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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13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、配付してあ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２９号 

〇田村議長 日程第１、議案第29号 平成21年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 昨日３月16日に引き続き審議を続けます。 

 ３款１項１目社会福祉総務費から３款１項７目後期高齢者医療費までの説明を求めま

す。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 予算書47ページをお開きください。３款民生費、１項社会福祉費、

１目社会福祉総務費、本年度予算額２億8,886万円、この目については社会福祉全般に係る

経費及び各種社会福祉団体に係る補助金、障害者訓練等サービス給付費及び地域支援事業

等に係る経費でございます。また、国保会計繰出金に係る経費でございます。主な増減に

つきましては、28節繰出金、国保会計繰出金の増2,920万5,000円でございます。なお、13節

委託料、19節負担金、補助及び交付金、次のページの20節扶助費、28節繰出金については

予算説明資料16ページ、17ページに記載のとおりでございます。なお、説明資料16ページ

の13節委託料の障害者自立支援システム改修委託料については新規でございまして、道か

ら10分の10という事業でございます。また、20節の扶助費の中の旧法施設支援（身体障害

者）と書いてありますが、対象者は７名、旧法施設支援（知的障害者）21名、通勤寮２名

で合計30名の方がそれぞれにお世話になっております。なお、この扶助費につきましては

昨年の実績、長期入院、帰省等によりそれぞれ給付費が減っておりますので、予算上688万

7,000円の減をしております。 

以上でございます。 

〇鈴木町民課長 ２目国民年金事務費、本年度予算額13万1,000円、この目につきましては

国民年金事務及び啓発活動に係る経費でございます。 

〇上村保健福祉課長 ３目厚生委員費、本年度予算額319万4,000円、この目につきまして

は民生児童委員24名に係る経費でございます。１節報酬、13節委託料については説明資料

17ページでございます。なお、委託料につきましては社会調査委託料１人５万8,200円道か

ら入ってまいりまして、その分による５万8,200円をそれぞれ１人ずつに交付しておりま

す。以上でございます。 

続きまして、４目青少年健全育成費、本年度予算額28万9,000円、青少年問題協議会10名、

少年補導委員会等、青少年健全育成事業に係る経費でございます。１節の報酬につきまし



 － 4 － 

ては、説明資料17ページでございます。 

 次のページをお開きください。50ページ、社会福祉施設費、本年度予算額266万4,000円、

この目につきましては浜厚内生活館及びウタリ生活相談員に係る経費でございます。なお、

ウタリ生活相談員につきましては昨年減額しましたが、本年からウタリの生活相談員の活

動がふえましたので、週３日間ということで48万の増になっております。また、18節備品

につきましてはテレビの更新でございます。また、１節の報酬、13節の委託料については

説明資料17ページでございます。 

 以上でございます。 

〇鈴木町民課長 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費、本年度予算額1,998万

9,000円、この目につきましては重度心身障害者54名、障害老人140名、ひとり親家庭等の

親48名、子供の医療費の助成に要する経費でございます。一般会計予算説明資料17ページ

をご参照いただきたいと思います。 

続きまして、７目後期高齢者医療費、本年度予算額9,343万7,000円、本町が負担すべき

医療給付費負担金及び後期高齢者医療特別会計に対して保険料軽減分2,415万4,000円と事

務費分を繰り出すもので、うち道負担金1,811万5,000円が充当される内容でございます。

19節負担金、補助及び交付金、28節繰出金につきましては一般会計予算説明資料17ページ

をご参照願います。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 次に、３款２項８目子育て支援センター費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、本年度予算額1,692万

3,000円、この目につきましては保育園、幼稚園等の入退園や保育料納入事務に係る経費及

び出産祝金、また次世代育成支援行動計画、平成22年から26年の５年間の計画に係る委託

料の計上のための増でございます。１節報酬、８節報償費、13節委託料につきましては予

算説明資料17ページでございます。また、委託料につきましては今回アンケート調査750世

帯、集計、分析、報告、結果概要版印刷経費でございます。 

 以上でございます。 

〇鈴木町民課長 52ページをご参照願います。２目児童措置費、本年度予算額3,308万

7,000円、この目につきましては小学校修了前までの子供が対象となる児童手当支給に要す

る経費でございます。増額の内容につきましては、第１子、第２子に係る児童手当の対象

となる子の人数が平成20年度実績見込みから増となっているものでございます。20節扶助

費につきましては、予算説明資料18ページをご参照願います。 

〇上村保健福祉課長 ３目認可保育園運営費、予算額8,632万9,000円、この目につきまし
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てはしらかば保育園53名の児童及び保育士、調理員等に係る経費及び一時保育運営に係る

経費でございます。予算額の増の主なものについては、７節賃金につきましては今回障害

児入園及び零歳児の入園増に伴う賃金の増でございます。また、15節の工事請負費につき

ましてはフェンスの改修でございます。なお、13節委託料、18節備品、19節負担金、補助

及び交付金につきましては説明資料18ページでございます。 

54ページをお開きください。４目へき地保育所運営費、本年度予算額2,918万9,000円、

上浦幌ひまわり保育園12名の保育園運営に係る経費です。増につきましては、人件費の増

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18ページで

ございます。 

 ５目児童館運営費、本年度予算額65万3,000円、常室児童館の管理に係る経費でございま

す。13節委託料につきましては、説明資料18ページにございます。 

 ６目児童デイサービスセンター運営費、予算額1,623万7,000円、児童が言葉や心身の発

達遅滞等により療育を要するための運営に係る経費でございます。本年度につきましては、

児童６名、小学生２名、計８名を予定しております。次のページの18節の備品につきまし

ては、今回感覚遊び用具の購入に係る経費でございます。 

 次、57ページ、７目学童保育所費、放課後児童の小学生を対象に学童保育所30名の開設

に要する経費です。予算額299万5,000円、備品につきましてはテレビの更新でございます。 

 ８目子育て支援センター費、本年度予算額1,781万4,000円、親子の遊びを通して子育て

家庭の児童の不安や悩みの解消を図るべく子育て支援センターの運営に係る経費でござい

ます。260万6,000円の増につきましては７節賃金でございまして、産休代替による賃金の

増でございます。また、18節備品購入費につきましては移転に伴う備品購入の増でござい

ます。 

 以上でございます。よろしくご審議をお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 53ページの民生費の中の認可保育園運営費、15節工事請負費の中の保育園の

フェンスの改修という360万の予算が計上されました。後から出てくるのですが、幼稚園の

フェンスも改修するという予算が載っていると思います。それで、従来ですと鋼鉄製とい

うのでしょうか。雪だとか寒さだとか、いろんなものに強い鉄製のものを用意されると思

います。ですが、なるべくでしたら子供たちにも優しい木製のものを何とかフェンスとし

て公の施設から対応できるかどうかお伺いをしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 既設の今のフェンスについては、建設当時からしらかば保育園、そ

して幼稚園につけさせていただいて、鉄製のものを使用させていただいています。今回そ

れぞれ腐食しているということと地面との間がすべて折れてきているということで、改修
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をしなければならないということで予算を上げています。 

幼稚園、保育園については、フェンスについては幼児の飛び出しというものの危険を防

ぐというのがそれぞれ考慮しなければならないというふうに考えています。そういった面

で鉄製のフェンスについては、やはり手すり等の高さ、間隔においてある程度自由がきく、

それから維持管理も容易にできるという点、比較的管理をしやすいというふうに考えてお

ります。また、長くもつという点もあります。 

木製の今フェンス等の考えはないかということでございますが、木製につきましては要

するに腐食加工というものを十分行わなければならないのですが、木材の場合、乾燥とか

収縮とかいろいろありまして、木材に割れ目等ができてとげというのですか。そういうも

のも出てくるので、非常に子供たちにはけがのおそれがあるのではないかということを考

えております。また、維持管理に係る部分なのですけれども、木製であれば５年程度でや

はり塗りかえなり、それぞれ補修をしていかなければならない部分が多分に多いだろうと

いう考えを持っております。そういう面で幼稚園等には不向きでないかなという、木造に

ついては考えております。 

それと、幼稚園については道道沿いが既に前回、開設後10年ぐらい前に１度改修してい

ます。それとのバランスも考えなければならないということを含め、また冬期間の除雪等

の対応というのもあります。それらについては、総合的に考えるとやはり鉄製のものがい

いのかなというふうに現在考えておるところでございますので、よろしくお願いをしたい

と思います。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 子供の安心、安全な保育をするためには、鉄製のほうがいいと私は必ずしも

思っておりません。10年ほど前ですが、北欧のほうに行ってきたとき、ほとんどが町の中

の遊園地、それからそういう保育所、学校関係は全部木製でした。 

それで、塗りかえですとか、それから腐食ですとか、いろいろ雪の関係もありますけれ

ども、そういったものをみんなで補修していくという作業、子供たちも含めてそういった

ことをしていく、みんなで公共物を大事にしようという、そういう精神を養っていく意味

でも大切なことではないかなというふうに、本当に木は人間の成長に優しい心遣いという

か、切ってしまえばＣＯ２の削減というか、そういったものにはちょっと反することなの

ですが、子供たちの成長過程には木製のもの、遊具でも何でも木製のものが私はプラスチ

ックとか鉄よりはいい環境で保育されていくのではないかなというふうに思います。いろ

いろと木材の関係で需要が伸び悩んでいるということは、こういうことが一因になってい

るのではないかなというふうにも思います。学校の机、いすすべて、それからこうやって

町のほうを見ますとフェンスなんかはほとんど鉄製で軽便なものというか、安直なものが

並んでおりますので、本当に浦幌町は木の町で、またすばらしく売り出していくチャンス

にもなっていくのではないかなというふうにも思いますので、ぜひとも公共施設のこうい

うものから少しずつ木製のものを生かした施設に変えていってほしいということで再度要
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望をしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 今の福原議員の意見、十分わかるわけでございますが、私どもも今

の質問を受けながら、調査研究をさせていただきながら発注してまいりたいというふうに

思っていますので、よろしくお願いします。 

ただ、先ほど私が申し上げた中身は、どうしても木製をするしないと言っているわけで

はなくて、子供たちの安全性の管理上、やはり危険度が高いものは使用しないほうがいい

のではないかということでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 53ページの備品購入費、この中のデジタルテレビに関連することなのですけれ

ども、今のアナログ放送が2011年の７月で終了するということで、このほかにも学校関係

だとか体育館関係、それぞれ21年以降に向けての購入がなされているのかなというふうに

思っております。また、住民の方もそれに備えてデジタルテレビをやっぱり買いかえてい

る方々もふえてきているのかなというふうに思っておりますけれども、まだ電波の関係と

いうのですか。きれいに入らないという地区が結構あるように聞こえております。その関

係で、この電波法に関しては国の施策で変えているということもございます。町としても

きれいに映るようにというような考えというのですか、その辺を今後どのように思ってい

るのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ただいまのお話のように2011年、平成23年の７月24日にはア

ナログ放送が終了してデジタル放送に完全移行するという形で現在の話になっておりま

す。総務省によりますと、アナログ放送を視聴できているにもかかわらず、デジタル放送

が難視聴となる世帯は全国で最大35万世帯ほどあるのではないかということで推測されて

おります。平成21年３月、今月なのですけれども、３月までにそれらを取りまとめて平成

21年夏をめどに対策を行う地域対策手法等を見きわめて地上デジタル難視聴地区対策計画

を発表、公表するそうでございます。その中で対策の検討を進め、また以降開局している

中継局に係る同様の調査、対策も進めるということでございます。 

本年の２月２日に、釧路市内に総務省によります北海道東テレビ受信者支援センターが

業務を開始いたしました。このセンターでは、テレビ受信者が地上デジタル放送に円滑に

移行していけるようにデジタル化に関する相談、対応ですとか支援、調査等の受信者支援

を行っているそうでございます。その中身は、受信相談への対応、それから説明会の開催、

共聴施設のデジタル化の対応の働きかけ、受信状況の調査、これは申し出があれば個人で

も無償で対応していただけるということでございます。それらが主な用務でございまして、

本町といたしましてもやはりそのような形の中で、今帯広関係でも十勝でもデジタルの電
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波が飛んでおりますので、一部やはり見えないとか画面が荒れるとか、そういうお話も聞

いておりますので、地形的な問題、それとか建物の陰とか、いろんな問題があると思いま

すけれども、そういう中で難視聴が発生しないかどうか、同センターに現在相談しており

まして、４月以降からまず上浦幌地区で説明会、行政区長の皆さんとちょっと相談しなが

ら進めますけれども、そのほか町内で希望があれば説明会を実施していただくよう現在そ

のセンターのほうに要望しているところでございます。そのような経過の中で今進めてい

るところでございます。 

以上でございます。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 いずれにいたしましても、このテレビというのは生活には欠かせないものだと

思います。確かにデジタル化すれば画面のほうも映りもいいと。また、多くのチャンネル

が見れるということもございますけれども、もう一つ、地震だとか津波の情報をいち早く

伝える重要な役目もしていることだと思います。どうかまだ２年ちょっとありますので、

浦幌町は隅から隅まで見れるような体制をつくっていただきたいなというふうに思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ４月の下旬には、本町で行政区長会議等も開かれますので、

そういう中身でまたこのセンターの活動状況等も説明しながら、対応について皆さんと協

議してまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 51ページの委託料です。次世代の育成支援対策事業、この部分についてです

が、先ほど課長の説明でアンケート等とかということでの説明がございました。これは、

金額を見ましても231万円という大きな金額で、報酬等も載っておりますので、またそれな

りの冊子等という形を考えておられるのかなというふうに思います。町長のいろんな施策

の中で子育て支援等、ここにも出産祝金とか載っております。そういうような今までの施

策の上にこれをつくるということは、それなりに目的を持ってのことだと思いますが、こ

の部分についてその辺の中身、もうちょっと詳しくご説明をお願いします。 

〇田村議長 説明願います。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ５年前に、平成17年に５年間の21年度までの浦幌町次世代育成支援

行動計画というものを立てさせていただきました。このときも委託をして立てさせていた

だきました。内容につきましては、それぞれ行動計画の背景だとか趣旨、それから子供と

家庭を取り巻く今の現状、それから行動計画の基本的な事項、それから行動目標の設定、

そういうものがあり、また児童の人口推計を含め子育て支援対策に対する意識、ニーズ調

査、今小学校に上がる児童、それから小学校の保護者の意識、それらを調査し、委員会に
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諮りながら５年間の計画を設定したいというふうに思っています。 

調査の行動目標の設定については、前回103項目のそれぞれの内容がそれぞれ体系的にな

っております。それらを今後後期計画ということで５年間の計画を立てていくという中身

の調査委託をさせてもらいたいというふうに思っていますので、よろしくお願いをしたい

と思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 計画を立てるということは決して、やっぱりそういうものがなければと思う

のですが、ただ、今の浦幌の子供の数等も踏まえたときに、この230万以上のお金をかけて

わざわざ委託までしないと、その辺の住民、お子さんを持っている方々のニーズというも

のがくみ取れないのだろうかと。浦幌の今の現状で、これだけ子供が少なくなってきたと

きに、このときにこの200万をもっと違うそういうところに、本当に困っているところに委

託ではない形でこの231万円を私はもっと使えるのではないのかなと。もっと現場の、今の

浦幌の現状であればもっと直接生の声というものが聞けると。そして、このお金をもっと

直接そういう部分に使えるという、何か策定をするということは悪いことではないのです

が、どうも何かこういう形式張ったような形の中でこういう冊子ばかりたくさんできるの

ですが、やっぱりこの地域、浦幌は浦幌に合ったそういう近いところでの、一人一人細か

いところでのそういう対応というものが私はできるのではないかと思うのです。かえって

こういうものよりもそういう直接出向いて生の声を聞くということのほうが、そしてこの

お金をもっと違う形で使うことのほうが私はこれを今策定するよりも必要なのではないか

なと。あえて今この策定をしてまで何か指針をつくらなければならないということがある

のか、その辺がどうしても私は腑に落ちないところがあるのです。この231万円をわざわざ

外部へ委託してまでこれをつくらなければならないのかなと。なぜ職員でこの部分の対応

ができないのかなという部分の、この辺が私はどうもちょっと合点がいかないのですが、

この部分をもう一度答弁いただけないでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 本来的には、何とか職員の手でという考えもあったわけでございま

すが、何せ調査内容が多岐にわたるということとその調査によって分析、それから集計、

そういう作業がどうしても職員で、５年前もそうなのですが、できないという判断のもと

で、今回も引き続き国の指針に基づいた中身もありますので、その辺を精査は十分したの

ですが、やはり職員でできないという判断で委託をかけざるを得ないという判断を出した

と。まことに中尾議員おっしゃる中身は十分わかるわけですが、どうしても職員数、いろ

んな正直言いまして総体の職員の、うちにいる児童保育の担当の中ではどうしても正直言

いまして消化できないという項目もあるということで分析、調査というのを出さざるを得

ないということでご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 
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〇中尾議員 今答弁ありましたように国の指針というか、国の方針というものもあるのだ

と思うのです。ただ、やはりいろんな部分もそうなのですが、国から言ってきたからその

ままつくるということには、もう今の時代はならないと思うのです。やはり浦幌は浦幌の

やり方、こういう小さな町には町のやっぱりそういう、それが直接こういう一人一人の声

が聞けるという、これはやっぱりこの小さいところのまたメリットではないのかなという

ふうに思うのです。ですから、やっぱり国からこうだということではなく、やはり私はそ

ういう実際生の声を使っていただきたい。 

そして、この二百何がしの委託を痛ましいということは言いませんが、やはり私はもっ

と違う形というのがとれるのかなというふうに思います。職員の数等、ご苦労されている

のも十分わかりますけれども、やはりその辺のアンケートとか、そういう資料だけではな

く、その生の声というものについてはくれぐれも聞いていただきたいと思いますし、その

部分について今もう一度アンケート以外の部分の聴取の仕方についての考えを最後に聞か

せてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 アンケートの仕方については、一方的でなくて住民の意見を十分聞

けるように各保育園保育士、それから幼稚園等の職員を使いながら、当然お母さん方がお

迎えに来る、調査を持ってくる、アンケートを出してくれる、そういう中でもまた浦幌独

自の調査項目ものっけながら意見を吸い上げて計画に盛り込んでいきたいというふうに思

っていますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に３款３項５目町民バス管理費までの説明を求

めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 58ページをお開きください。３項老人福祉費、１目老人福祉総務費、

予算額１億4,793万4,000円、高齢者福祉、高齢者福祉サービス及び介護保険特別会計繰出

金に係る経費でございます。5,319万6,000円の予算の減につきましては、主に21節の貸付

金の介護経営貸付金が長期になりましたので5,950万の減、19節の負担金及び補助がはまな

す園のデイサービスセンターへ補助金を出しております通所介護事業運営補助金の621万

9,000円の減、介護保険特別会計繰出金957万7,000円の減でございます。なお、１節報酬、

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、28節繰出金につきましては予算説明資料18ページ、19ページに記載しております。

なお、14節使用料及び賃借料の介護用福祉用具借り上げ料、新規27万6,000円を計上してお

りますが、この節につきましては入院中の方が外泊する場合や介護保険施設を利用されて

いる方が外泊する場合、介護保険における福祉用具のレンタルが認められていないという
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ことから在宅サービスの利用が困難な場合があります。そういった場合、その費用を負担

するレンタルをするものでございます。 

以上でございます。 

〇鈴木町民課長 続きまして、２目老人医療対策費、本年度予算額９万8,000円、この目に

つきましては平成20年３月までの北海道老人医療給付事業対象者20名の医療費の助成に要

する経費及び老人保健特別会計に対する繰り出しに要する経費で、月おくれ及び再審査分

の内容でございます。減額の主な内容といたしましては、13節委託料、28節繰出金でござ

いますけれども、28節繰出金につきましては事業が平成20年３月診療分で終了したことか

ら、医療給付に関する負担が減となったものでございます。なお、法令上事業終了後向こ

う３年間特別会計措置を施すことになっていることに対応するものでございます。繰出金

につきましては749万1,000円の減でございます。この28節繰出金につきましては、一般会

計予算説明資料19ページをご参照願います。 

以上です。 

〇上村保健福祉課長 ３目老人福祉施設費、予算額7,545万6,000円、この目につきまして

は養護老人ホーム入所者37名に係る経費及び入所判定会議に係る経費でございます。20節

扶助費、23節償還金、利子及び割引料等につきましては説明資料19ページをごらんくださ

い。 

４目老人ホーム費、予算額１億6,465万3,000円、養護老人ホーム入居者50名の管理運営

に係る経費でございます。予算の主な増につきましては、13節委託料、検便検査委託料で

ノロウイルス対応のための介護職員の検査料33万5,000円の増、それから18節備品購入費、

入所者通院等送迎車両の更新並びに栄養給食管理システムの更新でございます。 

 以上でございます。 

〇賀下施設課長 62ページをごらんください。５目町民バス管理費、本年度予算額481万

3,000円、この科目につきましては町民バスの運行及び年間の維持管理費にかかわる経費で

ございます。増額の主なものは11節需用費の修繕料で、町民バスのエアコンヒーター修理

に要する内容でございます。 

 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、４款１項８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。 

〇上村保健福祉課長 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、１億9,482万

9,000円の予算額でございます。この目につきましては、各種検診委託料及び簡易水道特別

会計繰出金等に係る経費でございます。主な減につきましては、28節繰出金の簡易水道特

別会計繰出金の2,590万9,000円の減でございます。なお、13節委託料、それから19節負担

金、補助及び交付金、それから20節の扶助費につきましては予算説明資料20ページのほう
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でございます。なお、13節委託料、妊婦健康診査委託料につきましては妊婦健康診査14回、

