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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、配付しております日程表により進めますので、よろしくお願いをいた

します。 

 

    ◎日程第１ 認定第１号 

〇田村議長 日程第１、認定第１号 平成21年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

 昨日に引き続き審議を続けます。 

 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 32ページをごらんください。５款労働費、１項１目労働諸費、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でございます。19節の負担金、補助及び

交付金につきましては、説明資料20ページに記載のとおりでございます。 

 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 質疑がないようなので、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。 

〇新川農業委員会事務局長 引き続き32ページをごらんいただきたいと思います。６款農

林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、この目につきましては農業委員13名の活動

費及び事務局費と農業者年金業務にかかわる経費でございます。農業委員の活動内容とい

たしましては、総会を12回開催し、農地等の移動やあっせん等に伴う農用地利用調整会議

等が延べ９回、権利者調整委員会を11回開催してございます。また、農業者年金業務につ

きましては、年度末現在でありますが、年金加入者が221名、年金受給者が264名というふ

うな状況になってございます。 

以上です。 

〇前田産業課長 ２目農業総務費、32ページでございます。この目につきましては、人件

費と各種関係機関への負担金の予算でございます。 

 ３目農業振興費、32ページから33ページでございます。この目につきましては、農業振

興に係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、説明資料20ペ

ージに記載のとおりでございます。 

〇小路谷上浦幌支所長 ４目農業団地センター管理費、この目につきましては農業団地セ

ンターの施設管理にかかわる経費でございます。平成21年度の利用実績につきましては、
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延べで228団体、3,606名の方が利用されております。目の内容につきましては、特に説明

する事項はございません。 

〇前田産業課長 ５目畜産振興費、33ページでございます。この目につきましては、畜産

振興に係る経費でございます。12節役務費、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。 

 ６目土地改良費、33ページから34ページでございます。この目につきましては、土地基

盤の整備及び促進に係る経費でございます。11節需用費の57万4,529円の不用額につきまし

ては、豊北、浦幌太排水機場に係る光熱水費の執行残でございます。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21ページに記載のとおりでご

ざいます。 

〇賀下施設課長 34ページをごらんください。７目飲料営農用水対策費、この科目につき

ましては営農用水施設の用地借り上げ料と農業振興対策事業、簡易給水施設設置補助にか

かわる内容でございます。 

〇前田産業課長 ８目道営土地改良事業費、34ページでございます。この目につきまして

は、道営の土地改良事業に係る経費でございます。14節の使用料及び賃借料、19節負担金、

補助及び交付金につきましては、説明資料22ページに記載のとおりでございます。 

〇賀下施設課長 ９目地籍調査費、この科目につきましては事業継続地区、オコッペ9.31平

方キロメートルの地籍調査の実施内容でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料

につきましては、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。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。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 農業のこの部分について、全体的な部分ということになろうかと思います。

この農業振興費、また土地改良等が主になろうかと思いますが、こういった農協さんを主

にした町からの補助金、助成金という形の中でたくさんの事業がされております。昨日も

私申し上げたのですが、町として農協さんに農業振興、畜産振興、いろんな部分において

多額の補助金、助成金がされておりますが、このお金というのでしょうか、この部分が農

協さんにいった後、町に対していろんな部分で地元の企業等に対してどういった経済効果

があるとかいうような部分というのは、町としてはそういった考え方を持っての調査とい

うのでしょうか、把握という部分というのはされているのでしょうか、いないのでしょう

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 全体的にということでございますので、その後の調査ということの内容

については、例えば明渠、それから暗渠、それから心土破砕、それぞれ町の補助を出して

おりますけれども、それに対しての実績報告は当然いただいております。それによって、
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当然その収穫量がどうなのかとか、そういう部分については当然次の年の収穫が上がった

のか上がらないのか、天候にもいろいろよりますけれども、農業については。そういう面

については、その暗渠をやってから何ぼふえたとか、そういう細かな話にはなりませんけ

れども、最終的なやった後の収穫の報告なり、どうしてそうなったのかと、そういう検証

については農業改良普及センターとも一緒にやっておりますので、それにまた基づいて次

の年はどうするかという考えの中でやっております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われるように、この事業をすることによって要するに農業、農家さん方

の収穫に対するどういういい影響があったのか、収入がふえた、ふえない、当然それは収

入にもかかわってくることだと思いますが、それはいいのです。そういう形ではいいので

す。それとまた別の視点から、今言われたような例えば心土だとか暗渠だとかをやったこ

とによって地域経済、農業者の視点ではなくてそういう地域の経済、きのうも私申し上げ

ましたが、農業という１次産業の柱を、これをしっかりと支えることによって、それに付

随するいろんな産業がまた成り立っていくという、そういう観点からこれをすることによ

って、例えば心土破砕でも暗渠でも明渠でもいいのですが、そういった事業を補助するこ

とによって農家さんに対する部分は今説明いただいたのですが、もっと違った逆の視点の

地域経済という部分の視点というものは調査とか、そういうものの配慮というのでしょう

か、そういう部分というのはされていないのでしょうかということなのです。農家さんの

視点ではない違う視点の部分を聞いているのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 例えば高級菜豆産地づくりという、そういう事業補助の中で白花豆に対

する一部補助をしております。それについては、今言ったように農家さんがその補助をす

ることによって収穫量が上がるということは当然ですけれども、その後どういう内容で経

済効果が上がるのかということにつきましては、例えば白花豆を使った甘納豆、それから

ようかん、それからいろんなそういうものの２次加工品産物ができるということが当然考

えられて現在売られておりますけれども、そういうことに関しても、そうしたらそのでき

たものをどこで販売したりするのかということも含めて、例えば道の駅で販売するとか、

商店の中で販売してもらうとか、そういう経済効果が十分考えられるということから、そ

ういうことも含めた中の調査ということも考えていけるのではないかというふうに考えて

はおります。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われましたように白花豆もそうですよね。ようかんだとか甘納豆だとか

をつくれると。結局それによって地域にも新しい、これは例えば白花豆については浦幌の

新しい名物をつくりたいというようなことで70万円ですね。要するにそういうことで、結

局そういう農家さんに例えば白花豆70万円を出すことによって新しい浦幌の名物ができる
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と。それによって、その甘納豆が浦幌の商店で売られることによって、そこに農業を柱と

した商店街にもそういういい影響が出てくるということですね。だから、結局この柱を中

心としたいろんな経済がしっかりとなってくるから、この１次産業の農業をしっかりと支

えるという、こういう構造だと思うのです。ですから、支えることはいいのですが、その

周りの影響というのでしょうか。そういった経済効果というものをしっかりと検証する必

要があるというふうに思うのです。ですから、私は今言われた商店街、商工の部分もそう

ですが、建設関係のそういった部分もそうですし、そういうような検証というものが実際

に今費用対効果だけでは言いあらわせない部分もあろうとは思いますけれども、しかしや

っぱりそういった部分というのは、これからやっぱり地方というのはなかなかしっかりと

した大企業が企業誘致でどんと来るようなことというのはなかなかないわけですから、そ

うすると今ある産業、やっぱりこれをしっかりと守った上で、それに付随していろんな経

済効果を求めていくというような形は、私は必要だというふうに思います。今言うように、

そういうような強化も考えられるということですが、当然考えられるので、それをやはり

具体的な数値化というのでしょうか。やっぱりそういう目に見えるような形を出して公表

していくということは必要だというふうに思いますが、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 中尾議員言われるように、農業政策の２次的な波及効果がどうなのか、それ

