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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。 

 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７８号 

〇水沢議長 日程第１、議案第78号 平成18年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 お諮りをいたします。本議案は細分化して審議を行いたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 本議案は細分化して審議を行うことに決定いたしました。 

 提案説明は、12ページ、歳入までを一区切りとして説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 議案第78号 平成18年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成18年度浦幌町一般会計補正予算（第３回）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,913万9,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ55億384万8,000円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債） 

  第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  平成18年９月４日提出、浦幌町長。 

 第１表は省略させていただきます。 

 ６ページをお開きください。第２表、地方債補正。変更、減税補てん債、限度額400万円、

臨時財政対策債２億円。補正後で申し上げます。減税補てん債、限度額440万、臨時財政対

策債２億610万。起債の方法、利率、償還の方法、補正前に同じであります。合計３億6,500

万、補正より650万円の追加であります。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書の総括については、省略いたします。 

 ９ページをお開きください。２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人1,030万円を減

額し、１億5,935万円。給与所得、農業所得の落ち込みに伴う調定見込みによる更正減であ

ります。 
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 ２項１目固定資産税900万円を追加し、２億6,749万8,000円。調定見込みによる追加であ

ります。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金17万6,000円を追加し、233万8,000円。日本郵政公社の

追加であります。 

 ８款１項１目地方特例交付金81万5,000円を追加し、1,081万5,000円。地方特例交付金の

確定に伴う追加であります。 

 ９款１項１目地方交付税１億6,445万2,000円を追加し、31億1,445万2,000円。普通交付

税の追加の内容であります。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、６目教育使用料4,000円を追加し、1,660万8,000

円。幾千世、吉野の軽スポーツセンター使用料の追加であります。 

 次の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、２目衛生費国庫負担

金12万2,000円を減額し、141万6,000円。一つ飛んで14款道支出金、１項道負担金、３目衛

生費道負担金12万2,000円を減額し、141万6,000円。これらにつきましては、医療制度の改

正に伴い各種健康教育、健康相談事業が国保特別会計で事業を実施するための更正減であ

ります。 

 ２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金３万を追加し、684万6,000円。説明資料12ペー

ジ、13ページに記載しております。 

 ２項道補助金、２目民生費補助金11万4,000円を追加し、3,213万6,000円。説明資料12、

13ページに記載しております。 

 ３項委託金、３目農林水産業費委託金30万1,000円を追加し、1,277万9,000円。説明資料

15ページに記載しております。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入24万を追加し、2,415万5,000円。

説明資料11ページに記載しております。 

 ２款財産売払収入、１目不動産売払収入2,067万2,000円を追加し、2,117万2,000円。説

明資料11ページに記載しております。 

 16款１項寄附金、１目一般寄附金30万を追加し、100万円。一般寄附金１件の追加の内容

であります。 

 17款繰入金、１項１目基金繰入金１億7,889万3,000円を減額し、1,201万5,000円。財政

調整基金繰入金１億6,889万3,000円の減、地域振興基金繰入金1,000万の減。 

 ２項他会計繰入金、１目介護保険特別会計繰入金332万3,000円を追加し、332万3,000円。

介護保険特別会計繰入金の追加であります。 

 18款１項１目繰越金4,251万6,000円を追加し、7,251万6,000円。前年度繰越金の追加の

内容であります。 

 19款諸収入、５項雑入、２目過年度収入13万3,000円を追加し、59万4,000円。平成17年

度知的障害者施設訓練支援費等道負担金の追加の内容であります。 

 20款１項町債、１目総務債650万を追加し、２億1,050万。減税補てん債40万、臨時財政
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対策債610万の追加の内容であります。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 なお、議場が大変暑くなっておりますので、上着を脱ぐことを許したいと思います。 

 それでは、質疑を受けます。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑ないようですので、次に15ページ、４款衛生費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 ３、歳出、２項総務費、１項総務管理費、１目一般管理費58万1,000円を

追加し、２億6,982万7,000円。９節旅費39万8,000円の追加につきましては、地域政策まち

づくり交付金、新エネルギー用務に伴う追加の内容であります。15節工事請負費18万3,000

円の追加につきましては、庁舎１階、地籍パソコン室温風ヒーター設置工事の追加であり

ます。 

 ５目財産管理費104万円を追加し、570万4,000円。11節需用費24万の追加、15節工事請負

費80万の追加は、説明資料11ページに記載しております。 

 ６目財政調整等基金費4,000万を追加し、4,520万円。財政調整基金の積立金の追加の内

容であります。 

 ２項徴税費、２目賦課徴収費６万1,000円を追加し、649万3,000円。これにつきましては、

18年度十勝市町村税滞納機構準備経費負担金の追加の内容であります。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費2,131万4,000円を追加し、３億283

万9,000円。７節賃金７万2,000円の追加、13節委託料200万7,000円の追加、19節負担金、

補助及び交付金25万4,000円の減。次のページ、お開きください。20節扶助費40万5,000円

の追加、これらについてはそれぞれ説明資料12ページから14ページに記載しております。

28節繰出金1,908万4,000円、国民健康保険事業特別会計繰出金の追加の内容であります。 

 ５目社会福祉施設費12万円を追加し、222万4,000円。修繕料の追加でありますが、説明

資料14ページに記載しております。 

 ２項児童福祉費、６目児童デイサービスセンター運営費３万9,000円を追加し、1,314万

4,000円。これにつきましては、障害者ケアマネジメント従事者研修旅費の追加の内容であ

ります。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費53万1,000円を減額し、１億9,624万9,000円。介護

保険特別会計の繰出金の更正減であります。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費72万3,000円を減額し、１億8,581万

8,000円。７節賃金43万8,000円の減、８節報償費19万7,000円の減、13節委託料24万3,000

円の減は、説明資料14ページに記載しております。28節繰出金15万5,000円の追加は、簡易

水道特別会計繰出金の追加の内容であります。 

 ３目環境衛生費181万6,000円を減額し、2,353万3,000円。個別排水処理特別会計繰出金
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の更正減であります。 

 ５目医療対策費284万2,000円を減額し、１億2,724万4,000円は、町立診療所特別会計の

繰出金の更正減であります。 

 ７目公衆浴場管理費20万を追加し、1,094万4,000円は、説明資料14ページに記載してお

ります。 

 ８目保健福祉センター管理費11万9,000円を追加し、1,327万6,000円は、説明資料15ペー

ジに記載しております。 

 ２項清掃費、１目塵芥処理費７万2,000円を追加し、8,158万8,000円は、説明資料15ペー

ジに記載しております。 

 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ので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 ６番、野村議員。 

〇野村議員 13ページ、一般管理費の普通旅費の内容について、関連したご質問をさせて

いただきたいと思います。この普通旅費の内容につきまして、今課長から説明あったよう

にまちづくり交付金事業、またエネルギー事業に関する職員等の旅費ということの説明で

ございます。事業を推進するためには、いろいろな形で事前な諸団体、またいろんな地区

等の打ち合わせも当然必要かと認識しております。そこで、これまた前回の一般質問とも

絡む質問内容となるかと思いますけれども、まちづくり交付金事業の内容につきまして、

行政は淡々といろんな情報収集、その他事業の計画を行っているのが事実でございますけ

れども、再度確認ですけれども、このまちづくり事業に関する申請、そしてそれに対する

最終的な、いろんな交付金以外の一般的な財源、償還も含めてですけれども、当然議会の

提案が必要だと思っております。そして、最終的な事業の着手、完成、再度の質問になる

と思いますけれども、前回私も含めて４氏が町民の立場に立って質問した経緯もございま

す。改めて国に対する申請、また議会提案含め、最終的な事業の着手から完成までのスケ

ジュールというのはどのような形で進んでいくのか、それについて再度、この内容かと思

いますけれども、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 ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、申請の関係でございます。一応流れがある程度決まっておりまして、もう既に５

月の段階で概算的な要望をさせていただいております。それから、10月の下旬から11月に

かけてということで、北海道庁経由で本要望を出す形になってございます。それから、来

年の２月下旬から３月の上旬までということで、都市再生整備計画の提出を行います。３

月の下旬ごろ、国の方から予算の内示がございまして、交付申請、交付決定につきまして

は次年度の４月という形になってございます。それ以降、議会提案という形になるかなと

思いますけれども、諸般の流れもございますと思いますので、あとちょっと町長の方から

回答していただきたいと思います。 
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〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 今進めようとしているまちづくり交付金事業の流れについては、ただいま説

明のとおりであります。 

 それで、議会提案ということについて私の方から答弁させていただきたいと思いますけ

れども、このまちづくり交付金事業を進めておりますけれども、先日もお話ししたとおり、

議会と理事者といいますか、私どもとの間で本当に真摯な、真実な意見を交換しましょう

ということで、このようなことになっております。昔を申し上げますと、事前協議という

ような形での審議、議会への提案、同意を取りつけて進めるということがあったろうと私

も考えております。しかし、現在はそのような形で行われていないということであります。

そうすると、どのときに議会の方々に説明する機会があるのかということになっていくと

いうふうに考えております。所管事務調査等で詳しく調査していただけると、私どもも内

容を詳しく説明させていただけるわけでありますけれども、現在の進められている議会と

私どもの立場という形でなると、やはりこの申請前に協議する場所がない。そのために、

この一般質問とか、またこういう補正予算の場所でということでの質疑がされるというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 申請その他、また議会に対する提案、今よくわかりました。 

 そこで、問題になるのは、どんな議案というか、事業、政策もそうでしょうけれども、

当然相手先、国、道、いろんな形で事業絡みについては交付金、補助金ありますので、そ

れを一々議会に提案して、これをやりますから先に事前承諾くださいということにはなら

ないと、そのとおりだと私も思います。ただ問題は、今回のこのまちづくり交付金の問題

の事業の中で町民から、また議会からも時期尚早でないだろうかと、今の財政的な問題も

含めて。そうなってきたときに、ほとんど交付金だ、後からの交付金、それから事業を起

こす、起債を起こす、償還に関する交付金で補てんできれば、こんなに大きな問題はない

だろうと思いますけれども、やはりそこには大きな一般財源、今後の償還における町財政

の負担が伴うと。提案されたときに、議会の判断が、それはあくまでも今の現状では厳し

いという判断が出たときに、国に対して、道に対して淡々と進めていく、その段階で事業

が承認された。それは、最終的に議会として難色を示す形がなってきた場合には、浦幌町

行政として大変大きな失態というか、立場になるかと思うのです。そのためには、やはり

町民のコンセンサス、議会ときっちりと議論しなければならないというので、私もその辺

がよくわからないので、今町長の言われた所管事務調査が妥当なのか、事前協議というと

らえ方でなくて、やはり大きな問題です。我が町に審議会もありますし、何かもっと議論

し、町民のコンセンサスをとったり、ある程度一丸となって進めるようなことができない

のだろうかと、こう思うわけですけれども、その辺については議会が今ここで、我々がど

うこうという判断はできる立場ではございませんけれども、提案されたときの議会対応も

含めてどのように考えられているのか、再度お伺いしたいと思うのですけれども。 
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〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 私どもも議会と協議させていただく場所があればという思いは同じでありま

す。そういう形で議会と一体となって、今の厳しいこの行政改革を進めている状況であり

ますから、財政の状況等も説明させていただきながら、また将来の見通し等も説明させて

いただきながら進めさせていただければ一番私どもも望むところなのですけれども、今の

流れの中で私たちがそういうふうに提案していって議会が受けていけるのかどうかという

こともあると思います。その辺も踏まえながら、私といたしましてはこの進め方というの

は今の議会と行政のあり方という中で進めていく方法というふうにとらえながら進めさせ

ていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 この関連質問ということで、このことについてお尋ねを再度したいと思うの

ですけれども、これは４月ころからマスコミ等でもいろいろ取り上げられて、町民の方々

もほとんどこの内容のことについては知っているという中で、それぞれ議員の方々も、で

は町民の方々はこのことについてどう判断しているのかなということはそれぞれ耳にして

いるという中で、私が聞いた中ではやっぱり町民の意見としては留真温泉関係については

時期尚早と。なおかつあれを建設したとしても、改築したとしても、採算性ということか

ら考えると、どう考えても採算がとれないのではないかという意見が多いわけです。物産

館については、またこれ賛否両論あるわけですけれども、少なくとも留真温泉については

そのようなことで、このことの建てた以降の財政的なこと。年間600万という返済で十二分

に払っていけるということでありますけれども、ではこれが赤字補てんもしなければなら

ないということになると、これはまた600万プラス400万とか500万という数字にもなってく

る。なおかつ交付金はふえると言いながら、総体の返済金額というのは2,000万とか、その

ような数字になってくるわけです。やはりもう少し慎重に検討すべきではないか。なおか

つこの日程、スケジュールをただいま聞いたところによると、次年度、再来年度にまたが

ってずっと作業が続いていくというようなことで、やはり議会としてはその間どういう形

をとってきたのだというようなことも当然問われるわけで、このことについてはやはりも

っと慎重に議論しておく必要がある。要するに町民とのとらえ方と違和感があるのではな

いか。その辺のところをもう少し慎重に進めるべきではないかと考えるわけですけれども、

どのようにとらえておられますか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 多岐にわたっておりますので、答弁漏れがございましたら指摘をいただきた

いなと思います。 

 それで、これは早急だと言われますけれども、私どもといたしましては１年間、庁舎内

で検討している内容でございます。 

 それから、昨年の12月に休館するときに議会からご指摘をいただいている。次期計画は

どうなのだということをご指摘いただいている内容であります。これをほうっておくこと
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はできないという内容で、私どもは取り組んでいるということであります。 

 それから、まちづくり交付金事業につきましても、16年創設ということで、17年からと

いう事業の中で、私どももこのまちづくり交付金で何とか浦幌町の活性化をできないか。

今行政改革で沈滞している町を何とか活性化したいということで、一般質問の繰り返しに

なりますけれども、多岐にわたる検討をさせていただきました。そして、開発との協議の

中でこの事業が残って、これに取り組みましょうということになってきているわけであり

ます。そういう中で、町民の方への説明不足というのもあります。町民の方に広報等でお

知らせしているのですけれども、十分正確に読んでいないというのもあります。それをき

ちっとお知らせしていくというのも私どもの役目であるというふうに思っております。た

だ、概要が固まらない中で説明していけるのかどうかということもあります。今概要が固

まりつつありますので、それらをもとに先日もお答えいたしましたように出前講座等で町

民の理解を得るべく正確な情報を伝えていきたいなと、こういうふうに考えております。

財政問題につきましても、議会の皆様にも、また町民に対しても、この見直しした状況と

いうものはしっかりと認識していただきながら、次のまちづくりをどのように取り組んで

いくかということをお知らせしていかなければならないというふうに考えております。 

 それから、採算の関係でありますけれども、これも一般質問でお答えいたしております。

パークゴルフ場については、赤字か黒字かという言い方をすれば、私は幾らの赤字かなと

いうことが見れると思います。パークゴルフ場も町民福祉、スポーツの振興、必要なこと

であります。この留真温泉も今まであったものを休館しているという考えの中でいくと、

必要なものであると。町民の福祉上、私はこれをほうっておくことはできないと思ってお

ります。そのときに、この運営について、町民福祉の向上、老人福祉の向上、お年寄りが

待ち望んでいるということを考えていくと、私は赤字か黒字かだけで論議できる問題なの

かなというふうに考えているわけであります。そういうふうに考えているのであれば、で

はパークゴルフ場はどうするのですかということを皆さんに問いたい、私も問われてくる

と、町民に問われる問題であるというふうに考えているわけであります。そういうことを

考えながら、もちろん赤字補てんという形なのか、福祉にこれだけの予算をつけて使いま

すよという形なのかということを住民にしっかりと説明していかなければならない、お伝

えしていかなければならないというふうに考えております。 

 それから、年度をまたぐ予算というものについては、例えば将来計画についてはすべて

そうですけれども、年度をまたいでいきます。例えば15年の３月に交わされた契約につい

ては、委託契約ですけれども、５年間という長期の契約をされております。今それについ

て、私どもは行政改革をしたいと言っても手をつけれないでいるのが現状なのです。そう

いうことを考えていくと、すべてのものについて単年度単年度で考えていけない。特に行

政については、将来を見詰めながらしっかりとしたまちづくりの計画を立てていかなけれ

ばならないと、このように考えております。 

 償還の関係についてもご質問がございました。私も９月現在の財政状況の推計というも
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のを持っておりますけれども、豊頃町と合併協議した中で申し上げてきたことは、今浦幌

町は厳しいです。しかし、将来的に浦幌の財政はよくなります。約10年間と見ると半分以

下、５年間ぐらいで財政状況が逆転していくのですよということを申し上げながら協議を

してきたわけです。今の経常収支比率で見ますと、すべての数字において18年が一番厳し

くなります。18年は92.7です。しかし、22年には89.9というふうに財政の状況が変わって

いきます。また、公債費比率についても17年度21.3、18年度22.4ですけれども、22年を見

ますと13.2と大幅に改善しているわけであります。次に、起債制限比率についての３年間

の平均というのを見ますと、これもまた18年度が16.2で一番高いです。しかし、22年を見

ますと、５年後を見ますと9.7ということで、これもまた大幅に改善されるわけであります。

実質公債費比率の３カ年平均、これを見ましても18年度は21.0、これもやはり18年は一番

厳しいです。しかし、22年度、５年後を見ると14.8と、これもまた大幅に改善されるわけ

であります。私どもといたしましては、こういう将来的な展望のもとに、今この厳しいと

きではありますけれども、実施年度にどのような形になるのかということも見きわめなが

ら将来計画を立てていく必要があるというふうに考えておりますので、ご理解をよろしく

お願いいたします。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 町長も今将来性について、将来展望について説明をされたわけでありますけ

れども、町長の答弁、この関連について、あるいはほかの施設についてもそうですけれど

も、町長が再三口にされていたのは、各施設、それからこれからつくられていくであろう

留真温泉、物産館について赤字補てんはしないと、そのことを再三述べていたはずであり

まして、これについて留真温泉を福祉的な施設というようなことで、福祉に対しては、で

はどのような形で補てんするかというような言い回しで形が変わってきているわけですけ

れども、実質この赤字補てんをしない、あるいは福祉施設に投資するといいますか、お金

を出すというか、その辺のところの形を変えて出資をする、お金を出すという形に変えて

きている、その辺の論点をはっきりさせていただきたいなと思うわけですけれども、そう

したら物産館についてはどうなのかということの問題、当然出てくるわけで、運営してい

る中で赤字が出てきたという場合に、指定管理者制度を導入してやるということですけれ

ども、そのことに対して補てんしていくのかどうか、その辺のところを確認しておきたい

と思うわけです。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 今の指定管理者制度という中では、議員の方も何回も説明受けていると思い

ます。今までも指定管理者を今年するときにも論議がありましたから、十分ご承知のこと

と思いますけれども、指定管理者制度で委託するときには今の状況では委託金がついて指

定管理者にお願いしております。その委託している中で赤字が出ても補てんはしません、

それが今の制度であります。ただし、特別な災害等があった場合は、これは両者で協議し

ていかなければならない問題だろうと、こういうふうに考えております。しかし、指定管
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理者制度というのはそういう制度でございますので、例えば物産館についても物産館が運

営するもの、町が公共的にトイレ等を持っていく。トイレ等は私たちの責任ですと言って

おります。そういうことを考えていくと、指定管理者で委託した以上は、その運営がそれ

を超えて赤字になるか、またその中で運用して利益になったかということにかかわりなく、

私どもは補てんしないというふうに考えております。留真温泉もしかりであります。今行

っているパークゴルフ場もしかりであります。 

 それで、私は赤字補てんはしないということの今の意味、それから福祉政策、住民サー

ビスとして必要なものとしてとらえたときの考え方というものをしっかりと区分けをしな

がら運営をしていきたいなと考えております。 

〇水沢議長 12番、森議員。 

〇森議員 今のに関連あるのですが、町長は一般質問でも留真温泉の件につきまして財政

は何とか健全でいくし、見通しはあると、そういうことは言っております。そして、今公

債費も年々このように少なくなる。私は、現時点ではそう思うけれども、町長は今年も農

業災害あって、いろいろの対応もあるのですが、忘れたころに災害がやってくる。今東京

でも、この間９月１日ですか、防災の日に訓練して、もしあったら大変だということで、

十勝の浦幌でもそういう災害とか何か事故、災害が生じたときは少しの基金では対応して

いけないのです。そういうところまで見ているのか。何もないから、順調に進めばこのよ

うに財政は減っていく。私は、蓄えがなかったら、いざというときには町民の負担、もう

町民は使用料も負担金もたくさんだと。今公共事業もないし、働くところもない、いいか

げんの年の人も働くところないから、あちらこちらに行って就労センターにも声かけたら

３時間だ、半日だ、それでも生活に困るから働きに行く。そういうことで、福祉、また高

齢者の面も町長は考えておりますけれども、もう少し身近な面も考えて、浦幌の町は住み

よいまちづくりと、町長も前から言っております。決して私はそういう面では住みよい町

とも思っておりません。そしてまた、戻りますけれども、留真温泉も東京浦幌会でも当然

やらなくて、このように町が買い取ってお金でかぶっていることで今まで引きずってきて、

温泉経営は赤字だから休館しているのです。今宿泊施設がなくて、新しくしたからといっ

て、私の予想では二、三カ月は珍しいし、外部からも来てお客さんがあるかもしれない。

黒字経営の見通しは私はないと思っているのです。そういうところに指定管理者にも赤字

でも補てんはしない、これは無理な話だと。もう少し考えなければ、私らはこれには賛成

できないと思います。その件について。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 これもまた多岐にわたっておりますので、答弁漏れがございましたらご指摘