超音波検査５回、乳幼児一般健康診査１回について助成を拡大をさせていただいておりま

すので、よろしくお願いします。 

 次に、２目予防費、予算額758万6,000円、この目につきましては結核検診、予防接種等

保健予防に係る経費でございます。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20ページをごらんください。 

以上です。 

〇鈴木町民課長 続きまして、65ページをご参照願います。３目環境衛生費、本年度予算

額3,092万3,000円、この目につきましては葬斎場ほか生活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。増額の主なものといたしましては、繰出金の増によるものですが、13節委託料

の臭気測定業務委託料42万円につきましては特定悪臭物質の測定を隔年で行うものでござ

いまして、平成21年度が実施年に当たるため増額となるものでございます。11節需用費、

13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては予算説明資料20ページをご参照

願います。 

続きまして、４目墓地墓園費、本年度予算額50万7,000円、この目につきましては町が管

理する墓地及び墓園の維持管理に要する経費でございます。 

 以上でございます。 

〇上村保健福祉課長 ５目医療対策費、本年度予算額１億6,359万8,000円、患者輸送業務、

町立診療所特別会計繰出金等、医療費対策等に係る経費でございます。主な増につきまし

ては、15節工事請負費、桜町歯科診療所内装改修及び駐車場の舗装補修で210万の増、町立

診療所特別会計の繰出金121万7,000円の増でございます。なお、13節委託料、15節工事請

負費、19節負担金、補助及び交付金、21節貸付金につきましては説明資料20ページでござ

います。また、13節委託料の保守業務委託料５万3,000円につきましては、新町の診療所の

ワックスがけを開設当時からやっておりませんでしたので、今回21年度で１回実施をした

いというふうに予算計上しております。 

以上です。 

〇鈴木町民課長 続きまして、６目乳幼児医療対策費、本年度予算額961万6,000円、この

目につきましては乳幼児270名の医療費助成に係る経費でございます。20節扶助費は、予算

説明資料21ページをご参照願います。 

 ７目公衆浴場管理費、本年度予算額844万1,000円、この目につきましては公衆浴場健康

湯の指定管理に要する経費でございます。平成21年１月末現在の公衆浴場利用人員は、町

内利用者6,223人、町外利用者2,619人、合計8,842人で対前年度比454人、4.88％の減少で

ございます。また、使用料につきましては305万1,100円で、対前年度比16万1,110円、5.0％

の減少でございます。13節委託料につきましては、予算説明資料21ページをご参照願いま

す。 
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 以上でございます。 

〇上村保健福祉課長 ８目保健福祉センター管理費、1,399万4,000円の予算額でございま

す。この目につきましては、保健福祉センター維持管理に要する経費でございます。13節

委託料、18節備品購入費につきましては説明資料21ページです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 63ページの13節委託料の件と、それから次のページの特定不妊治療費補助金、

２点だけ今お聞きしておきます。 

63ページの妊婦健康診査委託料399万、昨年から比べますと非常にたくさんの健診をして

いただけるということで、子供を産み育てるお母さん方は大変喜んでおります。14回、そ

れから超音波が５回ということで、これは今年と来年と国の交付税措置で時限立法という

ことで交付税措置がされております。それで、２年の間だけ国庫補助２分の１ということ

ですので、これ２年後は浦幌町としてどのように補助をしていく考えがあるかないかお聞

きしておきます。 

 それと、新聞の記事で申しわけないのですけれども、里帰り出産ということで道外に出

て出産をなさるお母さんもいるかと思います。それに対する補助は、浦幌町はどのような

形になっているか、それと道内の十勝管外で出産なさる方がいたら、それの対応もどのよ

うになっているかお聞かせをお願いします。 

 それと、64ページの特定不妊治療費補助、毎年これ実績が余りないということで５万ず

つ計上されております。現実は、札幌に検査に行っている方もいらっしゃるのです。それ

で、妊婦の健診料も含めて、本町に助産施設がないということで交通費等も個人が全部負

担しているのです。そして、特定不妊治療費の補助も何か申請がしづらいというか、相談

がしづらいということで、現実にそういう方もいらっしゃるのですけれども、勧めてもな

かなか町のほうに出向かないのです。それで、相談しづらい原因が何かあるのかなという

ことで、そこまではっきりはまだ本人には聞いていませんが、何かもっと周知徹底する方

法はないかなというふうに思うのですが、どのようにお考えでしょうか、これからのこと

として。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 まず、妊婦の関係の公費負担の妊婦健康診査の拡大に伴う国の２次

補正で、今回道に基金を積んで、それを利用して２分の１、２年間時限立法でございます。

そういう中で、２月の27日にこの道から要綱が交付されて国の基準が示されました。ただ

し、これは２年間でございます。ただ、私どもはいち早くすぐそれに伴うものを今回新年

度で予算を計上していますが、21年のその要綱が発車して以来その対応をしています。な

お、２年後にこの補助は切れますが、私どもは２年後単独、単費というのですか。そうい
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うことになってもこの妊婦の拡大については、14回、５回、１回については実施をしてま

いりたいというふうに考えております。 

それから、里帰り出産については、新聞か何かで見られたのだと思いますが、私どもは

浦幌の住所を有している者は町外、それから管外、それから内地ですか、行って出産して

もそれらについては以前から対象にしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それから、64ページにあります特定不妊治療の関係でございますが、非常にデリケート

な問題であるというふうに思っていますので、今のところ私どもは町の広報を通じながら

年１回か２回、そういう制度がございますよという周知徹底しかやっておりません。ただ、

行きづらいという関係は、事前に電話が来て私どもが、保健婦が自宅に出向いて相談を受

けたり、それらの申請受理もいたしたいというふうに思っていますので、その辺はやはり

保健福祉課のほうに来られると男性の職員もおります。そういった面で、これらの特定不

妊の相談については今後個々において出向いて相談だとか、そういう記事も掲載しながら

対応していかなければならないというふうに思っていますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 67ページ、公衆浴場についてでございます。指定管理者、平成21年度という

ことですので、もう一年ということで指定管理者の期限が切れるところでございますが、

この公衆浴場についてここにありますように844万1,000円という金額を渡して今この維持

を指定管理がしているわけですが、この公衆浴場について今後もきちっと維持をしていく

ものなのか。留真温泉等の絡みもありますので、この公衆浴場について町長はどのような

考えを持っているのかお聞かせください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 温泉との絡みでありまして、私もこの健康湯の維持をどのように引っ張って

いくのかということについては、温泉との関係で今後検討をさせていただきたいというふ

うに考えています。ご存じのとおり、今まで840万ということで指定管理者に出しておりま

して、この関係を継続するのかどうかということは、温泉との関係で慎重に今後は検討し

ていかなければならないなというふうに私は思っているところであります。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今後の検討、あと１年ですから、指定管理者は。今の町長の答弁ですと、状

況によっては廃止ということも検討材料の中には入っているということでよろしいでしょ

うか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 そういうことも含めて、いろんな面で検討をしたいなというふうに思ってい
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ます。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 ２目予防費ということでお尋ねを申し上げたいと思います。 

皆さんもマスコミ関係の報道でよくわかっていることだと思いますが、実は新型インフ

ルエンザの流行というのが大変心配されてきていると。これは、国家的な規模でいろいろ

対策を施しているということなのですけれども、発生した場合にその状況がこの浦幌町に

おいて被害が及ぶということは、もうこれはだれが考えても確実に考えられることなわけ

ですが、これについては地震と同じような感じで今起こるかもしれないけれども、いつ起

こるかわからないというようなのが正直な感覚だと思うわけですけれども、ただ備えとい

うことで考えれば、やはり町民への被害を少しでも軽減するためにこれらに対する対策と

いうものもきっちりと浦幌町においても備えていくべきだと思うわけですが、その辺の国、

道からの対策の指導だとか、今後について浦幌町独自のものとしてこういうものに対応し

ていくものなのか。今回の予算については、一切これらのことについては対応していない

わけですけれども、その辺の考え方についてお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 新型インフルエンザの町としての対策、対応だろうというふうに思

います。今新聞報道でも国、道、それから特定の市について、いろいろとその対策を講じ

てきているという中身がございます。そういったものを含めながら、今般３月の下旬に道

において会議が招集されます。それを受けて、その会議の中を踏まえた中で市町村として

連絡会議的なものは設置していかなければならないのではないかというふうに考えていま

す。そういった中で、結核予防と同じでございますが、そういった体制の庁内に連絡会議

を設けた対策が必要でないかというふうに思っていますけれども、まだ具体的に国、道か

ら指示がおりておりません。それらを踏まえた中で、町としての対応を検討してまいりた

いというふうに思っていますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、４款２項２目し尿処理費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 引き続き67ページをご参照願います。２項清掃費、１目塵芥処理費、本

年度予算額7,150万6,000円、この目につきましてはごみ処理に係る収集、運搬から処理に

要する経費でございます。11節需用費の修繕料、13節委託料、19節負担金、補助及び交付

金につきましては予算説明資料21ページをご参照願います。なお、委託料の資源回収業務

委託料につきましては、現在委託以外で町が直接回収している地区を委託に変え、全地区

を委託で対応すべく増額するものでございます。また、さきの第１回町議会臨時会におい

てご議決いただきました債務負担行為補正により委託期間を３年とし、初年度実施する予
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算額の内容となっているものでございます。水処理施設調査委託料につきましては、水質

汚濁防止対策として町一般廃棄物処理施設敷地内から浸透し、排水される水の処理を事業

開始の昭和63年度から行っておりますが、施設設備が老朽化してきており、点検調査を行

うべく新規で対応するものでございます。また、十勝環境複合事務組合分担金につきまし

ては、組合加入に係る分担金の年次納入が終了したことによる減額が主な内容でございま

す。 

 ２目し尿処理費、本年度予算額614万2,000円、この目につきましてはし尿処理に係る十

勝環境複合事務組合に対する負担金に要する経費でございます。19節負担金、補助及び交

付金につきましては、予算説明資料21ページをご参照願います。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 68ページの負担金、補助及び交付金というところで、くりりんセンターに支

払うお金がこの金額であると思います。それで、分担金の減額ということでご説明があり

ましたが、現在分別排出をしているすべてのごみの量はどのような排出量になっているか、

わかる範囲でお聞かせ願います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 説明不十分で申しわけございません。先ほどの負担金の関係で申します

と、加盟分担金につきましては965万9,000円の減額となってございます。また、くりりん

センター費に対する負担金につきましては185万3,000円が増となり、差し引き780万

6,000円の減という内容になってございます。 

このことにつきましては、ただいまご質問ございましたくりりんセンターへの搬入にか

かわる量でございますけれども、平成19年度と20年度を比較した数値でご説明させていた

だきますと、平成19年度におきましては一般家庭系の可燃物につきましてはおよそ533ト

ン、これに対して平成20年度の見込みでございますけれども、537トン、それから一般家庭

系の不燃物につきましては平成19年度で111トン、平成20年度で119トンとそれぞれ多くな

ってございます。合計しますと、およそ12トンが見込みで多く搬入する計画処理量となっ

てございます。これらのことにつきましては、くりりんセンター費が昨年度よりふえてい

るわけでございますけれども、搬入実績にかかわる分担の内容と、それからくりりんセン

ターの複合事務組合の全体の事業費が減額となっていることと繰出金等の特定財源も前年

度に比較して減少してございます。それらを差し引いた残る分担金が逆にふえた形となっ

て、それらを加盟町村が負担するという仕組みになってございますので、その関係上町が

多少ふえても全体でふえますと額としては多くなってくるということになってございます

ので、もう一度申し上げさせていただきますけれども、加盟分担金そのものについては

965万9,000円の減となっておりますけれども、センター費の分担金そのものについては
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185万3,000円の増といった内容で合計額が708万6,000円の減といった内容でございます。 

 以上であります。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 毎日のように私たちを含めた皆さん、生きている限りごみを排出するという

ことで、３年でしょうか、たった現在ごみも徐々に何かふえてきている。人口が減ってい

るのにごみがふえてきているということは、どういうふうに私たちはこれからごみに対す

る考え方というか、生き方というか、処理していけばいいのかなとふと疑問に思っていま

す。それで、町としての対策というか、指導というか、そういったもののお考えがあった

ら聞かせていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまのご質問につきましてお答えさせていただきたいと思います。 

確かに時代の変化と申しますか、そんな関係上ごみが極端ではないわけですけれども、

ふえてきているのも事実でございます。また、資源ごみの回収につきましても、これもさ

きの臨時会でご議決いただきましたステーションの設置といった部分もございます。そん

なことで、あわせましてごみ全般にかかわりましてやはり町民のご理解、ご協力が必須と

なってございます。これらにつきましては広報等の周知と、またいろんな機会のあるごと

にその説明に当たって、ご協力をいただきたい旨の説明に当たっていきたいというふうに

考えてございますし、今般資源ごみの回収のステーション設置、浦幌市街地区のみですけ

れども、このことを契機にそのごみの分別もご理解とご協力をいただくために町内会のほ

うに、行政区のほうにそれぞれ総会の席にお時間を拝借して、その部分をご説明に上がり

たいということで既に各行政区長さんにもご理解をいただいて、今週から来週にかけてそ

の総会の席上で多少の時間ですけれども、時間をいただきながら説明に回りたいというふ

うに思っているところでございます。 

 以上であります。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、５款１項１目労働諸費の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 69ページをお開き願います。５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費、

本年度予算額459万9,000円、この目につきましては労働対策及び職業病対策に係る予算を

計上しております。７節賃金につきましては、失業者、非正規労働者解雇者の緊急雇用対

策に係る賃金でございます。28節繰出金につきましては、勤労者生活資金の貸付基金の繰

出金でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩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） 

〇田村議長 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０２分  休憩 

午前１１時１５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

次に、６款１項９目地籍調査費までの説明を求めます。 

 農業委員会事務局長。 

〇河村農業委員会事務局長 それでは、ご説明を申し上げる前に大変恐れ入りますが、一

部訂正がございますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

70ページをお開きいただきまして、中ほどに11節需用費がございます。そこの説明の中

で消耗品費が１行目と、それから４行目に記載されてございます。金額的には、この両方

の金額を合わせたものが予算になりますので、上段の消耗品費７万5,000円を11万3,000円

にご訂正をいただきまして、下の段の消耗品費３万8,000円を削除いただきたいと思いま

す。よろしくお願い申し上げます。総体経費は変わりません。 

それでは、ご説明を申し上げます。６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、

本年度予算額3,104万9,000円、この目は農業委員13名、職員３名の活動費、人件費等です。

さらには、農業者年金業務、加入促進等の事務局経費に充てられるものです。特に説明は

ございません。 

〇前田産業課長 ２目農業総務費、本年度予算額4,390万円、この目につきましては人件費

並びに各種関係機関への負担金の予算でございます。増の主なものにつきましては人件費

でございます。 

 ３目農業振興費、本年度予算額2,816万2,000円、この目につきましては農業振興に係る

予算を計上しております。19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料21ペー

ジに記載のとおりでございます。心土破砕事業補助金280万円につきましては、新規事業と

して計上しております。この事業の目的は、土づくりによる営農経費の軽減を図ることと

するもので、心土破砕経費の一部に対して予算の範囲内で補助金を交付するものでありま

す。効果として肥料の減少、反収量の増、冬枯れ防止などであります。補助対象につきま

しては、毎年700ヘクタール分とし、心土破砕１ヘクタール当たり4,000円を３年間補助す

るものであります。また、相川地区の農地・水・環境保全向上対策事業の営農活動に対し

て支援する額の４分の１の負担をするものでございます。ほかに食の安全・安心確保事業
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としてカボチャの農薬残留分析に対し、28戸分の費用の２分の１が国で補助をするもので

ございます。 

 以上でございます。 

〇高嶋上浦幌支所長 ４目農業団地センター管理費、本年度の予算額610万9,000円、この

目は上浦幌団地センター管理費にかかわる予算を計上したものでございます。特に説明は

ございませんが、管理費の７割につきましては浦幌農協に負担をしていただいております。 

〇前田産業課長 ５目畜産振興費、本年度予算額2,008万8,000円、この目につきましては

畜産振興に係る予算を計上しております。減の主なものにつきましては、農業生産法人の

設立事業補助金であります。19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料23ペ

ージに記載のとおりでございます。増の主なものにつきましては、23節償還金、利子及び

割引料の農業開発公社貸付肉用牛償還金の増であります。 

６目土地改良費、本年度予算額8,612万5,000円、この目につきましては土地基盤の整備

を促進するための予算計上でございます。減の主なものにつきましては、11節需用費の燃

料費と19節負担金、補助及び交付金の農林漁業資金元利補給事業補助金の減であります。

増の主なものにつきましては、国営下浦幌防災事業で造成されました豊北排水機場の管理

を本年度より国から委託を受け、運転業務を行うものであります。11節需用費の光熱水費、

13節委託料、いずれも豊北排水機場運転開始に伴う経費でございます。また、19節負担金、

補助及び交付金の中の農地・水・環境保全向上対策事業負担金として273万2,000円を計上

していますが、相川地区の継続と新たに富川、美園地区に共同活動支援を行います。支援

内容につきましては、国が４分の２、町、道がそれぞれ４分の１で、事業内容は水路、農

道等、資源の適切な保全管理に必要な共同作業として畑1,200円、反当たりでございます。

草地200円、反当たりでございます。が支援されます。説明資料22ページに記載のとおりで

ございます。 

〇賀下施設課長 75ページをごらんください。７目飲料営農用水対策費、本年度予算額１

万9,000円、この科目につきましては営農用水管路にかかわる土地使用料でございます。特

に説明する内容はございません。 

以上でございます。 

〇前田産業課長 ８目道営土地改良事業費、本年度予算額5,378万9,000円、この目につき

ましては道営の土地改良事業に係る予算を計上しております。減の主なものにつきまして

は、貴老路地区畑地帯総合整備事業工事負担金及び下浦幌地区畑地帯総合整備事業計画樹

立負担金の科目がえによる減であります。19節負担金、補助及び交付金は、説明資料22ペ

ージに記載のとおりでございます。 

以上でございます。 

〇賀下施設課長 ９目地籍調査費、本年度予算額3,512万7,000円、この科目につきまして

は地籍調査事業にかかわる経費及び人件費の内容でございます。20年度で上厚内地区は調

査完了となり、本年度はオコッペ地区9.31平方キロメートルの調査が２年目となります。



 － 20 － 

増額の主なものは、11節需用費の消耗品で筆界くいの設置にかかわるものでございます。

減額の主なものは、７節賃金、13節委託料で調査筆数の減によるものでございます。 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、差間議員。 

〇差間議員 私は、２点ちょっとお聞きしたいと思います。 

まず、１点目、農業振興費の中山間地域等直接支払い交付金、４地区になっていますけ

れども、これの戸数をちょっと知りたいと思います。 

〇田村議長 お諮りいたします。 

 答弁調整のため、ここで暫時休憩を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） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、ここで暫時休憩いたします。 

 

午前１１時２５分  休憩 

午前１１時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 答弁調整の時間をいただきまして、ありがとうございます。先ほどの質

問でございますけれども、21年度の戸数でございますが、基本的には21年度の分について

はこれから協定等を結びますので、正確な数字は出ていないということで、20年度の面積

を参考ということで計上をしております。そして、20年度につきましては４地区で51戸と

いうことでございますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 地籍調査の件でございますけれども、大体厚内地区は終わったと。まだちょ

っと残っていますけれども、この中でやはり地籍調査ですから個人の宅地、そういうこと

も含めましていろいろ問題があったかどうか、まずその点あったら報告していただきたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 平成20年度におきましては、境界の立ち会いの中でどちらも協議できな

いという件が１件ありましたが、それにつきましてはこちらからの丁寧な説明をした中で

了解いただいて、今回につきましてはすべて終了しております。 

 以上でございます。 
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〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 確かに自分の土地の境界ですから、多少の誤差と言ったらいいか、ちょっと

いろいろあったやにも私も地元ですから聞いています。その中で、笑い話ともつかないよ

うな問題が出てきたと。なぜそういうことかといいますと、町有地として借り入れして何

年もきていたと。その土地が当時の国鉄の用地に入っていると。そういう場所が今現在も

１件あるのです。ですから、恐らくそのとき私が聞いたときに、すぐ役場へ行ってそれは

言ったほうがいいですよと。そういう話、聞いたことありますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 大変申しわけないのですけども、今初めての内容でございます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 これ今始まったものでないのです。前の課長の時代からです。ですから、こ

れはいずれ何としても境界をはっきりしないとだめだと思うのです。今でもそういう状態

になったまんまですから。さらに、町としては使用料をずっと取ってきたわけなのです。

取った土地が国鉄の土地、今はＪＲと言っているのでしょうけれども、これはやはり地域

柄そういうことが指摘されたら、その人は今まで浦幌町から借りていたと、そして使用料

も払ってきたと。今回、去年かけてそれがはっきりしたわけなのです。ですから、本人は

町から借りている土地だと、ちゃんとくい打ってあったと。そうしたら、国鉄の人か今の

ＪＲの人かわからないですけれども、そのくいを恐らく抜いて投げたかどうかしたと思う

のです。そうしたら、借りている人はまた打つと。今もその状態が続いている。今回初め

てこの土地は今のＪＲの土地ですとはっきり言われたわけですから、ですからこの地籍調

査は終わったといえどもまだそういう部分的問題ありますから、相手が今のＪＲだからい

いですけれども、ましてその中身を見ますと町有地ということで使用料を払っていたとい

うおまけのような話ついていますから、ぜひこれは解決していただきたい。本人からもそ

ういう要望がありますので、ひとつよろしくお願いしたいと。お願いと言ってはだめです

けれども、これをきちっと整理してほしいと。いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 今の件なのですけれども、これについては地籍調査自体は終わっており