を数値で出したほうがいいのではないかというお話だろうと思います。公共事業について

もそうですけれども、農業政策、いろんな事業がありますけれども、当然その直接的な事

業、工事を請け負った業界の波及効果というのは数字で出てくるだろうと思いますけれど

も、それによって農家の皆さんの購買力が向上するとか、そういう部分についての波及効

果ってなかなか数字であらわすというのは難しいのではないのかなというふうに思いま

す。出せるものと出せないものとやっぱりどうしてもある。全体的にはやっぱり１次産業

の町ですから、１次産業が発展することによって商工業につながるし、２次産業、３次産

業にもつながっていくというのが我々の目指すところだろうと思いますし、これがまちづ

くりだろうと思います。そういう意味では、直接例えば明渠、暗渠、そういうものをやる、

工事を受け取った人たちは幾らぐらいの事業を請け負ったのだと、そういう数字は出ると

思いますけれども、それでは購買力がどのぐらい上がったのだと、何％上がったのだとい

うのはなかなかな難しい部分があるだろうと思います。そういう意味では、そういうもの

で波及効果が出せるものは出していくことが必要だろうと思いますけれども、なかなか全

体的に町の全体のそれでは自主財源がどのぐらいふえたのだとか、そういう部分について

どこまで出せるかというのはなかなか難しいと思いますので、出せるところは出していく

けれども、出せないところについては全体的な波及経済効果ということで考えていかなけ

ればならないのではないかというふうに思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 
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〇中尾議員 今町長言われるように確かにそうなのです。経済、全部が全部きちっと数字

で帳面に出てくれば、こんな簡単なことはないですが、今言われたようにそれはもう町長

言われるとおりだと思います。すべてがすべてきちっと数字であらわせるものではないと

いうふうに思います。しかし、今言われたように出せるものは出していく必要もあるとい

うことであります。例えば今言われたように直接的に工事を請け負ったものだとかという

ものは出せる、すぐ数字としてわかるというお話がありました。逆に言うと、そういう今

直接的に工事を出すことによって直接的な一時的な工事だとか、そういう部分での効果と

いうものは、それは逆に言うと出されていて、そういったものはすぐ公表できるというよ

うな状況になっているということでよろしいのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 当然町から農協が事業者になりますけれども、補助をするわけでござい

ますので、先ほども言いましたけれども、実績報告の中でどの業者を使ってどういう入札

額になったのかというのは報告を受けておりますので、今その数字を出せと、今は手持ち

にはないですけれども、当然資料としてはありますので、それはすぐ数字としてあらわれ

てくると思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。そういうことであれば、その辺の部分はしっかりと把握はさ

れていると。ただ、私きのう新産業の部分の質問をさせていただいたら、その部分は把握

をされていないと。八千何ぼの補助金を出している部分についてはされていないという答

弁でありましたので、こっち側ではされているけれども、こっち側はされていないという

ことですね、そうすると。きのう、そうですよね。されていないということでしたからね。

今後調査をするということですから、やはり町のこういう貴重な財源を使うわけですから、

やっぱりそういったものについてはしっかりとお示しをいただきたいし、また今されてい

る部分についても当然町としては十分それによって経済効果があるということだと思いま

すので、あわせてどういう形で公表される形になるのか。あくまでもこちらから資料請求

をする上での形になるのかという形になりますので、ぜひきのう言いました新産業の部分

も含めて、きちっと全部そろった時点で何らかの形でお示しをいただいて、全部出ていな

いうちに資料請求してもしようがないので、全部わかった時点でぜひ、なかなかホームペ

ージに全部載せるということもどうなのかという気もしますし、役場の行政の部分であれ

ば行政報告だとか、いろんな部分で載ってきますけれども、農協さんにということになっ

てくると、ほかの団体のものまですべてホームページに載せたりということもいかがなも

のかというふうに私も思いますので、どういった形で公表されるのかということは、また

後にお示しをいただきたいと思いますので、きのう言いました部分についても早急にお調

べをいただいて、全部わかった時点で私のほうも資料請求をぜひさせていただきたいと、

開示をぜひいただきたいというふうに思っておりますので、その辺についての考え方を最
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後にお聞かせを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。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問に関しましてお答えをさせていただきたい

と思います。 

 確かに農業にかかわっては、実績報告の中で情報的には把握ができる部分がございます。

ただ、この件につきましては、直接実績報告というのは事業主体から上がってくるもので

すから、そこでの情報が得られるということでの内容となっています。また、新産業につ

きましても実績が事業主体から上がってくる中では、その事業実施主体がどこに間接的に

事業を発注しているかということにつきましては実施報告の中ではなかなか上がってこな

い部分がございますので、そんな意味で調査ができていなかったという部分を昨日ご報告

させていただきました。今後昨日お答えさせていただきましたとおり、できる範囲の調査

の中でさせていただいて、それをまた公表という部分につきましてはいろんな個人情報等

もございますので、これらを考慮しながらできる範囲の中での公表という部分を調査研究

をさせていただきたいというふうに思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 国営の下浦幌の農地防災事業に関して伺いたいと思います。私も再三この関

連について一般質問等で質問をさせていただいておりますけれども、昨年の大雨以降開発

も理事者の皆さんもご承知のように面的整備の対象外の朝日地区について多少気になると

見えて対応をしていただけるようになってきておりますね。このことに関して、地元の朝

日地区の方と開発との協議がどういう形でどの辺まで進んでいるのか、対応が確定したの

かどうか、その辺について確認をしておきたいと思います。お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 国営防災事業の朝日地区の関係でございますけれども、現在地区と、そ

れから開発との間である程度事業の内容が説明をした中の了解をしているということでご

ざいます。内容につきましては、要望がありました排水対策についてでございますけれど

も、これにつきましては池田河川事務所と、それから農業開発との関係がありますので、

その関係の中で排水対策としまして農業事務所のほうで考えていますのは一番低いところ

にかま場をつくって、そこから排水をするという内容が現在河川のほうとの協議は済んで

おります。ただ、その設置場所については現在河川敷地内にするか、それか農地のところ

に、完全農地の中にするか、そこら辺については今協議中ということでございまして、か

ま場をつくって排水をするということについては双方合意をしているということでござい

ます。 

 それから、朝日地区の冠水した畑について、補完事業ということでございますけれども、

低みについて土砂を投入いたしまして、低みをかさ上げをして、そして水がたまらないよ
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うな対策をやっていくということが地域の中で要望もあった圃場も含めて合意をしており

ます。今年度予定で試験圃場を２カ所ぐらい入れまして、そしてそれをもとに来年全体的

な土砂のかさ上げをしていくという内容の中身になっております。 

 それから、先ほど申しましたかま場の排水のポンプの関係でございますけれども、これ

については本来豊北の排水機場、それから浦幌太の排水機場がありますので、本来的には

整備ができないという開発の内容でございましたけれども、今回ポンプを２台程度配備し

て、そしてそれを使用していくということで今後整備をするという内容になっております。

そして、ポンプを動かすその発電機等については、町のほうで何とか用意してもらいたい

という、そういう内容で今進めている状況でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほども申しましたけれども、開発もそれなりに手を尽くしてくれて、河川