をいただきたいと思います。 

 財政の健全化の見通しについてお尋ねでございます。それで、今18年９月に見直した後

期まちづくり計画について概要を少し申し上げさせていただきたいと思います。後期まち

づくり計画の中では、非常に厳しい財政内容で取り組まさせていただきました。16年度末



 

 12 

の基金残高が４億2,100万円。しかし、行政改革を進めていく中で22年度には１億円の基金

より残らないという形でまちづくり計画を組んでいるわけであります。しかし、今月見直

しました財政計画、17年度決算が出たということと、18年度のただいま提案しております

補正予算の見込み、それから灯油の値上がりの状況、それから普通交付税の決定状況、そ

れから税源委譲の関係を網羅いたしまして推計いたしましたところ、16年度約４億2,000

万の基金が17年度決算で６億4,000万、18年度で７億2,000万、漸次ふえていきまして、22

年度には約10億円の基金というふうに見込んでおります。これは、交付税については18年

度、普通交付税決定しておりますので、それから骨太の方針等を勘案しながら、毎年５％

減額という形で見込んだものでございます。こういう見通しのもとでは、財政の見通しは

ついてきているというふうに考えております。 

 それから、災害の点でお尋ねでございますけれども、もちろんこの過去の４億足らずだ

ったとき、また15年度は予算上はその年の基金は２億前後という資金繰りでございました

から、非常に厳しいものがございました。その中で、財政健全化債とされていた１億5,000

万を借りないでしのいだという中では、非常に厳しいものではありましたけれども、しの

げたというふうに考えております。しかも、災害につきましては、災害復旧費で申し上げ

ますと、15年で２億3,000万、16年１億5,000万、17年度6,400万、18年度、今回１億5,000

万ということで、災害には遭っております。私どもは、計画していく中で災害まで見込ん

で大きな計上をできないというふうに考えております。災害は、その時々でやはり対応し

ていかなければならない。もちろん財源的なものも必要でございます。その財源的なもの

については、先ほど基金の残高ということで説明をさせていただいたわけであります。 

 それから、留真温泉の買い取りの状況でございますけれども、留真温泉の買い取った状

況についてはいろいろと町民からも議会でも論議を呼び、非常に厳しい論議がされたとい

うふうに考えております。しかし、町が購入してしまったものについて、この運用を図る

というのが今の私の立場であるし、議会においても戻せないわけですから、今の中でいか

にこれを活用できるのか、または休館してやめてしまうのかということの論議は必要だろ

うというふうに考えております。 

 私は、昨年12月に閉館する中で、もちろんユーエムへの委託ということで進めておりま

した。ユーエムへの委託は、赤字補てんをしないというのが基本的立場であります。そう

いう中で、ユーエムは運営が厳しくてできないと。灯油の値上がり、施設の状況等を考え

て、これ以上続けるのは無理だということで、冬期間は特に燃料代がかかりますので、冬

期間休館ということで決めた内容でありますけれども、春になって４月以降も原油の値上

がりが続いているということで、継続して休館ということになったわけであります。その

段階でユーエム以外に委託を受けてくれるところはないということと、それから町が直営

ではやれないという思いがありましたので、４月以降も休館ということになっております。

それで、先ほども申し上げましたが、昨年の休館に当たっても、議会からこの将来計画は

どうするのですかというお尋ねでございますので、もちろん将来計画について今協議し、
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皆さんのご審判を仰いでいるということでございますので、ご理解をお願いいたします。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 今いろいろとお話を伺いましたが、町長は町民の年金生活者の方々の生活を

全然理解していないのではないかというふうに私は聞いておりました。本当に年金も下が

りましたし、いろんなものが値上がりして、医療費も本当に高くなるのが目前でございま

す。私がお会いするご老人の方ほとんど、せっかくここまで借金を減らしてきたのだから、

もうこれからは借金はしないでくれ、そういうふうに言っているのが現実です。せっかく

今までいろいろと苦労なさって、ライフラインの値上げをしたり、それから行革を進めた

りということで基金を積んできました。しかし、その基金はよその町と比べますと５分の

１、10分の１のところも、本当に５倍、10倍という基金をよその町では持っております。

森議員もおっしゃっていましたけれども、やはり災害に対する大事なときのお金、基金を

積み立てるのは、もっともっと力が要るのではないかなというふうに思いますし、せっか

くここまで財政健全化を進めてきて、それによって町長になった八木さんですので、ここ

で方針を変えて、借金は私はしない方が町長の知名度もますます上がるのでないかと、そ

ういうふうに考えるのですが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 町民の年金生活者を理解していないというご指摘でございますけれども、ご

指摘として甘んじて受けたいなと思っております。 

 ただ、前回お話ししましたように、これから出前講座でもしっかりと説明していきたい

と思いますけれども、上下水道料金を下げたときに一番恩恵を受けるのは年金生活者では

ありませんよということです。このことをしっかりと理解してもらわなければならないと

思います。年金生活者というのは、多分老人世帯、１人、２人暮らしの世帯であります。

その人たちのために簡易水道の10トンというものの基本料金を８トンに下げて、基本料金

を変えないということで対応しているわけであります。それによって、少しでも年金生活

者に配慮していこうということを考えた次第であります。これは、長年の課題でありまし

たけれども、取り組めなかった課題であります。そういう中で、もしこれを前の上下水道

料金に戻したら、確かに年金生活者はわずかに戻るか、または戻らない、同じ額かもしれ

ません。しかし、一般の家庭が使っている人たちは大幅に戻ります。そのことを考えなが

ら話していかなければならないのでないかなと。もちろん出前講座の中でもしっかりと話

していきたいなと、このように考えております。 

 それから、借金の関係ですけれども、私は借金をしませんと言ったことは一度もありま

せん。留真温泉については、私は基本的なスタンスは一貫して変わっておりません。財政

の見通しが立つまで手をつけませんということであります。先ほど財政推計という中で示

させていただいたとおり、財政の見通しというものを見ながら、今計画を立てて、その財

政が回復していく中で次の活性化策をとっていかなければならないというふうに考えてお

ります。働く場所もない、活性化する場所もない。しかし、これが交付金事業を使わない



 

 14 

で建設したとしたら、町民の負担はさらに大きくなるわけであります。それを考えると、

町民の負担をできるだけ抑えていくというのがこの交付金事業に取り入れた内容であると

いうことでご理解いただきたいと思います。これ以外にも取りたいものはありました。だ

けれども、開発に持っていったら、これはまちづくりという観点からそぐわないと言われ

てはじかれたわけでありますから、このほかにもあったと思いますけれども、これを残し

て取り組んだということでございます。それから、そのことによって留真温泉ができれば

就労の場所もできます。物産館ができれば、就労の場所もできる、また町民が交流できる、

そういう場所になると。それによって、活性化を図っていきたいというふうに考えており

ます。 

 災害は、今まで４億というときにでも災害は受けております。あの15年の十勝沖地震、

大きな災害を受けました。この15年の災害の予算額だけ見ると２億3,000万ですけれども、

まだ大きな被害を受けて、２年、３年にわたって災害復旧をしてきたわけであります。災

害復旧というのは、国からお金が出ます。もちろん基金がなければ、一時的なものはしの

げませんけれども、私はそういう意味では災害に対する対応はできるというふうに考えて

おります。もちろん基金が足りないのは、よその町から見て少ないのは確かです。しかし、

基金を積める、今この厳しいときに基金を積んで将来展望を出せるというのも町民に希望

を持ってもらえるのではないかなと思っております。もちろん基金は足りないわけですか

ら、財政健全化になったとは一言も言っておりません。財政健全化途中であります。これ

からも健全化を進めていかなければならないというふうに考えております。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 やはりお話を伺っていますと、どれだけお年寄りが切り詰めて生活している

かということを、たかだか年間80万弱ぐらいの生活者がかなりいるのです。本当に水使う

のも少しかげんしいしい、いろいろな面でいかにお金をかけないで生活しているか。そう

いう方々は、やはり留真温泉まで燃料代高騰の折、元気を出して行く気力もない、そうい

うようなお話しされる方がたくさんいます。それで、なぜ今温泉かと、町長何回もおっし

ゃっておりますが、もし本当にそれが実現したいのであれば、私はここの温泉はこのよう

にすばらしい業績を上げて経営していますよというような温泉の現状、実情を知らせてほ

しい。町民に説明に歩く段階で、一方的な町側の建設はこうこうこうで、借金はこれだけ

で、年間600万だけ返済していけばいいのですよというお話ではなくて、ここの温泉はこの

ようなすばらしい経営をしていて、いろいろなところで実績を上げていますよ、老人の福

祉にも貢献していますよという、そういう実態があるのであれば、私は町民にその話をし

ていただいた方が町民も安心するのではないかと思いますが、その件についてはどのよう

にお考えでしょうか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 医療費改革で老人の方の負担は多くなっております。いろんな形で、老人だ

けでなく、国民全員が今苦しいときを送っているのではないかなと。将来に何か希望があ
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るという思いで今頑張っているというふうに私は感じております。私も年金生活者、十勝

太にたくさんおりますから、何回もお話はさせていただいております。水道料金はどうで

すかと、年金はどのように変わりましたか、介護保険で非常に苦しくなりましたよ、負担

がありますからということもお話ししながら話を進めさせていただいております。その

方々にパークゴルフをやる方もやらない方もいらっしゃいます。ここの健康湯を使う方は

おりません。健康湯は、福祉目的ですけれども、毎年500万、町から支出していますよと言

うと、その方はびっくりします。意外と町民というのは、そういうことを知らな過ぎると

いうふうに思っております。もちろん公開しているのですけれども、知る機会がなかった

というのもあると思います。スイミングプールの実情をお話しすると、びっくりします。

そういうことを町民にお知らせしながら、本当にこれからみんなでつくっていくまちづく

りはどうなのかということをしっかりとお話ししていかなければならないというふうに考

えております。留真温泉まで行く気力がないのであれば、行政で方法はとれるではないで

すか。だけれども、今からこういう方法をとりますよ、ああいう方法をとりますよという

ことは言っておりません。老人福祉対策はとりますということだけは申し上げていきたい

なと、そういうふうに考えているわけであります。 

 それから、この留真温泉、泉質も含めて非常に私は他に誇れるものだというふうに思っ

ております。これと同じ泉質を持って、あるかもしれませんけれども、同じ泉質を持って

同じような規模でやっているところがあるのかどうかと。ただ単に規模の違うところ、条

件の違うところ、運営の違うところを持ってこうですよというわけにはいかないというふ

うに私は考えております。ここはここなりの留真温泉というものをしっかりと、町民も留

真温泉というのは非常に泉質含めて誇りに思っております。これを何とか町民のために使

っていただきたいというふうに考えているわけであります。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 町長のやりたいという気持ちは本当に十分にわかるのですが、やはりすべて

の町民が望むということは不可能に近いかと思います。ですが、私もお会いする方には非

常に、どこの温泉も新聞、テレビで見ると赤字経営、それがみんな町民にかかってくると

いうことを町民の方は現実に言っております。もちろん規模もこの間私がグラフにして見

せたところは、年間に19万人もお客さんが来るところですから、比較にはならないと思い

ます。ですが、年度当初から、本当に初年度から赤字ということで、町の財政は逼迫して、

累積が10億ということですので、本当にその町もどうしてこれから経営していくかと思っ

て頭が痛いらしいのです。私も温泉経営でなければ町長の意向に賛成したかったのです。

少し皆さんに負担をお願いしながらでも、何か福祉の向上に役立つものであれば私も賛成

したかったのですが、たまたまこの時代になぜ温泉なのかという声が多いのです。アルカ

リ単純温泉という浦幌町の温泉の泉質ですが、同じような温泉のところがあります。割と

近いところでこのような、十勝川以外のところにこういう温泉のところがあります。そこ

も赤字でした。いろいろと調べてみたのですが、本当に赤字でした。いいことばかりを町
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民に知らせるのでなくて、本当の声は医療の関係を充実してほしいというふうなお年寄り

がたくさんいます。そうすると、浦幌町から離れていかなくてもいいのですけれどもねと

いう声があります。老人の福祉って本当に、毎日毎日の健康のことが気になりながら生き

ているのが現状だと思います。そういった発想の転換はやっぱりできないのか、再度伺っ

ておきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 福原議員ご指摘のように、すべての町民が納得する、これは不可能だという

ことはそのとおりだと思います。私もそのことを十分認識しながら、将来展望に立ったも

のをしていかなければならないと思っております。 

 15年、16年度予算から、もちろん15年度の現計予算から取り組んだこの行財政改革であ

りますけれども、町民の方からやれやれと、必要だと言いながら、自分のところにかかわ

ってくると、それはちょっと待てということなのです。非常に苦労しました。ここまで行

政改革を進めてくる中で町民がもろ手を挙げて、自分のところからどうぞどうぞと言った

ところは、何団体かよりありません。もちろんそういうところは、今も補助金ゼロで運営

している団体もあります。本当に心から感謝申し上げたいなと思っております。それほど

厳しい状況であったということであります。今これを進めていく中で、町民にしっかりと

した認識を持っていただかなければならないというふうに私は考えております。もちろん

これから説明させていただきたいと思いますけれども、19万人も来ていた温泉と浦幌、１

万7,000人、１万9,000人という温泉とは比べようもないと。また、運営についてもどのよ

うな運営をしていたのかと。33万人来ても赤字だという温泉もあるわけですから、それら

は十分私たちはしっかりと見詰めながら、私たちのこの浦幌町の温泉というもの、留真温

泉を見ていかなければならないのだと思っております。私は、最初から留真温泉について

は大きなものを建てようという思いはありません。もちろん検討委員会でやったときにも、

もっと大きくすれ、もっと大きくすれという意見はあります。だけれども、私はやっぱり

身の丈に合ったまちづくり、身の丈に合った施設が必要だろうというふうに思っておりま

す。物産館についてもそうでした。最初はそういう意見がありました、。でも、だんだん

説明していくと、施設は最低限にねと、そういうふうにだんだん変わりつつあります。私

は、運営というものを考えていく中で、できるだけ運営コストを下げていきたいと。そう

いうものをつくりながら指定管理者で運営をお願いしたいというふうに考えながら進んで

いるところであります。なぜ温泉なのかと言われても、私は温泉はやりませんと言った覚

えも一度もありませんし、昨年の閉館するときに将来計画を示せと言われているわけです

から、しっかりとした将来計画は示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。 

 医療の関係ということでお話がございます。これから診療所会計もございますから、そ

こでもご質問があればお話をさせていただきたいと思いますけれども、医療制度、非常に

厳しい状況にあります。ベッド数に対する看護師さんの数ということで、今地方の自治体
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というのは非常に医療制度で一番苦しんでいるというふうに考えております。今立替をし

ようとしているところは、病院であったものをみんな縮小しております。今池田も施設が

耐震診断したらということで、先日新聞に載っておりました。将来計画を示されておりま

せんでしたけれども、私どもの診療所としても非常に厳しい状況にあると。これは、どん

なに国にあれしても相手があることでありますから、なかなか難しい状況にあるというこ

とはご認識をいただきたいなというふうに考えております。道の方針が出されておりまし

て、何年間かで取り組みたいということは、中核地域医療についてこのような方法でやり

たいという将来計画が出ておりました。私もそれを大いに期待しているところであります。 

 以上です。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 関連で３点ほどお聞きしたいなと思いますけれども、一般管理費の今言われ

ました旅費の関係について、これはその検討委員会か何かの方で運用される分なのか、職

員の分でまちづくり、また温泉の関係で使われる予定なのか、それをちょっとお聞きした

い。 

 それから、２点目、町長、どうも話を聞いていると、言っていることとやっていること

が違うなというようなことで思うのですけれども、今の温泉の問題についても、福祉を本

当に前提としてやるのであれば、あの冬に向かって燃料が何ぼ高額であろうと何であろう

と、僕はやっぱり開いていて、年寄りが冬の間の暇なときに温泉に通って入ると。温泉と

いうのは、暑いとき入るのでなく、寒いとき入るのが温泉の価値観があるのかなというふ

うに思っていますけれども、それを閉めておいて、その閉めた内容と言えば、やっぱり財

政の圧迫という基本的なものがあったのに、今財政の健全化の立て直しの真っただ中とい

うようなことで、将来とも見通しとして、町長の力量があったからここまで財政の見通し

がついたのかもしれませんけれども、町長、よく心して考えてもらいたいのも、それはも

ちろん町長も給料を、報酬をカットして我慢をし、十勝管内で町長の抱えている職員がみ

んなが一番安い給料で奉職をし、議会議員はこの頭数がいて、村よりも安い議員報酬で一

生懸命論議をしながらまちづくりのためにやっていて、町民の方に、それは年金者は水道

料も下水道料も上げたって、その人には影響はないのだよというような、そういう開き直

ったようなことを言っていますけれども、実際的に町民全体に及ぼしている影響、これは

みんながそうした環境の中で私は今の財政再建に向けてそれぞれが心血を注いだのでなか

ろうかなというふうに思っているけれども、そんな中で町長は留真温泉は私はやらないと

言っていないという。町長、当初言っていましたよね。箱物は後々まで大変なことになる

と。だから、私はなるべく箱物には手を出したくないと。財政を立て直すのだと、みんな

頼むと、そうやってスタートした思いがしますけれども、どうも何か開き直りで、温泉も

収支を度外視して、初めの説明した当時は赤字ではありません、60万ほどだか50万ほども

うかりますと。今度は開き直って、収支は度外視して福祉のために云々くんぬん、こうい

う答弁が果たしてどうなのかということ。 
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 それから、もう一点ですけれども、今まちづくり計画のもとに温泉と産業交流館の建設

を３月まで議会に提案しないよというようなことで、その間に協議をしていきますよと。

議会に相談したら事前協議になりますよというようなことを旗印に議会に提案をしないで

いくわけですけれども、これは町長、町長として開発局の事業だと言われていますけれど

も、これが町民を集めて委員会をやって、そして賛否を皆さんに問いませんよと。反対で

あろうと賛成であろうといいのですけれども、ここであなた方に賛否は問いませんと。ど

うやったらいいのか、その案だけを教えてくれというような検討委員会になっているとい

うふうに伺っておりますけれども、それは反対する人が、それは町長、無理だよ、やめた

方がいいよと言う人が99％いたにしても、さもあたかも委員会の人方はみんな賛成をして

いますよというような、賛否を問わないのですから、こうやったらいいよというような意

見だけを羅列して、並べてこういう意見が出ていますよと。そして、議会に相談をしない

で、議会に提案をしてその可否をとったときに、もし開発から認可がおりて議会で否決さ

れたときに、その責任というのは議会がとれということか、町長がとれということなのか、

その点をお聞かせいただきたい。 

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 先ほどの旅費の関係のご質問でございますけれども、先ほど

も申し上げましたとおり、10月の下旬から11月の本要望という形になりまして、来年の３

月には予算の内示がございます。その間、都市再生整備計画について随時修正可能という

形でございますので、ヒアリング、それから修正打ち合わせ、実施打ち合わせ等、職員の

旅費を計上させていただいております。 

 それから、調査費につきましては、先ほどの新エネルギー、要するに留真温泉の燃料費

をいかに下げるかということの検討の中で、新エネルギーにかかわるボイラーの導入につ

いて、検討するための調査旅費でございます。それも職員でございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 昨年の留真温泉を閉めた関係についてでありますけれども、福祉前提であれ

ば冬に向かって開いておくべきでないかという意見でありますけれども、ぜひそのときに

意見をいただきたかったと思うわけでありますけれども、これはユーエムが運営してきた

ものです。ユーエムが休館したいというときに、町がやれと言ったら赤字分は町が負担し

なければならないということになります。私は、今の制度の中では町は負担しませんと言

っているわけですから、ユーエムが休館したいと言ったら、やはりやむを得なかったとい

うことでご理解をいただきたいと思います。 

 それから、もちろんご存じのように、田村議員指摘のように、行政、議会、職員、町民

が一体となって今財政健全化に進んでいるときであります。そういうときでありますから、

何と我慢して頑張っていきたいという気持ち。そして、将来が見えてきたときに、この昨

年から指摘されているものについて、将来計画を示していきたいという気持ち、そういう
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思いであります。ただいままちづくり政策課長が説明したとおり、非常に流動性があると

