております。それで、

父兄の方としては、根本をただせば、要するに路線バスの確保ということがあったのでは

ないかと。それから、もう一つは、それに対して助成をしていたではないかと。今のバス

が１日３回なのですけれども、そういうのもあるという話も聞きました。それで、一遍に

なくするということもできませんので、今17年度までは料金の25から50％を助成しており

ます。それらを、行く行くは町としては補助をしたくないのだと、ちょっと言葉悪いので

すけれども、しない方向で検討しているよということで話し合いまして、18年度について

は25から50を25から40に町の負担を下げさせていただきました。それで、来年度以降、来

年度ということは19年度以降についても再度協議しましょうということにしております。 

 それから、もう一つ、十勝バスとの話し合いの中では、十勝バスは要するに浦幌町民だ

けではないですよと。本別に入っても停留所がありますと。ですから、本別町をおりたす

ぐから南４丁目ですか、それから町立病院に行く関係もございますと。それと、もう一つ

は、患者輸送のバスが上浦幌地区は走っておりませんので、上浦幌の車のない方が十勝バ

スを利用して、それから本別の町立病院まで通っているよと。そういうことも含めると、

代替バスが必ず必要になるということもあります。 

 そういうことももろもろ含めまして、父兄の方にもご理解を願ったのですが、先ほど言

った10％を町の補助金をカットさせていただくことで折り合いがついております。先ほど

も言いましたけれども、19年度については再度また父兄の方と相談したいということで、

この補助率がずっと続くものではありませんということでお話はしております。そういう

ことで理解を得て、何とか所期の目的を達成するような方向に進んでいきたいというよう

に考えております。 

〇水沢議長 15番、山田議員。 

〇山田議員 協議をしたけれども、なかなか理解が得られなかったということもあろうか

と思います。しかしながら、補助を出さないから乗らないということではないのでないか

なということであれば、人数が減るとか、それからだんだんなくなるということではない

のでないかなというふうに考えられるわけなのだけれども、いずれにしても今この財政状

況大変厳しい。そして、いろんな利用料、使用料の値上げをしながら住民に負担を求めて

いる中で、どうも理屈にはちょっと合わないのです。高等学校の統合問題も今出ている中

で、本来であれば本別町からいただくのが当然の話であって、豊頃町の合併の話の中でも

本当に指摘された事項で、理屈に合わない問題だと思うので、なるべく早急に話し合いを

して、理解を求めるべきだと私は考えますけれども、基本的な考え方、答弁お願いしたい

と思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 山田副議長がおっしゃるように、合併協議のときにもこの点、随分議題とな
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った内容でございます。私どももそういうことも踏まえながら協議を内部検討してきてい

るわけでございますけれども、結局はこの路線を利用してもらうことによって、今年の場

合ですと差し引きで負担減になったということもございます。本別高校に通う人がこのバ

スを利用してもらう、また自家用車で通われる方もいらっしゃいますけれども、できるだ

けこれを利用していただきながら、この路線の維持も努めていかなければならないという

思いを持っております。それで、そういう中で話し合いを進めながら、今回上限をカット

してきているという内容でございます。今後についても、継続的に話を続けていきたいな

と、こういうふうに考えております。 

 上浦幌に、どこの行政区、区長さん方と話を持つ機会も最近行政区の再編絡みで多いわ

けですけれども、その都度行政区の再編、財政問題、留真温泉、それから危機管理の共有

とかいろいろ話しているわけですけれども、上浦幌に行くと、やはりこれも課題の一つで

あると。その地域、地域の課題も持っているわけですから、そういう中で話をしていると

ころで、ただ一方的にできるのかどうかということもございます。やはりできることであ

れば、地域の理解を得ながら進めていきたいという思いでおりますので、一つご理解をい

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 質疑がないようですので、これで一般会計の質疑を打ち切らさせていただき

ます。 

 次に、議案第32号 平成18年度浦幌町一般会計予算に対する討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第32号を採決いたします。 

 なお、採決は起立により行います。 

 お諮りいたします。議案第32号を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇水沢議長 起立多数であります。 

 よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 

 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 ５時０５分  休憩 

午後 ５時１５分  再開 
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〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎延会・休会の議決 

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。 

 なお、明日から３月21日までの５日間、議事の都合により休会し、22日は午後１時半に

本会議を開催いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会することにし、明日から３月21日までの５日間休会す

ることに決定いたしました。 

 なお、３月22日は午後１時半に本会議を開くことに決定いたしました。 

 

    ◎延会の宣告 

〇水沢議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ５時１６分 

 