のほうとも協議してくれているということのようですけれども、このポンプの配置につい

て、水が出てポンプを配置するとそこを通行できなくなるというような状況になりますか

ら、このことについて河川のほうと協議してそれなりの施設をしてくれるというような話

も伺っていたのですが、その辺についてはどうなったのでしょうか。 

 また、発電機の調達ですが、通常は各地で大水のときに排水するポンプ、現在朝日で使

っているのは２基使っても発電機１台は必要と。これは、４基使うようになって発電機の

準備がどの程度のもので間に合うのか。 

 それから、もう一点ですけれども、かま場とポンプの準備をすることでそれなりの作業

場というか、そのことの話も聞いてはいたのですが、その辺のことはどうなったのか、こ

の３点伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 ポンプの台数につきましては、現在町が災害があったときに用意をする

台数にプラスして２台を開発のほうで用意していただくということでございます。 

 発電機につきましては、現在町が用意するときについてはリースでやっておりますけれ

ども、町がそういう災害があったときには同じくリース方式で発電機を用意していくとい

う形になるかと思っております。 

 それから、作業場については河川事務所の敷地内について整備をしていただくというこ

とに今農業事務所との打ち合わせがなされているということで聞いておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

（「発電機は間に合うんですか」の声あり） 

〇前田産業課長 発電機につきましては、間に合うか間に合わないかということ、１台か

２台かですね。３台までは１台で間に合うのですけれども、４台になると２台発電機は必

要だということで、２台用意することになろうかなというふうに今は考えてはおります。 
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〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 この事業は、一応計画では来年で、現状で言いますと来年で、23年度で終了

するということになっています。ただ、予算のつきぐあいで終われるのかどうかという問

題もありますけれども、この朝日問題は、もう今年は当然間に合わないですけれども、来

年度中にそのかま問題は完了するのでしょうか。 

 それから、もう一点、当初幹線明渠の整備もという話がありました。この幹線明渠の整

備は置き土等によって、あるいはかま場を設置することで幹線明渠に手をかけなくてもい

いということで地元と合意ができてやらなくなったのでしょうか、再度確認します。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 かま場の施工に関してでございますけれども、国営防災事業につきまし

ては平成23年度、本来でいいますと23年度までという事業年度でありましたけれども、22年

度で終わるような話もありましたけれども、朝日地区の冷湿害等によりまして23年度まで

続けて事業をやっていくということの内容に今現在はなっております。国の予算の配分に

もよりますけれども、23年度当初要求額が若干削減された中の内定みたいのがあったとい

うことで聞いております。そういうことからいたしまして、かま場については23年度中に

はやれるのかなとは思っておりますけれども、万が一24年度になった場合については完了

しないままに終わらせないで続けていくというようなことも開発の担当者が申しておりま

すので、できる限り23年度にやってもらうという要望の中で進めていってもらいたいとい

うふうな要望をしていきたと思います。 

 それから、明渠につきましては、地域の合意の中で排水をやらないという、そういうこ

とで現在地域の了解の中で開発との合意をしておりますので、その代替として先ほど申し

ました圃場の低みのところに土砂を投入してかさ上げをしていくという内容でございます

ので、ご了解願いたいと思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 最後にしますけれども、この朝日地区の問題はもう本当に事業が始まったす

ぐから何とかならないかということでずっと要請をしてきた事項でございます。そういう

中で、私もそちらのほうのかかわる役員の一人として感じているのは、こういうところで

発言しにくいのですが、担当者や所長の裁量と言ったら言い過ぎかもしれませんが、随分

対応が変わってきたと。今まで担当してきた課長さんたちもきっとそういう思いあると思

うのです。ですから、そういうことをしっかり、今ここで確認しました事項、地域とも合

意した事項ということですから、きっちりとそれが実現できるように見守ってほしいと思

うのです、小まめに。上のほうがかわったから、ちょっと方針変わりましたよと、今まで

も再三あったのですから、そういうことをしっかり町長も含めて、私らの力では及ばない

ところをぜひ理事者の力によって早く実現するように努力をしていただきたいということ

であります。再度説明を求めます。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 昨年、大雨の中で大変な被害があったということで、その後継続的に、断続

的に開発と協議をさせていただきました。いろいろ地元の皆さんの意見を聞きながら、こ

の朝日地区、また冠水の畑の対応をどうするのかということで協議をさせていただきまし

た。その間、かなり開発のほうともやり合った部分もありますけれども、最終的に地元の

皆さんの合意を得て今課長が言ったとおりポンプの設置、かま場の設置場所を決定すると

いうことと発電機を２基増強するということ、そしてまた明渠からそういう形で盛り土で

対応をしていくということで、地元の人たちもそういうほうがいいだろうということで了

解をもらいました。この合意内容については、当然文書で会議が残っておりますので、こ

の部分についてはきちんと守っていくということで、必ず守らせるということが必要だろ

うなというふうに思います。 

 ただ、盛んに今言われているのは、やはり予算の関係がなかなか厳しいというお話があ

りました。本当は、平成22年度にすべて完了すればよかったのですけれども、なかなか22年

度で完了できないということで、23年度まで事業が継続ということになりましたけれども、

この23年度の予算もなかなか厳しいという話を開発のほうから聞いているところでありま

す。しかし、いずれにしてもここについては、この部分については対応しなければならな

い部分でありますので、できれば23年度にしっかり予算措置も含めて対応してもらいたい

と思いますし、万が一23年度の予算でできなければ１年、24年まで延びたとしても必ずこ

の事業については完了するということで、きちんと開発とはこれからも合意の履行につい

て求めてまいり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 ページ数、34ページの地籍調査費についてお伺いしたいと思います。今年の

夏にも議員全員がそろって町民との対話集会の中にも町民からこの地籍調査っていつまで

かかるのでしょうねと、いつ我々の町に来るのでしょうねというような非常に不安視する

声がありまして、本当にこの事業は我が町の事業の中で一番ロングラン、長い事業だと、

いつ終わるかわからないというふうに私も認識しているのですけれども、現在の進捗状況、

あと残りはどのような計画を持っていつ完了するのかというのは大まかな、ある程度事業

ですからスケジュールは立てていると思うのですけれども、まずそこの辺についてきちん

と報告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。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 地籍事業につきましては、土地所有者の権利の保全、それから明確化、

境界紛争の未然防止、公共事業の円滑な実施及び災害復旧工事の迅速化を図るという目的

で実際行われているのですけれども、今の地籍の事業計画としては当初平成40年の完了と

いうことで考えておりましたが、今は担当者が１人で専門職としてやって実施しておりま
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すが、やはり１人でやる対応というのはなかなか進まない状況がありまして、その以降の

進捗状況としましては、今20年度で46.1％の進捗率となっておりますが、それ以降22年度、

今現在チプ子オコッペのほうに新しく新規として入っているわけなのですけれども、今後

平成70年度の完了に向けて今考えてはいるのですけれども、やはり１人の専門職という中

では、今考えている年度にどうしても長期的なものになってしまうということになってお

りますが、今地籍のほうは管内でも帯広市と本別が全く手をつけていない状態で、ほかの

町村につきましては大体ほとんど60％から70％、中には完了している町村もあります。こ

の地籍事業としても本来長い間かかってでも進めていかなければならないという考えでは

ありますが、今後そういうような専門職の配置によってもう少し事業年度を早めることが

できるということも考えておりますので、ご理解願います。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 他町村の実例はよろしいのですけれども、今の説明いかんによると40年度完