いうことで、この建設についても20年であっても21年であっても22年であっても、３月ま

での中で決めていけるという内容のものであります。皆さんが時期尚早ということであれ

ば、22年であっても私は構わないというふうに考えております。もしそこまで計画をのせ

ないということであれば、また町民に問いたいわけでありますけれども、では留真温泉は

もう手をつけないのですかと、22年までは。それで、町の活性化を図れるのでしょうかと

いうことをまた町民に問いかけていかなければならない問題になってくるのではないかな

と、このように考えておりますので、どうかひとつご理解をいただきたいと思います。 

 それから、今委員会のあり方なのですけれども、議会に賛否を問えない状況の中で賛否

を町民に問うことが正しいのかどうかということであります。私は、こういう状況を進め

たいということで、その進め方を、あり方を聞いているわけでありますから、また物産館

については、部分的には自主運営ということで進めているわけでありますから、その自主

運営をする母体のつくり方ということを今協議しながら形をつけていこうというふうに考

えております。 

 留真温泉につきましても、もう既に今いらっしゃる委員の中にも前回の検討委員会の委

員であった方々がおります。14年に検討し、14年12月に報告書が出されている。15年設計、

16年建築ですよと。しかも、それについては温浴施設だけではなくて宿泊施設もレストラ

ンも含んでいますよという内容のものであります。それらを踏まえながら、財政の見通し

が立つまでと申し上げてきた内容であります。宿泊施設まで建てるとリスクが非常に大き

いと。もうかるときは、もうけようとすればもうかるかもしれません。だけれども、もう

けれなかったときの赤字幅というのは非常に大きくなります。そういうバランスを考えな

がら、今町民が一番望んでいる、町民が今一番留真温泉に誇りを持って、留真温泉を使い

たいと、あのお湯はいつ使えるのというものを何とかリスクを抑えた中で許容範囲を見つ

けながら計画をしていきたいと。もちろんその計画については、20年であっても、私は提

案する段階では何年という形で提案しなければならないわけですから、20年としておりま

す。それが21年であっても22年であっても、３月の間に皆さんの意見を聞きながら、変更

が必要であれば変更することに何らやぶさかではないと、このように考えております。ど

うかご理解をお願いいたします。 

 それから、もう一つありました。これを進めていって、決議のときに否決になった場合、

どこが責任をとるのですか、議会の責任でないことだけは確かであります。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 町長、先ほどの一番初めのやつの中で、町長は第三セクターが休みたいと言

うから、行政としてはその分の赤字を補てんしなければならないから、やめたのだよとい

うことであれば、ちょっと町長言っていることと違うのでないかなと。収支を見ないで福

祉のためにだったら、300万や200万円ぐらいの金、町長は留真温泉に何億もかけるぐらい

の器量があるのだったら、福祉を目的としてやるのだったら、やっていた方がよかったの
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でないですか。それが行政で負担しなければならない、300万かそこらの負担をしなければ

いけなかったから、老人福祉を捨てたのですよというふうに聞こえますから、その辺再度

確認をしておきたいなというふうに思う。 

 それぞれ計画を立てた中で議会に提案をしない、まして内容的にも十分把握できない中

で、事前協議だとか、いろいろな言いわけをつけながら、議会に提案しないで申請をし、

許可が出た。それは、財政上どうしても今それぞれが手を携えながら苦労したおかげがこ

うだったというのを見通しとして、今18年度ピーク、そしてこのピークの年に22年までの

見通しがどうだから。今ピークです。そんな中で、財政の見通しがどうだからといって、

それが将来の展望に立ってという旗印を立てて、将来の展望って、この財政がパンクしか

け、再建団体になるのでなかろうかといったときに、町長、先見えましたか。それは、そ

のときに、あしたのことすらどうだかわからないという中でやったのが、それがものの３

年もたたないうちに将来の見通しができたから何でも進めていくという考え方が果たして

どうなのかなと思うのですけれども、町長、先ほどから言っているように、大変な決意を

持って進めているようですけれども、このことというのは町民に理解をされるということ

は、年間に45万もうかりますよ、600万しか償還しなくていいのですよということのほかに、

全体的な債務はこういうふうになって、債務はふえますよと。だけれども、その中からこ

うやって償還をしていくという説明をきちっとしておかなければ、あたかも600万円だけで

運営ができていけるというような、町民に数字遊びみたいような説明をしないでほしいと

いうふうに思いますけれども、その辺もあわせてご答弁いただきたいなというふうに思い

ます。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 収支を見ないで、福祉目的であればということでありますけれども、私はユ

ーエムが運営しておりましたよということです。それから、燃料費が上がってきましたよ

と。そして、施設が非常に古くなっておりますよということを勘案しながら、ユーエムが

休館したいというときに、私は妥当な判断だなと思いました。福祉とかいろんなものを考

えて、バランスをとりながら考えていっても、やはりあの施設であっては、町外から来た

方にも宿泊できますからどうぞと、なかなかご紹介できづらい施設であったというふうに

考えております。続けていて、多分続けていると年間600万ぐらいの赤字に膨らんだと思い

ます。私は、そういう先を見ながら、やはりそれらを含めても、今休みながら成果が出れ

ば、次の政策というもので何とか対応していきたいなと。例えば600万、３年間続けますと

1,800万ですから、それをためていれば次の資金になるわけです、使わなければ。そして、

だらだらと使って、福祉目的だというよりは、一つの区切りをつけながら、しっかりとし

た対策は必要でないかなと私は思ったわけであります。決して一つのことだけを見ている

のではないということで、ご理解をいただきたいと思います。 

 それから、先ほど話しましたように、私も議会に相談できるのであればしたいのです。

そして、ここでお話しできませんけれども、やはりさせていただきながら討論を……。失
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礼いたしました。ここでお話しできませんでしたについては、取り消させていただきます。

やはり議員の方々と真摯な論議をしながら、将来これをどうしようかということの話はし

たいのです。だけれども、今の制度上なかなか難しい状況でないかなと思っています。私

どもは、いつでもさせてほしいと。議会に受け入れてもらえるのであれば、ぜひさせてい

ただきたいなと思っております。 

 それから、将来計画というのは、財政がいいときの計画、悪いときの計画、いろいろあ

ります。今のピークの一番厳しいときだからこそ、厳しい計画が組めるのであります。バ

ブルに浮かれていたころ、厳しい計画は組めなかった。バブルに浮かれていたころは、や

はり6,000人、7,000人、8,000人の町でも１万2,000人の建物を建ててきたということを私

は言っております。夕張市、今財政再建団体になりますけれども、僕はあそこは非常に厳

しい状況だということを理解しております。なぜかというと、11万人の人口がいて、11万

人の建物を建てて、11万人に適用するような施設を建てて運営してきているわけですから。

それをわずか１万3,000人で今支えなければならないと、これは厳しいだろうなと思ってお

ります。そういうことを考えながら、私は15年の見通しの中で財政状況の推計という中で

19年には財政再建団体に突入という推計を説明させていただきました。非常に厳しい状況

でした。今のままでいったら大変だと。実は、15年に手をつけなければ、もっと早く財政

再建団体になっていたのです、現実には。そういう本当に財政健全化として取り組んだ計

画であっても、19年には再建団体に突入という非常に厳しいものでありました。そのとき

に、何とかこれを立て直して、次のまちづくりに向かうものをきちっと計画を立てていか

なければならないというのがやはり町民に与えられた私の責任だろうと、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、３回目ですので、聞いておきたいのですけれども、浦幌温泉の目的と

いうようなことで、14年に作成された委員会で検討したことを申し上げられているのかな

というふうに思いますけれども、これは結果的にわかりませんけれども、温泉の問題もや

はり新たなことで、八木町長が選出された経過も否めない事実だろうと、経過としてそう

でなかろうかなというふうに、これは思い込みですから、そういうふうに思いますけれど

も、それが現町長が前町長の時代に作成されたマップをああいう目的で進めていきますよ

ということは、かわられた町長について、随分信念のないお話だと思うのですけれども、

その辺の考え方ちょっと、それを踏襲していくのか、それとも私は私のことでやっていく

のかということになれば、前町長のときにつくられたそういうものを背中にしょってやっ

ていこうと、繰り返していこうということですか、その辺だけちょっと考え方を教えてく

ださい。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 まちづくり計画というのは、今から５年前につくられたものであります。そ

れを基本として、私たちはまちづくりに取り組んでいるわけであります。都市計画マスタ
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ープランというものがございます。これについても、私たちは数年前につくられたものを、

その上にのってまちづくりを進めているわけであります。どうかその点でご理解をいただ

きたいなと思いますけれども、14年につくられたこの検討委員会、答申報告書という形で

載っておりますけれども、これをほごにすることはできないと私は思っております。ただ、

年度計画とか、そういうものについては見直しという形で進めさせていかなければならな

い問題であると、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 たくさんの方が大変厳しい意見申し上げているわけですけれども、私も大変

このことについて、実は心配をしているのです。そういう視点で町長に聞いていただきた

いのですけれども、地域の活性化ということで、私は予算特別委員会の中で道の駅の推進

にしても取り組むべきでないかなという立場の中で、私はこのことを申し述べてきた経緯

がございます。そんな中で、今そのことが町民の課題となって、また町民の中で話題とな

って、またいろんな論議がされているということの中で、自分の言ったことはどうだった

のかなということでの、ひとつ見直しも含めていろいろ考えて意見を伺っていることなの

ですけれども、一番の行政のトップとして、自分の信念をある程度持った場合に、それを

ぶれないで貫き通すというのも一つの、これは行政の進め方だと思うけれども、やはり基

本的には住民コンセンサスの中でこういうものを進めていくというのは、私はトップとし

ての考えていかなければならない、十分注意しなければならないことでないかなと考えて

いるわけです。 

 先ほどから町長の説明を聞いていますと、そのとおり、町長の言っていることは本当に

理路整然として裏づけのある、説得力がある答弁をされていると私は思っています。しか

し、町民のとらえ方、考え方というのは、非常にシンプルなのです。だから、例えば今ま

で行政の中でいろんな反省の中で箱物の建設は簡単にしてきたけれども、その後のその建

物を管理するということでのいろいろな経費がかかってきたと。やはり管理、維持するこ

とに無理があるものについては、十分な考えを持って進めなければならないと。この反省

というのは、やはり今後もきちっとわきまえた中で進めていかなければならないというこ

とで、町長も今回の大きくは二つの留真温泉と道の駅計画についてはきちっとした考えを

その辺持ちながら発言をしてきたと思うのです。それがどういうわけか、福祉とか厚生の、

あと地域活性化のためにはある程度の支出もやはり考えていかなければならないのでない

かというようなニュアンスの説明で、それも地域の活性化、総合的なバランス、地域を見

たバランスの中で、またまちづくり計画を実施していくために、そういった配慮というも

のが必要でないかというような、それとしての説明はなされているのだけれども、やはり

先ほども言ったように住民の感覚はシンプルです。本当に単純に考えているというのが私

の印象です。 

 例えば簡単に言いますと、留真温泉を建てること、道の駅を建てること、それが財政再

建の中で一番顕著なのは水道料の値上げですけれども、そんなようなことでの負担がふえ
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た。だけれども、負担がふえた中で財政再建が確立された中でこういった活性化の事業が

行われると。どうなのだろうと。活性化の事業も大事だけれども、私たちの毎日の水道料

がこれだけ高くなって、実際に困っていると。実は、そのことの方が住民は大事なのです。

話を聞くと、そのとおりだと思うのです。特にほかの議員からも発言されたように、特に

高齢者関係の、今いろいろな税金の控除、あと福祉に関するいろいろな制度、いろいろ年

寄りが生活しにくい環境に追い込まれている。そんな中で、ふと感じることは、自分の身

の回りにある損か得かというところに目が行ってしまうと。それは、事実だと思うのです。

だから、そういうような中で地域の活性化は必要であるけれども、それがどうしても考え

てみると、留真温泉必要だという人の意見聞いていきますと、そのとおりなのです。だけ

れども、それがでは町民の全部がそういうふうに必要と思っているのかなというところま

でたどり着くと、案外無関心な方も結構多いと。私は、自分の好きなところへ行ければ、

車社会だから、またいろんな旅行の中で行けばいいという人もいるし、そういうこともあ

ると。 

 あと、産業交流館の建設にしても、地域の活性化ということで私はむしろ推進すべきだ

という考えでおりましたけれども、実は商工会の会議の中でいろんな意見をいただく会議

がございまして、その中で私も商工会の中で道の駅については研修すべきだとか、道の駅

については必要だという意見がありましたので、そういうものをむしろ活性化へ向けて前

向きな意見としてとらえて進めてきた経緯があったのですけれども、いざ具体化になって

くると、総論賛成、各論反対というのはよくあることですけれども、非常にその厳しい意

見が押しなべて出てきたということに私はびっくりしたというのが正直な話で、これもや

はりよく考えてみれば、自分に直接かかわり合いのあることについては興味を示し、賛成

もしていくけれども、自分とはさほど関係のないことについては随分冷ややかな見方をし

ているし、むしろそんなことであれば水道料なんかを直接的な自分の生活の範囲で影響の

あるものを下げてほしいというような露骨な意見が出てくる。私は、それが正直な意見な

のかなと。ここまできて、そういう考えをしております。 

 ですから、町長の言っていることは、ほとんど理路整然として、きちっとした説明がさ

れているけれども、そういった大きな観点でもう一度ひいてみていただきたい、このこと

について。それで、住民のコンセンサスが本当に得られているか得られていないかという

ことについて、もう一度その辺を肩の力を抜いて考えていただきたい。そして、やっぱり

無理はしない方がいいです。無理を通して、いいことはない。ですから、この辺のある程

度スケジュールがある中で、何年にはこういうことということで考えて、町長もいろいろ

進められていると思うが、担当者の職員も当然計画されて進めていると思うが、やはりも

うちょっとワンクッション置くというか、肩の力を抜いて、町民の意見をゆったり聞くと

いうような形で、例えば今年、町長は答弁の中で申請した後、その実施年度はいろんな意

見を柔軟に聞いて、変更もあり得るのだということでの柔軟性を示しているけれども、私

はもう今年10月の申請そのものも、１年間ゆっくり皆さんの意見聞きますということで先



 

 24 

延ばししてもいいのでないかなと。それで、町長心配されるのは、当然そんなことをして

いて、この事業がそういう関係団体との協議の中で、開発との協議の中で先送りしたこと

によって、ひょっとしたらこの事業、見通しつかないことになる可能性もあるよというこ

とでの心配もなされていると思うのだけれども、それはやはり行政を進める中で町民のコ

ンセンサスを得るために十分な時間を得て必要であって、もしそういった反面できないと

いうような状況が生まれたとしても、これは僕は考え方によっては、ある意味で町民のそ

ういったコンセンサスをまとめるためにやむを得なかったという、それは理解をできるの

でないか。何が何でもこれをまちづくり計画に基づきやっていくのだという考え方という

のは、私はちょっと肩に力が入り過ぎているのではないかなと。もっとやわらかい形でこ

の事業を進めるに当たっては柔軟に懐を深く進めてくれた方が、また見方によってはある

程度、私は八木町長に対する評価というのは逆にあるのではないかなと。何が何でも計画

どおりやるのだというのも一つの、それは持ち味でもございますけれども、私はこのこと

については無理をしないでシンプルに住民のコンセンサスをゆったり聞いて、ゆったり進

めていく。そして、必要という流れができたら、そこで進めていく。私は、そういったゆ

ったりした町長の大きな構えでこのことを進められることをお願いしたいなと。そのこと

についてご答弁願いたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 前段水道料の話から出ておりますので、水道料を下げてほしいという要望も

あるということでございます。私は、この取り組むときに水道料、いろいろ議会からも指

摘がありますし、何年も置くと一回にがくっと上がってしまうと。標準３年で見直してほ

しいと。それから、審議会等でもお話がございました。水道審議会だけでありません。保

育料とかいろいろあるわけですけれども、やはり定期的に見直すべきだという形の中で、

私は３年、３年で水道料は見直していきますということの考え方でおりました。そういう

中で、３年目の見直しを２年間前倒しさせていただきたいと。この一番厳しいときであり

ますから、16年、17年、18年、19年にかけてが一番厳しいときでありますから、それを前

倒しさせていただきたいということでお願いしてきたわけであります。財政健全化になっ

たら下げますという説明は一度もしておりません。 

 それから、もしそれを容認して下げるということになると、では財政健全化前に取り組

んだすべての公共料金の見直し、すべての補助金の見直し、これはどうなるのですかと。

これには全く手をつけないで水道料金だけでいいのですかという問題は出てくるはずであ

ります。そういうことでいってしまうと、せっかく取り組んで、みんなが歯を食いしばっ

て頑張っている健全化がもとのもくあみになってしまうという危惧をしながら、説明にか

えさせていただきたいと思います。 

 それから、今回の関係ですけれども、私は提案している立場として、やはり自分の信念

のもとで説明していかなければならないと思うのです。これが言われたから途中で、いや、

どうですかねというような説明はできないと思っております。何が何でもやろうという思
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いなのかどうなのか。まだ10月に申請するとも決めていないわけですから、それまでにい

ろんな調査もさせていただかなければならないですし、この新エネルギービジョン、また

最終的な打ち合わせはどのような形になっていくのかということも協議をしながら、また

次の申請をするかしないかということになっていくのだろうというふうに考えております。

しかし、申請するにしても、しないにしても、最善の方法をとって皆さんに提案させてい

ただかなければならないということで、きょう提案をさせていただいているわけでござい

ます。 

 町民コンセンサスをまとめるという形でありますけれども、私の立場としては、もちろ

ん町民コンセンサスというのは町民の全員の意見が一つにまとめれるかどうなのかという

ことは非常に難しいのでないかなというふうに思っております。いろんな意見がございま

す。今パブリックコメントで今までの審議案をすべて出しておりますので、それを見てい

ただきながらいろんな意見があるのだろうと思います。それを見て、十分検討させていた

だきたいなと思っております。ただ、今提案させていただいているときでありますから、

これはやはり自分の信念のもとに説明をさせていただかなければならない、このように考

えております。 

（「提案……」の声あり） 

〇八木町長 提案というのは、この補正予算案です。 

〇水沢議長 ５番、河内議員。 

〇河内議員 町長、私水道料を下げれと言っていないのです。 

〇八木町長 そうですか。失礼いたしました。 

〇河内議員 そういう意見もあるということなのです。ということは、町民がシンプルに

納得のいく事業に地域活性化が振り向けられるのであれば、私はそれが一番いいと思う。

やはり地域の活性化というのは必要だと。ただ、今これほどいろいろな賛否両論が相まっ

ている中で、このことを無理に突き通すことについて言っているのです。だから、パブリ

ックコメントについても、私は実効性ということで言えば、手段としてはいいことだと思

うけれども、インターネットでそのことを利用して自分の意見を申し述べていく。そして

また、資料を細部にわたり今までの審議会の内容をきっちり把握した中で自分の意見を言

っていくと。これは、イコール町民の声かといったら、一つの意見を聞く方法ではあるけ

れども、コンセンサスを得るための全体意見を把握するには、私はそれほどの機能は果た

せないのでないかなという感じでおります。ですから、何回も言うようですけれども、地

域振興に何かをやるということは、私はぜひここもやっていただきたい。ただし、町民が

シンプルに納得できる、そして説明するのに相当な時間がかかって説明して、理解を求め

るような事業というのはやはり無理があると、私はそう考えております。そういうことで、

町長も今10月の申請までに十分その辺精査して、考えをめぐらせた中で進めたいというこ

とでの答え方だと思いますけれども、何回も同じことを言うのは申しわけないけれども、

私はそういう考えで今後進めていただきたいなと思います。ですから、水道料については
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私は下げれという考えはありません。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 私勘違いして、先走って答えてしまいました。先ほどの河内議員への水道料

に関する答弁につきましては、取り消させていただきたいと思いますが、議長、よろしい

ですか。 

〇水沢議長 はい。 

〇八木町長 河内議員への水道料に関する答弁につきましては、取り消させていただきま

す。大変失礼いたしました。 

 ご指摘のように、地域活性化は必要だと。しかし、無理がある事業であれば推し進める

べきでない、そのとおりだと思っております。これからの中で十分考慮させていただきた

いと思います。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 関連になります。今皆さんで各議員より審議されていますことにつきまして、

私は全面的に、どの部分においてもそういう事業をやっていただきたいと、何年より前か

らお願いしていた経緯、提案した経緯もありますので、反対ということではございません。

ただし、それは各議員がおっしゃられますように、やっぱり議論をしていただきたいとい

うことはあります。その中で、今回町長に１点だけ指摘させていただければ、前倒しをし

て計画をするぞという一言で今回すごく盛り上がったのだと、私はそう考えております。

これは、あくまで私はまちづくり計画の中で進めさせていただきたいと。22年と決めたら、

22年やるぞという形の中で進めさせていただければ、私は議論の余地はまだまだ余裕を持

ってあったのではないかと思います。 

 それと、今回の交付金事業に対するものについて、最悪町民がよしとしなければ、最終

的にこの事業もあきらめるというご決意があれば、私は今回はこれほどもめなかったので

はないかと。もめているとは思いませんけれども、審議されなかったのでないかと思いま

す。そういう余裕のある審議もされたのではないかと思います。そういうことについて、

もう一度町長よりご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 まちづくり計画に22年のっているものを前倒しということで私も提案させて

いただいております。しかし、この留真温泉に関しては、なお当まちづくり交付金事業の

期間を19年から22年と定めております。22年建設を計画しておりますが、状況によっては

柔軟に対応できるものと考えておりますという発言を今までもしております。私は、そう

いう中で皆さんのご意見がそのような形でまとまるのであれば22年という形で申請をする

ということは、今までも申し上げているとおりやぶさかでないと。皆さんの意見をとらえ

ながら、それはいたしていきたいなと、このように考えております。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 先ほど19年、22年という中身で私も……。ですから、もう今18年であります
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ので、ただ計画ですから、あくまでもやはり交付金というものに対する事業だと私は思い