ますけれども、今後については中身を精査いたしまして丁寧に解決に当たっていきたいと

考えております。 

以上です。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 今のようにもうはっきりしていますから、境界がはっきりしたわけなのです。

そういうことで、本人もいつまでも長く生きているか生きていないかという意味のことを

言っていましたので、やはりそういうものをきちっとしておかなければだめだと、私もそ
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ういう認識でおります。 

それと、一応厚内の境界、やはり完全に地主が違いますから、そこで当時の人が中に入

って、実際私も話ししたのです、ちょっと入っていましたから。そういうこともありまし

て、土地問題というのは非常に根が深い問題が出てきますので、それが原因で隣同士の行

ったり来たりがなくなったり今しているうちも実際にあるやに聞いております。ですから、

これをきちっと、まだまだこれ全部終わるといったら、課長、何十年かかるのですか。そ

ういう問題が直面した場合に、すぐそれに対応してほしいと、私はそういうふうに思って

いるのです。終わるまでなんていったら、まだまだ大変です。その点どうでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 今のおっしゃられたとおりだと思います。今後につきましても誠意を持

って当たっていきたいと思いますので、ご了解よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 72ページの上のほうで19節の負担金、補助及び交付金というところの一番最

後、食の安全・安心確保事業補助金、道100％の10万5,000円、これはヘプタクロルという

残留農薬の対策事業ということで説明書にございます。多分内容的には土壌調査だろうと

思います。1975年に使用中止となった農薬なのですが、これはこの金額で対象になる畑の

面積、それとどのような形で調査をなされているのか、それと今後に向けてこれ全部畑作、

有機農業が今盛んに取り上げられていますが、単費でも土壌調査をする計画はあるかない

かお伺いしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 この関係につきましては、カボチャの生産に係る農薬残留の補助という

ことでございます。浦幌町におきましては、カボチャを生産している戸数がそれほどない

ということから、これにつきましては農協のほうからどれぐらいあるのかということを聞

き取りをいたしまして、それにより国からの補助をもらうという形でございます。全量で

28戸ということでございまして、28戸、この分の残留ということでございます。これにつ

きましては、農協が半分、それから国が半分ということで、町につきましては持ち出しが

ないわけでございますけれども、今後カボチャ等の生産等がどれぐらい生産されるか、見

通しはちょっと立っておりませんけれども、そういう状況におきましてはまた農協と協議

をしながら検討していき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。面積につきましては、現在加工されている方で24町、それから生産されている

方で4.4町、合計29町の部分の内容だというふうに農協からの報告はあります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 ウリ科の植物に非常に吸収しやすくて、函館のほうのカボチャで残留農薬と
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して0.07ppmというのですか、そのような数字が出たということでございます。これは、こ

れからの調査をすることで浦幌町の土壌がどのようなことになっているか。本当は食の安

心、安全なところからいえば、今現在つくられているところばかりではなく、以前にもつ

くられていたところにも本当は調査してほしいというのが消費者の考えなのですけれど

も、予算上仕方がないのかなというふうに思うのですが、浦幌町としてカボチャの生産者

ばかりではなく、もうちょっと広げた対策はとれるかとれないか伺っておきたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 カボチャ以外の残留農薬の調査等につきましても農協等々のほうではや

っておるというふうに聞いておりますし、町の対応としてもそれらに対する助成金等が今

後検討されるということも踏まえまして考えていき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。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 私は、まず75ページのこれは土地改良費の中のちょうど下にあります農地・

水・環境保全向上対策事業負担金ということで273万2,000円上がっているのですけれども、

これと72ページの農業振興費、全く同じ項目、同じ負担金という形で農地・水・環境保全

向上対策事業負担金ということで12万5,000円、全く同じ事業が項目が別で上がっていると

いうことに対するちょっと疑問に思ったのとこの事業についての具体的な内容、この勘定

科目をなぜ２つに分けなければならなかったかという説明をちょっとお伺いしたいと思い

ますけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 75ページの農地・水・環境保全向上対策事業負担金でございますけれど

も、これには先ほどの予算説明資料の中でも説明をいたしましたけれども、これにつきま

しては相川地区と、それから富川、美園地区に対する共同活動支援の支援でございまして、

これにつきましては先ほど申し上げましたように水路とか農道とか等の保全管理等に携わ

る共同施設事業に対しての支援ということでございまして、72ページの支援につきまして

は営農の支援ということで、これは農産物の生産に対しての補助という内容でございまし

て、相川地区のソバ生産に対して補助をしているという内容でございます。これにつきま

しては営農の一環と、それから環境整備の一環ということで科目が分かれているというこ

とでご理解を願いたいというふうに思います。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 農家、農業経営というのは余りよくわかりませんけれども、今言ったように

ソバに関する営農にかかわるのが非常に金額的に安い。そして、今言ったように大きな土

地改良のほうでは270万という、単純に農業経営に関してみたら環境整備、それから水利保
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全だとかと考えると、先ほども質問出ました中山間地も同じような趣旨で地域の環境保全、

いろんな形でやっている事業だと思うのですけれども、これの絡みとの地域の環境整備だ

とか、水路保全だとかということのその違いもあわせてちょっと疑問に思ったのですけれ

ども、その辺はどのような兼ね合いになっているのか。この事業というのは、中山間地で

賄えるものなのではないのかなというちょっと認識を持ったものだから、その辺について

の差異というのか、例えばもしこれが今言ったように環境保全をよしとすれば、中山間地

と意味合いが違うということになれば、町内いろんな地域でこの事業が展開できるのでは

ないかなというふうに考えるわけですけれども、その辺についての考え方、対応をお伺い

したいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 中山間地の事業に対しては平地以外、要するに中山間地による非常に山

というか、山のふもとに近い、そういう農業経営が安定できないところに対しての基盤整

備等に対する補助ということでございまして、今のこの農地・水・環境保全に対しまして

は、これらの地域に対しての環境を保全することによって地域が将来ともに安定をして経

営ができるという、そういう内容の補助でございまして、基本的には補助の目的が違うと

いうことで国の補助メニューになっているということでございます。 

 （「答弁が不足しています。質問をしたことは町内一円で使えるかどうなのか 

というものの答弁」の声あり） 

〇前田産業課長 基本的に中山間事業で先ほど言った農地・水・環境保全向上対策事業の

メニューとしては使えないということでご理解を願いたいというふうに思います。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 申しわけないけれども、答弁が全然なっていないのです。私の聞いたのは、

今言ったように中山間地と事業が違うのかというのは今答弁されたのですけれども、そし

て今お伺いすると、私が精査する立場ではないですけれども、この中山間地はいろいろな

やっぱり営農として非常に厳しい。中山間地というのは、北海道には当てはまらない名称

なのですけれども、それはよく理解しています。だけれども、事業内容として結局環境整

備だ、明渠排水だと具体的な事例を言ったら、先ほどの説明ではこの農地・水・環境保全

も同じような事業なので、趣旨としては同じだから、事業としては同じでないかという質

問なのですけれども、違うということはお伺いしました。そうしたら、この農地・水・環

境整備保全事業となると、先ほど聞いたように地域のそういうような営農にかかわること

が一番ということで、分けなければならないという話も聞きました。そうすると、この事

業は相川、上浦幌地区だけでなくて全町にもこのような事業として、趣旨はそういう趣旨

であれば立派な趣旨でございますし、営農、また地域の保全、また環境をよくすることで

あればいろんな地域、町内縦横長い広い農地を持っていますので、全部に網羅してできる

事業なのですかということをお伺いしたことに対しては、まだ答弁いただいていないので
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すけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 中山間地については事業内容が違いますけれども、農地・水・環境保全

向上対策事業につきましては全町内対象となるということで、要望地区が現在２地区とい

うことでなっておりますので、要望があればそれは対象になるということでご理解を願い

たいというふうに思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、６款３項２目水産業振興費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 ２項林業費、１目林業総務費、本年度予算額1,549万8,000円、この目に

つきましては一般林業事務に係る経費でございます。減の主な内容につきましては、網わ

な狩猟免許取得負担金24万円のものでございます。増の主なものにつきましては、１節報

酬24万円、８節報償費75万円の増で、最近鳥獣被害が多くなっているということからクマ

５頭、キツネ100頭、カラス100羽、エゾシカ50頭をふやしております。また、19節負担金、

補助及び交付金の鳥獣被害防止対策協議会補助金80万6,000円が増となっております。減の

主なものにつきましては、昨年まで計上していた賃金24万円でございます。この鳥獣被害

防止対策協議会につきましては、昨年鳥獣被害防止特別措置法が施行されたことにより設

立されたもので、今年度からヒグマ駆除従事隊を設け活動が開始されることから、隊員の

身分保障に報償費と費用弁償を計上しております。また、箱わな管理及び狩猟免許とわな

免許取得促進を図るため協議会への補助金の予算を計上しております。１節報酬、８節報

償費、13節委託料につきましては説明資料23ページに記載のとおりでございます。19節負

担金、補助及び交付金につきましては各種団体の負担金及び補助でございます。 

 ２目林業振興費、本年度予算額4,110万円、この目につきましては民有林の振興に係る経

費でございます。増の主なものにつきましては、美しい森林づくり基盤整備交付金の

1,100万円でございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料23ページ

に記載のとおりでございます。 

 ３目林道維持費、本年度予算額130万円、この目につきましては町が管理している林道に

係る維持管理費に係る経費でございます。15節工事請負費につきましては、説明資料23ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費、本年度予算額1,602万1,000円、この目につきまして

はうらほろ森林公園の管理運営に係る経費でございます。増の主なものにつきましては工

事請負費でございます。13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料23ページ

に記載のとおりでございます。 

 駅停沢線林道開設事業費、この目につきましては廃目整理でございます。 
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３項水産業費、１目水産業総務費、本年度予算額950万9,000円、この目につきましては

水産業事務に係る人件費でございます。ほか特に説明することはございません。 

 ２目水産業振興費、本年度予算額1,845万6,000円、この目につきましては厚内漁港の維

持に係る経費及び水産業の振興に係る予算でございます。減の主なものにつきましては、

厚内漁港整備事業負担金の減と昨年完了したサケ荷さばき施設改修事業補助金、昆布とり

場取りつけ道路工事負担金によるものでございます。13節委託料、19節負担金、補助及び

交付金につきましては説明資料23ページに記載のとおりでございますが、厚内漁港整備に

つきましては昨年に引き続き今年度は係留施設のマイナス3.0岸壁新設105メーターを施工

し、総事業費１億700万円で国が６割、道が30分の８、町が30分の４の負担であります。な

お、帯広開発建設部による十勝川改修工事のうち十勝太地区海岸保護工事が進められてお

りますが、工事に伴い十勝太共同作業所が支障になることから、現在開発で補償調査を行

っております。補償額が確定次第、浦幌町と補償契約を交わし、物件の移転をしなければ

ならないということから、今後補償が決まり次第、関連予算の補正をいたしたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、差間議員。 

〇差間議員 私は、農林水産業費の林業総務費、この中の負担金、19節ですか。鳥獣被害

防止対策協議会補助金、これはいわゆる被害が出ている、猟友会とか何かいろいろあるよ

うですけれども、豊北、愛牛、南地区でいわゆるシカさくがありませんので、こういう被

害等を聞いているかどうか、まずその点を聞いておきたいと思います。シカ対策。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 豊北地区の被害の報告等につきましては、直接町のほうには被害報告は

来ておりません。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 直接報告が来ていないということは、農業経営している人方が去年あたりか

なり被害が出ていると。私も実際行って見てきました。なぜこういうことを言うかという

と、いわゆる十勝川、川を渡ってシカがこっちへ来ると。現在防風林の中で子育てという

のですか。子っこが繁殖していると。これも時期的によっては豊頃町へ行ったり、また何

か聞くところによりますとシカって川を泳ぐらしいのです。対岸が浦幌町だと。そういう

ことで、去年あたりは被害はかなり出ていますけれども、農協からは被害届を出せという

ことで何年も出してきたと。しかし、ただ出すというだけで対応が一切ない。そういう地

元の方々が言っている中でぜひシカ対策、あれはもう終わっていますから、終わったから

といって１次産業の農業ですから、この点を町長も十分判断していただいて対応策を練っ

ていただきたい。これは農協も十分知っているという判断だと私は聞いております。この
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シカ対策どうですか。どういうふうに考えていますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 シカの被害につきましては、豊北に限らず、全町的な被害があるという

ことで、その都度シカの駆除等については猟友会を通して町が報償金を出しながらやって

きております。猟友会に直接農家の人が頼む場合については、その事後で町に報告という

形で、禁漁区間内であれば町に報告ということで各地区で上がってきておりますけれども、

一般狩猟につきましては直接お願いするという部分もありまして、今後そのシカの対策等

につきましては鳥獣被害防止対策協議会等も昨年設立されておりますので、農協と漁協、

それから町、そういう協議会でございますので、そういう中で十分協議をしながら対策等

を講じていき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。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 課長、この地区は猟友会が入って鉄砲を撃てる場所ですか。それ知っていま

すか。この地区は最近、去年までは撃てないのです。どうですか。猟友会と言っています

から。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 豊北地区について、撃てないところは一部ありますけれども、基本的に

は撃てるということでございます。つけ加えますけれども、撃てないところについては沼

の地域は撃てないということになっております。それは養老のところということでござい

ます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 まず、この猟友会の方々も撃つ、私もちょっと聞きましたら限度があると。

とてもそんな駆除、多少はとれるでしょうけれども、やはり撃てない場所、何か規制があ

るらしくて、シカも最近は馬鈴薯、芋も男爵は食わないと。高いメイクイーンとか何か、

そういうのを専門に食うのだというあきれ返った話もありまして、これは事実ですから、

もうちょっと課長、機会ありましたらこの地区に１回入って実態を調べてほしいと思うの

です。今かなりの数がいるということで、時によってはやはり豊頃町から浦幌町に来る、

浦幌町から豊頃町にももちろん行っているのでしょうけれども、その辺のどういうふうに

したらいいかという対応を考えてやらなければ、この方々、何戸あるかよくわかりません

けれども、かなり被害が出ていると。そして、この地区の方々は独自で今運動を始めるよ

うな、この間ちらっと聞いていましたけれども、どういうような運動をするかわかりませ

んけれども、そのために行政というのはあるのですから、その辺をきちっと把握をしてい

ただきたい、そういうふうに思います。課長、最後にそれどうですか。約束してください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 
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〇前田産業課長 先ほども申し上げましたけれども、鳥獣被害防止対策協議会ということ

で設立されておりますので、その中で十分被害を調査をいたしまして対応してまいりたい

というふうに考えております。豊北地区については平地ということから、ハンターにつき

ましても水平ということで、なかなか鉄砲が撃てない部分もあるということはありますの

で、そこら辺も十分踏まえながら調査をして対策をしていき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。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時０５分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、７款１項３目工業対策費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 80ページをごらんください。７款１項商工費、１目商工振興費、本年度

予算額8,616万7,000円、この目につきましては商工業の振興、育成とコスミックホールの

運営の補助に係る経費でございます。減の主なものにつきましては人件費でございます。

増の主なものにつきましては、コスミックホールの修繕に係る経費でございます。19節の

負担金、補助及び交付金、21節貸付金につきましては説明資料23ページに記載のとおりで

ございます。 

 ２目観光費、本年度予算額724万4,000円、この目につきましては観光の振興のための諸

経費及び観光施設の維持管理並びに観光連盟団体への補助金に係る経費でございます。増

の主なものにつきましては、観光協会補助金の125万円でございます。13節委託料につきま

しては、説明資料24ページに記載のとおりでございます。 

 ３目工業対策費、本年度予算額452万5,000円、この目につきましては企業対策並びに企

業創設に係る経費でございます。減の主なものにつきましては、貸付金事務変更に伴う減

でございます。23節償還金、利子及び割引料につきましては、説明資料24ページに記載の

とおりでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、８款３項１目河川管理費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 82ページをごらんください。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総

務費、本年度予算額3,390万2,000円、この科目につきましては施設課にかかわる人件費、

事務費及び道路台帳修正業務の内容でございます。増額の主なものは、17節公有財産購入

費でございます。また、減額の主なものは人件費、11節需用費でございます。なお、17節

公有財産購入費につきましては説明資料19ページに記載のとおりでございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、本年度予算額4,083万5,000円、この科目につき

ましては維持係の人件費、建設機械12台分の年間維持管理費の内容でございます。増額の

主なものは人件費でございます。また、減額の主なものは11節需用費の燃料費及び車検台

数減に伴う修繕料、12節役務費、27節公課費及び18節備品購入費でございます。 

 ２目道路維持事業費、本年度予算額4,071万6,000円、この科目につきましては町道255路

線、実延長296キロメートルを維持管理する経費の内容でございます。増額の主なものは７

節賃金、厚内市街地区における雨水排泥処理施設の汚泥清掃に要する13節委託料、除雪機

械リース１台増にかかわる14節使用料及び賃借料、歩道部で支障となる街路樹の根株を除

去するのに必要とするルートカッターの購入に要する18節備品購入費、15節工事請負費に

つきましては説明資料24ページに記載のとおりでございます。 

 ３目道路建設補助事業費、本年度予算額１億6,793万9,000円、この科目につきましては

国の補助事業で道路改良舗装をする経費の内容でありまして、説明資料24ページに記載の

とおりでございます。このうち北栄大通線、相川北２号線は事業継続路線で、新規路線と

して寿通、共栄統太線の道路改良舗装工事を実施いたします。増額の主なものは２節給料、

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、19節負担金、補助及び交

付金でございます。また、減額の主なものは12節役務費、13節委託料、22節補償、補てん

及び賠償金でございます。 

 ３項河川費、１目河川管理費、本年度予算額809万5,000円、この科目につきましては町

が管理している215の普通河川の維持管理、道河川の樋門、樋管管理委託業務、国所管の救

急排水施設管理委託業務にかかわる経費の内容でございます。減額の主なものは、７節賃

金、11節需用費の消耗品費、13節委託料で道河川の樋門、樋管管理委託業務の年間点検回

数が10回から５回への減少に伴うものでございます。 

 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、８款５項１目住宅管理費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 85ページをごらんください。４項都市計画費、１目都市計画総務費、本
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年度予算額14万2,000円、この科目につきましては都市計画審議会開催にかかわる事務経費

の内容でございます。 

 ２目公共下水道費、本年度予算額１億1,023万3,000円、この科目につきましては公共下

水道特別会計への繰出金の内容でございます。 

 ３目公園緑地管理費、本年度予算額909万9,000円、この科目につきましては中央広場、

駅前広場、ポケットパーク、児童公園、遊園地の維持管理費及び森林公園遊歩道、町有地

の草刈りにかかわる管理業務の経費の内容でございます。増額の主なものは14節使用料及

び賃借料、これにつきましてはパークゴルフ場に貸し付けています中型草刈り機の更新で

５年のリースをするものでございます。15節工事請負費につきましては、説明資料25ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ４目まちづくり交付金事業費、予算額１億611万7,000円でご

ざいます。本目は、まちづくり交付金事業、今回は留真の里交流施設実施設計委託料、産

業交流施設建設費、産業交流施設広場整備、駐車場整備、産業交流施設の備品関係でござ

います。13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費につきましては説明資料25ページ

に記載されてございます。 

以上でございます。 

〇賀下施設課長 ５項住宅費、１目住宅管理費、本年度予算額2,437万9,000円、この科目

につきましては町営住宅489戸、雑種家屋44戸、町有住宅10戸の維持管理費及び町営住宅運

営委員会にかかわる報酬、費用弁償、人件費の内容でございます。増額の主なものは、11節

需用費の修繕料、12節役務費の手数料、15節工事請負費、16節原材料費、浦幌町耐震改修

計画で新たに設けた木造住宅耐震診断補助金にかかわる19節負担金、補助及び交付金でご

ざいます。15節工事請負費につきましては、25ページに記載のとおりでございます。減額

の主なものは人件費でございます。 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 87ページ、その中にあります留真の里交流施設の実施設計の委託料900万、決

してアバウトとは言いませんが、これだけかかる内容というのはどのような形の中で900万

を予定したのかちょっと伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 まず、13節委託料、調査測量設計委託料900万円につきましては留真の里

交流施設建築物及び設備にかかわる実施設計委託業務でありまして、まちづくり交付金事

業が国庫補助事業でありますことから、設計委託業務の積算は適用が認められております

北海道建設部策定の営繕工事設計業務等積算基準に基づいて算出しております。平成20年
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度における現行の積算基準に基づき算定いたしますと委託料が600万円となりますが、昨年

12月25日付で以前に話題となりました構造計算書偽造問題を踏まえ、現状における建築費

の業務報酬に関し、十分な報酬が得られていないという実態調査から建築設計事務所の業

務報酬基準の改定作業が国土交通省で進められており、これに伴い北海道建設部で策定し

ている営繕工事設計業務等積算基準についても平成21年４月から見直しによる新基準の適

用をすることとなるので、予算策定に当たっては見直しを考慮し、適切に対応願いたいと

の北海道十勝支庁建設指導課からの情報提供がありました。これを受けまして、現行告示

から改定案として提示されております３点の中から今回の温泉施設と類似の宿泊施設にお

ける現行と改正後の委託料を比較いたしまして、ほぼ1.5倍となっておりますことから、現

行の積算基準から算定していました委託料600万円に1.5を乗じまして、このたびの900万円

で予算計上をさせていただきました。今回の予算につきましては、平成21年度４月からの

適用の大幅な見直しによる積算基準の改定の中で大部分が未確定のため、十勝支庁建設指

導課と相談をしながら暫定により算出させていただきました。ご了解のほどよろしくお願

いいたします。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ご了解をと言われたのですけれども、自分の頭の中でどうしても理解の得ら