成予定が最終的には平成70年度完成の予定だということが正しいのですね。進捗状況は

20年度で46.1％、まだ半分しか終わっていないという確認でいいですね。 

 それで、問題は当然事業ですから費用かかります。今言ったように担当者が１人か２人

だと。そういうことに関係なく、この費用の負担の問題については今道費で21年の実績で

は1,500万ちょっと、1,600万ぐらいですか。この事業の推進は公費、道費が出てそれに対

応してのエリア決めなのか、それともこちらから申請してここまでやりたいからというこ

とで必要経費を申請して満額補助もらえるのか。その辺の駆け引きの問題というか、先ほ

どの説明の別件で開発が非常に予算が厳しいと。開発が厳しいと当然道も厳しいのです。

その経費負担、道の負担金で今年、21年度は1,563万3,000円出ていますか。これがどんど

ん毎年これだけ補助負担されるというのは非常に厳しい。だから、その進捗状況が予算に

対しての進捗状況になるのか、計画されたやつに対する補助額になるのか、その辺の事業

の推進の仕方、そしてなおかつこんなにかかるのならば、あと残っている50％については

優先度合いという、土地の測量に優先度合いがあるかどうかわかりませんけれども、簡単

に言えば居住地を中心に、あと耕地面積だとか、林野は後にするとか、そういう利用頻度

だとか、そういうことの進捗の差異はつけられないのかどうか、その辺の考え方というの

はどうなのですか、お伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 今の事業費に関してなのですけれども、事業費につきましては国の割合

が50％、道が25％、町が25％ということで、事業費としてはそれほど町の負担になるよう

な事業ではないということと考えております。ただ、この事業を進めるに当たりましては、

今現在３年工程で進めているのですが、１年目に委託をしてまず地籍調査をします。測量

をして、それに基づいて今度２年目に地権者に対して確認をとっていくと。そして、３年

目にまとめて登記をするという３年工程で進めているのですが、ここのときにやはり地権
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者に対しての話し合いというのがかなり時間としてとられる部分がありまして、ここで皆

さんの合意を得られる形で登記事項、境界線というのが確定されてくるわけなのですけれ

ども、この辺の作業が１人でやるとなると、ある程度時間的なものからいくとどうしても

制限があるということで、先ほども１人で今専門職としてやって担当しているわけなので

すけれども、この部分でちょっとなかなか進んでいかないというところがありまして、ご

理解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 事業の大変さ、そしてまた該当する地権者との話し合い、よくわかります。

事業として今言ったような１つの面として確定をするには３年かかるという、その話もよ

くわかります。だけれども、その面が決定しなければ次の隣接したまた次のところへ行け

ないということでなくて、事業としては毎年進んでいくわけ。当然あるＡという地点が３

年必要だったら、もうこれは３年目にかかったときには次の地点はもう１年目、２年目に

入っているわけですから、そういうふうに事業はどんどん展開していかないと１つの面が、

エリアが解決できないと次へ進めないという事業ではないわけでしょう。だから、ペンデ

ィングされるものは、どんどん、どんどん残っていくのはやむを得ない。それに対して、

今対応が大変だというのはわかりますけれども、町民としてはこの事業が本当にどこまで

かかって、いつ我々の地域、また最終年度はいつなのか、そういうことが知りたい。だか

ら、そういう細かなことではなくて、今言ったように平成70年までかかりますよと言った

ら、大変なクレーム来ると思いますよ。だから、その辺も今度は今言った経費の負担も今

言ったように25％で済むのであれば、ある程度政策的にもっと進捗を早めるとかなんとか

という方法も考えられるだろうし、先ほど言ったエリア的に優先度合いをつけて進めてい

くとかということも考えられるし、ただ単純に順番的に進んでいかなければならない、そ

こに問題が発生して解決していくためには、担当者１人で次の事業にも差し支えるような

ことはよくわかりますけれども、それならば先ほど言ったように一番先に必要な事業、い

ろんなことをやるためにはやっぱり面積が確定していないと事業としても大変なことにな

るだろうし、当然個人の権利、やっぱり固定資産税の、町税の一番原点になるわけですし、

それをきちっとしてやらないということはやっぱり事業怠慢だと思うので、もっと積極的

に政策的に進める方法……聞いていますか。それとあわせて、きちっとした町民に知らし

める大きな事業展開の最終までは難しいかと思うけれども、ある程度の大枠は町民に今こ

こまで進んでいます、約50％終わっていますから、あと残り50％は大体何年度ぐらいで、

ここの地域は何年度ぐらいとか、何かの機会を設けて町民に知らしめることもこの事業と

して必要でないかと思うのですけれども、その辺についてはいかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 地籍事業の中で、先ほど補助金との関係、説明ありましたけれども、その

中で一番私どもがちょっと問題だと思っているのは、実は人件費についてはすべて町村持
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ちということでありまして、一切補助金が出ないということがあります。一般的な測量等

のそういった事業については補助の対象としてやっていますけれども、何せその人件費が

出ないということで、それが全体の今の人事といいますか、そういう中で苦慮しているこ

とがあると。特に優先して何の事業をまずやらなければいけないかということがあるので

ありますけれども、町総体として見たときに、やはりそこに人員をつぎ込んでやるべきな

のか、もっとほかに人員をつぎ込んでやらなければいけないところがあるのかということ

がありまして、そういったことも含めてなかなか進捗が進まないというのが実態だという

ふうに思っています。 

 地籍事業は、本当に最終的に精度の高い測量の中で境界とかを確定すれば、確かにそれ

が一番いい形だなというふうには思うわけございますけれども、今現在浦幌町には連絡査

定図ということで既に公になっている測量がありまして、その中ですべて境界が確定され

ているという状況になっております。そういう中で、それぞれが境界石を入れたり、境界

ということで町民の方々がやっているわけでありますけれども、ただそういう中で一部、

境界がなかなかお互いに了承できないというところも一部にはあるのかもしれませんけれ

ども、実態としては公の中では連絡査定図に基づいて境界が確定されているという状況で

ありますので、その辺の町全体として地籍調査事業を最優先にやるべき事業なのかどうな

のかということも、それぞれ個々の町民の方の思いの中にはいろいろあるでしょうけれど

も、そこら辺も判断しながらやっていかなければいけないのかなというふうに思っている

ところでありまして、全体の計画については町としてもある程度、何年にはどこの地区と

いうことで大まかには計画は持っておりますので、その辺今後町全体の優先すべき事業等

を判断する中で、町民の方には確定した段階でその地域はいつごろかということを含めて

周知はしていかなければいけないのかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 畜産振興費の中の負担金、補助及び交付金です。その中の町家畜伝染病自衛

防疫推進協議会、説明資料にあるのですけれども、その内容について説明をお願いいたし

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 この家畜伝染病自衛防疫推進協議会の負担金でございますけれども、こ

の内容につきましては、町と農協でそれぞれ負担金を出した中で各農家の病気に対しての

予防をしているということの内容でございます。この中で、事業といたしましては予防費、

それから技術費、それから消毒費、これらが大きな内容のものになっておりまして、全体

事業費が各農家からのやった結果、負担金をもらっているわけでございますけれども、全

体で610万程度の収入がありまして、その中で今言った予防をしているということでござい

ます。消毒に係る経費が110万程度、それから今申し上げました予防費に係る経費が360万
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程度をかけてこの家畜の病気の伝染を防止をしているという内容でございます。町の75万、

これについては通年75万、ほぼ定額どおりで補助をしているという内容でございます。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 マスコミ等で宮崎の口蹄疫が大変関心を寄せていたわけですけれども、これ

は10年ほど前には近隣町村、本別でもこの口蹄疫ということが発生して大変な事態に陥っ

た経緯があるわけですけれども、決して対岸の火事ではないと思っております。 

 そこで、今予防、消毒ということでの日常のこういった対応というものは当然されてい

ることと今お答えがあったわけですが、例えば今年口蹄疫が宮崎で発生したわけですが、

これに対する対応ということでは、浦幌ではどういうような対応をされたのか。この推進

協議会もその中でどういう役割を果たしたのかご説明いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 この推進協議会の中では、通常は法定伝染病に対する今回の口蹄疫の防