ます。その中で、要望を上げなければならないという急がれる気持ちはわかります。でも、

やはり22年に向けた、初めからお気持ちをいただいた方がよかったのではないかなと思い

ます。ただ、19年前倒し、計画が前倒しなのか、22年から計画だったのかというのがちょ

っとわかりません。実際つくるのが22年だと私は思っていた、そういう状況で私らみんな

走っていると思いますので、その辺が22年からの計画だったのか19年からの計画だったの

かということになるのではないのかと私は考えるのですけれども、その辺いかがですか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 まちづくり交付金事業の計画期間、申請期間というのがあります。このまち

づくり交付金事業は、期間を３年間から５年間の間で実施するという内容のものでありま

す。それで、私どもは今は４年間、19、20、21、22という４年間の事業として申請しよう

と計画をしているところでございます。その中で、まちづくり計画には22年建設としての

っております。それを今のこの22年の建設は補助金のない、起債で行わなければならない

内容であります。この事業にのると、40％の交付金があるという中で、19年計画、実施設

計ですね、20年、21年、22年で事業実施ということで計画を立てているものです。ですか

ら、今の提案では20年留真温泉、21年物産館、22年町道の改修ということになっているわ

けですけれども、留真温泉を22年というふうに計画をするということは今からでもできま

す。もちろんこれは来年の３月までの間にできます。申請の段階ではありません。今はあ

れですけれども、来年の３月までの間にこの何年に実施するかという期間は設定できると

いうものであります。また、事業規模についても、もちろん計画の変更、まだ計画として

出しておりませんけれども、事業規模についても非常に柔軟性があって、設計に至っては

実施設計の段階でいいと、19年でよろしいという内容のものであります。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

 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５１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。 

 20ページ、13款諸支出金までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 16ページをお開きください。６款農林水産業費、１項農業費、１目農業
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委員会費30万1,000円を追加し、3,113万6,000円。７節賃金30万の追加、11節需用費1,000

円の追加は、説明資料15ページに記載しております。 

 ５目畜産振興費30万を追加し、2,600万4,000円。説明資料15、16ページに記載しており

ます。 

 10目基盤整備促進事業費、計627万1,000円。２節給料8,000円の追加、７節賃金12万円の

追加、11節需用費２万2,000円の追加、13節委託料15万円の減、これは目内の科目更正によ

る追加と更正減でございます。 

 ２項林業費、４目うらほろ森林公園管理運営費75万を追加し、1,127万2,000円。説明資

料16ページに記載しております。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費、２目道路維持事業費280万を追加し、2,154万円。14節使

用料及び賃借料、15節工事請負費は、説明資料16、17ページに記載しております。 

 ３目道路建設補助事業費70万を追加し、１億4,145万7,000円。９節旅費18万円の追加、

13節委託料70万の追加、19節負担金、補助及び交付金13万の追加、22節補償、補てん及び

賠償金31万円の減、説明資料17ページに記載しております。 

 ４款都市計画費、２目公共下水道費1,128万8,000円を減額し、１億3,388万9,000円。公

共下水道特別会計繰出金の更正減でございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費169万4,000円を追加し、2,450万円。７節賃金19万2,000円

の追加、11節需用費140万の追加、12節役務費10万2,000円の追加は、説明資料17ページに

記載しております。 

 18ページをお開きください。９款１項消防費、１目常備消防費34万7,000円を追加し、２

億2,477万7,000円。21ページをお開きください。参考として、東十勝消防組合一般会計予

算、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目消防負担金34万7,000円を追加し、２

億9,836万3,000円。 

 ５款１項１目繰越金173万4,000円を追加し、203万4,000円。 

 歳出、１款１項常備消防費、１目浦幌消防署費208万1,000円を追加し、２億1,472万5,000

円。９節旅費19万円の追加、12節役務費７万7,000円の追加、18節備品購入費160万の追加、

27節公課費21万4,000円の追加、これらにつきましてはそれぞれ歳入歳出説明資料17、18

ページに記載しております。 

 18ページにお戻りください。10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費135万を追加し、

7,309万7,000円。説明資料18、19ページに記載しております。 

 ３項中学校費、１目学校管理費80万を追加し、4,667万3,000円。説明資料19ページに記

載しております。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費140万を追加し、7,025万7,000円。説明資料19ページに

記載しております。 

 ５項社会教育費、２目公民館運営費３万6,000円を追加し、2,577万9,000円、これは中央

公民館給湯設備修繕料の追加の内容であります。 
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 ６項保健体育費、１目社会体育総務費31万を追加し、670万4,000円は、説明資料19、20

ページに記載しております。 

 ２目社会体育施設費26万9,000円を追加し、2,943万2,000円は、説明資料20ページに記載

しております。 

 ３目総合スポーツセンター管理費86万5,000円を追加し、2,012万6,000円は、説明資料20

ページに記載しております。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金87万1,000円を追加し、91万9,000円。身体障害者

保護費国庫負担金返還金の追加、身体障害者国庫負担金の支援費返還金８万の追加、身体

障害者保護費道費負担金の返還金７万7,000円の追加、身体障害者保護費道費負担金支援費

返還金が1,000円の追加、知的障害者施設訓練等国庫負担金の支援費返還金が14万2,000円

の追加、在宅福祉事業費国庫負担金返還金が17万5,000円の追加、在宅心身障害者福祉対策

費国庫補助金返還金８万1,000円の追加。 

 以上の内容でございます。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ので、質疑を許します。 

 10番、田村議員。 

〇田村議員 関連してですけれども、学校費の方でお伺いをしたいと思いますけれども、

先般同僚議員の方から一般質問でもあったように思いますけれども、学校の耐震強度調査

はどこまで進んでいるのか。それとも、もし終わっているのならどういう状況になってい

るのか、その見通し等についてお伺いをしたいと思いますけれども、いかがですか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 学校の耐震の予算につきましては、６月の議会で補正をいただきました。

終了後、入札を行いました。発注しておりまして、工期が秋までになっておりますので、

12月の議会にはご報告できるかというふうに考えております。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 ということは、建て直しまでやるというような強度がないというようなこと

ではないということなのか、その辺はいかがなのですか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 建て直しの必要があるのか、それから補強で済むのか、そのあたりの調

査を委託しているということです。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 16ページの畜産振興費の中の牛乳消費拡大取り組み事業負担金30万について

お伺いいたします。説明によりますと、１パック30円、店頭販売助成をすると。30万とい

うことは、１万個の牛乳に対して助成をするというようなとらえ方でいいのかどうか。ま

た、キャンペーン中はどのような、12月に年末キャンペーンもあったようですが、サマー

キャンペーン、夏休みキャンペーン、このことについてどのような内容で、どのようなこ

とを実施されたのかお伺いするのと、それから牛乳を食材にした料理教室を期間中に開催
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ということが書いてありますけれども、これもどのような形で、どの団体に落としていく

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 キャンペーンにつきましては、今年度３回にわたり取り組みをするとい

うことで、ただいま取り組み中でございます。昨年までは、浦幌乳業が年間夏と冬に２回、

消費拡大ということで町民の皆さんに還元をしているところです。それを町全体で消費拡

大をしようということで、今回は７月と８月と12月にキャンペーンを張るということで、

７月についてはもう既に終わっておりまして、８月についても、これは例年の浦乳がやっ

ていたやつを拡大したと。それから、12月についても同じことでございます。 

 この助成金につきましては、先ほど店頭販売助成については、１パック30円、そのほか

に送料助成として道内発送する分については発送料のうち500円、それから道外に発送する

分については800円を助成しますよということで、トータル117万5,320円の事業費がかかる

ということで、それぞれ町、農協、それから商工会、浦乳がそれぞれ分担をしていくとい

うことになっております。 

 それから、料理教室につきましては、このキャンペーンを実施している中に女性団体連

絡協議会も協賛をいただいておりますので、商工会、それから女性団体が中心になりまし

て料理教室を今後年内に１ないし２回進めていくということで話を進めている段階でござ

います。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 女性団体連絡協議会、商工会ということで実施したいということですが、既

にほかの団体でも牛乳消費拡大のうたい文句を主にした料理教室を開催しております。そ

ういった料理教室にも、こういう事業を町でも奨励しているということをＰＲしながら、

実際に活動している団体にもある程度の手を差し伸べられないかどうか、その点をお伺い

したいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 ほかの団体で実施しているのは聞いておりますし、今後についても町と

しては消費拡大に向けてキャンペーンを張っていくという事業を進めたいというふうに思

っておりますので、できましたら事前に本当は連絡をいただければ何らかの措置はできた

かなというふうに考えておりますが、今後についてもちょっと内部でそれぞれの事業団体

がおりますので、事務局サイドでまた検討してまいり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 ６番、野村議員。 

〇野村議員 まず、うらほろ森林公園の管理運営費についてお伺いしたいと思います。こ

こも今年から指定管理者制度を利用して委託した部署ですけれども、ここの施設の利用、

使用について、町の施設でございます。使用料の減免だとか、そういう団体というのは利
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用実績と、そういうことは過去に今までの中にあったわけですか。それとも、これからま

た閉めるまでの間、そういう減免団体というか免除団体というのは利用する可能性がある

のかどうか、それについて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 うらほろ森林公園の使用料の減免については、規則でうたっておりまし

て、特に学校関係の行事だとか団体に対しては減免措置があると。それから、町の主催す

る行事、それからそれに付随したような公でやるような団体については減免をしていくと

いうことで、これからの関係では少年団等の行事等もあるかと思いますし、町の観光協会

含めての大きなイベントもございますので、あとは冬期間にもいろいろ出てくるかなとい

う、これからの計画はあると思いますが、今のところ私の方では、どことどこが何月に何

をやるというのはまだ把握しておりません。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 そういうこれから先のことについてまだ詳しく未定だというけれども、そこ

で指定管理者制度との契約の中で、私は細かいことまでちょっと記憶はないのですけれど

も、具体的にこういう例も聞いているわけです。例えば今言ったように学校関係の利用で

夏休みの期間ですか、バンガロー施設をすべて利用したいという町からの要請があって、

受けた指定管理者はそこは減免だよということで実質的な収入が、減免措置なもので、予

定よりか減ってくると。極端な話言うと、その辺の契約はどのような形がきちっと交わさ

れているのか再度確認したいのですけれども、指定管理者制度を受けた業者にとっては、

一般客を入れた方が単純に言ってきちっとした収入が見込めると。減免してしまったこと

によって、その減免の費用しか入らないと。そうなると、その差額についても町の補てん

はないということで、それが事実なのかどうか確認とってはいないのですけれども、そう

いう場合今後どんどんとそういう形で減免団体、減免者が利用されたときにお任せした指

定管理者制度が、収入的な問題が相当な減額になってくるのかなという気がするのですけ

れども、その辺の実績と、今後そういうことがあった場合にはどのような対応をとってい

くのか。指定管理者制度の受けた費用の中で全部任せて理解していただける数字で終わる

のかどうか、それの考え方をちょっとお伺いしたいと思うのですけれども。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 この関係については、指定管理者の方からお話をいただいております。

確かにはっきり言って町内の学校に貸すよりも町外の学校に貸した方が管理費としては入

るということで、非常に困っていると。そういうことで、逆にやっぱり指定管理者として

は町内の学校の方へ貸さざるを得ないだろうということで非常に苦慮しているということ

で、条例上ではそういうふうに決まっておりますので、今のところはそれに従ってやって

いただくしかないわけですけれども、来年度に向けてまた、いろんな面で維持管理含めて、

もう一度見直しをしたいということで考えておりますので、両方で町と管理者の方でまた

その辺含めて協議を進めてまいりたいというふうに思っております。 
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〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。せっかく発足してお願いして、先ほど問題も出たように、指

定管理者制度をどんどんこれから利用していく形ですので、受けた業者が投げ出さないよ

うな事業というか、きちっとやっぱり考えていただきたいと思います。 

 次に１点、その次の同じ17ページですけれども、住宅管理費の中で賃金と、その下に修

繕料120万計上されておりますけれども、先ほどの説明で北町災害に伴う修繕費用という説

明でございますけれども、行政報告の中でありました火事の後の公営住宅の関係かなと思

うのですけれども、その辺についてどのような形で今後対応されるのか、この程度の費用

で完全に復旧したのか、その辺の一連も含めてお話をお伺いしたいと、こう思います。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇前田施設課長 ただいまの質問にお答えしたいと思います。 

 現在の状況につきましては、内部を清掃いたしまして、出入り口を封鎖しております。

現状につきましては、非常に臭気が強いということで、臭気が取れるのに非常に時間がか

かるということから、１年近くかかるのではないかということから、今年度については改

修工事はしないというふうにしております。現在入居状況、それから入居申請状況なので

すが、現実に４月にはちょっと動きがあったのですが、この８月ぐらいまでに入居申請の

動きがないということから、現在の空き家戸数からしまして十分対応できるということか

ら、この火災した部分についても煙が抜けるまで今の状態にしておくということで判断し

ております。 

 需用費の修繕費については、火災あった共同利用の廊下等にかかった窓ガラスとか、そ

ういう関係の修理費でございまして、ただいま火災を出した当事者と今打ち合わせ中でご

ざいまして、全額町で見るか見ないかについて、支払い能力の関係もありますので、そこ

ら辺を十分打ち合わせながら払えるかどうか今協議中でございまして、払っていただける

ということであれば、そういう対応をしてまいりたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 学校管理について、小学校、中学校含めて、駐車場の舗装の補正ということ

でのっておりますけれども、小学校に関して109平方メートル、現状を見ますとこれでいい

のかなという感じをいたします。非常に損傷激しいし、これだけの場所で間に合うのだろ

うかという心配をしているのですが、どんなふうに把握しておられるか。 

 それから、中学校費の細粒度ギャップアスコン、これはどういうものなのかちょっと教

えてください。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 この小学校の方の舗装については、全体的に直すということになると本当に

何千万もかかってくると。面積も広いものですから。今通行上支障のないように直したい

ということでございます。 
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 それから、細粒度のギャップのアスコンについては、再生舗装でございます。それで、

少し目の粗い、見た目がさがさと、そういうふうになる舗装でございます。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 財政逼迫の折ですから、遠慮しながら提案されたと思うのですけれども、私

も現状をちょっと確認しております。109平米、大丈夫なのかなというふうに確認をさせて

もらったところです。といいますのは、確かに損傷激しい部分はそういう面積なのかもし

れません。ただ、その前の水受け、鉄製のすのこ入っているのですけれども、すのこ部分

が持ち上がって除雪でひっかけて歩いているというような状況見られるのですが、ああい

うところを改善しないと、除雪の作業にも支障ある。ましてひっかけて跳ね上げるという

ようなことになれば事故の原因にもなるというようなことで、非常に心配をしながら、こ

の提案あってから私は確認してきました。その辺どうなのでしょう。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 小学校の校庭内の舗装については、もう実施しまして20年以上たっているわ

けでございまして、あちこち大きな亀裂も入って、それから水受けのグレーチング面も若

干盛り上がって、水の流れに支障を来すということもございますが、今こういう財政的な

こともございますので、その辺除雪作業にも支障のないようにはしていきたいと。すりつ

けとか、そういうことで直してまいりたいと思いますけれども、総体的に直すとなると、

側溝を全部掘り上げてやるとなると、本当に多額の金額がかかるということでございます

ので、当分の間はすりつけ程度で除雪の作業中、プラウがひっかからない程度の補修とい

うことでやっていきたいと思っております。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 16ページの畜産振興費の中でちょっと伺いたいと思います。 

 消費取り組み事業の中で現況で牛乳生産量が道、十勝、そして町村、とりわけ我が町で

も生産量が目標に達していない状況の中で消費拡大が必要なのか、それとも計画目標をオ

ーバーするため見込みなのか、対策は必要と思わないが、いかがであるか伺いたい。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 これは、消費拡大につきましては浦幌町内では何とか浦幌乳業の方で賄

っているというような状況もございますけれども、全道的、それから十勝管内的にも牛乳

が余ってきているというような状況があるわけですけれども、そういう中で今までも牛乳

は皆さん飲んでいたわけですが、やっぱり今お茶だとかコーヒーだとか、そういう部分が

大量に消費されているということで、牛乳のよさをやっぱりもう一度見直すべきではない

かということとあわせまして、酪農家の皆さんにとっても、これからも安心して搾れるよ

うな体制を少しでもお役に立ちたいということで、町民の皆さんにも協力をしていただい

て、この消費拡大キャンペーンというのを今年１年やってみようということで始めたわけ

でございまして、これはずっと続くかどうかということについても、今後また内部で協議

を進めてまいりたいというふ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 一般会計補正予算全体を通じて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、これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。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78号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２ 議案第７９号 

〇水沢議長 日程第２、議案第79号 平成18年度浦幌町町有林野特別会計補正予算を議題

といたします。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 22ページをお開きいただきたいと思います。議案第79号 平成18年度浦

幌町町有林野特別会計補正予算。 

 平成18年度浦幌町町有林野特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ110万5,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ7,455万円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成18年９月４日提出、浦幌町長。 

 第１表は省略させていただきます。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書、総括は省略させていただきます。 

 今回の補正につきましては、前年度繰越金及び立木伐採補償費、また森林共済保険料が

確定しましたので、それの確定に伴う増減と、それから消費税納付額が変わりまして、そ

の変更に伴う納付額が決定いたしましたので、その中間申告納付に係る予算補正を行うも

のでございます。 

 補正の内容につきましては、21ページに説明資料として載せてありますので、ご参照い

ただきたいと思います。 
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 ２、歳入、４款１項１目繰越金87万9,000円を追加し、595万6,000円。これは、前年度繰

越金でございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入22万6,000円を追加し、62万6,000円。町有林立木の伐採補償

費に係る雑入でございます。 

 ３、歳出、１款１項１目財産管理費110万5,000円を追加し、1,129万8,000円。これは、

役務費で森林共済保険が９万5,000円の更正減、当初より面積が若干減ったということで補

正減をするものでございます。27節公課費、消費税120万円を追加するものでございます。

これは、中間申告にかかわる予算の補正でございます。 

 以上、町有林野会計の説明とさせていただきます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑なしと認めます。 

 これより討論を省略し、議案第79号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３ 議案第８０号 

〇水沢議長 日程第３、議案第80号 平成18年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予

算を議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 26ページをごらん願います。議案第80号 平成18年度浦幌町国民健康保

険事業特別会計補正予算。 

 平成18年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところに

よる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,358万1,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ８億7,032万4,000円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成18年９月４日提出、浦幌町長。 

  第１表は省略させていただきます。 

 29ページをごらん願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括は省略させてい

ただきます。 
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 30ページをごらん願います。２、歳入、１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国

民健康保険税、1,513万円を減じ、２億5,060万円。医療給付費分現年課税分で1,384万円の

減額、介護納付金分現年課税分で129万円の減額、当初賦課の確定により給与所得及び農業

所得が減少したため、総額で1,513万円を更正減するものでございます。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税205万円を追加し、2,275万2,000円。医療給付費分現

年課税分は、当初賦課の確定により退職被保険者数が増加したため、退職被保険者等国民

健康保険税を追加するものでございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金５万6,000円を減じ、２億991

万2,000円。現年度分老人保健医療費拠出金負担金の交付見込額の減額と介護納付金負担金

の交付見込額の減額により、更正減するものでございます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金59万7,000円を追加し、594万円。過去３年間の医療費基

準による拠出額の確定により追加するものでございます。 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金320万9,000円を追加し、4,020万9,000円。財政調

整交付金の追加については、議案説明資料24ページに記載のとおりです。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金214万4,000円を追加し、7,115万7,000円。現年度分は、

議案説明資料22ページに記載のとおりです。過年度分は、平成17年度分療養給付費の精算

確定により114万5,000円が追加交付されるものでございます。 

 ４款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金59万7,000円を追加し、594

万円。過去３年間の医療費基準による拠出額の確定により追加するものでございます。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金７万8,000円を追加し、5,013万円。老人保健拠出金

分で1,000円の減、介護納付金分で9,000円の減、広域的な滞納整理の実施、準備費用分で

８万8,000円の増、合わせて７万8,000円の追加でございます。十勝市町村税滞納整理機構

の今年度準備経費に係る本町の国民健康保険会計分の負担金17万7,000円に対して２分の

１の額が財政調整交付金に算入されて交付されるものでございます。なお、今年度の準備

経費とは別に、来年度以降３年間は運営経費について本町が負担する負担金に十勝市町村

税滞納整理機構への引き継ぎ滞納繰り越し税額に占める国民健康保険税に係る滞納税額を

案分して得た率を掛けた国民健康保険会計分の負担金に対して、その２分の１について北

海道から財政調整交付金で措置されることとなっております。 

 ５款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金300万円を減じ、2,300万円。

高額医療費共同事業については、議案説明資料22ページから23ページに記載のとおりです。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金5,000万円を追加し、5,000万円。保険財政共同安定

化事業は、小規模保険者が多数存在する市町村国民健康保険者間の保険料の平準化と保険

財政の安定化を図ることを目的に、レセプト１件30万円を超える医療費に関する補助事業

として平成18年10月から新たに設けられたものでございます。国民健康保険医療費の約４

割を占める１件30万円を超える医療費について、各市町村国民健康保険者からの拠出金を

財源として都道府県単位で各市町村国民健康保険者の費用負担を調整するものとして実際
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に発生した医療費に応じて交付されるものでございます。対象の医療費は、一般被保険者