れない部分がかなりあるのかなと。指導のもとに積算をしたということですが、本庁舎内

における計算というものもあっただろうと。それなりの努力はされたのだろうと思います

けれども、何かその基準に沿ってやったというだけであって、本来の努力が全く見られな

い、ただ基準のみで計算をしたということなのですが、努力された部分が見られないので

すけれども、その辺はどうなのでしょう。１度自分たちの手で計算したという部分がある

のだろうか。何か道の基準に沿って云々ということしか見えないのですが、その辺をちょ

っと伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 この積算基準に基づいて本来は工事の発注における委託の部分について

はやらなければならないということで、国のほうからの指導もありまして、このまちづく

り補助金を使用する以上は道の積算基準に基づいて積算していかなければならないという

ことで、自分たちで例えば見積もりをとってやったり作成したりということは、この事業

では困難なものだと考えます。 

以上です。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 今回の交付金事業については、国の国庫補助事業ということで、そうした

場合にほかの国庫補助事業を使う工事についても、道路も含めてですけれども、そういっ

た積算基準というものが国のほうからある程度示されておりまして、そういった積算単価

を使いなさいということで示されております。したがって、その積算単価に基づいて今回
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設計を行ったと。会計検査等が入る可能性もありますけれども、そうしたときに必ず会計

検査が見るのは何に基づいて積算したのですかという話になるのですが、その基準につい

ては国、道から示された基準に基づいてやっていますという、こういう流れになるのです

けれども、したがってあくまでもそういった意味では今回国、道が示した基準に基づいて

設計をしたということでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 私も一般質問をした関係で、ここをもう少し詳しく聞きたかったのですけれ

ども、今の二瓶議員と関連しますけれども、いわゆる国の積算基準を用いたと。よく理解

できます。ただ、その基準は先ほどの説明員、課長の説明では同規模の建物に対するとい

うような説明もあったのですけれども、その積算基準というのは総事業費に対する積算基

準なのか、それとも同規模の建物、先ほど言った建物の基準なのか、どういう基準をもと

にして600万が出てきたのかということをまず聞きたいのですけれども、ただ600万ありき

で基準、基準と言われて600万が出てきた、その1.5倍だよと、900万だよと、これでは納得

できる数字ではないと思うのですけれども、その辺はまず根拠になる根本は何なのですか、

それをまず一番初めにお伺いしたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 委託料の算定の方法は発注平面図、まず浦幌町から平面図を作成いたし

まして、例えばその面積が580平米か590平方メートルか、これは面積によってそれぞれ違

ってくると思うのですけれども、このような発注平面図から建設工事発注に必要な図面の

枚数を計算いたしまして、その図面の計算にかかわる技術者の人工数、これを直接人件費

と見て、これに対して諸経費、そして技術等経費を加算されるものでございます。これで

委託料が計算されて合計が出てくることになります。 

以上です。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。なるほど、そういう積算で。そうしたら、全くこういう建物

を建てたい、こういう町民からコンセンサスを得たから、こういうものを持ちたいからと

いうことの入る余地というのか、あくまでもこれを建てるための積算するいろんな技術料

だとか、そういう設計料だとかという形であって、こういう形のものを建てたい、こうい

うものを建てたらどのぐらいかかるのか、これはどういう調査をしなければならないとか、

そういうものは入る余地はないということの理解でいいのかな。どうなのですか、その辺

は。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 今の部分については、発注平面図をまず町が作成して、それに住民の方

の意見等を聞き入れた中で平面図を起こし、それに対して今度仕様書というものがありま
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して、その仕様書の中に例えば設備はどういうものを使ったらいいのか、それからその他

の温泉の具体的な内容だとか、そういうものを仕様書の中で示して条件をつけて発注時に

はそういう形で出すことになります。 

以上です。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 委託料の中身は大体わかりました。そうなると、先日私も一部中身まで触れ

ましたけれども、今後の温泉の運営に対しては循環方式、その点だけとらえて言いましょ

う。循環方式を持ってくるとなると、木質ボイラーの使用も念頭に考えていますというだ

けの話でまだ決定はされていない。そういう行政側がこういう方針でいくということを決

定されないで発注、委託とこの設計書を書かせて、いや、方針が変わったからといったら

また書かなければならないとか、そういう基本的な我が行政、我が町は町民の声を聞いて

いろんなことをコンセンサスをとって、こういう方針を持ってやるのですよと。例えば循

環方式だったら燃料は、うちの留真温泉の場合は加熱しなければならないという大きな問

題がある。そこに係る経費、いろんなランニングコストを計算した場合に、これだという

ものを決めて、こういう形でそうしたら設計図をかいてくださいと、そういう形になるの

が、どこの家庭でも家を建てる場合だとか、私のコンセンサス、私の考えはこうだと、こ

れに対して青写真を引いてくださいというのが普通だと思うのだけれども、今言った国の

決まった基準だけでこうだと、必要な設計図が要るから、積算はこれだけだからと、900万、

これが根拠だと。そうしたら、本当に町民の求める、また行政の考えていることがその枠

の中でおさまればいいですけれども、計算上まだ100万も200万もかかるということだって

状況によってはあり得るのではないかと思うのですけれども、その辺については基本的に

ちょっとどんな考えを持ってこれを提案したのですか、お伺いしたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 私のほうから、ちょっと関連をしますので、ご答弁を申し上げたいと思

います。 

先ほどの900万円の算出については説明のとおりでございますけれども、この900万円の

前の600万円の1.5倍で900万という話でございますけれども、この600万円の設計根拠につ

きましては、当初町民説明会等でお話をしております総額３億4,000万円のまちづくり交付

金の中のそのうちの留真の里の整備事業費という形で説明しております。その中で、温泉

に係る経費といたしましては１億6,000万程度ということで町民に説明をしているかなと

いうふうに思います。その１億6,000万をベースにして600万、そして先ほど申しました

900万という形になると思います。これからそれをベースにいたしまして、今後４月、これ

からという話になりますけれども、町民検討委員会等々の意見を聞きながら、どういう形

で燃料系統を設計するかという形になるかと思います。その検討の結果、設計を発注する

ということになりますけれども、それが多分９月の末ぐらいまでに検討委員会をしていか
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なければならないのではないかと思います。 

その中で、Ａ重油で使うとか、木チップで使うとか、そういう意見が出たときにイニシ

ャルコストがどういうふうな形でなるかということも当然出てくるかと思います。そして、

現在はＡ重油という形で設計をしておりますので、この900万の中でできると思いますけれ

ども、町民検討の中で例えば木質ペレットがいいとか、それから木チップがいいとか、そ

ういう話になったときに、それでは町でどういう形を選択するかということが出てくるか

と思います。例えば木チップでやったときには、イニシャルコストが今より3,000万とか

4,000万とか上がりますよと。そういうときに町民が理解をしていただければ、今の事業費

に上乗せをして設計をしていきたいというふうに考えております。この設計費につきまし

ては、そういう内容を踏まえた中で発注ができるのかなというふうに考えておりますので、

今後は町民の意見を聞きながら変更できるものは変更して、できないものはできないとい

うことで結論を出していきたいというふうに考えておりますので、ご理解を願いたいと思

います。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。まず、この900万の基本的な考え方とかはよくわかりましたけ

れども、今説明していくうちにだんだんと根幹にかかわるような話が出てきたのですけれ

ども、よろしいですか。今言ったように、先ほどの説明がだんだん変わってきています。

先ほど言ったように平面図だとか、設計の技士のいろんな費用が900万の範囲内でという話

ですけれども、今私が聞いたのは、問題はここなのです。そのためには根本的に、我が町

のはさっきから何度も言いますけれども、30度ですよ。それを45度に上げなければならな

いときに何を用いてやるのかということから、こういう考えで、こういうポリシーでやり

ますので、設計図面をかいてくださいということをやらないのかなと。 

ただ、今の課長の説明でいくと、いろんなパターンがあるでしょうと。ただ、温泉は１

億6,000万、総体費で３億4,000万の事業ですから、今度は留真温泉に手をつけますから設

計図面をかいてくださいと。そんなばかな使い道のあれで、予算は900万ですよと。とした

ら、受けたほうは、そうしたらどういうコンセンサスを持って、どういう理念を持って、

どういう施設をつくるのか、どういうふうにかくのかわからない。それも根本的に一番大

きな原因である加熱しなければならない方法をどのように設けるかによって、正直言って

建物の平面図だって、素人だってその施設をどういうふうに収納して、どういう搬入をし

て、どういうことを、いろんな動線も出てくるだろうから、そういうことも��私はその

辺を聞いているのです。その辺がきちっとされて900万というのが出てきたのかなといった

ら、最初は単なる国の基準で900万だというだけだったら、そうしたら何もなしで委託した。

当然行政だから、委託になるのだけれども、ただどういう考え方でこの留真の里の平面図、

図面をかいてもらうのかなというのが何か疑いというか、そんな形でいいのかなという不

安が広がってきたのですけれども、その辺はまだ煮詰まっていない。いろんなパターンが

あると言いながら、そうしたら今回出された、もしこれで発注した、出てきた書面が今言
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った委員会だとかなんとかという話聞きましたけれども、これはだめだよと言ったら、ま

た同じ経費をかけてまた図面をかいてもらうのかということになり得るのではないかなと

いう認識がするのですけれども、それについてちょっと私の理解できないことなのですけ

れども、どうなのですか、それ。お伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今産業課長が答弁しましたけれども、今回の委託料の算定におけるあり方

ということで、先ほども言いましたけれども、国の基準に基づくということでありまして、

その基本になるものは何かといいますと、まず規模、大体の面積、それと大体の金額、こ

れに基づいて先ほど言った必要な図面の枚数とか、そういうものを決めていくということ

でありまして、今後発注は９月ごろを考えていると。ほかの工事なんかも公共事業はそう

なのですが、あくまでもどういうふうにするかという詳細の内容については仕様書、要す

るに発注するときに町は仕様書に基づいて発注しますので、その仕様書をつくるのがいつ

の時点かということになってきます。ですから、今の時点でその仕様書をつくるかという

と、決してそうではありませんので、今後まだ先ほど言われましたボイラーの関係ですと

か、そういった部分については検討させていただいて、その時点で明らかにして発注をし

ていくと、こういうことになってきますので、その辺もご理解いただきたい。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 質問と答えをまとめるわけではないですけれども、とりあえず積算の根拠は

わかりましたし、その中で今後きちっとしたコンセンサスを持って、そしてポリシーを持

ってこの予算内で発注するということなので、今だからその辺の話をきちっと説明したら、

大体１回で済むのです。悪いけれども、我々これを見たら900万だなと、そうしたら考え方

はこれこれこれで、こういう図面でかいてもらって、そしてそれを持って次の今度はステ

ップに入るのだなという認識しか持たないもので、例えば大枠で決めたと。それの積算は

国の基準だと。だけれども、今言ったように細部にわたっている仕様についてはこれから

議論を深めていろんな方針を決めていって、それを持って最終的な図面をかくという、そ

ういう理解でいいのですね、整理して話したけれども。そういう進め方で、時間的にはそ

れは９月ごろの予定になるということでの認識でいいのですか。最後にそれだけちょっと

確認したいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今野村議員がおっしゃった内容のとおりです。それで、この実施設計の発

注については９月ごろを予定しておりますので、その前にいろんなまだ詰まっていない部

分もありますけれども、それについては整理をしていくという考えでおりますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 
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〇差間議員 この設計段階に入るということで、１つ確認しておきたいのは、その中に飲

料水、それと排水関係、これがこの設計に、900万に入っているかどうか、まずそれをお聞

きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 まず、水道水について説明させていただきます。当初この建設時に当た

っての計画の中では、今の前に既設で旅館がありまして、その旅館に使用していた水道の

施設が実際に使われていたということで、それに基づいて配水池、貯水池になりますけれ

ども、そこに水を３日分ためて使用するということで、貯水槽の設計ということで実際

600万ということで設けられております。実際使用可能かということで調査したところ、冬

季にわたって水の渇水、それから管が露出しているということで冬季には凍った状態で�

�一応今の部分では配水池、貯水槽ということで入れてあります。排水の浄化槽について

は、一応浄化槽ということでこの建築工事費の中に含まれていることになります。 

以上です。 

（何事か声あり） 

〇賀下施設課長 設計の中でしょうか。設計の中には排水施設、浄化槽のほうは入ってお

りますけれども、貯水槽については図面作成可能なことなので、こちらのほうで作成した

いということで考えております。 

以上です。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 私の今聞いていることは、この900万にそういう設計入っているかどうかを聞

きたかったのです。それだけちょっと。 

〇賀下施設課長 浄化槽については入っていますけれども、今の貯水槽については�� 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 答弁調整のため、ここで暫時休憩をしたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、ここで暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時０５分  休憩 

午後 ２時０６分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 大変失礼いたしました。浄化槽の部分については、この設計費の中に入っ
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ております。水道の関係については、別途こちらのほうでやるということで入っておりま

せん。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 いわゆるこの留真の場合は飲み水、それから排水、確かにああいう山の中で

すから、既存の施設があるとすれば、この設計に入っているという私は判断をしていたの

です。 

それと、留真の温泉を解体したとき、どなたか解体現場へ行った方、見た方いるかどう

かちょっと聞いておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 当時施設課で解体を発注しまして、その解体後の確認は私はしておりま

す。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 私も２回ばかり何人かで見てきたのです。解体現場ですよ。やっている最中

に。ちょうど私が行ったときは、側をはぐって骨組みが見えていたと。手前の正面から見

て左側、西側というのですか。ちょうどその現場行っている最中にきちっと見えたのです。

その場合、柱がとにかくきのう建前をやったような柱ですばらしい、びんとしているので

す。それと、もう一点は、そばで確認したのですけれども、柱をつないでいる金具、きっ

とさびているのかなとそばに行ったら金ぴかですよ、どれも。ですから、年数でばらした

ものか、それともどうしてもそれ邪魔だからばらしたのか。私は、何でこんな新しいもの

を壊すのかと。何とかこういうのは、施設課だろうとどこの課であろうと、実際に壊す前

に見たかどうか、それを確認しておきたかったのです。ですから、これから金かかるとす

れば、間違いなくまだ何年、10年も15年も使えると、我々何人かで行ってきたけれども、

みんなそういう判断をしてきているのです。そういう判断しましたか。ちょっと過ぎまし

たけれども、これはこれからのためにちょっと確認しておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 留真温泉については、ご案内のようにかなり年数が経過したということは

間違いない事実でありまして、ただ途中１回、２階部分を増築したという経過がありまし

て、多分見られたのは後から増築した部分の柱かなというふうに考えております。閉鎖後、

私も現場へ行きましたけれども、一たん閉鎖しますと非常に中が、多分水分が多いせいな

のかもしれませんけれども、傷みが非常にひどくなっていたということもございまして、

とても使えるような状況にはなっておりませんでした。それは私、確認しております。特

にまた浴場の部分についても非常に年数がたっていたということでありまして、それにつ

いても使用に耐えるような状況にはなっていなかったということで、そういうことは確認
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しております。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 私の認識と副町長の認識、全然違います。あの柱を見て耐用がだめだという

人、我々３人で行ってみんなびっくりしたのですから、そんな腐ったようなことを副町長、

言ってはだめですよ。浴場のほうは全然だめです。私言っているのは正面から左側、西側

というのですか。その部分、下ですよ、見ているのは。どうも副町長の見た目と私の見た

目、全然違います。つないでいるボルトというのですか、金ぴかですから、上も下も。私、

立場が立場上ですから、ちょっとそれ見本にもらいたいと思ったのです。それはやめまし

たけれども。ですから、副町長が言っているのは、浴場のほうなんてもう腐って床落ちて

いるのは私だってわかっていますから、行ってふろ入っていますから。そういうことなの

です。 

ですから、言いたいのは、もうちょっと町の財産になったとすればこの使用年数、私も

専門的なことわからないですけれども、利用するものは利用してほしかったと、私はそう

いう認識を持ってきました。ですから、柱が３寸木というのか４寸というのかわかりませ

んけれども、正面も横も裏もボルトは１本もさびていませんよ、上も下も。これはもう過

ぎた、終わりましたから、ですから町有財産として非常にもったいないなと、私はそうい

うことを思って帰ってきたのです。ですから、副町長がそういうふうに耐用年数がもうだ

めで床が落ちたというのは浴場のほうであって、私の言っているのは山側というか、川の

左側の１階、２階部分ですよ。しっかり見ましたか。もう一回、ちょっと答弁してくださ

い。行って見たと言うのですから。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 老朽化した部分とまだ現存というか、使える部分もあったというのが今差間

議員のお話だろうというふうに思います。ただ、今留真温泉につきましては全体的な中で

改築しなければならないという考え方の中でこの改築計画、まちづくり計画の中で全体を

再開発しようということでありまして、そのために全体、今ある現存する施設は全体的な

関係で老朽化した中で壊さなければならないということで解体をしたという内容でありま

す。その中で、確かに今差間議員が見て使える部分があったのかもしれませんけれども、

それを使いながら、それでは再構築したほうがいいのかということになれば、これまたい

ろいろな図面の関係で考えるべきところがあるのだろうというふうに思います。普通で言

えば、そこに足し増しをしながらやるということには再開発の場合はならないだろうなと

いうふうに私は今考えています。いずれにしましても、差間議員言われるようにもう既に

取り壊した部分でありますから、これは今もとに戻すとか云々ということには当然ならな

いわけでありますけれども、少なくとも今再開発をしようということで事業を進めておる

ということでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 
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〇差間議員 確かに町長の言われるとおり、これは総合的な判断でやっているでしょうか

ら、ただ１つ私が言っておきたいというのは、そういういいものもあるのも、やはりこれ

我々のそういうオーバーに言えば税金の一部をやるのであれば、もうちょっとそういうよ

うな目配りが必要でないかなと。行ってその４日後には、あと何もなくなっていましたか

ら、よっぽどそのボルト類とか何かをもらってきたかったなと。これは、別に行政を責め

るという意味でなくて、何とかこれからこういうような、まだまだ特に浦幌は建物たくさ

んありますから、そうなった場合、公営住宅を含んだ中で再利用というものをもうちょっ

と考えてほしいと、私はそれ一言だけ聞いておきたかったのです。 

以上です。 

〇田村議長 答弁よろしいですか。 

〇差間議員 答弁あったら。なかったら、よろしいです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 これは、すべてのことに関してでしょうけれども、やはり再利用できるもの

は再利用したほうがいいというお考えだろうというふうに思います。基本的な考えの中で

は、私もそのとおりだというふうに思います。ただ、再利用したときのその事業、その事

業で考えていかなければならないというふうに思っていますので、現存する財産をどのよ

うに使っていくかということも今後十分考えながら決めていきたいなというふうに思いま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私もこのまちづくり交付金事業についてお伺いをしたいと思います。 

この事業につきまして、今回も一般質問、２名の同僚議員もされておりますし、町長は

前にも言われておりましたけれども、１つの事業についてこれだけ町民のところで説明会

等を開いたりして、議会の中でもこれだけの質問が出ていると。これだけの町長もご努力

をされているにもかかわらず、なぜ浸透されていかないのかなと。しかし、でもやはり町

長もきっとこの部分は、町民についてこれだけしているのに伝わっていないということは

自分の肌で感じているのではないのかなというふうに思うのであります。 

その中の一つに、やはり町長も一番の心配としているところの今後の運営についての不

安、この部分が町民に対してもしっかりとやっぱりぬぐえていないということが、せっか

くたくさんこういういろんなことをしていながらもやはり最終的な町民の判断、支持をい

ただけない部分になるのかなという気がしております。しかし、いろいろと決まっていか

ないと、確かにそういう細かい部分の数字というのが出てこないので、町長としてもなか

なかしっかりとこれぐらいは持ち出すのだとかというような数字も言えないというのもわ

かるような気がしております。 

 そこで、やはり私は今回の留真温泉についても、先ほども９月ごろというような話をし

ていましたが、やはりしっかりとしたスケジュールというのでしょうか、いついつまでに
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こうという、そういうスケジュールというものをしっかりと町民に示すと。今は出せない

のだと。だけれども、ここまでには必ず出すのだと。やっぱりそういうような部分という

のをしっかり町民に示さないと、検討した結果報告しますということでは、なかなかやっ

ぱり町民の理解というのはどれだけやっても、幾ら質問をしてもどうもその部分がかみ合

っていかないという部分は、私もどうも歯がゆい思いをして、多分きっと町長もどうして

これだけやっているのにわからないのだろうという部分で、きっと町長も私は歯がゆい部

分、思いをしているのではないかなという気がしております。 

町長、どうでしょう。やっぱり町民の理解を得るために、この部分についてそういった

ちょっと工夫というものをしていかないと、せっかくこれからつくる留真温泉であります

から、私は決して反対するものではないと思っております。最初に私たちもこの交付金事

業について、事業のまず１段階目の解体という部分について議会で賛成したわけですから、

この事業について賛成をしたという認識を持っていますので、やはり決まった以上はいい

ものをつくってもらいたいと、成功していただきたいという、そういう強い思いがあるの

です。やはりその上では、町民の理解というのはどうしても不可欠という思いがするもの

ですから、そういう部分では今言ったようなスケジュールの公表等をやはりちょっと工夫

をした中での町民の理解というものがどうしても不可欠と思いますが、町長の考えはいか

がでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 スケジュールに関しましては、先ほど申し上げましたとおり９月には実施設