疫に対してのものの予算を組んではおりません。急遽今年口蹄疫が発生したということで

ございまして、この推進協議会の中で積み立てをしようとしていた中を取り崩ししまして、

各畜産農家に消石灰を配付をいたしまして対策を講じております。その後、町といたしま

しても道の補助もありましたので、消石灰の追加、それから各職員が農家に入るときにつ

いては消毒液を持参して農家に入っていくという対策も講じておりますし、また公共機関

の出入り口には消毒マットを置いて、この口蹄疫対策を今現在も継続をしておりますけれ

ども、やってきております。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 道の補助金も使いながら、今回の要望については消石灰の配付など対応して

きたということでご説明あったわけですが、今後いつどのような事態が発生するか、これ

はもう非常に予測しがたい面があるわけですが、今後への最善の予防策ということでどの

ように対策として考えているのか、その辺についてご説明をお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 この口蹄疫につきましては、世界的なウイルスということで、いつどこ

で発生するかわからないという状況の中で、たまたま宮崎県で発生したということで、現

在宮崎県ではこういう発生した場合の対応策、それから実践をもとにしたマニュアルを作

成すると。現在作成をした中で、各都道府県に周知をしていきたいという話もしておりま

す。それらをもとにして北海道、それから十勝も当然、我々もそうですけれども、それら

をもとにした計画を、マニュアルづくりをして緊急における対策を講じていかなければな

らないのかなというふうに考えております。まだマニュアル的なものが正式にこっちに来

ておりませんけれども、それが来次第それを参考に、ベースにしながら対策を講じていか

なければならないのかなというふうには感じております。 
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 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に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 34ページ、35ページの２項林業費、１目林業総務費、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。８節報償費、19節負担金、補助及び交付金に

つきましては、説明資料22ページに記載のとおりでございます。 

 35ページ、２目林業振興費、この目につきましては一般民有林の振興に係る経費でござ

います。19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料22ページに記載のとおり

でございます。 

 ３目林道維持費、この目につきましては一般林道の管理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22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、この目につきましてはうらほろ森林公園の管理費で

ございます。13節委託料につきましては、指定管理委託料でございます。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。 

 ３項水産業費、１目水産業総務費、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。特に説明を追加する内容はございません。 

 ２目水産業振興費、35ページから36ページでございます。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経費でございます。13節委託料、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。 

 以上でございます。よろしくご審議お願いいたします。 

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 林業振興費の中の負担金、補助及び交付金のことをお伺いいたします。 

 まず最初に、北の森づくりから、それから人工保育事業まで、これはどの山林を指して

いるのか、民有林か町有林か、まずお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 この内容につきましては、民有林の補助でございます。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 ３月の議会のときに補正で北の森づくり推進事業で472万9,000円の補正減、

それから人工保育事業補助金、これが40万6,000円の補正減、それと森林整備地域活性化支

援交付金が60万の更正減、それから美しい森づくり基盤整備交付金790万の更正減というこ

とで、これは補助対象として国、道、町、これの対象割合というのでしょうか。それと、
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こういう民有林に対する町の指導的な役割みたいのがあるのかないのかお聞きしておきま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 この事業の補助金につきましては、当初予算のときには森林組合を通じ

ましてその年度にやりたい箇所を調査をいたしまして、そして予算を計上するわけでござ

いますが、実際に事業を補助申請する段階におきまして、各森林所有者の方から実際には

こういう今年でやりたいということの中で数量の減もあり得るということから、補正の減

の対象になったのではないかというふうに思っております。 

 それから、この補助率の関係でございますけれども、21世紀の北の森づくり推進事業の

補助金については道が16％、町が10％、あとは国でございます。それから、森林整備地域

活動支援交付金については、これについてはヘクタール当たり5,000円が国から出ます。町

が４分の１、道が４分の１ということでございます。それから、美しい森林づくり基盤整

備交付金については、これについては道から２分の１交付金、本人２分の１という内容で

ございます。人工林保育事業については、これは町の単独事業でヘクタール当たり5,000円

を支出している内容でございます。 

 町がどういうふうな指導をしているかということでございますけれども、これについて

はあくまでも民有林でございますので、森林組合が窓口になって補助の申請をするわけで

ございますので、その段階においてこういう事業があるので、なるべく使ってもらいたい

という話をして、取りまとめの段階においてもそれなりの事業の説明を十分地元に説明し

た中で取りまとめをしてもらいたいという、そういう指導をしております。そういう中の

申請の数量ということでご理解を願いたいと思います。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 国、道、町絡みでいろいろと交付金、助成金が出ておりますが、現実的には

非常に使い勝手が悪いものではなかったかなというふうにとらえております。例えば林地

に入りたくても、その中に入るまでの道路の整備が自己負担ではとてもではないけれども

できないと。以前は、景気のいいときは町の補助をもらって林道整備なんかもできたよう

です。今現在は、町のほうの行革絡みで全部補助を切られまして、なかなかそこまで手が

回らないということで民有林も投げっ放し、それから本州の山を持っている方が全伐して

そのまま放置しているという状態で、当然全伐ですから道路がほとんど流れてしまってだ

めになるというようなことで、その奥に民有林を持っている方はほとんど入れない状態と

いうようなことで、なかなかぽんとお金をいただいてもとてもではないけれども使えない

という声が多くあります。それで、やはりこういう状態をほうっておくということは、非

常に環境の方面からしてもなかなか美しい森づくりなんかできないというふうに感じてお

ります。それで、町としても環境を含めたこういう森林づくりに対しての手厚い指導と保

護、それから補助金等を今後出すような予定はあるかないか伺っておきたいと思います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 民有林の造林作業、それから保育作業につきましての補助につきまして

は、今この交付金の中では森林整備地域活動支援交付金ということでヘクタール当たり

5,000円を使って路網整備なり、そういうことをやってもらいたいという内容でございまし

て、現在町も先ほど申し上げましたけれども、４分の１の補助をしているという内容でご

ざいます。ただ、これらが全員森林を持っている方が使っていただいて、入り口からその

奥まで全員使っていただければ今言ったようなことも解消されるのかなと思っております

けれども、なかなか林業業界は低迷して木材も不況ということの中で、なかなか使っても

らえない部分もあるのかなと思っております。ただ、それらに関して造林事業、保育事業

については大事なことではないかというふうに考えております。現在町といたしましても

民有林に対する今言った補助、それから人工林の保育事業に対しましての下草刈り事業、

それから昨年からの交付金の中で始まりました除間伐事業に対しての補助、それから今年、

22年度は町独自の除伐事業ということもやっております。そういう事業を町として現在や

っておりますけれども、これ以上さらにという話でございますけれども、国の補助事業等

もありますので、そこら辺に上乗せしてできるような、そういうことがあれば考えていけ

るならと思っておりますけれども、現在ではこういう中で森林所有者の方の保育造林事業

を使っていただければというふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 答弁の中でヘクタール当たり5,000円ということで、100町持っていても50万

なのですよね。50万で林道整備を奥のほうまですれということは本当に至難のわざで、多

分どなたがやってもできないと思うのです。それで、こういうヘクタール当たりという単

価ではなく、林道の延長というのでしょうか。せめてそのぐらいの道路の長さに対する補

助というものは今後考えられないのかなというふうに思うのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 個人所有者に対しての補助ということになると、なかなか大変な部分も