の１月から12月までの療養給付費等で、レセプト１件当たりの交付基準額の30万円を超え

る給付費全額が対象となります。交付金の額は、交付基準額の30万円を超えるレセプトか

ら平均的な自己負担限度額８万円を超える部分の総額の100分の59に相当する額から高額

医療費共同事業交付金の交付額を控除した金額が交付されるもので、本年10月から来年３

月までの分として北海道国保連合会が示した算定基準により推計し、5,000万円を追加する

ものでございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金1,908万4,000円を追加し、１億2,141

万8,000円。その他一般会計繰入金1,908万4,000円を追加するものでございます。出産育児

一時金の増額に伴い30万円、その他分として1,878万4,000円を追加するものでございます。 

 ７款１項１目繰越金1,400万8,000円を追加し、1,900万8,000円。前年度繰越金の確定に

よる追加でございます。 

 32ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、２項徴税費、１目賦課徴収費17万

7,000円を追加し、57万1,000円。十勝市町村税滞納整理機構の今年度準備経費に係る本町

の負担金17万7,000円を追加するものでございます。さきの第２回町議会定例会において十

勝圏複合事務組合規約の変更について提案し、議決をいただきましたが、７月６日ですべ

ての構成市町村議会において規約の変更の協議が調ったことから、十勝圏複合事務組合で

は去る７月10日に北海道知事に一部事務組合に係る規約の変更を申請し、７月11日付で北

海道知事から許可がおりました。今年度は、滞納管理システムソフトの作成委託に係る経

費を準備経費として982万8,000円を予定し、構成市町村が均等割２割と人口割８割をもっ

て負担することとなり、本町が負担すべき金額は23万8,000円、これを来年度引き継ぎ予定

金額に一般会計分と国保会計分で案分した率を掛けて算出した17万7,000円を国民健康保

険会計で負担するものでございます。 

 ２款保険給付費、２項高額療養費、２目退職被保険者等高額療養費300万円を追加し、882

万円。退職被保険者等高額療養費は、議案説明資料22ページに記載のとおりです。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金45万円を追加し、435万円。先般の浦幌町国民健

康保険条例の一部改正により出産育児一時金を30万円から35万円に改めることに伴い、条

例施行後に見込まれる９件分について追加するものでございます。 

 ３款１項老人保健拠出金、１目老人保健医療費拠出金３万5,000円を追加し、１億6,072

万5,000円、老人保健医療費拠出金は本年度分の拠出見込みにより３万5,000円を追加する

ものでございます。 

 ２目老人保健事務費拠出金1,000円を追加し、267万3,000円。老人保健事務費拠出金は、

本年度の拠出見込みにより1,000円を追加するものでございます。 

 ４款１項１目介護納付金14万9,000円を減じ、5,264万3,000円。介護納付金は、本年度の

拠出見込みにより14万9,000円を更正減するものでございます。 

 ５款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金239万円を追加し、2,376万4,000円。高
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額医療費拠出金は、議案説明資料22ページから23ページに記載のとおりです。 

 ４目保険財政共同安定化事業拠出金5,692万9,000円を追加し、5,692万9,000円。本年10

月から始まる保険財政共同安定化事業に係る拠出金は、医療費実績に応じて拠出する額と

被保険者数に応じて拠出する額の合計額を市町村国民健康保険ごとに拠出するものでござ

いますが、今年度分として北海道国保連合会が示した算定基準により過去３年間の高額医

療費共同事業基準拠出対象額から推計し、5,692万9,000円を追加するものでございます。 

 ６款１項保健事業費、１目保健衛生普及費385万2,000円を追加し、597万円。保健衛生普

及費を追加する内容については、議案説明資料24ページに記載のとおりです。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金８万円を追

加し、28万円。過年度にさかのぼり、国民健康保険被保険者の資格を喪失したことによる

保険税還付金８万円を追加するものでございます。 

 ３目償還金681万6,000円を追加し、731万6,000円。平成17年度分の療養給付費等の精算

確定に伴い、国庫負担金の療養給付費等負担金を返還するものでございます。 

 以上で補正予算の説明を終わらせていただきます。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ので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 ５番、河内議員。 

〇河内議員 私ちょっとわからないので、的の外れた質問になるかもしれませんけれども、

これ１億近い補正を今回諮ることになるのですけれども、これは毎年この時期にはこうい

う対応をしてきた拠出金というか、交付金になるわけですか。今年初めての対応ですか、

これは。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 先ほども共同事業のところで申し上げましたが、２目の保険財政共同安

定化事業交付金ということで、歳入として5,000万円の追加、そして歳出として同じく５款

の共同事業拠出金のところで４目で保険財政共同安定化事業拠出金ということで5,692万

9,000円を追加しております。これは、先ほども説明の中で申し上げましたが、本年10月か

らの新しい制度により追加するものでございます。これは、健康保険法の改正によりまし

て、その中で国民健康保険法も改正されておりますが、それぞれの市町村国保の財政基盤

というのは非常に脆弱であるということで、都道府県単位で医療費の給付について補完し

合うと、拠出しながら、それでかかった医療費について補完し合うということの制度でご

ざいますので、本年10月からの制度ということで、昨年度まではございませんでした。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑なしと認めます。 

 これより討論を省略し、議案第80号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
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〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第４ 議案第８１号 

〇水沢議長 日程第４、議案第81号 平成18年度浦幌町介護保険特別会計補正予算を議題

といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 35ページをごらん願います。議案第81号 平成18年度浦幌町介護保険特

別会計補正予算。 

 平成18年度浦幌町介護保険特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,645万5,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ４億9,037万5,000円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成18年９月４日提出、浦幌町長。 

  第１表は省略させていただきます。 

 37ページをごらん願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括は省略させてい

ただきます。 

 38ページをごらん願います。２、歳入、２款国庫支出金、２項国庫補助金、３目介護保

険事業費補助金53万1,000円を追加し、53万1,000円。平成18年10月実施の制度改正に対応

するための介護保険システム改修に係る国庫補助金の交付予定額が決定したことにより追

加するものでございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金53万1,000円を減じ、8,437万6,000

円。システム改修に係る国庫補助金の交付予定額が決定したことにより、事務費繰入金を

更正減するものでございます。 

 ７款１項１目繰越金1,645万5,000円を追加し、1,648万5,000円。前年度繰越金の確定に

よる追加でございます。 

 ３、歳出、５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金469万9,000円を追加し、

470万9,000円。介護給付費準備基金積立金を追加するものでございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金843万3,000円を追加し、843万

4,000円。平成17年度分介護給付費の精算確定に伴い、国庫負担金の介護給付費負担金778

万9,680円及び道負担金の介護給付費負担金53万2,780円並びに社会保険診療報酬支払基金

からの介護給付費交付金11万889円で、合わせて843万3,353円の精算返還金を追加するもの

でございます。 
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 ２項繰出金、１目他会計繰出金332万3,000円を追加し、332万3,000円。一般会計繰出金

については、平成17年度分の精算確定により介護給付費分263万9,800円、職員給与費分５

万1,507円、事務費63万1,352円で、合わせて332万2,659円の過年度一般会計繰り入れ分に

係る精算返還金を一般会計へ繰り出すための追加でございます。 

 以上で補正予算の説明を終わらせていただきます。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ので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑なしと認めます。 

 これより討論を省略し、議案第81号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第５ 議案第８２号 

〇水沢議長 日程第５、議案第82号 平成18年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇永澤診療所事務長 議案第82号 平成18年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成18年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ815万2,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ３億1,598万9,000円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為） 

 第２条 債務負担行為の変更は「第２表 債務負担行為補正」による。 

  平成18年９月４日提出、浦幌町長。 

  第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略をさせていただきます。 

 第２表、債務負担行為補正。変更、事項、デジタル超音波診断装置賃借料、補正後、期

間は補正前と同じでございまして、限度額が額確定に伴いまして717万6,000円、51万1,000

円の減額となってございます。 

 43ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括につきましては省略をさせていただき

ます。 
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 44ページ、２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金284万2,000

円の更正減をいたしまして、１億1,866万9,000円。繰越金の確定に伴いまして、一般会計

の繰入金の減額でございます。 

 ２款１項１目繰越金1,099万4,000円を追加いたしまして、1,149万4,000円。前年度繰越

金の確定に伴うものでございます。 

 続きまして、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費50万円の減額をいたしまして、

3,969万7,000円。27節の公課費50万円の減額でございます。25ページの説明資料に記載を

させていただいております。 

 ２目医業費865万2,000円を追加いたしまして、１億9,913万9,000円。３節の職員手当241

万6,000円の追加、４共済費５万6,000円の追加、７節賃金891万円の追加、医師及び看護師

等の賃金の追加でございます。９節旅費365万1,000円の追加、これは医師等の費用弁償で

ございます。13節委託料1,000万円の減額でございます。14節使用料及び賃借料、医療機器

の借上料でございますが、86万2,000円の追加でございます。18節備品購入費275万7,000

円の追加となってございます。よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 ６番、野村議員。 

〇野村議員 歳出の方、賃金及び旅費にかかってくるのかなと思いますし、また委託料に

も絡みますけれども、今お願いしている医師は今年度限りという話を聞いております。ま

た、例の聖マリアンナからの依頼でなくて、個人の対応だということだそうでございまし

て、来年度以降の考え方、対応の手配はとれているのかという問題と、あと今土日、祝祭

日の代替の医師の関係ですか、これについてはスムーズにいっているのか。また、今後も

きちっと対応をとれるのかどうかという点。 

 あわせて、13節の委託料の遠隔医療解析委託料の1,000万の減額についてですけれども、

これは聖マリアンナと医師の派遣の契約が切れたために、この遠隔医療が必要なくなった

という意味合いの説明の中で1,000万の減額でございますけれども、ということはこの遠隔

医療はもう必要がなくなったという認識のことなのか、どこかほかに求めないで、聖マリ

アンナと切れたから1,000万円を支出しなくなったのか、ただ何だったのかなと。今までの

診療所に必要だということで毎年1,000万の計上して、聖マリアンナと切れたから、あと要

りませんよと。今まで遠隔医療解析をやっていたのは、今後どういう形で患者の診断をす

るのか、どこにそれを求めるのかというフォローアップはできているのかどうかという点

についてお伺いしたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 背広を外したままで答弁させていただくことをお許しいただきたいと思いま

す。 

 医師の関係につきましては、本年度限りということで、ただいまその４月以降の手配に

ついて鋭意努力をしているところでございます。何人かの医師と協議をしながら、要請し
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ながら、また北海道医療振興財団ですか、そこにもお願いしながら、代替医師も今年度そ

こから来ていただいておりますけれども、そういうところとも協議をしながら、来年の４

月からということで努力をいたしております。まだ決定ということには至っておりません。 

 それから、代替医師がスムーズにいっているかどうかについては、事務長から聞かさせ

ていただきます。 

 それから、委託料の1,000万の関係でございますけれども、これについては聖マリアンナ

と契約をしてきた内容であります。聖マリアンナが特にこの地域医療に携わっていく中で、

この事業を取り入れたいということでやってきた内容であります。そういう内容でござい

ますので、聖マリアンナと委託が切れたという段階でこの事業はなくなったということで

ご理解をいただきたいと思います。 

〇水沢議長 診療所事務長。 

〇永澤診療所事務長 現在の当直医の状況でございますが、昨年まで所長として勤めてお

りました佐藤医師が中心となりまして手配をしていただいている現状でございます。今こ

ちらへ来ていただいているのは、聖マリアンナ医科大学出身者の方々でございまして、そ

の人たちがこちらへ来ていただいている部分と、それから先ほど町長の答弁にありました

北海道地域医療振興財団、こちらの方から５週目の部分で佐藤先生の方で手配つかなかっ

た部分をそちらの方にお願いをしていると。なお、この部分につきましては２カ月前の要

請ということになりますので、事前に２カ月後を見て難しいという状況があれば、そこへ

お願いをすると、こういう状況で現在進んでございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 医師の対応については、担当の所長がきちっと対応していただいて、住民に

不安のないように執行していただきたいと思います。 

 そこで、先ほど聞きました委託料についてもう一回確認したいのですけれども、遠隔医

療解析1,000万、これは今町長の説明と全く意味合いが別でなかったかなと、導入のときに

は。聖マリアンナと契約しましたよと。いろんな大きな医療事例に対して、聖マリアンナ

でひとついろんな分析をしていただきながら診療指導をいただくと。言ってみれば聖マリ

アンナの事業というとらえ方もいいのかなと思うのだけれども、そういう意味合いで執行

して大きな病院との連絡を密にするための事業だと言いながら進めて支払った経費だと思

うのですけれども、実際切れて払わなくなったとなると、これぶっちゃけた話、医局費で

なかったのかという認識を持っているのですけれども、その辺はどうでしょうか。もう終

わった事業でございますけれども、あのときもいろいろ問題になりました。医局に対して、

何年か前大きな問題になりましたけれども、そういう意味合いの金だったかなと私は認識

しているのですけれども、町長のこの事業終わった段階での反省点、とらえ方としてどう

ですか。 

〇水沢議長 町長。 
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〇八木町長 これは、聖マリアンナと契約していく段階で聖マリアンナから特に地域医療

に携わる中でこの事業を取り入れたいということの要請を受けて、私どもとしてもこれは

大きな大学病院と携わっていく中でこの浦幌町の診療所の役に立つだろうということで契

約をしてきた内容のものであります。そして、この支払い先は大学病院ということで、医

局ではないということでひとつご理解をいただきたいと思います。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑なしと認めます。 

 これより討論を省略し、議案第82号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第６ 議案第８３号 

〇水沢議長 日程第６、議案第83号 平成18年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算を議

題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇前田施設課長 46ページをお開きください。議案第83号 平成18年度浦幌町公共下水道

特別会計補正予算。 

 平成18年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ180万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ３億2,587万7,000円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

  平成18年９月４日提出、浦幌町長。 

 第１表は省略させていただきます。 

 48ページをお開きください。第２表、地方債補正。変更、起債の目的、下水道事業債8,500

万円、資本費平準化債7,200万。補正後で説明したいと思います。限度額、下水道事業債9,650

万、資本費平準化債8,350万、起債の方法、利率、償還の方法につきましては補正前と同じ

でございます。1,150万円の追加でございます。 

 49ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括は省略させていただきます。 
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 次、50ページをお開きください。２、歳入、５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般

会計繰入金1,128万8,000円を減額し、１億3,388万9,000円。一般会計繰入金でございます。 

 ６款１項繰越金、１目繰越金158万8,000円を追加し、208万8,000円。前年度繰越金の額

の確定による増でございます。 

 ８款１項町債、１目公共下水道債1,150万円を追加し、9,650万円。公共下水道債、平準

化債の許可予定額決定による増でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、２項施設管理費、１目管渠管理費180万円を追加し、523万3,000

円。11節需用費、修繕料でございまして、吉野の第２中継ポンプ場の修繕料でございます。

13節委託料100万、管渠等清掃業務委託料でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 11番、松井議員。 

〇松井議員 この平準化債という意味がよくわからないので、これの説明をお願いしたい

と思うのですけれども、これはどういった債務といいますか、意味の説明、ちょっとこの

説明書ではよくわかりませんので。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 財政に絡んでいるので、私の方から説明させていただきます。 

 資本費平準化債というのは、例えば借入金、10億を借り入れして水道の浄水場をつくり

ましたと。10年間で償還しますということになると、水道料にはね返ってきます。仮に水

道料が１万円とすると、それを20年の償還に書きかえます。そうすると、元金が要するに

20年になりますから、ですから10年ですと１億ずつ返さなければならないものを5,000万ず

つ返せばいいことになります。そうすると、水道料が先ほど１万円かかっていたものが

5,000円で済むという書きかえの順序になっている。これは、国の許可をもらって、要する

に10年で払うものを20年で払うことによって、水道料にはね返りがそれだけ少なくなるよ

という書きかえの債権の意味でございます。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑なしと認めます。 

 これより討論を省略し、議案第83号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第７ 議案第８４号 

〇水沢議長 日程第７、議案第84号 平成18年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算を
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議題といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇前田施設課長 51ページをお開きください。議案第84号 平成18年度浦幌町個別排水処

理特別会計補正予算。 

 平成18年度浦幌町個別排水処理特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ270万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ4,894万4,000円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成18年９月４日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。第１表につきましては省略させていただきます。 

 第２表、地方債補正。変更、起債の目的、下水道事業債1,230万円、個別排水処理施設整

備事業債1,230万円。補正後で説明させていただきます。限度額、下水道事業債1,590万、

個別排水処理施設整備事業債1,590万、起債の方法、利率、償還の方法、補正前と同じでご

ざいます。360万円の追加でございます。 

 54ページをお開きください。１項、総括は省略させていただきます。 

 次のページをお開きください。２、歳入、３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会

計繰入金181万6,000円を減額し、2,036万円。一般会計繰入金の減額でございます。 

 ５款１項１目繰越金91万6,000円を追加し、111万6,000円。前年度繰越金の額の確定によ

る増でございます。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債360万円を追加し、1,590万円。個別排

水処理施設整備事業債の起債充当率の変更及び施設設置件数増による増額360万円でござ

います。 

 ３、歳出、２款事業費、１項個別排水処理施設建設費、１目個別排水処理施設建設費270

万円を追加し、1,771万5,000円。15節工事請負費、これにつきましては処理施設の設置件

数増による増額270万円でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑なしと認めます。 

 これより討論を省略し、議案第84号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 
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（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第８ 議案第８５号 

〇水沢議長 日程第８、議案第85号 平成18年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算を議題

といたします。 

 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇前田施設課長 56ページをお開きください。議案第85号 平成18年度浦幌町簡易水道特

別会計補正予算。 

 平成18年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ579万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ３億2,670万9,000円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の追加は「第２表 地方債補正」による。 

 平成18年９月４日提出、浦幌町長。 

 第１表は省略させていただきます。 

 58ページをお開きください。第２表、地方債補正。追加、起債の目的、簡易水道事業債

260万、簡易水道事業債260万、計260万、起債の方法、証書借り入れまたは証券発行、利率

５％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金については、利率の見直しを行った

後においては、当該見直し後の利率）、償還の方法、政府資金または金融機関等の融通条

件による。ただし、町財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償

還または低利債に借りかえすることができる。 

 59ページをお開きください。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括は省略させてい

ただきます。 

 60ページをお開きください。２、歳入、３款１項繰入金、１目一般会計繰入金15万5,000

円を追加し、１億2,010万3,000円。一般会計繰入金の増額でございます。 

 ４款１項１目繰越金170万5,000円を追加し、220万5,000円。前年度繰越金の額の確定に

よる増でございます。 

 ６款国庫支出金、１項国庫補助金、１目簡易水道事業費補助金133万円を追加し、133万

円。１節簡易水道事業費補助金でございます。これにつきましては、厚内簡易水道補助事

業に係る補助金の補正の追加でございます。 
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 ７款１項町債、１目簡易水道事業債260万を追加し、260万。簡易水道事業債、厚内簡易

水道補助事業に係る起債の補正でございます。260万の追加でございます。 

 61ページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、２目施設管理費

180万を追加し、4,980万2,000円。11節需用費、これにつきましては修繕料でございまして、

厚内簡易水道の残留塩素滅菌監視装置及び注入器の故障のため早急に修理が必要のため修

繕料の追加をするものでございます。 

 ２款１項事業費、１目給水事業費399万円を追加し、3,389万1,000円。委託料の追加でご

ざいまして、これにつきましては今定例会で可決された過疎地域自立促進市町村計画の変

更、厚内簡易水道石綿セメント管改修に係る補正でございまして、調査測量業務委託費の

補正でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑なしと認めます。 

 これより討論を省略し、議案第85号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇水沢議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第85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 ２時１５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。 

 

    ◎日程第９ 認定第１号 

〇水沢議長 日程第９、認定第１号 平成17年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町長。 

〇八木町長 決算認定が始まるに当たりまして、一言ごあいさつさせていただきたいと思
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います。 

 平成17年度の一般会計ほか９特別会計の歳入歳出決算につきまして提案させていただき

ます。非常に詳細な説明資料がついておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、説明につきましては、各担当課長より説明させていただきながら進めさせていた

だきますので、ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 それでは、平成17年度予算執行の実績及び主要な施策の成果報告について説

明を願います。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 それでは、地方自治法第233条第５項に基づく平成17年度予算執行の実績