計を出したいというふうに考えています。それまでには、詳細については詰めていきたい

と。詰めた段階で町民の説明会をもう一度開いていきたいというふうに考えています。実

施設計で出すということは、当然それにかかわる予算関係もありますので、それについて

は、予算は今していただきますけれども、そういうスケジュールで今後進めていきたいと

いうことであります。 

町民の皆さんには、今回も説明会を開催をさせていただきましたけれども、総人数93名

ということで、町民の皆さん関心がないということではないだろうというふうに思います

けれども、各地区で開催をしながら説明をさせていただいておるのですけれども、より具

体的になったときにまた皆さんのご意見をいただきながら、そして今検討委員会を設けて

おりますので、検討委員会でより詳細に詰めながら、この９月の実施設計のスケジュール

に合わせていきたいなというふうに思っています。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も今回の説明会については何度か行ってお伺いしました。私も正直、町民

の参加が少ないなというような思いはしておりました。その中で、やはりこれだけ関心の

あることなのにどうして少ないのかなと思ったときに、あくまでもこれは説明会であって、

要するに決まったことを説明する場であって、こっちが意見を言ったからといって、それ
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が何か変わるというものではないのだろうというような、やはり何かそこに町民の冷めた

ような思いがあるのかなというようなことで私もちょっと残念に思ったのであります。 

私は今回、道の駅のほうもそうなのですが、やはりそういった決まっていくプロセスの

中で、道の駅もそうなのですけれども、今留真温泉も検討委員会、その委員会がまずあり

ますよね。要するに今回の例えば道の駅にしても、もう今回は実施設計ですから、例えば

あそこに建てる位置、設計図等々については、基本的にはこれは最終的にどの段階でとい

うことになると、多分道の駅は道の駅の検討委員会がそこで要するに了解をしたから出し

たと、それにのっとってということなのだろうと。その道の駅の検討委員会が運営につい

ては運営委員会に任せますという、要するにこれが町民の声として、町民の声を聞いてい

るのだよと。だけれども、その声としては委員会が決定した、運営についても委員会が運

営のところに任せると言った以上は、年間やろうが、どういうふうにやろうがその委員会、

運営委員会がやればいいのだというような部分で、そこら辺の認識という部分がやはりち

ょっと離れてしまって、本当に道の駅等についてもいろんなアイデア等があったときに、

町民がいろんなアイデアがあったときにそれがうまく吸い上げられていない。町民に出た

ときには、あくまでも現状の説明でしかないという、ここら辺がやっぱり町民との、どう

も幾ら何回も足を運んでいただいても認識をしていただけないということになるのかなと

思うのです。 

今後についてもあくまでも例えばいろんな部分、先ほども同僚議員も言っていました

が、例えば循環式という部分、町長からコストがかかるので、コストを計算すると循環式

でというお話がありました。だから、これも町民が循環式がいいのか、かけ流しがいいの

か、やっぱりそういうような町民の声というものがそこにきちっと反映されるようなシス

テムというものが町民がどういう形でなっていくのか。要するに検討委員会ということで

決まっていますと、それは町民の代表の検討委員会だから町民の声なのだと。と言いなが

らも、ではだれが委員で、そこの委員の中でだれが委員長になっていて、それがいつ委員

会が開かれて、そこでどんな議論があったのかということが一切町民に知らされていない

と。そこら辺で、その中で検討されて決まったことだけが町民のところに知らされるとい

う、ここら辺の何かギャップが幾らたくさんこういういろんなことがあってもなかなか町

民に理解をされていないというところではないかと思うのです。私の感覚としてはそんな

ような認識を持つのですが、どうでしょうか。担当課長もどうですか。実際に現場で触れ

ていてそんなような感じ持ちませんか、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 多くの町民の方の意見を吸収するということが本来かなと思います。道

の駅の関係につきましても広く公募をした中の検討委員なり、直売会の設立かなというふ

うに思います。ただ、説明会を開いてもたくさんの人が来てくれないというのは、今まさ

しく中尾議員のおっしゃる意識が少ないのか、説明だけで終わっているためなのか、そこ
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ら辺はちょっとはかり知れないわけでございますけれども、いずれにしてもたくさんの人

がいろんな意見を言っていただいて、それを総合的に判断して建設に向けていくのが本来

かなと思いますので、約２年前ぐらいになりますけれども、町民検討委員会というのがあ

って、それでいろいろ協議をされております。現在もその検討委員会については存続して

いるということでございますので、今年につきましてはその検討委員会の委員さんだけで

いいのか、また広く公募しなければならないのか、そこら辺も検討しながら、多くの町民

の意見を吸い取った中の９月の実施設計発注に向けていき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いうふうに思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 ただ、今言う町民の声をという部分は今までもやっぱりやられているのです

よね。だから、やはりその部分のそういう審議の内容、過程についての情報公開というも

のがどれだけしっかりされるのかということは、これはどうしても不可欠になってくるの

ではないかなという気がしております。 

ただ、あくまでもそうなったときに結局その検討委員会、道の駅も留真温泉もそうです

けれども、要するに最終的にこういう設計図、こういう場所、こういう形でやりましょう

ということはその検討委員会、ここで決定をされるのですよと。やっぱりそういうような

流れというものも町民には私は理解されていないのではないかなというふうに思うので

す。 

ですから、留真温泉等の図面等も説明会で見せていただきましたけれども、要するに最

初に町がある程度決めてしまうと、どうしてもその流れでいってしまうというような、や

っぱり町民に対してはそういう思いがあるのではないかなと思うのです。だから、例えば

留真温泉についてもまだまだ白紙なのだよと、どんどんいろんな意見を出してくださいと

いうような状況というものを、やはりそういうような部分というものをもっともっと町民

にアピールしていかないと、なかなか本当の意味での了解は得られないと思うのです。こ

れからやっていく上で、やっぱりこの留真温泉というのは町長もご承知のとおり浦幌にと

って貴重な財源、財産ですから、これを有効に使うためにはまだまだ議論が必要ですし、

私は正直今の町の考えではきっとこれはうまくいかないと。なぜならば、例えば留真温泉

１つとっても留真温泉は町の今の計画では宿泊施設はないわけです。温泉、浴槽しかない

わけです。留真温泉で今何が売りかといったら、お湯しかないのです。そのお客を呼ぶお

湯を循環してしまうのです。お湯、これ一つしかないこの一番の売りを殺してしまって、

財源だとかお金のために殺してしまって、それでお客を呼ぶといったって、そんな虫のい

い話はないでしょう。 

だから、私重ねて申し上げますが、新エネルギーの部分についても何せ基本、基準がも

うお金、お金ということで、確かにこれは大事で、お金は大事なのですが、それによって

すべていいものがつぶされていってしまっているのではないのかなというふうに思えてな

らないのです。だから、やっぱりそういった部分のいろんな意見、私もたくさん聞いてい
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ます。そういうものがどうやったら反映できるのだろうかという部分をもうちょっと町民

に対しても明確にしていただきたいなというふうに思いますし、その辺のそういったこと

も踏まえて、ここでいつ意見を聞くとかという、そういう流れというのでしょうか。やっ

ぱりそういったものをしっかりと町民にオープンにすることが理解を得られる一番の近道

ではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 道の駅については準備会、留真温泉については検討会というものを設定しな

がら皆さんのご意見をいただくということで進めてきているわけでありますけれども、町

民の意見が足りないということであれば、例えば検討委員会をもっともっと120とか200人

にするとか、現実的ではありませんけれども、そういうふうに人をふやせばいいという問

題ではこれまたないだろうなというふうに思っています。検討委員会の中でどんどんそう

いう意見を出していただいて、今これからまたやりますので、循環式ではなくてやっぱり

かけ流し式がいいのではないかとか、そういう意見も出てくると思います。今言っている

のは完全な循環式ではなくて、かけ流しをしながら循環式をすると。そして、それで光熱

費を抑えていこうという感覚で今いるわけでありますけれども、これについても当然論議

をさせていただくということと、あと木質バイオチップボイラーも含めて、こういうもの

について導入することはどうなのだと。例えばこれを導入したら、逆に循環式をしなくて

もかけ流し方式で光熱費をずっと抑えられるのではないかということも当然検討しないと

ならないだろうと。初期投資がどういうふうになって、それが実際にはランニングコスト

がどうなるのかということもこれも研究していく必要があるだろうというふうに思ってい

ます。そういう意味では、まちづくり交付金の中で提案機関という２つのものがあります

から、そういう兼ね合いも含めて今後進めていく必要があるということで今は考えていま

す。そういう意味で、９月までには検討委員会等々でいろいろなお話をさせていただきな

がら、コストも含めて出していくということが必要だろうというふうに思っていますので、

それを粛々と進めていきたいというふうに思っています。 

町民の皆さんにはできるだけ開かれたといいますか、広報や何かでは出しているのです

けれども、なかなかこれが浸透していないというのも事実だろうというふうに思っていま

す。できるだけ皆さんにわかる形で出せる方法は今後も考えていく必要があるのかなとい

うふうに思いながら、この間の説明会で思っておりました。確かに町民の皆さんが出前と

いうか、行って話しするわけですから、全員の方が来てくれればこれにこしたことはない

わけですけれども、なかなか２回やった中ではできないと。ただ、前回よりは倍近く集ま

っていただいたということもありますので、できるだけそういう機会を持ちながら町民の

皆さんに理解をしていただいて、アンケートの中でも留真については町の貴重な財産だと、

お湯質がいいということは当然皆さん理解しているわけですから、それを理解した中で、

では温泉をどういうふうに活用していくかということの理解を今後も進めていっていただ
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きたいなというふうに思っています。そういう意味では、中尾議員言われるように町民の

皆さんにもっともっとやはり理解を求めるように広報活動も進めるべきだというご意見も

いただきましたし、私もそのように思っていますので、今後のスケジュールの中で町民皆

さんにできるだけ周知を図れるように進めていきたいなというふうに思うところでありま

す。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 町長、わかりました。ぜひそういう形で行っていただきたいと思います。 

それで、最後に１点、留真温泉については今そういった形で町民の声を十分反映をして

やっていただけるということですが、これどうなのでしょう。道の駅、今年９月オープン

という形で進められるこの道の駅ですけれども、これについては要するにもう決まってい

ることなので、本当はもっと早い段階でこういうようなもっと具体的な話になればよかっ

たのでしょうけれども、やっぱりこれについてもなかなかそういういろんな話の中でも町

民の声というものがどこまで伝わっているのかなという気がしてならないのであります。 

また、その中で私は浦幌の道の駅の一つの特徴として、運営委員会がやるそういう売店

等についても必要でしょうが、やはり建物についてもこの浦幌の環境、地域の特性を生か

して、例えば太陽光発電なんていうものは積極的に取り組むべきであろうというふうに思

っているのであります。これも同僚議員が一般質問等でもやっておりましたが、平成16年

にも新エネルギーの策定されておりますよね。そういう部分だとか、町長の答弁の中でも

何せ前向きにという話にはなっているのですよね。だけれども、例えばこの道の駅だって

何ひとつそれに対しての具体的なものというものが私は検討すらされていないのではない

かなという気がするのです、太陽光発電についても。実際に今回の予算についてもそうい

う省エネのほうについては、何ひとつそういう部分についての対応がされていないという

部分について、やはり私は平成16年のあの冊子をつくったときには、浦幌あたりはそうい

う新エネルギーについては先進地だったのだと思うのです。それが財政が厳しいというこ

とによって、この５年、６年の間にほかの町がどんどん、どんどん先に進んで、最近新聞

紙上でたくさん出ているではないですか、いろんな町で。だけれども、浦幌は何もないと

いう、私はこんなこういう地域特性がある町にしては寂しいなという思いがあります。 

私は、だからぜひこの道の駅についても、これだけやっぱり町の顔ですよ、あそこは。

そこに例えば太陽光なんていうのもありましたら、やはり浦幌町はそういう新エネルギー

に積極的に取り組んでいるという一番いい宣伝にもなるだろうし、そういった町の特色と

いうものをどんどん生かしていくべきだというふうに思うのですけれども、その新エネル

ギーについていま一度お聞きをしたいのと道の駅について、その辺の融通性なんていうも

のがどの程度まできくものなのか、この辺について２点お伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 一般質問でも新エネルギーの関係は出ておりましたけれども、道の駅につ
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いてはその当時、16年、まだそういう話がなかったというようなこともありまして、そう

いった新エネルギーの導入という話もその後いろんな状況の中でなかなか前に進んでいな

いということもあって、今回道の駅の実施設計についてはもう既に大体できているという

状況ですので、建物の中で変えていくということについては難しいのかなと。新エネルギ

ーの関係については、今後環境という問題を含めて本町としてどういう位置づけでやって

いくのかということがいろいろ問われているわけでございますけれども、そういう中で今

後後づけというか、もし可能であればそういうこともできるのかなということで考えるし

かないのかなというふうに思っております。 

 あと、建物の特徴というお話で、これについては道の駅の特徴をどういうふうに出すの

かというのは、建物の建て方にもあるのかもしれませんけれども、それ以上にやはりやる

中身によってまた変わってくる部分もあるのかなと。特にいろんなことでお話を聞いてい

るのは、恋問ではやはり食べ物といいますか、豚どんで売り出したとか、そういうことも

聞いておりますけれども、やはり今後その運営母体が浦幌の道の駅としてどういう特徴を

出すのかということが求められていることではないのかなというふうに思います。そうい

う意味では、行政としてその辺、運営母体と今いろいろ検討しているところですから、そ

ういう中でいかに特徴を出した道の駅をつくっていくのかという部分については今後も検

討していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 最後に私、浦幌町も地球温暖化対策推進計画というものを策定しているとい

うことでございますが、これ同僚の答弁を聞いた中におきましては、要は今の町のやって

いるこれについては経費削減の範囲ですよね、実際に。ですから、やはり京都議定書に伴

うＣＯ２削減というのは、これは世界的な問題でありますから、やはりコストだけという

ことで片づけられない部分が往々にしてあろうかと思います。副町長は今、後づけという

ようなお話もありましたけれども、やはりそういった部分についても可能な限り町として

もそういう姿勢というものは示していくべきであろうというふうに思っております。コス

ト、コストと言っていると、コストだけだったら当然やらないほうがいいという話にもな

ってしまいますから。しかし、そういう部分の今の環境というもの、ＣＯ２削減というも

のを考えたときには、当然これは積極的な取り組みというものは私は欠かせないだろうし、

かえってこういうものがある意味では浦幌の特色というものにつながるというふうに思っ

ております。 

この部分について、私は今すぐというわけではありませんが、例えば後づけ云々の部分

についてもそれがどこで議論されるのかと、やっぱり結局そういうほうにつながってくる

のですよね。だから、今後そういう部分についても中の運営は運営母体がやればいいので

すが、そういう側の部分というのでしょうか、ほかの部分、また今後いろんな案というの

が出てくるのでしょうから、やはりそういったものをうまく吸収するような、そういうま
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た組織というものもやはりきちっと１つはつくっておく必要があるのではないかなという

ふうに思いますが、その辺についてはいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 新エネルギーの関係は、産業課が担当していくということで一般質問でも

お答えしましたけれども、新エネルギー対策についてということで係の中に新たにそうい

う事務分掌をきちんと設けてやっていくということでありますので、そこの部署が中心に

なります。 

問題は、やはり今民間の方々を含めて新たな企業起こしというか、こういった地域の資

源を生かしてまた新エネルギーという中で何か新たな企業を起こすことはできないのかど

うかということも含めて検討していく時期かなというふうに思っていますので、やはりそ

ういう意味では１つ何かしらのそういった検討をするそういう場所ができれば、民間の

方々を含めていいのかなというふうに思っております。先ほど後づけの話ししましたけれ

ども、これは現状の中では今はもう既に道の駅は金額等決まっていますので、現状の中で

はできませんけれども、ただそういった中で総体的に今後町としてどういう新エネルギー

を導入して町が支援できる部分あるいは民間の方々が進める部分というか、そういうもの

を明らかにしながらやっていく中で、そういう中で後づけという話が出てくれば、それは

それでそういう中でやっていくとか、いずれにしてもこれから進める話ですので、ちょっ

と今具体的にはお話できませんけれども、何らかの検討をされるそういう部署というか、

そういう検討をする場所をつくっていく必要があるのかなというふうには感じています。 

〇田村議長 産業課長。 

〇前田産業課長 新エネルギーの関係の言葉が出ましたので、私のほうから現状の内容で

ちょっと知っている中でお知らせをしたいというふうに思います。 

昨年、十勝エネルギー特区推進協議会が十勝で設立されまして、この協議会につきまし

ては十勝支庁、それから管内の市町村、それから民間業者がそれぞれ持ち寄りまして、現

在の新エネルギーに対してどういう内容で、今後どういう規制があって、どういう緩和が

できるのかと、そういうことを各３部会で協議をして、特区を設立してその協議した計画

書をもとにその新エネルギーに対しての緩和措置を認可をもらうということで、現在協議

会で３回か、そのぐらいの形で協議をしている最中でございます。 

３部会の内容につきましては、気体のバイオガス、それから液体のＢＤＦエタノールの

関係、それから固体のペレットとかチップとか、そういう関係でございまして、浦幌町に

おきましてはこの固体の関係のほうの部会のほうに所属をさせてもらっております。そし

て、現在そういう協議の中で各委員さんが今まで経験した申請に対してこういう形で規制

緩和ができればいいなと、そういうことが持ち寄られまして計画書をつくっていきます。

そういうのを受けまして、浦幌町内でそういう企業があればこの特区を利用いたしまして、

できるだけ早くその認可、それからできるような形が持っていけるのかなと思います。４
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月１日から産業課に新エネルギーの分野が入るということもございますので、そこら辺十

分情報を収集しながらやっ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。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 このいわゆる産業交流施設、道の駅、留真温泉であれば指定管理者制度を設

けて年間で370万、そういうような数字出ていましたけれども、この道の駅はどんなスタイ

ルになるかちょっと聞いておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 道の駅の管理でございますけれども、議会でもお話をしておりますけれ

ども、物販に係る部分については道の駅の直売会で上げた利益で運営をしていただくと。

それから、非営利部分については当然町が管理をしていくということでございますので、

その部分については指定管理料なり、委託をしていただき管理をしていただくということ

になろうかと思います。 

その非営利部分の内容でございますけれども、トイレの清掃の費用、それから情報発信

の事務費用、それから交流スペース清掃費用、それから施設周りのテラスの清掃費用、そ

れから施設周りの夏場の草刈り、それから同じく冬場の冬期の除雪等々を今予定をしてお

ります。この金額等については、これから詰めていきたいと思いますけれども、あと物販

の部分については今年の６月に条例を制定して産業交流施設の設置管理条例を上程したい

と考えております。この中で物販の部分の使用料になるか、そういうことをちょっと検討

いたしまして条例に提案をし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。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 この物販業者、恐らくこの方というのは実際道の駅で販売をやると。それか

ら、今情報等は行政のほうがやると、掃除関係を含めて。やはり一番心配することは、こ

の方々が、入る方々が、物販業者がうまくいって当たり前なのです。やはり万が一という

ことを考えた場合、その辺から町民の不安が出てきているのではないかなと、私自身かも

わかりませんけれども、可能性としてはなきにしもあらず、そういう判断ができるのでは

ないかなと思うのです。建物を建てた。いざ始まった。一、二年はうまくいっても３年以

降、４年後、だんだんだめになっていくかもしれないと。そうなった場合、課長、どうい

うようなスタイルになっていくのですか、これ。仮の話かもわかりません。なぜならば、

今の道内のこの道の駅の80％が赤字で何とかこれを整理しようとしている。ほとんどのが

そういう考えがある中で、浦幌はやろうとしているのですから、私は時代に逆行している

ような感じでこのたび一般質問をしていますし、そういうようなことを考えたことありま

すか。いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 産業課長。 

〇前田産業課長 差間議員のご心配は、ないとは決して言いません。そういう心配もある

とは思いますけれども、浦幌の道の駅に関してはそういうことがないようにということで、

道の駅直売会と協議をしながら進めてまいっておりますし、町の物産品を使いながら広く

十勝管内もしくは道外に置けるような形もとっていきたいというふうに考えております。

十勝管内で道の駅協議会というのが、開発が事務局で協議会があるわけでございますけれ

ども、現在浦幌町においてはその協議会にはまだ加入はしていないということで、その協

議会、今現在協議会でいろんな活動をしておりまして、道の駅同士の交流も深めておりま

す。現在浦幌町は、道の駅のサポート役という形で今後進めていくわけでございますけれ

ども、浦幌町に置いてあるものを十勝管内で置けるような相互協力をしていこうというこ

とで今担当のほうと進めている状況でございます。その開発の事務局で持っている道の駅

協議会にもそういう形でどんどん十勝管内からも道の駅で置いているものを浦幌町の道の

駅に置くとか、そういう形で戦略をしていくように浦幌町の直売会にアドバイスをしなが

らサポートをしていき、赤字が出ないようにということでしたいというふうに考えており

ますので、赤字ということは余り念頭に置かないでいただければと担当課としては思って

おりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 課長の言われたとおり赤字が出ないようにと。出た場合どうするのですか、

私はそれを聞きたいのです。万が一、うまくいくと思いますよ、課長の話を聞くと。やは

り先ほど何回も言っていますけれども、そういう場合、地域住民というのはその辺なので

す。それを聞きたいというのが恐らくこの説明会等の中にも出ているはずなのです。そう

なったら一体どうする、だれが責任とるのだと、私はそれを聞きたいのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 赤字については、先ほども申しましたけれども、考えることも一つかな

と思いますけれども、赤字のことは考えておりませんということでご理解を願いたいと思

います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 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５２分  休憩 
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午後 ３時１０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

次に、９款１項４目災害対策費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 ９款１項消防費、１目常備消防費、本年度予算額２億2,428万7,000円、