あるということでございます。第１次産業、農業、林業、水産業、みんな同じではないか

という話になるかなと思いますけれども、これにつきましては現在個人に対する延長をや

りたい分全部補助をするということはなかなかできないということから、財政的にもなか

なかできないという内容の中で、現在についてはちょっとできないのかなというふうには

判断はしております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 保育事業も含めていろいろと、今現在は本当に伐採する一方で山は荒れ放題
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です。この環境の破壊に対して町はどのようなことを考えているかお伺いしたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 鳩山内閣の話を持ち出すまでもなく、森林環境は地球環境を守るということ

で、これは国際的に25％減らすという国際公約をうたったわけでありますから、日本も当

然森林が一番地球環境を守りやすいということでは、森林環境を守っていくということは

大切な部分だろうというふうに思っています。ただ、それを町がすべて肩がわりをしてや

るということが可能なのかどうかということになると、これまた次元の違う部分が出てく

るのだろうなというふうに思っています。林業に対する個人の所有の山林に対する補助と

いうのは、ある程度今までもきめ細かなものがありました。ただ、国の政策として大変厳

しいものがあるということで、この森林整備事業につきましてもヘクタール当たり

5,000円、国が50％、道と町が25％ずつ持ってやりましょうという事業でありまして、こう

いう事業を何とか個人の方にもうまく利用していただきながらやっていただきたいと。特

に森林整備をするということと同時に、間伐材等についても出てくるわけでありますから、

それを資金源にしてやっていただきたいというふうな思いがあるわけであります。ただ、

今現実的に木材価格が低迷しているということも、これも事実でありまして、大変林業基

盤の人については厳しい経済事情があるだろうなというふうには思っているところであり

ます。ただ、町としましてもこの新たな下草刈り等々の森林を育成するという部分では、

間伐については先ほど言いました価値が出るということで、下草刈りの部分だけはせめて

町としての単独の事業の中で補助をさせていただこうということで新たに取り入れたもの

でありまして、森林環境が大変厳しいとは申しながら、町としてもできるだけ財政の中で

やっていきたいというふうに思っているところであります。 

 なかなか先ほど申し上げましたけれども、21世紀にしても森林整備にしても美しい森づ

くりにしても、すべての予算を持ってもそれがなかなか消化できないというのも現実だろ

うと思います。福原議員が言われるように大変森林環境が厳しい中で、それを使い切って

個人として個人負担をしながら、個人負担といいますか、自分の山ですから、個人負担と

いう言い方がいいのかどうかわかりませんけれども、森林環境整備をして森林を守ってい

くということは大変厳しいという事実はわかりますけれども、町としてもできるだけ使い

やすい、先ほど使い勝手が悪いと言われましたけれども、できるだけ使いやすい事業をこ

れからも進めてまいりたいというふうに思っています。そういう意味では、林業関係者の

皆さんとも今後ともいろんな部分で詰めていきたいなというふうに思っていますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 私は、似たようなことをまた聞くのですけれども、この総体の事業のほとん

どが森林組合へいっていると。これは、いい悪いは別にしまして、林業の地域の育成を考
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えた場合、まだ２社、３社あってもその方々が全然これに入っていないと。これは、その

会社の考え方でやらないのかもしれませんけれども、３年前までは必ず入っていましたね、

何社か。そして、当然入札をしてそういう仕事をしてきていると。これは事業内容、森林

組合はいいのですけれども、この8,000町歩以上の町有林の管理、今の現状で森林組合の一

部の人ですけれども、浦幌町はもう管理できないよと。だからといって浦幌町、これ町民

の財産ですから、そう簡単に放すことにはならないだろうし、もう一つ大事なことは森林

組合が一方的などうも判断をしてやっているように聞こえると。なぜかといったら、浦幌

町の職員でいないのですから、職員が。いたとしても、それはもう森林組合の相談内容は

大体聞いていますけれども、これで浦幌町有林の維持管理がやれるかどうかという一番大

事なことですから、その点まず産業課長、どうですか、これ。今の私の言っている話、聞

いていましたか。いいですか。もう一回言いますか。 

〇田村議長 座ってよろしいです。 

 答弁願います。産業課長。 

〇前田産業課長 町有林の管理でございますね。町有林については、この後特別会計があ

るかと思いますけれども、管理につきましては過去、それから現在もそうでございますけ

れども、森林施業計画を立てまして、それに基づいて管理をしておりまして、計画的に立

木等の売り払い等から間伐、それから保育、それから下草刈り等をやっております。それ

らについても補助事業も使いながら有効な手段を講じて適正に管理をしているというふう

に私は今考えております。今後より一層町有林に対しましては、循環林の町有林として計

画的に施業をしていかなければならないのかなというふうには考えております。 

〇田村議長 差間議員、お伺いしますけれども、町有林の関係であれば特別会計のほうで

質問をお願いしたいなというふうに思いますけれども。 

〇差間議員 今ここに載っている部分だけ聞いているのですから。 

〇田村議長 よろしいです。 

 ６番、差間議員。 

〇差間議員 それで、課長の言っているとおりすごい町有林ですから、これは後でまた聞

きますけれども、しかし職員が少ない中でこの町有林関係、いろんなこれを見ると入札や

何かも行っていますから、それはそれでいいですけれども、後でこの続き聞きたいと思い

ます。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 林業総務費の関係で、有害鳥獣駆除の今年度における駆除頭数、わかりました

らちょっと報告をいただきたいということと、鳥獣被害防止対策協議会で今年度はキツネ

のおりだとかカラスのおりをつくっている関係で、この効果というのはどうなのか、その

２点お聞きいたします。 

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 今年度の鳥獣駆除頭数でございますけれども、現在途中でございますの

で、合計した数量は今は持ち合わせてはおりません。ただ、昨年の実績からいいますとキ

ツネは384頭で、キジバト54羽、カラス281羽、エゾシカ459頭、ヒグマ６頭という、こうい

う実績になっております。今年度でわかる範囲でいいますと、けさもヒグマが捕獲された

ということで、今年度たしか９頭目ではないかというふうに思っております。昨年鳥獣被

害防止対策推進協議会で入れました捕獲機材、ヒグマの捕獲機材、それからキツネの捕獲

機材、カラスの捕獲機材、それぞれ配置をしております。その中で大変好評でございまし

て、問い合わせがありまして、それぞれ設置をしておりますが、ヒグマは今言ったとおり

とれておりますけれども、カラスについてはカラスのほうが利口なみたいでなかなかとれ

ていないということが現実であります。キツネの関係につきましては、それぞれ各場所で

設置をしておりますが、大変好評だと聞いておりますけれども、頭数についてはこれから

個々に設置したところから聞き取りをいたしまして集計をしたいなというふうに思ってお

ります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 キツネに関しては効果があり、カラスはなかなか、非常にカラスは頭のいい動

物でございますから、なかなかおりに入ってくれないのかなというふうに思っております。

それは、キツネのおりに関しては大変結構な効果が上がっているということですから。私

は、ヒグマの関係なのですけれども、けさも１頭捕獲されたということでございます。今

年は、クマはいつも夜行動をしていたのが多かったのですよね。今年は、どういうわけか

日中堂々と畑を荒らしたり、また朝、夕方問わずに出没が見受けられます。非常に凶暴な

動物でございまして、例えば畑に家族の人が行っていて、クマの足跡があるということに

なれば、もうすぐ帰ってきたりもございます。小路谷支所長、上浦幌のほうに来ていただ

きまして、今年は特にそういうクマの被害の苦情というのはかなり聞いていると思います。

これ以前は、ラジオだとか笛を吹けばクマは寄ってこないだろうというようなこと、私も

そう思っていたのですけれども、最近は日中堂々と出るようになれば、非常にこれ危険と

いうような感じもするのですけれども、こういう日中出てくるクマについては行政として

今後何か考えがあるのかを聞かせ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。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 ヒグマの対策でございますけれども、十勝管内でもいろいろ被害が出て