及び主要な施策の成果報告書について説明いたします。 

 １ページをお開きください。平成17年度会計別決算総括表。 

 予算現額の方については省略して説明いたします。一般会計、歳入決算額57億3,132万

1,518円、歳出決算額56億5,875万233円、執行率98％、繰越事業費繰越財源５万5,000円、

差し引き残額7,251万6,285円。 

 町有林野会計、7,678万377円、7,082万3,775円、94.6％、595万6,602円。 

 模範牧場会計、１億2,489万6,638円、１億2,231万8,172円、99.6％、257万8,466円。 

 国民健康保険会計、８億4,945万8,543円、８億3,045万385円、99.0％、1,900万8,158円。 

 老人保健会計、８億7,397万4,848円、８億7,382万1,697円、100％、15万3,151円。 

 介護保険会計、４億7,485万6,145円、４億5,837万329円、95.5％、1,648万5,816円。 

 浦幌町立診療所会計、３億283万5,692円、２億9,134万792円、98.6％、1,149万9,900円。 

 公共下水道会計、３億2,838万7,913円、３億2,629万9,449円、99.8％、208万8,464円。 

 個別排水処理会計、4,944万1,762円、4,832万5,117円、98.8％、111万6,645円。 

 簡易水道会計、３億2,422万7,439円、３億2,202万2,416円、99.7％、202万5,023円。 

 合計、91億3,618万875円、90億252万2,365円、98.3％、５万5,000円、１億3,360万3,510

円の内容であります。 

 次に、２ページの方をお開きください。平成17年度、平成16年度一般会計款別収入比較

表。平成17年度の収入済額をもって説明いたしますので、よろしくお願いいたします。町

税５億4,756万9,307円、収納率101.9％。地方譲与税１億5,167万3,000円、100％。利子割

交付金313万円、100％。配当割交付金76万1,000円、126.8％。株式等譲渡所得割交付金98

万3,000円、３万2,766.7％。地方消費税交付金6,411万円、98.6％。自動車取得税交付金3,880

万5,000円、100％。地方特例交付金1,560万4,000円、100％。地方交付税31億9,337万2,000

円、100％。交通安全対策特別交付金153万4,000円、85.2％。分担金及び負担金２億298万

406円、95％。使用料及び手数料１億4,255万115円、102.1％。国庫支出金２億1,973万2,501

円、84.7％。道支出金２億6,031万9,399円、100.1％。財産収入4,104万2,645円、107.4％。

寄附金195万円、100％。繰入金2,829万6,870円、100％。繰越金7,970万9,299円、100％。

諸収入２億7,384万8,976円、100.6％。町債４億6,335万円、97.7％。合計で57億3,132万1,518
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円、99.2％の内容であります。 

 次に、平成17年度、平成16年度の町税収入比較表でございます。平成17年度の収入済額

をもって説明いたしますので、よろしくお願いいたします。町民税、現年課税分２億519

万3,840円、99.1％の収納率です。滞納繰り越し分83万5,673円、17.4％、計２億602万9,513

円、97.3％。固定資産税、現年課税分２億8,420万610円、99.3％、滞納繰り越し分131万3,253

円、16.6％、計２億8,551万3,863円、97.1％。軽自動車税、現年課税分1,047万2,500円、

99.3％、滞納繰り越し分２万7,200円、41.2％、計1,049万9,700円、99.0％。町たばこ税、

現年課税分4,474万9,061円、100％。入湯税、現年課税分77万7,170円、100％。合計で現年

課税分５億4,539万3,181円、99.3％、滞納繰り越し分217万6,126円、17.0％、合計で５億

4,756万9,307円、97.4％の内容であります。 

 次に、４ページをお開きください。平成17年度、平成16年度一般会計款別支出比較表で

ございます。平成17年度の支出済額で説明いたします。議会費6,821万2,730円、99.4％。

総務費７億5,329万6,808円、96.9％。民生費９億373万9,010円、98.5％。衛生費５億1,708

万6,316円、99.2％。労働費54万1,828円、95.2％。農林水産業費７億2,136万7,079円、99.2％。

商工費１億2,268万7,795円、97.8％。土木費３億9,495万1,083円、99.6％。消防費２億4,787

万4,436円、99.9％。教育費６億1,855万4,104円、98.7％。災害復旧費6,484万7,754円、56.6％。

公債費12億4,520万7,175円、99.6％。諸支出金38万4,115円、93.9％。予備費ゼロで、合計

で56億5,875万233円、98％の内容であります。 

 次に、平成17年度、平成16年度一般会計節別支出比較表、平成17年度の支出済額で説明

いたします。報酬7,702万7,195円、8.7％。給料５億4,097万9,905円、6.9％。職員手当等

２億9,144万3,839円、10％の減です。共済費２億4,509万242円、8.9％の減。賃金6,038万

4,184円、19.9％の減。報償費767万754円、37.9％の減。旅費995万9,430円、6.9％の減。

公債費25万3,975円、78.4％の減。需用費２億8,695万297円、1.6％の増。役務費3,859万723

円、0.4％の増。委託料３億9,237万1,053円、17.8％の減。使用料及び賃借料8,424万2,342

円、19.7％の減。工事請負費２億1,377万1,600円、44.2％の減。原材料費274万9,576円、

16.5％の減。公有財産購入費2,849万3,871円、48.8％の減。備品購入費2,236万9,832円、

40.3％の増。負担金、補助及び交付金８億1,582万4,712円、4.6％の増。扶助費２億3,302

万4,118円、６％の減。貸付金１億6,250万、0.3％の減。補償補てん及び賠償金247万7,226

円で53.3％の減。償還金利子及び割引料12億5,828万4,299円、9.6％の減。積立金２億3,414

万1,655円、839.5％の増。公課費168万4,500円、20.2％の減。繰出金６億4,846万4,905円、

6.9％の減。合計で56億5,875万233円で6.2％の減の内容であります。 

 次に、６ページをお開きください。平成17年度普通会計収入の状況でございます。これ

につきましては、臨時的経費と経常的経費に仕分けされていますが、それぞれ事業費の財

源になるもの、臨時的な経費の財源になるものの内訳でございます。主なものにつきまし

ては、地方交付税の欄ですが、臨時的経費として取り扱われるものにつきましては、一般

財源の欄の２億5,419万円が特別交付税でございます。経常的経費として取り扱われるもの
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については、一般財源の欄の29億3,918万2,000円については、普通交付税であります。以

後、中段の分担金及び負担金から諸収入までに同様に仕分けされておりますが、表の下の

２行目の地方債の欄の臨時的経費の一般財源２億3,980万円につきましては、臨時財政対策

債及び減税補てん債でございます。これにつきましては、歳入合計欄の経常的経費の一般

財源37億7,852万2,000円と、ただいま申し上げました地方債の２億3,980万円を足したもの

が経常経費に使える一般財源として取り扱われます。 

 次に、７ページに移りまして、支出の状況でございますが、人件費で臨時的経費は指定

統計費、選挙費などの特定財源及び退職手当組合特別納付金等の一般財源が臨時的経費に

なり、ほかは経常経費になります。物件費以下についても、その年度に起こり得るものな

どが臨時的経費として、またそれ以外が経常的経費として取り扱われます。表の中段より

少し下の列の投資的経費につきましても臨時的経費として取り扱われ、次の次の12ページ

に平成17年度の普通会計投資的経費内訳表がございます。その合計が16ページの一番最後

の投資的経費計６億887万8,000円、この金額が先ほどの７ページの方に戻りまして、投資

的経費６億887万8,000円、これが臨時的経費の決算額になります。 

 次に、支出の方の表の右端から５列目、経常収支支出率とあります。これでありますが、

これは中ほどの表の支出合計の経常的経費の一般財源合計欄36億2,955万3,000円を歳入合

計欄、経常的経費の一般財源37億7,852万2,000円と地方債の一般財源２億3,980万円を足し

たものを割ると経常経費比率、ここに書いてありますけれども、90.3％という状況になり

ます。以上の内容であります。 

 次に、８ページをごらんください。平成17年度末地方債の状況でございます。一般会計

の合計欄で16年度末現在高99億8,752万2,550円、17年度の発行額が４億6,335万円、17年度

の元利償還額、元利と利子を合計したものが12億4,500万9,104円、17年度末現在高が93億

9,325万6,768円。特別会計を含めた総合計では、平成16年度末現在高が159億6,331万5,615

円、平成17年度の発行額では５億7,205万円、17年度の元利償還額、元金と利子合計で18

億702万2,292円、17年度末の現在高では150億9,087万3,969円の内容になっております。 

 また、次のページの平成17年度末基金の状況でございますが、これにつきましては一般

会計で16年度末残高が３億7,477万1,197円、平成17年度末の残高では５億9,109万3,191円。

特別会計を含めた総合計では、17年度末残高が４億3,594万3,596円、17年度末残高では６

億6,520万8,585円の内容となっております。 

 次に、10ページをお開きください。債務負担行為の状況でございます。これにつきまし

ては、合計欄で申し上げます。平成17年度支出額が３億8,069万2,000円、18年度以降支出

予定額が８億6,387万9,000円となっております。 

 次に、11ページの普通会計の財政指標の推移でございますが、これにつきましては平成

17年度で申し上げます。標準財政規模、17年度では本町におきましては37億5,651万8,000

円、基準財政収入額６億5,149万円、基準財政需要額35億9,067万2,000円、次に財政力指数、

３カ年の平均でございますが、0.177、公債費比率21.3％、起債制限比率、３カ年平均で
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15.6％、実質公債費比率、３カ年平均で20.3％となっておりますが、本年度からこの数値

の見直しが行われまして、切り捨てになっておりますので、現在報道関係に出ている数字

につきましては20.2％となっております。次に、公債費負担比率26.6％、経常収支比率

90.3％の内容であります。 

 次に、12ページから16ページの先ほど申し上げました投資的経費の内訳でございますが、

これについてはごらんおき願いたいと思います。 

 次に、16ページ以降の黄色いページ以降の１ページから39ページまでにつきましては、

平成17年度の一般会計及び特別会計、決算の主な歳入歳出の実績説明資料でございますの

で、ごらんおき願いたいと思います。 

 その後の黄色いページがございますが、黄色いページ以降、１ページから27ページにつ

きましては、監査委員から提出されました平成17年度浦幌町各会計決算審査意見書ですの

で、ごらんおき願いたいと思います。 

 以上で平成17年度の予算執行の実績及び主要な施策の成果の報告にかえさせていただき

ます。よろしくお願いします。 

〇水沢議長 ここでお諮りをいたします。 

 平成17年度浦幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定については、本会議での質疑

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

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、平成17年度浦幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定については、会議規

則第55条の規定を適用しないで審議を進めることに決定いたしました。 

 初めに、平成17年度実質収支に関する調書の説明を願います。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 それでは、実質収支に関する調書、一般会計で１、歳入総額57億3,132

万1,518円、２、歳出総額56億5,875万233円、歳入歳出差引額7,257万1,285円、４、翌年度

へ繰り越すべき財源、繰越明許費繰越額５万5,000円、計５万5,000円、５、実質収支額7,251

万6,285円。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 お諮りいたします。 

 審議に当たりましては、便宜上歳出から入りたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、歳出から審議に入ります。 

 説明については、配付してあります要領によりお願いいたします。 
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 それでは、１款議会費から２款１項８目諸費までの説明を求めます。 

 議会事務局長。 

〇門馬議会事務局長 それでは、決算書の15ページをお開きいただきたいと思います。歳

出、１款１項１目議会費、この科目につきましては議会にかかわる経費でございまして、

特別説明する事項はございません。 

 以上でございます。 

〇山田総務課長 ２款１項１目一般管理費、この科目につきましては庁舎管理、事務機器

借り上げ等に要した科目であります。補正につきましては、給料等の内容でございます。

13節委託料、14節使用料及び賃借料については、説明資料９ページに記載しております。 

 ２目情報化推進管理費、この科目につきましては庁内ＬＡＮ、総合行政情報システム等

に要した科目であります。13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費につきま

しては、説明資料９ページ、10ページに記載しております。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ３目文書広報費、ここでは毎月１回発行している広報紙うら

ほろと浦幌コミュニティ推進事業にかかわる費用です。補正額40万円の減額は、広報製作

ページ数の減によるものです。 

 以上でございます。 

〇前田施設課長 ４目自動車管理費、この目につきましては施設課で維持管理をしている

61台分の経費でございます。61台の内訳については、説明資料10ページの内容のとおりで

ございます。11節需用費につきましては、修繕料及び燃料費が主なものでございます。12

節役務費については、損害共済保険の保険料でございます。18節備品購入費につきまして

は、備品の購入費でございます。 

 以上でございます。 

〇山田総務課長 ５目財産管理費、この科目につきましては公有財産の管理に要した科目

であります。補正につきましては、旧吉野、旧常室小学校環境整備、旧海上保安庁住宅の

購入に伴うものであります。17節の公有財産購入費の不用額は、帯広財務事務所との契約

が３月のため補正対応できなかったものでございます。14節使用料及び賃借料、15節工事

請負費、17節公有財産購入費につきましては、説明資料の10ページから11ページに記載し

ております。 

 ６目の財政調整基金につきましては、基金の積み立てでございます。 

〇佐藤まちづくり政策課長 次のページをごらんください。７目企画費、この科目につき

ましては企画振興及び町懸案事項推進にかかわる科目であり、また関係団体に対する負担

金です。まちづくり計画推進事業、過疎計画管理策定事業、広域連携推進事業及び土地利

用規制等の対策事業にかかわる費用です。 

 以上でございます。 

〇田中上浦幌支所長 ８目支所費、支所に係る経費でございます。特に説明する事項はご

ざいません。 
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〇水沢議長 説明が終わりました。 

 質疑ありませんか。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 16ページの自動車管理費の中の、説明資料の10ページ、そこの掲載漏れショ

ベル２台、それからその他１台、これは何年から掲載漏れになっていたのかということを

お聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 この掲載漏れについては、一般廃棄物処理場と模範牧場でナンバーがつ

いていない車を今までは載せていなかったのですが、今回ナンバーない車もここに載せて

おります。構内を走るということで、ナンバーはとっていませんので、よろしくお願いし

ます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 一応これは、ナンバーなし、構内ということなのですが、普通考えられない

ことではないかというふうに思います。たとえナンバーがなくても、もともとは町の経費

で買っているのではないかと思うのです。それで、万一車検もとらずにこういう状態で、

何年車かちょっとわかりませんが、ショベル２台と、その他モアですか、１台らしいので

すけれども、モアについては車検はどういうぐあいになっているかわかりませんが、もし

事故でも起きた場合はどのような対処をするつもりでいるかお伺いしておきたいと思いま

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０４分  休憩 

午後 ３時０６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 処理場の方の車につきましては、今現在処理場使っておりませんし、こ

の４月からは構内だけでしたので、構内の、要するに破砕して出たものを処理場に持って

いく、処理場というか、埋立地の往復だったので、今年については実際問題それを行って

おりません。くりりんの方に持っていっていますので、この車については今後使わないと

いう方向でなっております。 

 それから、模範牧場については、ちょっと担当の方に聞かなければわかりませんので、

後日答弁させていただきますので、よろしくお願いします。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 ここで大事なのは、道路維持で１台、ショベルが掲載漏れているのではない

かと、昨年のとちょっと照らし合わせましたら、昨年は道路維持の方で３台ということに
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なっていました。今年４台、ここで１台漏れています。これは、道路維持、構内というこ

とでは考えられないと思います。それで、万一何かがあった場合はどうするかということ

を再度確認と、車検なしで道路維持では使えないはずなのです。それと、普通自動車は自

賠責ですとか責任保険というのですか、そういう保険に入っていなければ、もちろん公共

の道路は走れないというふうになっておりますので、その辺なんかはどのようになってい

ますでしょうか。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 現在この４台というのは、小型のショベルが１台と、あと高齢者センターか

ら１台持ってきて、そして今まで高齢者センターの分は車検をとっていなくて、その分を

車検とって乗っていると。それとあと、雪寒機械で買っております２台分で計４台という

ことでございます。 

（「答えになっていない」の声あり） 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 車検をとりまして、そしてそれは土木の方の道路維持ということで使ってお

ります。 

（「保険のことを聞いています」の声あり） 

〇安藤助役 その車検をとる際には、自賠責、それから任意保険も皆入っております。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 11ページの諸費の件なのですが、毎度予算、それから決算のたびに問題にな

っております。19節の負担金、補助及び交付金の中の留真、本別高校通学バス回数券負担

金68万ということで決算の数字が出ております。昨年は、たしか36万1,000円ということで、

次年度に向けて話し合うと、地元の方たちと話し合うという答弁をたしかいただいていた

と思いますが、この件についてどのような進行になったか。 

〇水沢議長 何ページ。 

〇福原議員 11ページ、諸費の中です。 

（「そこまで説明していない」の声あり） 

〇福原議員 失礼しました。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 過去に町側の方に十分考えてほしいという内容を話した形の中で、例えばこ

の10ページの関係、ひもといてもらえば、この成果報告書の中、17年度一般会計決算説明

資料の中です。先ほど同僚の福原議員が質問しましたショベル２台の掲載漏れと書いてい

る内容の部分があると思うのですけれども、その中で請負人という委託先の内容書いてご

ざいます。この10ページの関係見ますと、ＴＫＣからずっときて、曽我さん、東栄堂さん

というのも一部ありますけれども、こういう中で浦幌町内の、前に商工会を通して対応で

きるものは、ぜひ地元業者に対応してほしいというお願いした経過がございます。そうい

う中で、例えばこのコンピューター関係の対応につきましても、地元業者の中には商工会
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を通せば、例えば東栄堂さんだとか、あるいはフタバさんだとか、あるいはそうご（ベス

ト）さんの今度名前変わりましたけれども、そういうところの関係を通しての対応できる

ものがかなりあると思います。そういう中で、十分検討された中で、地元浦幌町の商店の

中から購入できるものは、品物ここから入るようにしてもいいです。例えば曽我さんから

入る中でも結構だと思いますけれども、一応地元業者を通して入ってくるようなシステム

づくりといいますか、商工会を通してですね。少しでもマージンを受けながら対応できる

ような状況できないかということで、過去に私そういう中身で質問したことございました。

その辺の後に、そういうことを今現在この厳しい状況の中で何とか商工会を窓口にそうい

う対応ができないのかどうか、その辺の対応をされているのかどうかをちょっと確認して

おきたいと思います。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 ただいま情報管理推進費の関係だと思いますが、これらにつきましては

極力地元から購入できるものについては地元購入をしておりますし、例えばトナーだとか、

それから…… 

（「コピー用紙関係は」の声あり） 

〇山田総務課長 電算で使うＣＤとか、そういうものについては極力地元から調達するよ

うにしております。もちろんコピー用紙関係については、全部地元で購入しておりますの

で、よろしくお願いします。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 今総務課長の方から、先の段階からそういうものを十分協議して、地元業者

の還元という意味で、それは商工会を通してやっているわけではなくて、単独でも、例え

ば東栄堂さんなら東栄堂さんという中でやっているのですね。そういうことですね、ちょ

っと確認します。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 消耗品関係については、文房具関係、フタバさんと東栄堂さんがありま

す。そちらの方から交互に購入しておりますし、それからまた物品関係、地元で購入でき

る、例えば金物とか、そういうものについても極力地元購入ということで実施しておりま

すので、よろしくお願いします。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 今現在目に見えるものといいますか、そういった内容については十分配慮し

ながら地元の商店街を使っているという今お言葉をいただきました。さらに、今後につい

てももし新しく発生するもので対応できるものについては、ぜひ地元商店街を使うように

お願いをしておきたいと思います。その点についてはいかがでしょうか。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 その辺についても内部で十分協議しまして、可能なものについては地元

から調達したい、このように考えておりますので、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 質疑がないようですので、支所費までの質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、14目町有バス運行費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 ９目公平委員会費、これにつきましては公平委員３人に係る科目でござ

います。特に説明することはございません。 

〇亀山町民課長 10目生活安全推進費、この目につきましては交通安全並びに防犯及び消

費者保護運動を通じ、町民の安全、安心を確保するとともに、日常の生活安全に係る経費

でございます。交通安全指導員12名による啓発、巡視、街頭指導活動日数は延べ51日、総

出動人員は延べ103人、総出動時間は238時間の内容でございます。あわせまして、防犯指

導員14名による啓発、巡視、巡回活動日数は延べ37日、総出動人員は延べ150人、総出動時

間は283時間の内容でございます。 

〇後藤教育次長 11目成人式費、１月８日に挙行いたしました平成18年成人式に要した経

費でございます。対象者が86人、参加者61人、参加率70.9％でございました。 

 以上です。 

〇山田総務課長 12目職員厚生費、この科目につきましては職員の福利厚生、職員研修に

要する科目でございます。14節の使用料及び賃借料は、説明資料11ページに記載しており

ます。 

 13目諸費、この科目につきましては行政区振興、地域会館とコミセン維持管理に係る科

目並びに各種団体の負担金等に要した科目であります。補正の主な内容につきましては、

厚内コミセンの施設、これトイレでございますけれども、そのほかに町バス路線運行維持

対策補助であります。委託料、工事請負費、負担金、補助及び交付金は、説明資料11ペー

ジに記載しております。 

〇亀山町民課長 14目町有バス運行費、この目につきましてはスクールバスの住民利用に

係るバス利用乗車券の取り扱いに係る経費で、特に説明を加えることはございません。 

〇水沢議長 説明が終わりました。質疑ありませんか。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 先ほど失礼いたしました。 

 説明の11ページ、13諸費の中の19節負担金、補助及び交付金の項目で留真、本別高校通

学バス回数券負担金としまして68万の決算金額が載っております。昨年は36万1,000円、こ

の分についても少し新年度に向けて、18年度に向けて地元と話し合うというお答えがたし

かあったように記憶しておりますので、この件について地元とどのような話し合いをされ

たのかお話を聞かせて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 この本別高校、留真間のバスの回数券の関係につきましては、年に２回
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ほど地元と協議しております。この３月の総会にも私どもお邪魔しまして、こういう財源