２目非常備消防費、本年度予算額2,748万8,000円、３目消防施設費4,857万2,000円。３目

まででございますが、説明資料のほうのこの黄色いほうの真ん中辺を見ていただきたいと

思うのですが、消防費が入っております。参考という形で東十勝消防事務組合一般会計予

算となっていますので、こちらのほうを見ていただきたいと思います。 

 参考、東十勝消防事務組合一般会計予算（浦幌町分）、この科目につきましては東十勝消

防事務組合への浦幌町拠出分を計上している科目であります。歳入、１款分担金及び負担

金、１項負担金、１目消防負担金、本年度予算額３億34万7,000円、主な増額は消防施設費

で小型動力ポンプつき水槽車購入による4,667万円の増の内容であります。 

２款使用料及び手数料、１項１目手数料１万9,000円。 

３款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入86万1,000円。 

２項財産売払収入、１目物品売払収入５万円。 

４款１項１目繰越金30万円。 

 次のページを見ていただきたいと思います。２款消防費、１項常備消防費、５目浦幌消

防署費、本年度予算額２億1,623万9,000円、この科目につきましては消防署、消防庁舎、

各分遣所等の管理に要する予算を計上している科目であります。主な増減額は、４節共済

費で納付金掛け率の改定による447万9,000円の増額、２節給料、３節職員手当等で305万

9,000円の減額の内容であります。なお、13節委託料、18節備品購入費は予算説明資料25ペ

ージに記載しております。 

 次のページ、４ページをごらんください。２項非常備消防費、４目浦幌消防団費、本年

度予算額2,748万8,000円、この科目につきましては浦幌消防団に要する予算を計上してい

る科目であります。主な減額は、11節需用費の消耗品で100万9,000円の減額であります。

なお、１節報酬は予算説明資料25ページに記載しております。 

 次に、５ページでありますが、３款１項消防施設費、３目浦幌消防施設費、本年度予算

額4,857万2,000円、この科目につきましては消防施設に要する予算を計上している科目で

あります。なお、主な増額は15節工事請負費で小型動力ポンプつき水槽車更新による

4,600万円であります。なお、15節工事請負費は予算説明資料25ページに記載しております。 

先ほどの予算書のほうに戻っていただきたいのですが、89ページ、４目災害対策費、本

年度予算額417万4,000円、この科目につきましては防災、災害対策、国民保護等に要する

予算を計上している科目であります。主な増額は、11節需用費の印刷製本費で防災マップ

作成費用126万円であり、これは平成16年度の防災マップに津波浸水地域を加えたマップの
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作成を予定しております。また、修繕料141万3,000円は庁舎屋上の防災無線拡声設備及び

放送設備が老朽化しているための修繕を要するものであります。なお、１節報酬、11節需

用費の修繕料、13節委託料は予算説明資料25ページに記載しております。 

また、帯広開発建設部による浦幌川防災工事に伴い、十勝太消防会館無線塔の移転を予

定しておりますが、これについては開発建設部の補償金額が確定次第、補正予算で対応す

ることを考えておりますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、10款２項５目学校保健費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 90ページをごらん願います。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委

員会費、本年度予算額222万1,000円、この目につきましては教育委員４名の報酬、費用弁

償、交際費などの教育委員会の運営に要する経費でございます。１節報酬については、一

般会計予算説明資料26ページをご参照願います。 

 ２目事務局費、本年度予算額6,646万8,000円、この目につきましては教育委員会事務局

の運営や職員人件費などに要する経費でございます。増額の主なものは人件費で536万

9,000円増の内容でございます。 

 ２項小学校費、１目学校管理費、本年度予算額8,874万9,000円、この目につきましては

小学校４校、児童数258人、教職員数34人に係る学校経営、施設維持に要する経費でござい

ます。増額の主なものは、11節需用費のうち消耗品費が新学習指導要領への移行措置に伴

う教師用指導書、教授用資料購入及び道徳副読本及び指導書の更新などに伴い92万1,000円

の増、燃料費が単価引き下げにより85万6,000円減、光熱水費が電気料金アップに伴い85万

円増、修繕料が浦幌小学校物置土台改修、同校体育館電動カーテンレール取りかえ、上浦

幌中央小学校バルコニー改修に伴い150万円増で、これらを合わせて241万5,000円の増、

14節使用料及び賃借料で浦幌小学校教育用コンピューター更新に伴う借り上げ料が309万

9,000円の増、ソフトライセンス料13万8,000円の増などを含めて325万5,000円の増、浦幌

小学校で現在使用しているコンピューターは平成12年８月に購入したもので８年経過して

おり、第２期まちづくり計画に基づき５年リースで児童用40台、教員用１台の計41台で周

辺機器などを含めて５年間の債務負担行為の限度額は2,704万6,000円となり、平成21年度

における負担額は315万6,000円となります。18節備品購入費で地上デジタル放送受信用テ

レビ27台購入332万円などで376万円増、19節負担金、補助及び交付金は上浦幌小学校閉校

記念事業補助金が200万円増、記念事業としては学校行事である運動会や学習発表会及び文

部科学省僻地教育研究指定校に係る公開研究会などを通して子供たちや地域住民の思い出

となるように協賛すること、閉校記念誌の発行、同窓生にとっては上浦幌小学校のシンボ

ル的存在である二宮金次郎像を新たに建立、記念植樹、惜別の会の開催などを行う内容で、
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閉校記念式典は平成22年２月21日に開催される予定でございます。以上が増額の主な内容

でございます。減額の主なものは、15節工事請負費が175万円減の内容でございます。11節

需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、18節備品購入費、19節負

担金、補助及び交付金については一般会計予算説明資料26ページをご参照願います。 

 ２目教育振興費、本年度予算額1,007万4,000円、この目につきましては小学校４校の教

育振興のための事業委託や関係団体への事業支援に要する経費でございます。増額の主な

内容は、１節報酬で15万円増と９節旅費で２万円の増は学校評議員制度を平成15年度から

浦幌小学校に導入しておりますが、より地域社会に開かれた学校づくりを一層推進するこ

とと地域住民及び保護者の声を学校運営に反映するためにすべての小学校に導入する経費

並びに開催回数を学期ごとの開催にするため、２回から３回にふやすことになりましたの

で、増額となっております。19節負担金、補助及び交付金は、10月９日に十勝管内僻地複

式教育研究大会浦幌大会が上浦幌中央小学校を会場に開催されますので、20万円の補助金

を計上いたしております。１節報酬、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶

助費については一般会計予算説明資料26ページをご参照願います。 

 ３目特別支援教育振興費、本年度予算額162万1,000円、この目につきましては特別支援

学級を浦幌小学校に４学級開設、運営に要する経費でございます。障害の内訳は、知的障

害１学級、病弱１学級、言語障害１学級、情緒障害１学級でございます。１節報酬につい

ては、一般会計予算説明資料26ページをご参照願います。 

 ４目簡易水泳プール管理費、本年度予算額142万6,000円、この目につきましては厚内小

学校、上浦幌小学校、上浦幌中央小学校の３校に設置しております学校プールの維持管理

に要する経費でございます。15節工事請負費については、一般会計予算説明資料26ページ

をご参照願います。 

 ５目学校保健費、本年度予算額282万7,000円、この目につきましては小中学校の児童生

徒及び教職員の健康診断等に要する経費でございます。13節委託料、20節扶助費について

は一般会計予算説明資料26ページ及び27ページをご参照願います。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、野村議員。 

〇野村議員 小学校費になると思いますけれども、予算計上されておりませんけれども、

先ほど次長から説明のように新学習要領という形で今度は小学生の高学年ですか。５、６

年を対象とした英語教育の導入が図られまして、最近の報道を見ますと近隣町村でももう

既に新年度から何かその授業を開始するということが聞かれておりますけれども、浦幌町

としてはその辺の教育の取り組みはどのような考え方を持っているのか、まずお伺いした

いと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 
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〇亀山教育次長 本町におきましても各小学校のほうで、全校がというふうなことで考え

ておりますけれども、英語についての取り組み、英語を主とした外国語活動について取り

組みたいというふうに考えております。ただ、教材等につきましては、英語ノートという

ものにつきましては国のほうから支給されるということになっております。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 取り組まれるということになると、今言った費用の関係、また指導の関係、

現在の配置されている小学校の教員がそれに対応するのか。また、中学校で英語教師の助

手ですか、が出てきますけれども、その辺の対応というのはどのような考え方で進められ

るのかお伺いしたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 小学校の５、６年生の担任の先生が指導していくと、教えていくという

ことになります。ただ、中学校費で出てきますけれども、外国語指導助手につきましても

その辺の小学校にも現在も行っておりますけれども、今までは国際理解という部分での活

動でありましたが、そういう部分でのコミュニケーションということの観点からも今年度

も入っていくというふうになります。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 今言われましたように国際理解教育というのは、浦幌も先進的な形で何年か

は中学生を対象にアメリカへ行かせましたけれども、予算の関係で残念ながら途中で終わ

ってしまったのですけれども、そういう形で英語教育、国際社会に対する英語教育という

のはもう既に叫ばれて相当たつわけですけれども、今言われたように小学校の高学年が英

語教育をやるということで、教材は国から支給されるということですけれども、小学校の

先生５、６年が英語を教えるということに対する教育というか、免許というか、そういう

ものは現状の小学校教員免許を持っていれば教えられる範疇のことなのか。今言ったよう

に中学校費で出ていますように英語助手が来ていますから、そういう方をメーンにするの

か、その内容的にはどういうことなのか、ひとつわかるようにご説明いただきたいと思う

のですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 あくまでも主体は小学校の教員です。それで、小学校の教員につきまし

ては、それぞれの学校で平成20年度から十勝教育局におきまして外国語における学校にお

ける研修の進め方というふうな形の中で研修会をやっておりまして、まだ全校が参加した

わけではございませんけれども、そういう形の中で学校の中で研修を進めて全部の小学校

の先生、これはやはりいずれ５、６年生を担任するかもしれないということもありますの

で、５、６年生の担任になることも考えて校内での研修を深めて外国語活動に取り組んで

いくというふうな形になっております。 
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それと、外国語指導助手につきましては、もちろん言語的なことということは余り教え

ません。いわゆるコミュニケーションというふうなことで、言語的なというか、単語を教

えるわけではありませんので、そういう部分でいわゆる英語によるコミュニケーションを

どう理解していくのかということが観点でございます。いわゆる中学校でやる英語という

ふうな形ではないということでございますので、小学校の先生も英語の免許はないわけで

すが、基本的には持っていない人も多いと思います。そういうことの中では、無理がない

ような形の中での取り組みというふうになろうかと思います。中学校の英語の先生のよう

に文法だとかを教えるとか、そういうことは必要がないというふうな内容でございます。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。日常会話的な、特に英語に親しもうという感じの趣旨だと思

うのですけれども、それによっては授業のこま数というのがある程度何か決められている

という話も聞いていますし、例えば隣町だったら、私もちょっと新聞報道しか知りません

けれども、32こまのうち25こまを今年度実施したいというような話も聞いていますけれど

も、具体的に浦幌の町としては、先ほど進めると言ったけれども、いつからどういう形で

何こまで、今言ったように英語免許のない先生が教えるということで校内指導というか、

校内研修をやるとなると当然それを指導する��どういう形でそういう勉強会なり、その

研修会をやるのかは知らないけれども、予算措置だとか、その辺の講師だとか、そういう

ことの考え方は数字上は何もあらわれてこないのですか。それで進めていくという形と、

あと今言ったように何か話を聞くと国がそういう形で小学校の高学年の英語教育を導入し

たけれども、何ら制約もない。学校なり、その地域の教育委員会なり、その頂点に任され

ているような、何か最低限というか、線引きが何かあいまいなような気がするのですけれ

ども、そういうことに対するきちっとした要領というのは示されていない中での発信なの

ですか。その辺についてお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 校内での研修の進め方につきましては、リーダー核になる先生が十勝教

育局の主催する研修会に行きます。そして、戻ってきて校内でその研修してきた成果を先

生方に広めていくというやり方です。それで、これに係る旅費、十勝教育局が主催する研

修会に行く旅費につきましては道費で負担しておりますので、町費の持ち出しはございま

せん。また、研修にかかわって当然消耗品等かかりますが、そういうものについては学校

配当の中で対応していただきたいというふうに思っております。 

それで、本格実施になると年間35時間ということにはなっております。本町で何時間や

りなさいということの決めは今の段階ではしておりませんが、ただ将来を見据えた中でそ

こまで引き上げていきたいというふうに、平成23年度から本格実施ですので、そういうふ

うに考えております。 

それと、その内容です。その辺が国が言っていることがあいまいでないかというふうな、
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ただ外国語を導入するだけではないのかということの内容ですが、これにつきましてもや

はり指導要領の中の解説の中で詳細についてそれは各学校のほうにおりております。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、10款４項１目幼稚園運営費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 95ページをごらん願います。３項中学校費、１目学校管理費、本年度予

算額5,544万5,000円、この目につきましては中学校２校、生徒数138人、教職員数27人に係

る学校経営、施設維持に要する経費でございます。増額の主なものは、11節需用費のうち

消耗品費が83万9,000円増、燃料費が単価引き下げにより167万7,000円減、光熱水費が電気

料金アップに伴い121万円増、修繕料が10万円増で、これらを合わせて47万2,000円の増、

14節使用料及び賃借料で教育用コンピューター等借り上げ料が140万3,000円増、ソフトラ

イセンス料が13万9,000円減、これらを合わせて124万9,000円増、15節工事請負費で146万

円の増の内容でございます。１節報酬、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請

負費については一般会計予算説明資料27ページをご参照願います。 

 ２目教育振興費、本年度予算額1,002万6,000円、この目につきましては中学校２校の教

育振興のための事務委託や関係団体等への事業支援に要する経費と外国語指導助手配置に

要する経費でございます。増額の主なものは、１節報酬が現在の外国語指導助手は本年７

月の任期満了後も引き続いて来年７月まで１年間の再契約をいたしましたので、日米租税

条約の規定により所得税及び住民税課税の対象となることから、税金相当分を補てんする

ために30万円増、２項小学校費の２目教育振興費でも説明いたしましたが、学校評議員制

度を上浦幌中学校に導入することと開催回数の増加により委員報酬が６万円増で合わせて

36万円が増額となります。18節備品購入費が新学習指導要領への移行措置に伴う教材教具

購入のため10万円増、外国語指導助手用テレビ更新に13万円増で合わせて23万円の増、19節

負担金、補助及び交付金が平成20年度から補助率引き上げに伴い、対外競技出場交付金で

20万円増、これらを合わせて20万1,000円の増額という内容でございます。１節報酬、19節

負担金、補助及び交付金、20節扶助費については一般会計予算説明資料27ページをご参照

願います。 

 ３目特別支援教育振興費、本年度予算額153万1,000円、この目につきましては特別支援

教育推進のための事業費と特別支援学級運営のために要する経費でございます。平成21年

度は、特別支援学級を浦幌中学校に知的障害１学級、言語障害１学級の２学級と上浦幌中

学校に知的障害１学級を開設いたします。１節報酬については、一般会計予算説明資料27ペ

ージをご参照願います。 

〇賀下施設課長 98ページをごらんください。４目スクールバス管理費、本年度予算額

6,337万7,000円、この科目につきましてはスクールバス８路線で、うち直営が３路線、委

託が５路線にかかわる人件費及び運行管理経費でございます。減額の主なものは、人件費
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と11節需用費の燃料費及び生徒数の減少に伴う13節委託料でございます。 

以上でございます。 

〇上村保健福祉課長 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、予算額8,011万6,000円、浦幌、

吉野、厚内の３幼稚園66名の幼稚園運営に係る経費でございます。予算の主な増は、人件

費増211万6,000円、15節の工事請負費、浦幌幼稚園フェンス改修250万、18節備品購入費

110万の増でございます。なお、１節の報酬、次のページの13節委託料、15節工事請負費、

18節備品購入費については説明資料27ページの記載のとおりでございます。 

なお、27ページの説明資料の報酬の園長嘱託員報酬の浦幌（兼吉野）園長２名となって

おりますが、１名でございますので、訂正願います。 

以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 ２点ばかりお聞きいたします。 

 95ページ、中学校の学校管理費の中の心の教室相談員嘱託報酬150万、このたび上浦幌中

学校に１名と浦幌中学校に１名ということで、大分長い間浦幌中学校で嘱託の方がいらっ

しゃるのですが、これの何か実績と申しましょうか、そういったものがどの程度あるのか

お聞きしたいと。町の話も耳にしますが、実際に学校に言ってもちょっと対応を見て経過

を見ましょうというようなことで、なかなか具体的なことは応じてもらえないというのか、

心の問題ですから非常に難しいのですが、そういったことも生じているやにも聞きますの

で、これはどこまでどういうふうに町でというか、学校で職員の対応がされるのか、これ

からもどのようにされていくのかお伺いをしたいと思います。 

 もう一点は、98ページのスクールバスの管理費、13節の委託料2,160万9,000円、これ例

年のごとくの運転業務委託料ということで計上されております。たまたま利用されている

在のお母さんが非常に��保育園の子も乗っているのですよね、このバスに。それで、小

学校低学年、それから保育園の子供を送っていくのですが、大概道路を横切って自分のう

ちに帰らなければならないという子供さんもいるらしいのです。それで、上浦幌でも事故

があったように非常に危険なときもあるみたいなのです。それでもそういう交通ルールを

守らせるために、なるべく子供の責任のもとにというふうにはお母さんは言っていたので

すが、できれば帰りに子供をおろしていただけるような配慮がちょっとできないかという

ような話もあったのです。帰りでしたら車は反対向いていますし、自分のうちのほうにお

ろしてもらえるというのですが、そういう委託業務ですから、町でそのような細かいよう

な指導というか、依頼みたいのはされているか、それと今後していただけるか、そのよう

なことをお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 今お尋ねのありました心の教室相談員につきましては、この配置の趣旨
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につきましては中学生の問題行動が原因として挙げられる生徒の悩み、不安、ストレス等

を和らげるため、学校の先生とは違った形で第三者的な存在となり得る者を生徒の身近に

配置して、生徒の心がゆとりを持てるような環境を提供するという趣旨で設けられており

ます。平成17年度から配置しておりますが、その中で相談員の職務といたしましては生徒

の悩み相談、話し相手、教職員への支援、それと家庭、地域と学校の連携支援というふう

な形の中で、どの程度の件数があるのかという件数のお尋ねありましたが、これについて

は詳細な報告というのは上がってきておりませんので、事務局のほうでは把握はしており

ません。その各学校の中でお任せしているという部分でございます。 

それと、どこまでの対応という中で、子供の気持ちといいますか、心の問題という部分

で、当然元学校の先生ということで医療的なことは当然ないわけです。そういうふうな形

を求められてもそれはできないというふうな中で、いわゆるストレスなどを和らげるとい

うふうな形の中で、ソフトタッチな面での接触をしていくというふうな形で行っておりま

すので、その点につきましてはなかなか何か教えたことがすぐあしたできるようになると

か、そういうふうなものとは違いますので、これは長い時間をかけて気長に心の糸を解き

ほぐしてやらなければならない部分もあるのではないだろうかというふうに判断しており

ます。 

以上です。 

〇田村議長 施設課長。 

〇賀下施設課長 交通安全については、委託、直営にかかわらず常に指導しておりますが、

車の向きによって子供の降車が可能な、逆に安全のほうにいくのであれば、そのような方

向で委託の方、直営も含めて指導していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 心の教室ということで、心の病んだ子供が増加の傾向というか、社会人も含

めてなのですが、本当に自殺者も非常に多いということで３万人以上、年間というような

ことで、幸いではないですね。浦幌町も自殺者がいました、大人で。だから、そういうよ

うな、これは学校の問題ということで、ふやしたということは、多分学校側も守秘義務が

あるから、そういう一々委員会には報告はされないのかと思いますけれども、やはり上浦

幌にもふやしたということは何らかの現状があったからではなかったでしたか。上浦幌は

今年からではなかったですか。済みません。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 上浦幌中学校につきましては、今年度からということではなくて以前か

ら配置しておりまして、学校評議員のほうは今年度から新たに配置するということで、ち

ょっとそこは違いますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 
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〇福原議員 私の認識違いで。本当に人ごとではなく、何か悩みの多い子供さんもいると

いうふうに聞いておりますので、行政が介入するのも時と場合によりますが、やはり指導

というか、何かそういうある程度の情報はつかんでいただけないかなというふうに、私た

ち町民の耳にも入ってきていますし、現実に学校に行けないお子さんもいるということで

すので、その辺なんかもちょっと調査していただければなというふうには思っています。 

それから、スクールバスの対応でございますが、危険のないような対応をしていただけ

るということで、保育園児に対して、未満児に対しては何か助手的な人の乗車も現在もな

されているのか、これからも継続されてしていくのか、ちょっとお伺いしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