いるという新聞報道もされている中で、浦幌町においても今年におきましては目撃者が結

構たくさんいるということも聞いております。その対策でございますけれども、出てきた

らすぐ猟友会等にも話をいたしまして、巡回に行ってもらっているような内容でございま

す。ただ、いつどこで出てくるかについては、なかなかこれがつかめないということで、

定点的にどこかに音を鳴らすような器具とか、そういうこともなかなかできないのかなと
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思っております。見たらすぐ通報という形で今はなっておりますけれども、今後の対策に

ついては全道、十勝、いろいろ事例等もあるかなと思います。それらを参考にしながら、

どういう対策をしたらいいかということも今後研究をしていかなければならないのかなと

いうふうには思っております。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 浦幌は、まだ人畜の被害が出ていないということで、これは非常に幸いかなと

いうふうに思っております。これが出てからでは遅いというふうに思っていますので、常

に対応をと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。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 道においてもクマが発見された場合については通報のフローもつくって

おりまして、そういう体制を整えております。それらの通知も本町にも来ておりますし、

猟友会等にも話をしながら、そういう出た場合の安全パトロール等についても今後十分や

っていきたいな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 ここでお諮りをいたします。 

 暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 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２２分  休憩 

午前１１時３５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 36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、この科

目につきましては商工業の振興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。19節の負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料24ページに記載のとおりで

ございます。 

 ２目観光費、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24ページに記載のとおりでございます。 

 ３目工業対策費、この目につきましては企業対策並びに新企業創設に係る経費でござい
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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。よろしくご審議お願いいたします。 

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 質疑がないようなので、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 37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、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を

行っている内容でございます。13節委託料、17節公有財産購入費につきましては、説明資

料24ページに記載のとおりでございます。なお、17節公有財産購入費における不用額は、

平成22年３月３日契約にかかわる財務省土地売り払い価格の執行残によるものでございま

す。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、この科目につきましては維持係の人件費、建設

機械12台の年間維持管理費の内容でございます。18節備品購入費につきましては、説明資

料24ページに記載のとおりでございます。 

 ２目道路維持事業費、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

維持管理する内容でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、

18節備品購入費につきましては、説明資料24ページ、25ページに記載のとおりでございま

す。なお、14節使用料及び賃借料の不用額は、機械借り上げ料の執行残で除雪回数減によ

るものでございます。 

 38ページをごらんください。３目道路建設補助事業費、この科目につきましては国の補

助及び交付金事業で道路改良４路線、舗装２路線を実施した内容でございます。13節委託

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、22節補償、補

填及び賠償金につきましては、説明資料25ページ、26ページに記載のとおりでございます。 

 ３項河川費、１目河川管理費、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

の維持管理及び道河川の樋門管理委託業務をする内容でございます。13節委託料、14節使

用料及び賃借料につきましては、説明資料26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 道路維持事業費、この部分の除雪の関係についてお尋ねをしたいというふう

に思っております。前に説明の中で、除雪につきましては機械のほうは町のほうで購入を

し、オペレーターのほうだけお願いをするというような形で経費をできるだけかけないよ

うな形で取り組んでおるというような説明がございました。 

 そこで、まず実際的に町の機械に対してオペレーターというのでしょうか。町の機械に
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乗っている人が実際今現在で何人いるのか、また実際に機械を持っていただいてやってい

ただいている部分、特に上浦幌の部分とかとあると思いますが、この部分については何台

ほど業者のほうに持っていただいて、機械ごとお願いをしている部分、この部分の数字を

まずお知らせを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 まず、町が所有している除雪車に乗っていただいている方の関係なので

すが、これにつきましては除雪車両使用貸借契約ということで、これを業者の方と結びま

して、それでその中で運転手にそれの除雪車に乗っていただいているということになって

おります。この台数が３台、あと借り上げということで一応今現在直営車としては８台、

借り上げとしては９台ということで実施している内容でございます。これらにつきまして

は、一応車道ということで考えていただければと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今車道ということでしたが、あと歩道もありますからね、確かに。歩道の部

分も業者のほうにお願いしている部分があろうかというふうに思います。逆に言ったら、

歩道のほうはほとんど業者のほうにお願いしているわけですね。実績で車道につきまして

も直営が８台、９台は借り上げをし、３台が今言われたのは要するに考え方的には町のに

乗っているのではなくて、町が機械を貸して向こうが乗ってもらっているのだと。という

ことは、例えば機械を貸しているので、それに対する保険だとか、いろんな損傷が起きた

とか、事故があったとかという部分については、あくまでも責任は町ではなくてそちらの

業者というような考えのもとにやられていると、こういう判断ということでよろしいです

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 費用負担につきましては、一応保守点検管理、それから修繕及び燃料費

につきましては町が原則として支払いをするということで、故意に壊したり、そういった

破損につきましては業者のほうで対応していただくという内容になっております。あと、

損害賠償につきましては、一応町のほうで町村会自動車共済により町が補償することにな

っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 要するにそうすると、やっぱり町の機械に乗っているというような認識でい

いのではないかと思うのです。それで、私この質問をしますのは、今はこういう形で３台、

８台、９台と、こういう形の中で全部でトータルで20台で浦幌町の道路の除雪は行われて

おるということであります。この除雪が町としましては、今後町の考え方というのは、基
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本的には業者のほうに直営は減らしながら、業者のほうを主にしていきたいというような

考えなのではないのかなというふうな認識はしているのですけれども、そこら辺のまず考

え方もお聞きをしたいというふうに思いますが、この業者が今年の冬でしたか、雪多かっ

たのですよね。お正月から、早いときにがっと降ったのです。しかし、その後ぱったりと

まったのですよね。補正も組んだりとかしながらいろいろやったのですけれども、その後

はそうでもなかったのです。これはしようがないのです。自然のことですから、そんな計

画的にどうこうできるものではないと。 

 ただ、ここら辺でやはり業者がきちっと冬この事業に当たれるような形をとらないと、

この除雪をしてもらえる業者がいなくなってしまったときに結局町で持たざるを得ないよ

うな形になってくる。当初も最低保障とか、いろんな部分の対応は持たれているというふ

うに思いますけれども、今そういうオペレーターというのでしょうか。そういった方々も

今３名おられるという部分において、経費を下げるということはわかるのですが、しかし

生活もありますので、やっぱりそこら辺の対応というのでしょうか、そこら辺もやっぱり

配慮していかなければならないと思うのです、長くやってもらうためには。この除雪とい

うのも道路にはいろいろ突起物があったりとかやっぱりあるのです。その道路、道路の状

況を把握しなければならないと。そうすると、その都度、その都度、毎年毎年オペレータ

ーがかわっていいかといったら、なかなかそうもならないと。やっぱりそれを覚えるため

には、それなりの期間も必要になってくるということになると、やはりなれた方にやって

いただくということが事故とかいろんなことを考えるといいと。そうすると、やっぱり今

いる方々にも長くやってもらわなければならない。だけれども、その中でまた更新もして

いかなければならないというような部分で、やはりその辺を町としてもどういう考えを持

って対応されていくのかということ、やっぱり経費だけでは言えない部分、やらないわけ

にはいかないわけですから、除雪は。だから、ここら辺の部分の考え方をお聞かせをいた

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 まず、20台ということなのですが、直営、要は８台という中に今の３台