の厳しい時期でありますので、軽減等について、はっきり言いまして19年度から廃止した

いという要望しました。しかしながら、以前の経緯もあるということで、地元からも強く

要望されております。 

 それと、もう一つは、留真、本別間のバスの維持の関係もあるということもございまし

て、それで18年度につきましては補助率を下げております。短い距離については従前どお

りということで、例えば活平あるいは中川橋、それから０号ですか、その辺についての利

率を若干下げさせていただいております。そういうことで、平均といたしまして、今まで

留真ですと50％、要するに２分の１負担でしたが、それを40％の町の負担にするというこ

とで徐々に軽減したいということで、19年度までについては33.6％町負担ということで話

はしております。いずれにしても、こういうお話がありますので、今年の父母の会の総会

のときにも出向いていって、来年以降一応お話はしておりますけれども、全廃する、しな

いについても地元とよく協議しながら進めていきたい、このように考えておりますので、

よろしくお願いします。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 私がこれを申しますのは、地元の浦幌高校の存続が危ういということで非常

に危惧するわけでございますが、それと絡めてずっと、ここ３年ばかりこの問題を取り上

げてまいりました。実際に昨年よりこの金額もふえていますし、通学生がふえて遠距離者

がふえているのかなというふうに推測するわけですが、やはりこの問題は生活路線という

ことで、ぜひとも乗る、利用する方もいらっしゃるということで、昨年よりも200万ほど十

勝バスに払うお金は落ち込んでおりますが、多分このまま推移していくのかなというふう

に思うので、それでぜひとも利用者というのでしょうか、これから高齢化もしていきます

し、いろいろな意味で本別まで行く足もないと思いますので、高齢者で車に乗れない方に

は、このバス路線をぜひ利用していただいて、少しでも収益を上げるようなお話し合いも

同時に進めていってほしいというふうに私は思いますので、その件についても子供ばかり

ではなく、大人の方の利用度も上げていってほしいということを依頼しておきたいと思い

ます。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 高校生のバスについては、16年度については12名の利用でしたが、18年

度については16名が利用しております。そういうことで、町の負担金も若干ふえておりま

す。 

 それから、高齢者の関係の利用でございますが、これについてはこのバスは本別の町立

病院まで直通で行っております。そういうことで、上浦幌の老人の方が、老人だけでなく、

病院に通院する方がこのバスを利用しております。そういうこともありますし、今後上浦

幌の連合区長等の中でも利用していただくようお願いしていきたいと思っていますし、特

に町もお金を出している路線でございますので、そういう意味では大いに利用してもらう
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よう今後お話をしていきたいと、このように考えておりますので、ご理解願います。 

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、町有バス運行費までの質疑を打ち切らさせていた

だきます。 

 次に、６項監査委員費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 ２項徴税費、１目税務総務費、この目は委員３名の固定資産評価審査委

員会の運営に係る経費及び税務業務に携わる職員の人件費等の管理に係る経費で、特に説

明を加えることはございません。 

 ２目賦課徴収費、この目は町税の賦課、徴収業務に係る事務的経費等でございます。13

節委託料は、一般会計決算説明資料11ページ記載のほか、農民連盟に委託しております農

業所得調査委託料220万円、土地図移動修正業務委託料94万5,000円ほかでございます。23

節償還金利子及び割引料128万8,700円については、過納による過年度分固定資産税１個人

並びに前年度分軽自動車税１個人及び過年度分町道民税６個人と決算確定に伴う法人町民

税12法人に係る還付金及び還付加算金でございます。 

 ３項１目戸籍住民登録費、この目は戸籍住民登録等の窓口業務に係る経費でございます。

特に説明を加えることはございません。 

〇山田総務課長 ４項１目選挙管理委員会費、これにつきましては選挙管理委員会に係る

科目でありまして、補正の主なものにつきましては14節使用料及び賃借料で選挙プログラ

ムシステム借上料を衆議院議員選挙に組みかえしたことによる更正減の内容でございます。 

 次に、２目農業委員会選挙費、これにつきましては農業委員会の改選に係る科目であり

まして、補正の主なものについては今回選挙がなかったことで更正減をしております。 

 次に、３目衆議院議員選挙費、これにつきましては９月11日投票の衆議院議員選挙、最

高裁判所裁判官国民審査に要した科目でございます。 

 ４目知事道議選挙費、それから５目参議院選挙費、７目町長町議選挙費、８目海区漁業

調整委員選挙費については、それぞれ執行しておりません。 

〇佐藤まちづくり政策課長 続いて、５項統計調査費、１目統計調査総務費、ここでは統

計に係る職員人件費及び各種統計調査協力団体等への負担金等の内容です。 

 続いて、２目指定統計調査費、ここでは国勢調査を初めとする法律による指定統計にか

かわるもので、国の委託事務の内容です。75万円の減は、委託金の確定によるものです。 

 以上でございます。 

〇門馬議会事務局長 それでは、21ページ、６項１目監査委員費、この科目につきまして

は監査事務に係る経費でありまして、特に説明をつけ加える事項はございません。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりました。質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、監査委員費までの質疑を打ち切らさせていただき

ます。 

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

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時２６分  休憩 

午後 ３時５０分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、３款１項社会福祉費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、社会福祉全般

に要した経費でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費につ

きましては、実績説明資料12ページに記載しております。28節繰出金は、国保会計保険基

盤安定軽減分及び支援分の繰出金でございます。なお、20節の不用額につきましては、社

会福祉施設支援費分の執行残です。 

 以上です。 

〇亀山町民課長 ２目国民年金事務費、この目は国民年金事務及び啓発活動に係る経費で

ございます。特に説明を加えることはございません。 

〇上村保健福祉課長 ３目厚生委員費、民生、児童委員24名の活動に要した経費でござい

ます。13節委託料につきましては、社会調査委託料で１人５万8,400円、道から来ておりま

して、委託料で支出しております。 

 続きまして、22ページ、４目青少年健全育成費、青少年問題協議会及び少年補導委員会

等、青少年健全育成事業の活動に要した経費でございます。特に説明することはございま

せん。 

 ５目社会福祉施設費、生活館４館、厚内、浜厚内、吉野、上浦幌及びウタリ生活指導員

に要した経費でございます。特に説明することはございません。 

〇亀山町民課長 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費、この目は重度心身障害

者51人、障害老人86名、ひとり親家庭等の親47名、子供72名の医療費の助成に要する経費

でございます。20節扶助費は、一般会計決算説明資料13ページ記載のとおりです。特に説

明を加えることはございません。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 
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〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

 次に、２項児童福祉費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、児童福祉等、保育園、幼稚

園入園や納付事務に要した経費でございます。８節の報償費につきましては、出産祝金に

要した経費でございます。 

〇亀山町民課長 ２目児童措置費、この目は児童手当の支給に要する経費でございます。

20節扶助費は、一般会計決算説明資料13ページ記載のとおりです。特に説明を加えること

はございません。 

〇上村保健福祉課長 ３目認可保育園運営費、しらかば保育園児54名の児童の運営管理に

要した経費でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金については、説明資

料13ページに記載しております。 

 次に、４目へき地保育所運営費、上浦幌保育所13名の児童の運営管理に要した経費でご

ざいます。特に説明することはございません。 

 ５目児童館運営費、常室児童館の管理に要した経費でございます。 

 ６目児童デイサービスセンター運営費、言葉や心身の発達遅滞等により児童10名の療育

及び運営に要した経費でございます。一般療育指導、就学前延べ496人利用、就学時延べ12

人利用です。 

 ７目学童保育所費、放課後児童の対策として児童24名の学童保育所の開設に要した経費

でございます。 

 ８目子育て支援センター費、親子の遊びを通して子育て、家庭での育児不安や悩みの解

消を図るべく、子育て支援センター運営に要した経費で、利用実人員75家庭、101人でござ

います。 

 以上でございます。以上で説明を終わらせていただきます。 

〇水沢議長 説明が終わりました。質疑ありませんか。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっと伺いますけれども、以前もあったのですけれども、児童館、もとの

生活館かなと思うのですけれども、違うかな。児童館運営とありますけれども、もとの生

活館を児童館に使っているのとは違うの。それで、生活館の管理運営をどのように今後さ

れていくのか。ただ閉所してしまってというのでなくて、やっぱりあそこ厚生面や何かで

ある程度管理をしていかなければならないのでないかと考えるのですが、それについて伺

います。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 社会福祉施設の生活館の管理費の中で上浦幌、それから厚内、吉野、
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浜厚内、４館管理しておりました。18年度になりまして、今年の３月31日で厚内と吉野に

ついては閉館させていただきまして、吉野については閉じております。また、厚内生活館

については、普通財産に落としまして、厚内の酪農振興会の方に貸し出しをしています。

現在上浦幌保育所がやっておりました上浦幌生活館について残っております。これにつき

ましては、新年度以降保育所が統廃合になって上浦幌幼稚園を上浦幌保育所として今年開

設したということで、旧上浦幌、今の生活館については今現在残っております。これらの

利用につきましては、４部落に今協議をし、老人クラブも使わない、行政区も使わないと

いうことで、12月ごろに普通財産に落とし、管理をしようとしております。４月以降、上

浦幌生活館につきまして利用がないわけでございまして、また老人クラブの花壇につきま

しても上浦幌小学校の方に移した経過がございます。それで、完全に外から施錠しまして

入れないようにしていますが、草刈り等、それから遊具につきましてはもう撤去しており

ます。そういったことで、草刈りと、それから子供たちが遊んだりしたら危ないので、そ

ういうことにつきましては施設課の方の公園管理の方にお願いし、年何回か草刈り等をお

願いしているところでございます。 

 それから、常室児童館につきましては、行政区、円山、常室、常豊、３行政区で維持管

理をしていただいて、現在使っております。ただ、管理人、昨年まで置いておりましたが、

18年度からは管理人を置かないで、３部落の中でそれぞれ管理運営をしていただいている

ところでございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

 次に、３項老人福祉費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費、この目につきましては高齢

者福祉、在宅支援事業に要した経費でございます。８節報償費、13節委託料、14節使用料

及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費、21節貸付金につきましては、実

績資料13ページ、14ページに記載しております。なお、28節の繰出金については、介護保

険会計の繰出金でございます。 

 以上でございます。 

〇亀山町民課長 ２目老人医療対策費、この目は65歳以上70歳未満の北海道老人医療給付

事業対象者53名の医療費の助成に要する経費でございます。20節扶助費は、一般会計決算

説明資料14ページ記載のとおりです。28節繰出金は、老人保健特別会計に対する一般会計

からの繰出金でございます。 

〇上村保健福祉課長 ３目老人福祉施設費、養護老人ホーム入所者、措置者に要した経費

でございます。19節負担金、補助及び交付金、23節償還金利子及び割引料は、説明資料14
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ページに記載しております。 

 ４目老人ホーム費、老人ホーム入所者50名に係る管理運営に要した経費でございます。

なお、18年４月１日現在、本町出身の入所者につきましては26名入所されております。 

 以上でございます。 

〇前田施設課長 ５目町民バス管理費、この目につきましては町民バスの運行に関する経

費でございます。運行実績につきましては、説明資料14ページに記載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。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 老人クラブ連合会補助金と老人クラブ補助金、この兼ね合いについてお聞か

せをください。説明資料14ページ。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 説明資料の14ページの上段二つの町老人クラブ連合会の補助金、そ

れから町老人クラブの補助金でございますが、上の方は町の老人クラブ連合会の方に補助

金が170万入っております。その中に花壇の整備料も委託料として組まれております。なお、

町老人クラブの下の２段目の老人クラブ補助金につきましては、各16団体、個々に対する

補助金でございまして、均等割、人員割の中で補助をしているものでございます。上は、

老人クラブ連合会、下は単位クラブの補助金と。これにつきましては、一応二またになっ

ております。上の方の町老人クラブ連合会に補助した環境整備については、老人クラブ連

合会から各単位クラブに環境調査委託料という形で支出をしております。この関係につき

ましては、両方の補助事業をいただいているという絡みで二本立ての中でやっているとい

うことでご理解をいただきたいと思います。 

〇水沢議長 ５番、河内議員。 

〇河内議員 資料の中で老人福祉費の中の在宅福祉支援事業ということで軽度生活援助事

業ということで安否確認という項目があるのですけれども、これは延べで相当数、1,018

名ということで人数が載っているのですけれども、これは何か定期的な、例えば１週間に

１度とか月に１度とか、何か決まった要綱のもとでこの安否確認が、例えばどこからどの

ぐらいの人を対象としているとか、そういう何か決まりのようなものがあってなされてい

る事業なのか。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 この関係につきましては、軽度生活援助事業委託料ということで、

当初75名ということで、月800円で12カ月で見ております。それから、これらにつきまして

は毎月社会福祉協議会でそれぞれ電話なり、それからホームヘルプサービスの事業の合間

に自宅に訪問し、安否を確認している事業でございます。 

 以上でございます。 
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〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 老人ホーム費の委託料でちょっとお尋ねをしたいと思います。委託料が971

万、この内訳をお知らせ願いたいと思います。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 老人ホームの委託料につきましては、保守業務の委託料につきまし

て総体でそれぞれ消防設備保守点検委託料38万、それから自家用電気工作24万、浴室電気

分解、それから温度、それぞれ施設の管理にかかっているものと、ほかに管理委託業務と

いうことで公務補さんの管理委託料が含まれております。641万9,000円、２名の方が含ま

れております。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 今最後の部分、もう一回お願いします。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 施設の保守業務委託料のほかに管理業務委託料ということで、公務

補さん管理業務委託料641万9,000円が含まれております。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 参考資料、13ページですけれども、社会福祉総務費の中の緊急通報システム

についてお伺いしたいのですが、以前にもお伺いしたことあります。せっかくの機会です

ので、実績と言ったら変ですけれども、どのぐらいの利用あって、どんな対応をなされた

か、こういう範囲だよというものがわかれば、せっかくのシステムですので、お聞かせく

ださい。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 去年の決算の13ページの中ほどに高齢者緊急通報システム77台とい

うことでやっております。ご存じのとおり、北海道健康づくり財団と委託をし、月1,000

円でそれぞれやっております。この内容につきましては、昨年、ちょっと記憶でございま

すが、５件ぐらい、やはり有事ということでございました。火災の場合があります。火災

感知器等の作動ということで、実際私どもも行っていますし、去年１件は実際に消防署も

出動している件があります。いずれにしましても、誤報も多いです。そういったことは、

財団の方で処理しておりますけれども、なべのかけ忘れと、そのままかけたという中で火

災を未然に防いでいる。それから、病気対応についても四、五件あるというふうに担当の

方から聞いております。そういったことで、緊急通報システムを財団とつないでそれぞれ

活動しているということで押さえておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 せっかくのシステムですから、利用されているということは非常に結構なこ

とだなと思います。これについて、近所の住民の方に協力依頼するようなシステムになっ
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ていましたよね。この辺のことについて、どんなご苦労をいただいているのか、５件の通

報の中でも直接対応できて終わっているのか、その辺についてはどうでしょう。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 緊急通報システムつける場合については、協力員３名を立てていた

だくことになっています。設置の段階でつける本人の意向を酌み、その方に依頼を申し上

げている次第でございます。去年１件か２件、ちょっとトラブルがございましたが、快く

引き受けていただいております。 

 第１番目に、緊急が発生した場合、１番、２番、３番という協力員のもとに順番に入っ

ていきます。１番目につながることによって、その１番目の方が対応すると。１番目の方

が不在の場合は、２番目の方が対応すると。３番目の方が不在の場合は、最終的に保健セ

ンターの方へ連絡来ます。それから、１番目の方でどうも火災らしいと、それから過去に

機械がもうぷつんと切れて連絡とれないときに、協力員１の方が実際現地行って火事を発

見して、すぐ消防車、私どもと一緒に対応したこともあります。そういうふうに協力員の

順番がついております。つける場合については、協力員にその本人の意向があるので、よ

ろしくお願いしたいということで協力員になっていただいているということでございます。

当然そういった形で、１番目の方が多く受けるようなシステムになっておりますので、ご

理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 何点かお伺いしたいと思います。 

 13ページの老人福祉総務費の中の13節委託料の給食サービス事業、延べ556食、これは多

分福祉協議会ですから、ボランティアの人方が月に１回、または２回、給食をサービスし

て、歩ける方を対象に多分食べに来てくださいという事業だと思うのです。それで、昨年

は1,000食以上あったと思うのですが、昨年というか16年度の決算ですね。17年で556食、

これ減った理由は何かということ。 

 それから、敬老会実施団体補助金というところに118万2,000円の金額が計上されており

ます。実際にその課に行って聞いたわけではございませんけれども、個人情報だから、75

歳以上のお年寄りの方の名前は出しませんよとか出せませんよとかと、割と町では敬老会

をある団体にお願いしたような形で補助金を出しているのですが、そういうような個人情

報の漏れを心配する余りか、非常にやりづらい。それと、行政区単位で本当はこの団体は

把握しながらやってきたのですが、その団体に加盟しない行政区のところが非常に多くな

ってきた。これもある程度は町の方で音頭をとっていただいて、指導みたいな形で今後や

っていかないと、これは敬老会も本当に危ういのではないかなというふうに、今年の場合

は幸いきのう終わりまして、市街地区は百九十何がしの敬老の方に非常に喜んでいただい

たのですが、そういった敬老会自体も少し見直される時代になってきたのかなというふう

に、従来どおりになかなかうまくいかないような時代になってきたのです。それで、その
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点町にどのようにお考えになっているかということをお聞きしたい。 

 それから、14ページの老人福祉施設費の中の20節扶助費、これは入所措置者が延べ33名

ということで7,239万1,000円の決算になっております。16年度の決算からは1,000万以上措

置費がふえている。これについて、保護措置費ですので、内容的に生活が苦しくなったか

らこういうふうに金額が17年度の決算で1,000万円以上ふえたのかどうか、その辺の確認。

内容的に、これはどういったものに出されているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 答弁漏れの場合はちょっとご容赦願いますが、まず１点目のふれあ

い給食なのですが、総体的にひとり暮らしの対象者が減ったということで、総体的に食が

減ったということでご理解を賜りたいと思います。 

 次に、敬老会の75歳以上の個人情報の関係、それから行政区自体の中で婦人会、女性会

というものも入っていない場合の対応、その辺についてお答えをしたいと思います。まず、

私の方では個人情報に十分注意されるように、その団体に注意をいただきながら、その名

簿については私の方で町民課の住基から引き出し、名簿はすべて渡しております。ただし、

使用後については廃棄を願いたいということの１項目を入れながら、対応はさせていただ

いております。 

 また、行政区の中で、当然女性会に入っていない方、それぞれ実施団体は苦労している

のだなというふうに事実思います。きのう、実は市街地区の敬老会がございまして、今後

女性団体連絡協議会のあり方、これだけでございません。敬老会だけでなく、他の行事も

含めて女性団体連絡協議会の出役が多いという意見も伺っております。ただ、敬老会につ

いても、昔からそれぞれ地域が共同で自分たちの老人を敬うという中身でご招待をしなが

らやっております。町は、その中で若干補助金ということで去年は１人2,000円、新年度に

ついては2,000円、欠席者については1,000円という中身を打ち出しております。ただ、今

後行政区に婦人会が入っていない方につきましては、確かに私たちは助成をしているもの

でございますし、本来町が行わなければならない事業かなというふうに思っていますが、

管内的にはこの事業については行政が主体的にやっている町村はだんだん廃止になってき

ている。ただ、私どもは伝統的にそれぞれ地区が開いていただいているものに対しては、

何とか据え置きたいということで、今年も欠席者については1,000円という形で予算を減額

しながら実施のお願いをしています。そういった形で、行政区に女性の区がない、苦慮し

ていることは十分認識しておりますが、それだけの問題ではないという認識をしておりま

すので、ご理解を賜りたいというふうに思っています。 

 また、扶助費の老人措置費につきましては、延べ33名という形でございますが、これら

につきましては当然町外に入っている方、先ほど老人ホームの方で26名、33名ですから、

あと６名ですか、町外の方が入っています。措置費が上がっているのは、人数も若干１人、

２人ふえているのと、介護保険の適用者というのですか、手のかかる方、これについては

認定をすることによって病弱加算、月３万円程度を加算してその施設に支払わなければな
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らないということで、その対象者がふえてきたということでご理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 給食サービスの件につきまして、福祉センターですか、あそこで実施されて

いるわけですが、来たくても遠くて来れないという方も中にはいらっしゃると。いきなり

500食に減ったというのは、高齢化してきたからしようがないのかなというふうに思いなが

ら眺めてはいたのですが、実施していくのであれば、もう少し何かやり方というのでしょ

うか、新年度に向けての実施方法を少し変えていくか、または回数をふやした方がお年寄

りが喜ぶのか、その辺なんかも検討をしていってほしいというふうに思っております。 

 また、敬老会の件でございますが、非常に組織に入りたがらない、個人主義と申し上げ

てよろしいのかどうかわからないのですが、ボランティアの精神が何か徐々になくなって

きているような感じがしているのが現状でございます。これもやはり指導機関、教育委員

会の方も各団体の組織の指導もされているところもありますが、そういった町の姿勢でも

割とこういう団体に入らない人がふえるというか、団体がつながりたくないというような

ことがふえてきているのではないかと思うのです。それで、あくまでもこれからの団体、

組織の運営についても、これから検討されなければならないと思いますが、指導機関でも

きちっとした組織への関与をある程度しながら指導をしていってほしいというふうに思う

のです。既存の団体は、これからも非常につながらない人がふえてくると思います。現実

に連合青年団なんかも解散というか廃団になりましたし、そういったことで世の中が変わ

ってきているので、私たちもある程度勉強しながら来ていますが、なかなか思うようにい

かないというのが現状でございます。それで、中期計画等、社会教育の方も見ましたら、

何かするときには女性団体と一緒にやりますよというようなことを１項目入っていたと思

うのです。それで、その辺なんかも今後ともいろいろとご指導をしていただきたいという

ふうに思っておりますが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 前段の関係についてお答えします。 