施設課長。 

〇賀下施設課長 未満児のお子様については、今までどおり助手をつけて進めたいと思い

ます。 

〇田村議長 教育次長。 

〇亀山教育次長 先ほどの中で不登校というふうなところにつきましては、各学校から毎

月末締めで７日以上休んだ子供さんについての報告の書類、そして１カ月全部休んだ子供

さんの報告の書類、これは各学校から教育委員会へ来ております。該当があれば来るとい

うふうな形になっております。 

また、いわゆる気持ちというか、精神的というか、そういうところの病気の関係につい

ての調査につきましては、この３月に入ってからですかね。道教委からも調査が来ており

まして、今取りまとめるところではございますけれども、そういうふうな調査結果をもと

にこれからも学校からの報告をもらった中での対応ということになりますが、ただ医学的

なことというふうになると実際学校のほうではどうにもできないわけです。それで、やは

り保護者のほうとよくその辺につきましては打ち合わせをしながら、やはり受診を勧める

なり、そういうふうな形にしかならないのかなというふうに思っております。 

〇田村議長 教育長。 

〇大谷教育長 心の教育相談員のお尋ねですけれども、本来的には子供の指導は大体担任

が中心になって行うというのが担任の業務の一環でもありますから、そういう意味ではサ

ブ的な形になるかなと、そういうポジションにいるのかなというふうに思っております。

特に浦中の場合は、私ここに来てから４年ちょっとになりますけれども、その間ずっと心

の相談員という任務に当たっていただいている方であります。状況から考えましても文書

で報告ということはありませんけれども、随時その情報は私は入れておりまして、過去に

もいろいろ不登校で悩んだ子供たちに対して本当に誠実に当たっていただきまして、登校

可能になったという例も何例か聞いております。それは、やっぱり教育相談的な扱いだけ

ではなくて、本当にその子供の心に添って、子供の心に寄り添って、例えば子供が学習面

で悩んでいれば、その学習面に対してどれだけの助力を、助けを、支援をしていけばいい

かということを担任と相談しながらやってきております。それによって、子供たちはその
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心の教室の相談員を信頼して、それを受けて登校できるようになったという例も幾つか聞

いております。 

それからまた、今回の場合につきましては、私も報告は受けていますけれども、はっき

り言ってなかなか具体的な原因というのは明確になっておりません。したがいまして、私

のほうからの指示は、まず全校で取り組みなさいと。全校の先生方が心を一つにして、た

とえ１人の不登校であってもしっかりと取り組んでいきなさいと。そうした中で、当然担

任が中心となりまして進めていったわけでありますけれども、その中ではこの心の相談員

の力も大きいものがあったかなというふうに思います。残念ながら登校できるまではいき

ませんでしたけれども、幸い今回次のステップである高校に入学できたということでもっ

て、大変そういう面では効果があったのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、10款５項７目図書館管理費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 101ページをごらん願います。５項社会教育費、１目社会教育総務費、本

年度予算額3,817万1,000円、この目につきましては社会教育、文化振興及び文化財保護並

びに関係団体への事業支援、そして職員人件費に要する経費でございます。減額の主なも

のは、人件費で967万7,000円減の内容でございます。１節報酬については、一般会計予算

説明資料27ページをご参照願います。 

２目公民館運営費、本年度予算額5,036万2,000円、この目につきましては町内４つの公

民館の管理運営と施設維持に要する経費でございます。増額の主なものは、15節工事請負

費が厚内、吉野公民館改修工事で2,550万円の増、18節備品購入費が地上デジタル放送受信

用テレビ４台とデジタルチューナー１台購入で59万5,000円の増などで109万2,000円増額

の内容でございます。減額の主なものは、11節需用費のうち燃料費は単価引き下げにより

137万5,000円減、印刷製本費は隔年発行の町民文芸誌「樹炎」印刷代ほかで87万2,000円減、

修繕料で39万円減、これらを合わせて262万3,000円の減、13節委託料が耐震診断委託調査

完了などにより967万2,000円減という内容でございます。１節報酬、13節委託料、15節工

事請負費、18節備品購入費については一般会計予算説明資料27ページ及び28ページをご参

照願います。 

 ３目博物館費、本年度予算額214万5,000円、この目につきましては博物館の企画展や資

料収集及び保存などの管理運営に要する経費でございます。増額の主なものは、11節需用

費の修繕料でデジタルマップ、ビデオプロジェクター修繕に73万5,000円という内容でござ

います。１節報酬、11節需用費については一般会計予算説明資料28ページをご参照願いま

す。 

 ４目高齢者学級開設費、本年度予算額37万5,000円、この目につきましては高齢者を対象
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とした４つの公民館ごとに開設している４寿大学の運営と寿大学生が一堂に会する４寿大

学交流会の事業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。 

 ５目青少年教育費、本年度予算額307万3,000円、この目につきましては子ども会活動奨

励や少年教育に要する経費でございます。増額の主なものは、13節委託料が隔年で実施し

ております子供文化観賞会を幼児、小学校低学年向けにはミュージカル「オズの魔法使い」、

小学校高学年、中学生向けには落語、おもしろ落語観賞会を開催するのに80万円の増、19節

負担金、補助及び交付金が富山県氷見市ほかへ派遣しております青少年道外交流事業活動

奨励補助金は旅行経費の増加により８万円の増額という内容でございます。13節委託料、

19節負担金、補助及び交付金については一般会計予算説明資料28ページをご参照願います。 

 ６目家庭教育学級開設費、本年度予算額38万1,000円、この目につきましては小中学校の

校下に開設されている家庭教育学級５学級の運営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。 

 ７目図書館管理費、本年度予算額3,014万3,000円、この目につきましては図書館の管理

運営及び教育文化センターの維持管理に要する経費でございます。増額の主なものは、職

員の人件費で45万1,000円増、８節報償費が開町110年記念事業として図書館開館10周年記

念講演会を開催する経費として10万円増、11節需用費のうち燃料費の単価引き下げにより

34万5,000円減、印刷製本費は図書館パンフレットの印刷に10万3,000円増、修繕料は教育

文化センター不凍液取りかえ修繕で130万円増、これらを合わせまして101万7,000円の増、

18節備品購入費が地上デジタル放送受信用テレビ２台とデジタルチューナー１台購入など

で56万4,000円の増額という内容でございます。減額の主なものは、７節賃金が図書館司書

職員の産前産後休暇及び育児休業取得に係る臨時職員賃金は７月からの復職に伴い８カ月

分100万8,000円減、13節委託料が図書館システム保守業務委託料で53万4,000円の減額とい

う内容でございます。なお、図書館システムは開館時の導入から10年経過しておりますの

で、平成21年度にコンピューター機器及びシステムの更新を計画しており、第２回町議会

定例会に補正予算の提出を予定しておりますことを申し添えます。１節報酬、11節需用費、

13節委託料、18節備品購入費については一般会計予算説明資料28ページをご参照願います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、差間議員。 

〇差間議員 博物館、いろいろ来ているか来ていないかわかりませんけれども、利用率、

利用者数、それとあわせて図書館のほうもちょっとお聞きしたいと思います。特に博物館

の場合は町外、町内を含めてお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 今差間議員から町内、町外別にということでしたが、あそこでカウント

する機械が入っておりまして、これは来館したときにそこでセンサーを通った人数でカウ
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ントしていきます。ですから、その方が町内なのか、町外なのかというカウントはしてお

りません。当然受付があって、そこで受け付けをして町内の方ですか、町外の方ですかと

いうふうな形はやっておりませんので、自由に出入りできておりますので、その辺につき

ましては町内、町外の区分けはできませんが、平成20年度と19年度、２月末の状況で調査

しておりますが、本年度が開館日数275日で来館者数が7,399名、平成19年度が開館日数

277日で来館者が7,423名ということで、差し引きしますと２月末の時点で24名の減、前年

度よりも24名の減という内容でございます。 

それと、図書館の利用者数につきましては、これも平成19年度と20年度でございますが、

平成20年度は開館日数が219日、貸し出し人数が合計で7,913人、貸し出し冊数、本の数、

これが２万8,878冊、平成19年度が開館日数が217日、貸し出し人数が7,856人、貸し出し冊

数が２万7,930冊、これも前年度対比でございますが、開館日数が２日多いこと、そして貸

し出し人数が57人多いこと、そして貸し出し冊数が948冊多いという状況でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、10款６項３目給食センター管理費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 106ページをごらん願います。６項保健体育費、１目社会体育総務費、本

年度予算額579万2,000円、この目につきましては社会体育事業及び関係団体への事業支援、

そして職員人件費に要する経費でございます。１節報酬については、一般会計予算説明資

料28ページをご参照願います。 

 ２目社会体育施設費、本年度予算額7,451万2,000円、この目につきましては町民球場、

アイスアリーナ、町民スケートリンク及び学校開放事業や指定管理者に管理を委託してい

るパークゴルフ場、総合スポーツセンター、浦幌スイミングプール、健康公園に要する経

費でございます。増額の主なものは、７節賃金が町民スケートリンク造成初期に係る人夫

賃10万円増、14節使用料及び賃借料が夏場はパークゴルフ場に、冬場はアイスアリーナに

自動体外式除細動器を賃借して設置する９万6,000円増、町民スケートリンクの除雪時の機

械借り上げ料５万円増で、合わせて14万6,000円増の内容でございます。18節備品購入費が

総合スポーツセンターに地上デジタル放送受信用テレビ３台購入で58万円の増額という内

容でございます。減額の主なものは、11節需用費のうち燃料費は単価引き下げにより13万

2,000円減、光熱水費は使用実績から84万円の減、修繕料は37万5,000円の増、これらを合

わせまして61万6,000円の減という内容でございます。13節委託料が保守業務委託料で８万

8,000円減、総合スポーツセンターほかに係る指定管理料で85万1,000円減、パークゴルフ

場指定管理料で22万円の増、これらを合わせまして71万9,000円の減でございます。15節工

事請負費が町民球場改修工事及び総合スポーツセンター外部改修工事が終了したことによ

り1,370万2,000円の減額という内容でございます。11節需用費、13節委託料、15節工事請

負費、18節備品購入費については一般会計予算説明資料28ページ及び29ページをご参照願
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います。 

 ３目給食センター管理費、本年度予算額8,973万6,000円、この目につきましては学校給

食センターの管理運営及び施設維持に要する経費でございます。増額の主なものは、職員

人件費で40万9,000円増、11節需用費のうち燃料費は単価引き下げにより16万7,000円減、

修繕料は74万7,000円減、賄い材料費は食材費の高騰により283万4,000円増、これらを合わ

せまして195万9,000円増でございます。18節備品購入費が昭和58年に設置した炊飯システ

ムの更新、平成２年に購入した給食配送車の更新、平成12年に購入した栄養管理システム

機器の更新などにより1,322万2,000円の増額という内容でございます。減額の主なものは、

７節賃金が調理員の定年退職による減額と人員配置の見直しによる減額で、合わせて410万

6,000円の減額の内容でございます。１節報酬、11節需用費、13節委託料、18節備品購入費

については一般会計予算説明資料29ページをご参照願います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私は、107ページの社会体育施設費の部分、これに関連しての部分になります

が、アイスアリーナ等、町民のボランティアというのでしょうか。そういう形の中で維持

されているものがあろうかと思います。その辺のそのほかの部分についてもそういうお金

を払わない、あくまでも町民のボランティアの部分についての現状と今後のそういった部

分についての考え方についてお伺いをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 町民の皆さんの善意によるボランティアというふうな形の中で施設の管

理をしているところは、今中尾議員がおっしゃられましたアイスアリーナ、それと町民球

場、それと町民スケートリンクの３施設、それとあと従前は中央公民館には管理人がおり

ましたけれども、そういう中でこれはボランティアということではないですけれども、使

用の開始と使用の終わった後、利用団体の方がかぎのあけ閉めをしていただいている中央

公民館がございます。 

それで、今後のことについてのお尋ねもあったかというふうに思いますので、今後の関

係につきましては、平成21年度は現状のままお願いしたいというふうに考えております。

この中で、平成21年度中に関係する団体等ともやはり１度声を聞く機会を持って直接お話

をした上で、その辺の要望等について、要望もしくはこれで５年たつわけですから、ここ

で見直ししてほしいという要望があれば、その辺のところも町理事者のほうとの協議をし

ていかなければならないなというふうに思います。ただ、その辺につきましては標榜して

いる協働のまちづくりという部分もございますので、その辺は十分ご理解をいただいた上

でというふうに思っております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 
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〇中尾議員 町長の言われる協働のまちづくりの推進に当たっては、やはりそういった町

民の協力、これはもうなくてはならないことであろうと思います。ただ、今次長言われた

ようにしっかりとそういった利用者の方々の声というものも取り入れていかなければ、今

までこうだったから、今年もこうということにはやっぱりならないだろうというふうに思

います。ずっと言われていますように、やはり今おのおのの各町民の家庭的な部分におき

ましても財政的なものとか、いろんな部分においてやっぱり厳しくなってきていると。今

までとは違うということは十分考えられるわけでありますから、やはりそういった部分に

ついて配慮するということは当然であろうと思います。 

また、今本年度について体育関係または文化団体等におきましてもいろんな調査がされ

るということであります。やはりこういった部分につきまして、私も前に１度ちょっとお

話しした中で、いろんな部分の条例等の中でやはりいろんな制約等も出てくる部分があろ

うかなというふうには思っているのですが、何のための条例かというと町民のための条例

なわけですから、やはりそういった声を聞いた中でその条例改正等も含めて、それが町民

のためになるのであればスピーディーな形の中で対応していただきたいというふうに思い

ますが、その点についてはいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 施設の管理運営に関する条例というのは、それぞれの施設において定め

ているわけですが、その中で使用期間というふうな形もはっきりうたっております。これ

らにつきましても、そういうふうに決めた段階の話し合いというのがあったかと思うので

す。それで、やはり教育委員会としてはその条例に決まった形の中での管理運営をしてい

かなければならない。ただ、現実的に町民からの要望というふうな形の中もございますの

で、その辺につきましては簡単に条例を改正するだけでは終わらないので、当然予算も伴

うということもございますので、その辺につきましては十分検討しながら進めていきたい

というふうに考えております。これは、今年度中にとかというふうなことは、なかなか今

の段階では申し上げられませんが、その辺のところについては各団体との話し合い等の経

過も踏まえながら考えていきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 今教育委員会のほうからお話をしたとおりでありまして、中尾議員ご存じの

とおり浦幌町、大変財政厳しいというときにアイスアリーナも一応廃止をしようかという

ことまでいったわけでありますけれども、しかしボランティア団体の皆さんの本当にあり

がたいご厚志の中で、これは自分たちでやっていこうということでやっていただいている

ということを聞いておりまして、大変ありがたいなというふうに思っているわけでありま

す。そして、なおかつこの施設を活用しながら子供たちは本当に伸びやかにスポーツに励

んでいただいて、また優秀な成績をおさめていただいているというふうにも聞いていると

ころでありまして、ただ確かにこの中で５年間たってきている中で、これがどういうふう
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な形がいいのかということについては、いろいろな意見をいただいておりますので、これ

も本当にいろいろ話し合いをしながら、今後どういうふうに進めていくかということも考

えていかないとならないというふうに思っています。 

また、５年前いろんなボランティア精神でやっていただいた方につきましても子供たち

が成長している中で今後やっていけるのかどうかという、本当にそういう部分も出てきて

いるというふうにも聞いておりますので、ぜひ団体とはよく話し合いをさせていただきな

がら、今後についてお話し合いをして決めていきたいなというふうに考えているところで

あります。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、14款１項１目予備費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害

応急費、本年度予算額21万5,000円、この科目につきましては災害発生時における応急費に

かかわる経費の内容でございます。特に説明する内容はございません。 

以上でございます。 

〇前田産業課長 ２項農林水産施設災害復旧費、１目農業施設災害応急費、本年度予算額

24万5,000円、この目につきましては農業施設災害発生時における応急に係る経費の内容で

あります。15節工事請負費につきましては、説明資料29ページに記載のとおりでございま

す。 

 ２目水産業施設災害応急費、本年度予算額50万、この目につきましては水産業における

災害が発生したときの応急に係る経費の内容です。特に漂着流木処理の経費です。14節使

用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金につきましては説明資料29ページに記載の

とおりでございます。 

〇山田総務課長 12款１項公債費、この科目につきましては長期債償還元金、それから長

期債の利子、一時借入金の利子を計上している科目であります。１目元金７億7,073万

7,000円、２目利子１億1,998万4,000円、３目公債諸費６万5,000円。 

 13款諸支出金、１項過年度支出金、１目過年度支出金２万円。 

 14款１項１目予備費100万円。 

 以上の内容です。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 以上で歳出の審議を終了いたします。 

 なお、質疑漏れのある方は後ほど全体を通じて受けたいと思います。 

 これより歳入の審議を行います。 

 初めに、１款町税から12款使用料及び手数料までの説明を求めます。 
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 町民課長。 

〇鈴木町民課長 11ページをお開き願います。あわせまして予算説明資料２ページから３

ページにつきましてご参照を願いたいと思います。１款町税、１項町民税、１目個人、本

年度予算額１億8,825万円、前年度当初予算比で110万円、0.6％減の内容でございます。平

成20年分課税標準所得額の見積もりにおいて農業所得は24.8％の減、給与所得、譲渡所得

等ほか全体で対前年度比1.5％減の減収を見込んで積算をしてございます。また、平成20年

分所得税において住宅取得借入金に係る税額控除を所得税から控除し切れなかった場合に

住民税から税額控除することになっている額100万円の減額を計上しております。この措置

に該当すると思われる方につきましては、申告が必要である旨の通知を差し上げていると

ころでございます。 

 ２目法人、本年度予算額2,770万円、この税目は法人数144法人に係るものでございます。

前年度当初予算比で510万9,000円、15.6％減の内容となっております。これは、均等割に

おいて544万8,000円の減、税割において現在の経済動向から課税標準額の減額を積算して

おりますが、郵政民営化に伴う法人化に伴う増額との差がございまして36万1,000円増で差

し引き税額として510万9,000円の減額を見込んで積算をしてございます。 

 ２項１目固定資産税、本年度予算額２億5,494万円、平成21年度は評価替えの実施年でご

ざいまして、この税額の内訳は土地で4,724万3,000円、対前年度比2.0％の減、家屋で１億

1,146万2,000円、同じく前年度比2.6％の減、償却資産で9,523万5,000円、同じく前年度比

5.6％の減でございます。滞納繰越分で100万円の内容となってございます。前年度当初予

算比で1,272万1,000円、4.8％減の内容でございます。評価替えにかかわりまして、その評

価額といたしましては宅地におきましては13％の減、また家屋におきましては減額分とい

たしましては木造で10.7％の減、非木造で7.0％の減といった評価の内容となってございま

す。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額154万円、この目につきましては国等が

所有する固定資産を固定資産税相当分として市町村に交付されるものでございます。 

 ３項１目軽自動車税、本年度予算額1,096万8,000円、この税目につきましては原動機付

自転車を初めとする軽自動車11車種、3,013台の登録に係るものでございます。前年度当初

予算比で登録台数５台の増、税額にしまして11万1,000円、1.0％増の内容でございます。 

 ４項１目町たばこ税、本年度予算額3,945万3,000円、年々健康への関心の高まりがあり

まして減少する傾向がございます。また、その関係上、毎月の消費量の減少が下げどまら

ない状況において対前年度当初比で272万3,000円、6.5％減の積算内容でございます。 

以上です。 

〇山田総務課長 ２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税2,320万円、これについては

道路譲与税の一般財源化に伴うものであります。 

なお、これ以降10款の交通安全対策特別交付金については予算説明資料３ページに記載

してありますので、説明は省略させていただきます。 
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 ２項１目自動車重量譲与税8,660万円。 

 ３項１目地方道路譲与税460万円、これについては旧法に基づく平成21年２月、３月分の

計上による内容であります。 

 ３款１項１目利子割交付金240万円。 

 ４款１項１目配当割交付金40万円。 

 ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金10万円。 

 ６款１項１目地方消費税交付金5,500万円。 

 ７款１項１目自動車取得税交付金、これについては自動車取得税の軽減に伴う内容であ

ります。 

２目旧法による自動車取得税交付金、これについては平成21年の２月、３月分の計上で

あります。 

 ８款１項１目地方特例交付金280万円。 

 ２項１目特別交付金26万9,000円。 

14ページをお開きください。９款１項１目地方交付税30億8,050万円、普通交付税につき

ましては前年比4,550万円の減、特別交付税につきましては1,000万円の減の内容でありま

す。 

10款１項１目交通安全対策特別交付金120万円。 

 11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金2,492万9,000円、主な増

額は公社貸付牛償還分担金189万円の増及び中浦幌、幾千世地区の事業量の増に伴う受益者

分担金486万円増の内容であります。 

 ２項負担金、１目民生費負担金１億1,030万7,000円、主な増額につきましては老人福祉

施設の入所がえ費用徴収金173万9,000円の増額、また主な減額につきましては老人保護措

置費の単価改正による342万8,000円の減、また認可保育所保育料の第２子２分の１負担に

よる減額の内容であります。 

次に、２目衛生費負担金10万円。 

 ３目農林水産業費負担金2,558万6,000円。 

 ４目教育費負担金2,665万4,000円、主な増額分につきましては給食費単価改定に伴い

284万2,000円の増額であります。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料35万8,000円。 

 ２目民生使用料2,736万円、これの主な減額につきましては養護老人ホームの介護サービ

ス対象者の減少に伴う660万1,000円の減の内容であります。 

３目衛生使用料50万4,000円。 

 ４目農林水産業使用料11万6,000円。 

 ５目土木使用料9,545万9,000円、主な減額は改良住宅の入所者の減少による115万

2,000円の減の内容であります。 

 ６目教育使用料706万6,000円、主な減額は幼稚園入所者の減少と第２子の保育料２分の
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１負担による224万6,000円の減額の内容であります。 

 ２項手数料、１目総務手数料319万円。 

 ２目衛生手数料814万8,000円、主な減額はごみ処理手数料52万円の減額であります。 

 ３目農林水産業手数料１万2,000円。 

 ４目教育手数料1,000円。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 こういうことを聞くのは、ちょっとおぼつかないのでありますけれども、教

育使用料の中で給食費というのがあったのだと�� 

〇田村議長 阿部議員、何ページ。 

〇阿部議員 15ページ、教育費負担金です。失礼いたしました。滞納分というのがあるの

ですが、昨年度滞納があったと思うのでありますが、こういう言い方はよくないのでしょ

うけれども、滞納されているということがありましたら、どの程度あったのかなというこ

とをまずお聞きしたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 平成20年度の滞納額についてでよろしいでしょうか。平成20年度の滞納