 給食サービスの実施の問題、足の問題、それから回数の問題ございます。社会福祉協議

会に委託をしておりまして、それを実施しているのが浦幌ボランティアいちげの会でござ

います。その両団体とこれらについては調査研究をさせていただきたいというふうに思っ

ています。また、後段の関係、行政区に女性の会、婦人会というのですか、そういうもの

がないというものにつきましては、敬老会につきましては先ほど答弁した中身で実施団体

がない団体も実質的にお回りになって出席なり欠席の確認をしている状況でございます。

指導的なものは委員会だと思いますので、委員会の方でお願いしたいなと思っています。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 女性団体の関係でございますけれども、ここ十数年ぐらいだと思います
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けれども、徐々に加盟団体が減ってくるという状況がございます。女性団体連絡協議会は、

団体の連絡協議会でございますので、個々の個人を組織化するということはできないと思

いますけれども、それぞれ各地域に置かれている婦人団体がそれぞれ解散していくという

現状があります。特に現在活発に活動されているのは、市街地区と、それから上浦幌の一

部と吉野ぐらいですか、そのぐらいだと思いますけれども、ですから女性団体連絡協議会

自体のシェアも随分減ってきているなという感じがございます。ただいま福原議員がおっ

しゃられたように、なかなか組織に参加しないという傾向が非常に最近強いという状況が

ありますし、聞くところによると農協婦人部の方も非常に危機的な状況にあるというよう

なことも聞いております。経済団体であるところの婦人部でさえもこういう状況になって

くると、いわゆる地域婦人会の方がなかなかやりづらいのかなという感じを持っておりま

す。そしてまた、かつてご承知のように組織化を図るために、教育委員会と、それから女

性団体連絡協議会が協力して、今でいうとエプロン講座のような講座を各地に持っていっ

て、いろんな組織の強化を図るというようなこともやってきたわけですけれども、そうい

ったこともやってきた上で現在のような状況ということなのだろうというふうに思います。 

 それで、女性団体の強化については、教育委員会としてももちろん力を惜しみませんけ

れども、やはり女性団体の方も一緒に組織化を図る、あるいはシェアを広げるというよう

なことを協力してやっていくよりほかはないのかなということで感じております。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 今同僚議員が言っていた形にちょっと関連がございますので、確認をしてお

きたいと思いますけれども、実は私もきのう敬老会に出席してございます。そういう中で、

たまたま宝町３区の町内会の区長もやってございます。それで、女性団体連絡協議会の中

にうちの区も加盟してございません。そんな関係上、女性団体連絡協議会の方からうちの

方の該当者は12名という形で名前が上がってきました。しかしながら、それを見ますと１

名ダブって入ってきておりました。その辺確認をさせてもらいましたら、それは間違って

いましたというようなことで、しかしながら実はきのうわかったことなのですけれども、

１名抜けておりました。ご夫婦の女性の方が１名抜けておりました。それで、たまたま11

名中４名出席という中で対応したわけでございますけれども、きのう区長のところにその

女性団体連絡協議会と入った牛乳と、それと日本手ぬぐい２本だと聞いておりますけれど

も、それが各出席をできなかったところに配ってほしいという形で持ってまいりました。

私、即それを持って各家庭を回ったわけでございますけれども、たまたまそこの家庭の中

で、私も満75歳の該当者だけれども、私には案内来なかったということで、非常に残念そ

うにしておりましたご夫婦の、たまたまだんなも出席をしてございませんでした。そこで、

その言われた中身について、これは非常に私自身も区長をやりながらその辺の汚点があっ

たなということで、ひとつ自己反省もしたわけでございますけれども、しかしながら進め

る上において、先ほど保健福祉課長も言いました。個人情報の関係がございます。しかし

ながら、女性団体連絡協議会の方にその旨すべての75歳以上になる人の対象者を対応した



 

 68 

にもかかわらず、それに漏れがあったという中で、これは進める上において、きのうも参

加していなかった皆さん、目を燦爛としてきのうの敬老会を楽しみに対応した方を見て、

まして75歳になって今回初めて出席ができるという状況の中で漏れが出たというのは、こ

れはどちらで人員の把握をしたのか。教育委員会がやったのか、それとも女性団体連絡協

議会がやったのか、その辺どちらかちょっと確認しておきたいと思います。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 多分私の方の書類で75歳以上、８月１日か９月１日現在の名簿の中

で住基から引き出しております。住基に載っているものはすべて引き出しております。そ

ういったことで、その名簿を女性団体連絡協議会に渡しています。女性団体連絡協議会は、

その名簿の中でいる、いないを確認しながら発送をしております。そういったことで、多

分誕生日の絡みかもしれませんので、その辺はもしあったとしたらお許しを願いたいと。

今後このようなことのないように、しっかり私の方も再点検をさせていただきたいという

ふうに思っています。 

 それから、先ほど福原議員、それから高橋議員も質問ありました。行政区に女性団体が

ないところにつきましては、女性団体協議会が主催でございます。女性団体協議会がその

地区の区長さんにお願いして案内を出したり、それから欠席者に対する記念品の贈呈、ご

協力をいただいているということでございますので、今後とも女性会のない団体、行政区

につきましてはよろしくお願いをしたいと、私からも重ねてお願いを申し上げたいと思い

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 福祉課長の今の懇切丁寧な中身で、あとは言いません。しかしながら、町内、

十勝管内浦幌町につきましては、66行政区あって、東地区は27行政区ですね。そういう中

で、何かきのう聞きましたら、四つの中身で対応されていると。市街地区あるいは吉野地

区、厚内、上浦幌ですか、そういう中でやられている状況にあろうかと思います。どこの

行政区についても楽しみにしている老人もいると思います。そういう中で、その辺福祉課

の関係だけの対応ではないと思います。私は、すべてそれを対外的に出して、そこの団体

にお渡しした中で、団体の方の間違いもあろうかと思います。その辺、お互いにそういう

楽しみにしている老人の皆さんに支障のないように今後対応していただくことを切に要望

しておきます。 

 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、老人福祉費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、４款１項９目保健福祉センター管理費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 



 

 69 

〇上村保健福祉課長 ４款衛生費、１項保健衛生費、次のページごらんください。１目保

健衛生総務費、この目につきましては各種健康審査に要した経費及び負担金、補助及び交

付金については帯広高等看護学院設置運営負担金でございます。なお、13節委託料の不用

額については、各種検診の執行残でございます。 

 ２目予防費、予防接種等に要した経費でございます。結核検診については、実績説明資

料14ページに記載しております。乳幼児等に係る予防接種、合計で332名でございます。ま

た、65歳以上インフルエンザ接種者については、17年度は944名です。 

 以上でございます。 

〇亀山町民課長 ３目環境衛生費、この目は葬斎場ほか環境衛生業務一般に要する経費で

ございます。28節繰出金は、個別排水処理特別会計に対する一般会計からの繰出金でござ

います。 

 ４目公害対策費、この目は公害対策の事務に要する経費でございます。13節委託料は、

一般会計決算説明資料14ページ記載のとおりです。 

 ５目墓地墓園費、この目は町営の墓地及び墓園の維持管理に要する経費でございます。

特に説明を加えることはございません。 

〇上村保健福祉課長 ６目医療対策費、医療対策に要した経費でございます。13節委託料、

19節負担金、補助及び交付金は、説明資料14ページに記載のとおりでございます。28節繰

出金については、町立診療所特別会計の繰出金でございます。 

 以上でございます。 

〇亀山町民課長 ７目乳幼児医療対策費、この目は小学校就学前の乳幼児274名の医療費助

成に係る経費でございます。20節扶助費は、一般会計決算説明資料15ページ記載のとおり

です。 

 ８目公衆浴場管理費、この目は公衆浴場健康湯の管理運営に要する経費でございます。

13節委託料及び18節備品購入費は、一般会計決算説明資料15ページ記載のとおりでござい

ます。 

〇上村保健福祉課長 ９目保健福祉センター管理費、保健福祉センターの維持管理に要し

た経費でございます。13節委託料については、説明資料15ページに記載しております。 

 以上で保健福祉センター管理費までの説明を終わらせていただきます。よろしくお願い

します。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 説明資料の14ページ、衛生費の関連で健康診査委託についてなのですが、事

業費964万2,000円となっております。それぞれの診療所、病院の名前を書いて報告されて

おりますが、これちょっと内容を、ほかの病院はいいのですけれども、町立診療所につい

てちょっと確認したいのですが、どのぐらい。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 
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〇上村保健福祉課長 町立診療所の健診については、国保ドックということで人間ドック、

国保会計の中でやっております。それは、大体100名前後というふうに押さえております。 

 それから、基本健診につきましては、北海道対がん協会、それからそれぞれ胃がん検診、

肺がん検診、大腸がん検診も同じでございます。また、乳がん、子宮がん、それらにつき

ましては対がん協会等でもやっておりますが、個人で厚生病院とか、ほかの病院行った場

合についても助成をしております。助成は、ほかの科目でその分については出しておりま

す。それから、脳ドックについては、今北斗病院と第一病院に委託をしてやっております。

それから、厚生病院の関係につきましては、農協関係の形でドックあたりを受けておりま

す。それらの数字につきましては、すべてどこどこ何件何件というふうに必要でございま

すか。いいですか。そんなことでやっておりますので、町立診療所の関係は国保ドックと

いう形で国保会計の中でやっておりまして、たしか２万3,000円の中で国保会計から、私ど

もで１万2,000円、本人が1,000円で、ただし５年に１回かかれるドックがございますので、

そういうことで町立と契約して実施をしております。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 私も今課長の説明を聞いてますますわからなくなるのでありますけれども、

この後町立診療所特別会計もあるのですが、この同じ項目で健康診査委託料の関係で町立

診療所にも健康診査収入と、こうあるのです。これ金額が共通するというものではないで

すね、今の説明からいいますと。町立診療所の会計には787万というのが載っていますけれ

ども、この900万の中から町立の方に780万も行っていたら、ほかのところにきっと出して

いる金額なくなるので、今言われた国保関係からの、合わせた町立診療所の収入になるの

だろうと思って、ちょっと数字を合わせたかったので、その辺の確認を。幾らぐらい、今

言われた健康診査委託の関係で町立にどのぐらいこの事業から行っているのだろうかとい

うことを聞きたいのです。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 私の方の保健師の業務評価、それから実績の中で国保ドック、17年

度評価の中で受診数、男性43名、女性70名ですから113。精検、基本が53名、がんが47名と

いう形になっております。先ほど言ったとおり、国保ドックについては２万3,000円で委託

をしているという絡みでございます。精検関係の委託について、それぞれ検査内容につい

て単価が違うということでご理解を賜りたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 今保健福祉課長の説明の中で国保会計の部分も出てまいりましたので、

数字だけ申し上げたいと思います。総合健診業務委託料として町立診療所の方へ平成17年

度は117万2,600円を支出しております。 

 以上です。 

（何事か声あり） 
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〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 済みません。先ほど113名と言いました。その中で国保会計から出て

いるのは１万円です。 

（「この964万2,000円のうちのどのぐらい行っているのか」の声あり） 

〇上村保健福祉課長 済みません。私の方で行っているのが１万2,000円ですから、113名

で135万6,000円、町立診療所に行っています。国保ドックという形で行っております。 

 以上です。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 なぜこんなことを聞くかといいますと、せっかく町立診療所あって、非常に

優秀な機器も入って立派な健診できるよということがまだＰＲ足りないのでないかなと。

このことについては、町立診療所の方でもやれますけれども、これはいろんな病院との対

比もありまして、今ここで言わせていただくのだけれども、その辺のことについて何か対

策をしていこうとするのか。病院の方でまたやってくださいというのか、診療所会計でや

れというのか、それぞれ担当違うので、それぞれの見解あったら聞きたいと思います。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 正確に答えられないと思いますけれども、お許し願いたい。 

 国保ドックについては、国保会計で、私どもで１万2,000円拠出した中で実施をさせてい

ただいています。この人数関係についても、今基準では40歳以上、45、50、55という形で

それぞれ１年の中ではがきでご連絡をして希望をとってやっているという中身でございま

す。当然これらについて財政的なこともありますけれども、５年に１回しか受けれないと

いう形がございます。それらについては、町立診療所の受け入れ態勢も含めながら今後検

討していかなければならないなと。先ほど言ったとおり、杉江議員が言いました機械整っ

ていると。確かにそうでございますが、１日の受け入れ態勢、１名ないし２名という形の

中、それから土日休みの中、それらのことを総体的に踏まえ、それから５年サイクルも踏

まえ今後調査研究をし、少しでも多くの方が人間ドック、町立で受けるような態勢という

のはやっぱり勉強していかなければならないというふうに思っています。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 診療所も、それから今課長の方もそれぞれの立場で診療所を利用することに、

奨励する策として考え方ないかと伺ったので、事務長の方にも伺いたい。 

〇水沢議長 診療所事務長。 

〇永澤診療所事務長 今保健福祉課長が言われましたように、１日の受け入れ人数等もあ

りますし、町の健診の方、それから一般の健診の方といらっしゃいますし、また一般のそ

ういう症状をお持ちで受診される方もいらっしゃいます。そういう中身では、本当に限ら

れた人数しか現状としては受け入れられないという状況がありまして、その辺のところは

受け入れられる範囲で対応させていただければというふうに思います。対応できる部分で
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は、ぜひ診療所を利用していただければというふうに思っておりますので、何かあればご

相談いただければ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 15ページの委託料、患者輸送バス、ちょっとお聞きしたいと思います。厚内

の高齢者、特にバスを利用する方は非常にきめ細かく、大変ありがたいと、そういうこと

を言っているのです。 

 そこで、町長に２点お願いしてくれということも含めまして、財政が非常に逼迫してい

るのであれば、多少なりともこのバスの使用料を払いたいと。そうは言っていませんけれ

ども、それに近いことを大体言っているのです、最近は。なぜかというと、やはり厚内と

いうのは、確かにＪＲも通っておりますけれども、なかなか汽車の時間帯が合わないと。

それで、厚内の地域、何カ所かとまりますから、そこで患者輸送バスは乗りやすいと。こ

れには条件がありますから、だれでもかれでも乗ったのでは、これは困るのですけれども、

そこで何とかそういう方法を見出すことができないかということが最近出ているわけなの

です。やはり高齢者ですから、決して若い人いないわけではないですけれども、年寄り同

士が話をして、そして病院に１人行く、１人は行かないとしても、そういうような利用が

できないだろうかと。 

 もう一点は、バス乗るときに一歩踏み出す位置が高いものですから、半分くらいの高齢

者がひざをついて乗り込むと、そういうことを実際に起きていますので、これは町長、サ

ービスを受ける側というのは、これ以上のサービスというのが世間一般のとおりでないか

なと思うわけなのです。それで、多少なりとも負担をしたいと。それ１点と、バスの構造

もありますから、確かにひざをついて乗り込むと、これは大体３分の１くらいの高齢者が

そういうような、最初からそういうつもりですから、乗る方は余り苦にはしていないでし

ょうけれども、雨降りとかなれば結構ひざが汚れると。それでも、これは無料ですから、

やはり仕方ないと思うのですけれども、そこでそういう方向があるかどうかという２点を

ちょっとお聞きしておきたいと思います。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 患者輸送バス業務に係る利用料金を取って一般の人も乗れるような

形というご質問でございますが、この関係については料金を取るということになれば、陸

運の方の許可を得なければならないということで、私どもは患者という形の中で実施をし

ているということでございますので、利用料金を取って一般の方も乗っけるという形とい

うのは今考えておりませんので、どうしてもその関係について陸運の許可をとって実施の

方向で検討ということになれば、その辺については理事者とも協議しながら、そういう方

向性というのも探っていかなければならないなというふうに思います。ただ、陸運の許可

の中では無料という形が定義づけられているということでご理解いただきたいと思います。 

 また、バスに乗る際のバスの高さにつきまして、確かに言われるとおりだなというふう

に思いますので、早速私どもで実態を調査し、踏み台等を製作した中で運転手等に乗れな
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い、なかなか困難な方は踏み台を用意するという、第１段階の上がり口が多分大変でない

かなというふうに思いますので、その辺については早速踏み台等を手配し、委託業者と協

議をしてまいりたいというふうに思っています。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 この無料というのは、少なくとも５年先まで無料でやるものか。やはり乗る

人というのは、行政に対して申しわけないというあらわれもあると思うのです。ありがた

いという、高齢者ですから。やはり５年後になってもこういうような無料でやれると、そ

ういうことだと思うのです。 

 もう一つは、課長、１段、２段上がって中に入るのです。１段目も高いですけれども、

２段目も、これはもうしようがないのです。これは、バスの構造を直さないとやれないで

すから、ワンフロア式の今はやりのバスではないですから、これは必ずやっぱりばあさん

というのは、１段上げてやっても、２段目、またひざ、ひじをついて上がると。そういう

ことですから、何しろ無料ですから、これはやはり多少こういうようなことが年寄りとい

うのは、年配者はありがたいと思っているのですから、その点ひとつ何年か先もこの体制

でいくと、課長、ひとつ確約しておいてください。よろしくお願いいたします。 

 

    ◎会議時間の延長 

〇水沢議長 お諮りをいたします。 

 浦幌町議会会議規則第９条第２項の規定により、本日の会議時間は議事の都合によりあ

らかじめこれを延長いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議ないものと認めます。 

 本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第９ 認定第１号（続行） 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 検討はしてみますが、患者輸送バスという意味合い、それから病院

に行くという形でございます。例えば料金を取ったら、それが病院でなくても、どこでも

いいのだという形にもなってくるだろうというふうに思いますし、本来の患者輸送バス業

務にはならないというふうに思っています。そうなると、言いかえればコミュニティバス

みたいな形になってくるのかなというふうに思っています。その辺も十分将来的には検討

しなければならない事項だなというふうに思っています。ただ、患者輸送バスで無料でご

ざいますので、限定をしておりますので、その辺ご理解をいただきたいというふうに思っ

ています。 

 以上でございます。 
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〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 春の予算委員会でもお話をさせていただいたわけですけれども、肺炎球菌ワ

クチンの関係、17年度何名接種されたのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 昨年もご質問ございましたが、浦幌町立診療所で五、六名受けてい

るということで聞いております。 

〇水沢議長 まだ確定できないということ。 

 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 春の予算委員会のときも４名だか５名と言ったと思うのです。それで、イン

フルエンザには補助を出している。これは、保険がきかないということで補助を出してい

るわけですけれども、今後ともこのワクチンに関しては、町として補助を出す予定がある

のかないのか。これは、新年度の関係もありますので、その辺の考えをお聞かせいただき

たいと思います。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 去年の中でも調査研究をしますという答弁もしています。北海道で

先駆的にやっていた町村ございましたが、その先生もおやめになったことでございますし、

この実施についてはやはり医者と患者との信頼関係、それから予防に対する意識、これが

非常に大切になってくるのだろうというふうに思っています。また、これにつきましては、

国が指定している予防接種でないということで、任意だということで、万が一の賠償関係、

その辺も前に調査研究してみたいということで、国の方でこれについては総体の予防接種

の補助にもなっていない。あくまで任意だということもございますので、管内的な状況、

それから全道的な状況をまた踏まえながら、さらに調査研究をさせていただきたいという

ふうに思いますが、いつから実施できるということはちょっと明言は避けたいというふう

に思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 この肺炎球菌ワクチンの関係では、既に道内何町村か実施している。先駆的

にやられていたところは、何か院長先生がやめられて、その後ちょっとどうなっているか

わからないのですけれども、効果的なものを見ますと非常に効果があるし、肺炎で亡くな

られるご老人の方が非常に多いということで、今後とも十分関係機関とお話をしていただ

きながら、また機会あるたびにお話はしようかなと思っているのですけれども、前向きに

検討していただきたいと、そのように思っています。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、保健福祉センター管理費までの質疑を打ち切らさ

せていただきます。 

 次に、２項清掃費の説明を求めます。 
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 町民課長。 

〇亀山町民課長 29ページをごらんいただきたいと思います。２項清掃費、１目塵芥処理

費、この目はごみ処理に係る収集、運搬から処理に要する経費でございます。13節委託料

及び18節備品購入費及びごみ処理量並びにリサイクル量の実績につきましては、一般会計

決算説明資料15ページ記載のとおりでございます。 

 ２目し尿処理費、この目はし尿処理に係る十勝環境複合事務組合に対する負担金に要す

る経費でございます。平成17年度の本町のし尿の搬入処理量は1,415.7キロリットルでござ

いました。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

 

    ◎延会の議決 

〇水沢議長 お諮りをいたします。 

 審議の途中でありますが、議事の都合により本日の会議はこれで延会いたしたいと思い

ますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会することに決定いたしました。 

 再開は、明日12日午前10時といたします。 

 

    ◎延会の宣告 

〇水沢議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ５時０３分 

 