額、調定額が467万8,224円です。それで、３月11日現在の収入済額、もう回収できた分、

これが99万7,220円、収納率でいいますと21.32％ということでございます。まだまだ収入

未済額が368万1,004円ということで、まだ５分の１ぐらいしか回収はできておりません。

それで、職員も十分今年度になりまして滞納されている方と面談をして、何とかご理解を

いただきながらようやくここまでこぎつけているというふうな状況でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ご苦労はすごくわかります。やはり特に昨年から今年にかけていろいろと事

情があると思いますけれども、その辺のところを配慮していただきまして優しく滞納を防

ぐようにご努力をお願いしたいと思います。なぜかというと、実は偶然ある番組を見てい

まして、その滞納をしている子供がかわいそうということで、額はわかりませんけれども、

学校の先生が立てかえた分があったという、そういうことがありましたそうです。そうい

うことはないのだろうとは思いますけれども、もしそういうことの状態に陥らないような

形の中で、滞納が少しでも防げるような、まして収納していただけるようなお話し合いを

していただければなというふうに私は思うのですが、その辺でもう一回。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育長次長 優しくということでございますが、これは負担している方もおります

から、当然その辺で平等性というか、公平性というか、そういう部分でいいますとそうば
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かりも言っていられないと。ただ、実際に給食を食べている子供さんにとって何か影響を

与えるような、そういうふうなことは教育的配慮が必要ですから、当然そういうことはし

ませんけれども、ただ本町において学校の先生が立てかえるというふうな形はございませ

ん。現金で納めるという方もおります。口座振替で納付されるという方もおります。それ

で、学校給食費が毎月納まらない現金納付の場合、その場合につきましては給食センター

のほうへご連絡いただいて、給食センターのほうから保護者の方へ直接その辺の話をさせ

ていただくということで、学校の先生が立てかえて払うというふうな事実もございません

し、そういうふうな体制もとっておりません。また、口座振替で往々にして滞納といいま

すか、その月の分が口座から落ちなかったよというふうな形もあります。そういう部分に

つきましても、まずは文書をもってお忘れでないでしょうかというふうな形から始まりま

して、２カ月たまりますと直接出向いてお話ししてどういう状況なのかというふうな確認

をしております。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

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

生費国庫負担金6,848万円、主な増額は自立支援医療給付費の対象者の増加による180万円

増額と障害介護給付費の単価改定に伴う344万3,000円の減額の内容であります。 

 ２目衛生費国庫負担金26万3,000円。 

 ２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金453万2,000円。 

 ２目農林水産業費国庫補助金1,100万円、この増額につきましては平成20年度には補正対

応しておりましたが、高齢級の間伐促進交付金の増額の内容であります。 

 ３目土木費国庫補助金１億860万円、主な増額は道路橋梁費補助金の1,210万円の増額、

また新規に住宅耐震改修等補助金10万円の増、減額につきましては都市計画補助金3,600万

円の減額の内容であります。 

 ４目教育費国庫補助金８万9,000円。 

 ３項委託金、１目総務費委託金176万6,000円、この増額の170万6,000円は国民投票の投

票人名簿システム構築交付金の増額であります。 

 ２目民生費委託金183万8,000円。 

 ３目農林水産業費委託金320万円、主な減額は豊北排水機場の委託金82万円の減額の内容

であります。 

 ４目土木費委託金910万円、増額の365万円は道路用地補償委託金の増の内容であります。 

 次に、20ページをお開きください。14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金

1,654万5,000円。 

２目民生費道負担金7,719万7,000円、主な増減は後期高齢者医療保険拠出金の279万
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2,000円の増額と障害介護給付費の単価改定に伴う172万1,000円の減額の内容であります。 

３目衛生費道負担金26万3,000円。 

 ２項道補助金、１目総務費道補助金７万4,000円。 

 ２目民生費道補助金1,738万6,000円、主な減額は重度心身障害者医療費の減少に伴う

240万円の減額の内容であります。 

３目衛生費道補助金278万1,000円。 

４目労働費道補助金367万2,000円、この増額の367万2,000円につきましては国の第２次

補正による緊急対策に伴う雇用創設交付金の増額であります。 

５目農林水産業費道補助金2,819万9,000円、主な増額につきましては豊北幹線の水利施

設補助金234万円の増額、また減額につきましては駅停沢線林道開設工事終了に伴う

3,402万7,000円の減額の内容であります。 

 次のページをお開きください。３項委託金、１目総務費委託金1,743万7,000円、主な減

額は道税徴収取り扱い委託金285万2,000円の減、増額につきましては衆議院議員選挙費

840万6,000円、農林業センサス、国勢調査委託金100万円の増額の内容であります。 

 ２目衛生費委託金１万5,000円。 

 ３目農林水産業費委託金1,299万1,000円。 

 ４目商工費委託金136万6,000円。 

 ５目土木費委託金196万7,000円、主な減額につきましては河川樋門管理の単価改正と点

検回数の減に伴う内容であります。 

 ６目教育費委託金18万1,000円、昨年の６月に補正しておりますが、地域の教育力の再生

を図るための学校支援に伴う内容であります。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入2,302万1,000円。 

24ページをお開きください。２目利子及び配当金351万7,000円。 

２項財産売払収入、１目不動産売払収入10万円。 

 ２目物品売払収入79万6,000円。 

 16款１項寄附金、１目一般寄附金1,000円。 

 ２目指定寄附金100万1,000円、これについてはふるさとづくり寄附金の100万の追加であ

ります。 

 17款繰入金、１項１目基金繰入金180万円。 

 ２項他会計繰入金、１目老人保健特別会計繰入金1,000円。 

 ２目後期高齢者医療特別会計繰入金1,000円。 

３目介護保険特別会計繰入金1,000円。 

 18款１項１目繰越金100万円。 

 19款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金20万円。 

 ２目加算金1,000円。 

 ３目過料1,000円。 
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 26ページをお開きください。２項１目町預金利子10万円。 

 ３項貸付金元利収入、１目中小企業融資貸付金元金収入4,000万円。 

 ２目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入99万2,000円。 

 ３目介護経営貸付金元金収入200万円。 

４目株式会社ユーエム貸付金元金収入65万円。 

５目医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入84万円。 

 浦幌町高齢者生産活動センター委託業務貸付金元金収入、これについては廃目整理をさ

せていただきます。 

 ４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入370万6,000円、これにつきましては常室簡

易郵便局業務受託金110万円の増であります。 

 ２目民生費受託事業収入14万9,000円。 

 ５項１目雑入7,876万円、増の主なものにつきましては釧路産炭地域基盤整備事業の補助

金1,410万円、また中浦幌地区、幾千世地区の畑総事業補助金は事業量増に伴う405万円の

増の内容であります。 

次に、28ページをお開きください。２目過年度収入１万円。 

 20款１項町債、１目総務債２億7,210万円。 

 ２目農林水産業債2,010万円。 

３目商工債8,270万円。 

４目土木債5,450万円。 

５目消防債4,380万円。 

以上でございます。よろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 以上で歳入の審議を終了いたします。 

 ここで議案第29号 平成21年度浦幌町一般会計予算全体を通じての質問を受けたいと思

います。質疑はありませんか。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 35ページ、企画費の中の報酬について、これ私は一般質問の関係もございま

してちょっとお聞きをしたいと思っております。 

新産業創造等事業の、こちらの７名の報酬の部分なのですが、この委員についてなので

すが、各団体もしくは有識者という部分があるのですが、この有識者という部分について

の認識、どういうものを有識者というのか。 

また、これについては、これに絡みますが、たくさんいろんな部分で報酬を払っている

部分があろうかと思います。そういった部分についてもほとんどの部分で有識者の意見を

というようなところがあろうかと思うのですけれども、単純に有識者というのはそのもの

に対しての知識を持っている者というようなことだと思うのですが、例えば今回の新産炭
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事業の部分について、今回のこの報道にありました雪を使ってというような部分の新エネ

ルギーの部分がありましたが、こういった部分についての委員の有識者という部分につい

ての町の見解についてお聞かせいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ７名の委員で構成しております。４名につきましては、前回

もお話ししたとおり産業団体の方から４名出てきております。識見を有する方ということ

で３名の方をお願いしておりますけれども、委員さんは基本的に２年のご委嘱でございま

して、その間いろんな形の申請が上がってくる形になると思いますので、浦幌町内でいろ

んな事業をやって今リタイアされた方もいらっしゃいますし、だれだれとは言いませんけ

れども、そのような形の中から学識経験者、識見を有する方ということで選考させていた

だいております。ですから、特にその内容によってどの部分の専門家という形ではござい

ませんので、ご了解していただきたいなと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われました全体を通してという形の中で、どの部門ということではない

ということなのですが、それでは有識者とは言わないのではないのかなというふうに思う

のであります。今聞きますと、２年間の委嘱をされているということだと思うのです。当

然この中でいろんな案件の申請が出てきて当然だと思いますし、出てきていただきたいも

のだなというふうに思っているのです。そのときにやっぱり有識者という、各団体は団体

でいいのですけれども、有識者という部分についてはやはりその事業、事業に合った部分

で、ある程度臨機応変な中できちっとした、それこそしっかりとした知識を持った人とい

うものもその中からやっぱりプラスアルファをしていくというようなことでなければ、な

かなかしっかりとした議論というものは私はできないのではないのかなと思っておりま

す。 

また、今回の部分につきましても私が聞いたところによりますと、やはりどうしても農

協さんという農という部分になったときには、当然その部分は外れていただくということ

になる。当然ですよね。自分のことを自分で決めるということにはなりませんから。そう

すると、またその部分の人数も減るわけですよね。やはりそういった部分で、今回も特に

こういう大きな金額をする上で、やはりそれぞれ審議をする上では、そういったまず基本

の部分、７人なら７人でいいですけれども、その中でやっぱりその事業に応じては、いろ

いろな肉づけの中でいろんな有識者をそこに入れるというような考えを持ってやったほう

がより公平、公正、またしっかりとした議論ができるのではないかなというふうに思いま

すが、その点はいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 言われるとおりでございますけれども、あくまでも新産業と
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いう形の中でいろんな形の方面から申請が上がってくると思いますので、その中では公平

感を保つためにも、公平性を守るためにもいろいろな体験をされてきた方、経験されてき

た方を委員として委嘱してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今のちょっと答弁ですと、要するにそうするためにしてつけるということで

すか。あくまでも今のこの７名で、もうそれで町としては十分というような認識なのでし

ょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 現状の中で、現在始まったばかりでございますけれども、今

期２年間は同じ体制で進めさせていただきたいと考えております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 その辺の委員の報酬等も予算で決まっているから、なかなかそういう部分で

できないのかなという気もしますが、やはり公平、公正なしっかりとした議論という部分

については、やはり上がってきたものに対してのそれなりの専門知識というものは、私こ

れは不可欠ではないのかなと。今回の部分についても、例えば農産物の部分またはそうい

う新エネルギーの部分、そういう考えでありますね。そうすると、例えば農産物の部分に

ついても担当の役員の方は抜けてしまうわけですね。やっぱりそういったことであればそ

の部分、少なくともその１つの枠あいたところにまたそういった部分の利害関係のない方

を入れるとか、やはりそういった臨機応変さというものは必要ではないのかなというふう

に思うのです。やっぱりそのことのほうが公平にしっかりとした議論というものがなされ

るのではないのかなというふうに思うのですけれども、この考えについては変わりござい

ませんか。町長、どうですか、これ。変わりありませんか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 委員さんの任期が決められておりまして、７名でやるということに決まって

いるものですから、よっぽど特殊な事情が出てくるということになればまた別であります

けれども、今残り１年この体制でやっていかざるを得ないといいますか、どんな事案が出

てくるか今は全く想定できないわけでありますから、今のこの中身でやっていきたいとい

うふうな考えは今のところ変わっておりません。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 町長がただいま言われたように、実際にどういう事案が出てくるかわからな

いわけですよね。ですから、やはりこの新産業という２億900万という枠もありますので、

無造作にあるわけではありませんので、やはりこれを浦幌にとって有効にしっかりとした

今後のまちづくりのためにも生かすという、やっぱりそういうしっかりとした議論という

ものが、今回されていないというわけではないです。それは、やっぱり町民にもっとわか
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りやすくするためには、今７人は７人でいいのではないかと思うのです。その中にオブザ

ーバー的な部分だとか、そういうような形ででもその中に会議に参加するというような形、

委員をふやせということではなく、そういう意見を聞くオブザーバー的な部分というもの

でも私はそこの会議に入っていただいて、いろんな意見を徴収するということのほうがか

えってその７名の委員さん方も冷静にしっかりとした判断ができるのではないかなと思う

のですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 私が今言いましたとおり、どのような案件が出てくるかわかりません。まさ

に特殊な案件が出てくるかもしれないです。そうなると、今いる委員さんで判断できない

場合も当然想定はされると思います。そういうときには、そういうアドバイザー的な、ま

たは相談するということも当然出てくるのではないかなと。ただ、どういうものが今出て

くるかわかりませんので、今の段階ではこの７人でやっていくということでご理解いただ

きたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。その案件に応じては、そういうことも検討していただくとい

うことですから、わかりました。 

それと、もう一点、最後に１点だけ聞きたい部分がございます。いろんな委員さん、今

回のこの新産業もそうですし、いろんな委員さんがございます。この委員さん方について

なのですが、先日指定管理者の部分の中で守秘義務、また会議を非公開というようなこと

がございました。こういう委員さん、その中の町長の答弁の中にやはり今回報酬をもらう

方々については、基本的には非常勤特別職の規定にのっとって報酬をという部分で、特別

職扱いみたいな形の中で、それなりの守秘義務を持ってもらうのは当然のことであろうと

いうような答弁があったというふうに私は認識をしております。 

そうすると、例えば今回も、この新産業もそうですし、ほかのほうの委員さんもそうで

すけれども、そういう守秘義務とか、そういった例えばいろんな資料をもらうわけですけ

れども、そういったものの開示、情報公開についてはどのように考えるのか。実際今回ち

ょっと私もいろんな資料があれば見せていただけないだろうかというようなお願いもした

のですが、なかなかやっぱり私のようになりますと、議員のほうにそういう資料を出すと、

それをもとにまた何をしゃべり出すかわからないということで、私が出した書類をもとに

何かやられたら困るということで、いや、書類はできるだけ役場に行ってもらってもらい

たいのだというような形で、かえってまたそういう委員さんにその書類を見せてくれなん

ていうことになってしまうと、また要らないご負担をかけるということになろうかなと思

うのです。だから、しっかりとどんどんオープンにどうぞやっていいということであれば

またあれですけれども、その辺についての守秘義務等、その辺の情報公開等について考え

方をお聞かせいただきたいと思います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 審議会につきましては、会議録を作成いたしますので、会議録の開示要求が

あれば、それには当然応じていくということでありますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 どこで聞いていいかというのがわからない状況のところで、実は先日のトイ

レと同じようなことなのですけれども、やはり福祉という形の中で公の施設に手すりをと

いう気持ちが本当に出てまいりました。階段を上がるのにも真ん中ですとこうあるのです

が、左側の不自由になった方、右側の不自由になった方によりましては階段が上がりにく

いという状況が生まれていると。庁内におきましてもスロープがあるのですが、その先が

ちょっと不親切だという言葉がありまして、その中で今後そういう施設に対する手すりと

いいますか、そういうバリアフリー化というのはもうできない、古い施設におきましては。

これは、新しい施設におきましては、ある程度そういうことができるのかなと思いますけ

れども、その中でまずその施設、これから対応していただけるのかどうか。 

それから、もう一点なのですけれども、これからいろいろと計画されている、まちづく

り交付金等で計画されている施設で新たな施設におきましてもバリアフリー化はもちろん

のこと、そういうトイレだとか入浴施設だとか、そういったものに対する手すりが必要に

なってくるのではないかなと。それのことが余りされませんでしたので、まずは１回お伺

いをいたしたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 庁舎の管理につきましては、正面玄関にスロープついていますが、外側

のドアが押したり引いたりするドアになっております。それでは余り親切ではないのかな

という考えは持っております。ですから、総体的にそういうものを再度点検しまして、金

額の関係もありますけれども、できるものから補正予算の中でやっていきたいなというふ

うに考えておりますので、ご理解願います。 

〇田村議長 産業課長。 

〇前田産業課長 留真温泉の関係につきましての身障者用のスロープ等につきましては、

これからの設計になりますけれども、当然そういうものについては検討をというか、設置

をするということで考えていかなければならないというふうに思っております。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 それと、公の施設で公衆浴場、何かちょっと湯に入るときに、私は見たこと

ないから、人聞きで申しわけないのですけれども、その中に手すりがあったほうがいいの

ではないかなとかという話があったのですが、その辺のところにつきましてはどういう感

じ。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 細部にわたっての確認はしてございませんけれども、以前からそういう

対応という部分での建築をしているというふうに聞いてございますので、そのとおりだと

いうふうに思っております。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 私、34ページの自動車管理費、説明資料は13ページなのですけれども、昨年

は95台の車の内容でした。細かく言えば切りがないのですが、ただちょっと１つお聞きし

ておきたいことは施設課の49台の中の公園管理７台という車のことなのですが、これ公園

管理というと指定管理者が入っているところだと思うのです。昨年は２台ということの記

述がありましたので、このふえた５台はどういう関係でどのようになっているのかちょっ

とお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 公園緑地管理の機械の関係なのですけれども、これについては今現在７

台ありまして、そのうち貸し付けておりますのが７台、帯富パーク場が３台、そして健康

公園が１台、森林公園に１台、それと直営で２台ということになっております。昨年の分

は、これは２台直営の分ということで、今回は委託も含めて７台ということでございます。

全体的には変わっておりません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 私ちょっとお聞きしたいのは、ここ昨年は２台ということだったのですけれ

ども、直営の部分だけということで、あとこのパークゴルフ場ですとか運動公園ですとか

森林公園ですとかというところのは、昨年はどこに入っていたのでしょうね、これ。何か

全体的にちょっとよく実態がつかめないというか、これ全部貸し出ししてしまうというこ

とで、経費とかなんとかそういったものは全部町で見ているということですね。そうした

ら、修理代も含めて。そういうとらえ方でよろしいのでしょうか。 

 

    ◎会議時間の延長 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 審議の途中でありますが、会議規則第９条第２項の規定により本日の会議時間は議事の

都合によりあらかじめこれを延長したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 
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    ◎日程第１ 議案第２９号（続行） 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 答弁調整のため、ここで暫時休憩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） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、ここで暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時５２分  休憩 

午後 ５時０２分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

副町長。 

〇門馬副町長 それでは、予算説明書付表の内容説明資料の13ページをお開きいただきま

して、自動車管理費のところを見ていただきたいと思います。先ほどのご質問では、公園

管理の台数が７台になっているということで、昨年２台だったとの食い違いは何かという

ことと合計で昨年は95台が今年は97台と、台数が総体的には合わないのではないかという

ご質問であります。 

それで、まず施設課の項目、下のほうから３段目ですか、49台になっております。これ

につきましては、施設課で管理している車の台数ということでありますが、まず昨年との

比較でいいますと貸し出し車が昨年は19台でございました。それが今回16台ということで

３台減っております。この３台が昨年はこの貸し出し車のところに入れていましたけれど

も、今回は公園管理のほうに３台持ってきておりまして、２台と３を足して５と。あと２

がどうしたのかということになりますと、あとの２は今年新たに２台を買ったということ

で７になったということでありまして、昨年ちょっと項目を入れるところが今年と違って

いたということでの違いがありましたので、そういうことで今回変わ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。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 いろいろ詳しく説明をいただきました。大変車両に関しまして、いろいろと

国の指導とか道の指導とか運行管理者、車両管理者とか、そういったものが非常に要求さ

れているということで、以前にも職員の免許証の問題とかありました。すべての運転手含

めて、いろいろと管理されていると思います。そういう把握、上手にというか、した中で

のこういう公用車の集中管理をしていただいていると私は思っていますので、本当に口幅

ったくて申しわけなかったのですが、質問をいたしました。今後に向けてもこういう運行

管理者、車両管理者等は役所が対処をずっとしていると思いますが、何名いてどのような

形でこれからも続けられていくのかお聞きしたいということです。 
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〇田村議長 答弁願います。 

施設課長。 

〇賀下施設課長 運行管理者と安全管理者、それから車両整備管理者ということで、今安

全管理者につきましては１名、副安全管理者につきましては２名、車両整備管理者につき

ましては３名ということで申請してございます。 

以上でございます。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 非常にたくさんの運転手さん、それから職員の方が車両を使っているという

ことで大変な管理状況だと思いますが、これからも事故のないような管理をしていってい

ただきたいということでお願いをいたします。 

それと、36ページの、もう一つ質問をさせていただきたいのですが、負担金、補助及び

交付金ということです。36ページの上のほうの十勝インターナショナル協会負担金８万円

ございます。先日の新聞でしょうか。３月11日に、これ更別のインターナショナルの協会

の負担金かどうかちょっとお伺いしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 この十勝インターナショナル協会の負担金は、国際交流とい

う視点での、現在帯広市で設置してございますけれども、そこで海外から外国の方がいら

っしゃいまして実習ですとか研修ですとか行っております。それに対する支援でございま

すが、本町におきましても過去何度か海外の料理教室ですとか、子供たちの交流ですとか、

そういうことを実施させていただいております。今後ともそういう機会があれば、どんど

ん使っていきたいと思いますけれども、更別とは関係ございませんので、失礼いたしまし

た。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

これより議案第29号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 
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    ◎延会の議決 

〇田村議長 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の程度にとどめて延会とし、

明日３月18日午前10時から本会議を開きたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会とし、明日３月18日午前10時から本会議を開くことに

決定をいたしました。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ５時０８分 