お貸ししているところが入っていますので、事実上車道を除雪しているのは17台というこ

とでご理解願いたいと思います。 

 それと、先ほどもおっしゃられましたとおり、業者のほうで持っていただいて除雪して

いる部分につきましては、やはり特殊な機械ということもありまして、業者側でどうして

も故障で今後新しい除雪機を買う予定がないという方向になってきてはおりますので、こ

れにつきましては町が補助、３分の２の補助をいただけるということで国庫補助を活用し

て所持をするという方向で今は考えております。今後の運転手の確保なのですが、やはり

老年化していく部分もありまして、高齢化していくということもありまして、なかなか業

者の方も大変な部分がありますが、町としてもそこら辺のところはやはり確保していかな
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ければならない部分がありますので、ここら辺につきましては今後それに向けて努力して

いきたいと思いますので、ご理解願います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかります。業者もそうなのです。機械を更新できないのです。例えば札幌

だとか、そのように毎日のように雪の降るところはいいのですが、やはり浦幌では機械を

持って、それで冬商売になるかというとなかなかならないのです。今言われるように、今

後は業者は機械の更新はできないということに当然なってくると思います。そのときには、

今言われたように町のほうで機械を購入をした中で対応していきたいという考え、それは

わかります。 

 ただ、１つ問題なのは、除雪の契約というのは12月から３月までしますよね、基本的に。

要するに12月から３月まで契約をした中で、例えば１月に機械が壊れたとする。だけれど

も、契約は３月までしているわけですから、あなたたち３月まで契約したのだから３月ま

で責任持ちなさいよと。だから、３月31日使い終わって機械が壊れれば一番いいですけれ

ども、そう都合よくはならないので、途中で機械が壊れるということもあるのですよ、や

っぱり。ここら辺が問題なのです。だけれども、契約した以上は責任があるわけですから、

本当はもう直したくないなと思ったって、契約している以上は３月31日まで絶対にやらな

ければならないということになると、そこは契約した以上は修繕費かけて、この大型の機

械の修繕費というのはちょっと直すともう10万、20万はあっという間で、100万なんてすぐ

飛んでいってしまうのですよね。やっぱりこういう高額な部分があるということになって

くると、契約のときにそういう不慮のこういった部分というのもこういうことは検討材料

に値するのではないかと思うのです。この辺の配慮というものも、当然機械もずっとなか

なか更新できないから、今持っていらっしゃる方も大分古くなってきている機械も多々あ

ろうと思います。だから、契約のときにぜひやっぱりこういった部分のトラブルがあった

ときの対応、配慮というものもぜひしていただきたいというふうに思いますし、またあと

オペレーターの部分、先ほど言っていた。直営の機械の３台の部分、この辺の部分も今現

在は１日何ぼというか、時間何ぼというような配慮なのでしょうけれども、結局あるとき

はあるけれども、ないときはないといったときに、除雪の契約をしてしまうと雪降ったと

きには町に行かなければならないわけですから、そうすると例えばオペレーターがほかの

仕事があったからといっても除雪のときだけはこっちに行きますよと、そんな都合のいい

契約にならないのですよ、やっぱり。そうすると、冬の仕事はその部分でもある程度絞ら

れてきたりとかというやっぱりいろんな問題が出てくると思うのです。だから、そういう

人方をうまくつかまえておかないと、ではもうおれは除雪できないよと、そっちへ行って

働くよと言われてしまったときに困るのが町だということになりますから、やっぱりその

部分の配慮というのでしょうか、長く間違いなくこの除雪を続けていく上では業者の方ま

たはそういうオペレーターの方々に対するそういった配慮というものは今後必要な部分と

いうのが出てくると思うのです。ここら辺の考え方も最後にお聞かせをいただきたいと思
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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 確かに議員のおっしゃられるとおり、運転手の方の確保、運転手の生活

部分、その部分もありますが、実際は協定書を結んだ中では、実際の故障については基本

的には協定書のものですから、契約とは違いまして協力という内容なものでございますの

で、その点につきましては壊れたから、どうしてもその契約期間にやれというようなこと

にはならないと思います。それで、町のほうはそれにあわせてリースなり、その業者の方

と打ち合わせをしながら、それぞれ考えて町民の除雪の利便性を図るような形で努力して

いくということになると思います。また、運転手の方につきましては、そういったことも

ありますが、今後はそういった配慮も含めていろいろと業者の方との打ち合わせも行いま

すので、その辺も含めて事情を聴取しながら進めていきたいと思います。 

 以上でございます。 

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 質疑がないようなので、次に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 ４項都市計画費、１目都市計画総務費、この科目につきましては都市計

画にかかわる経費でございます。特に説明する内容はございません。 

 ２目公共下水道費、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、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、遊園地の維持管理及び森林公園ほか町有地の草刈りにかかわる内容でございま

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26ページ、

27ページに記載のとおりでございます。 

〇鈴木まちづくり政策課長 引き続き39ページをごらんおき願います。４目まちづくり交

付金事業費、この科目につきましては留真の里交流施設の設計委託、産業交流施設の建設

及び事務に係る交付金事業の費用でございます。執行率99.5％となっております。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27ページに記載のとお

りでございます。 

〇賀下施設課長 ５項住宅費、１目住宅管理費、この科目につきましては町営住宅489戸ほ

か雑種家屋41戸の維持管理にかかわる内容でございます。15節工事請負費につきましては、

説明資料27ページ、28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。 
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〇中尾議員 まちづくり交付金事業についてお伺いをいたします。これは、まちづくり交

付金の特に留真温泉のこの部分についてであります。今までの議会に出されました資料と

いうものを全部ひもとけばわかるのでしょうけれども、当初まちづくり交付金事業で３億

4,000万の事業があって道の駅と道路と留真温泉、３本柱ということで行われました。この

留真温泉について、これはまちづくり交付金事業外の部分というのもかなり留真温泉に絡

む部分ですか。要するに留真温泉を建設するためにかかった経費というのでしょうか。今

ここにも載っていますけれども、細かく言えば一つ一つの備品から、例えば先日補正も出

ましたけれども、橋梁の崩れた護岸ブロックもありました。あれは、留真温泉のためにと

言っていいのかどうなのか、もともと崩れているものは直さなければならないというのは

あるのだと思う。ただ、実質的に留真温泉をすることによって見てみたら崩れているので、

それも直さなければならないということになったときに、どうなのでしょう。留真温泉に

絡んで、全部足せばわかると言われればそのとおりなのだけれども、町として本当に留真

温泉を建てるために全体として幾らかかっているという部分、ここの把握というのはされ

ていると思うのです。だから、これさっき言ったけれども、足せばいいでしょうと言われ

たらそれまでなのですが、ちょっとその部分のお知らせをいただきたいというふうに思い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 本日の資料につきまして、ただいま備品のことも触れたよう

な質問だったと思いますけれども、このことにつきましては、21年度の決算内容につきま

しては道の駅がほとんどの内容でございまして、また留真温泉につきましては事前の設計

委託ということで、22年度におきますと前年度における設計委託というようなことになっ

ておりますので、その詳細については22年度施工分ということになりますので、申しわけ

ございませんけれども、22年度については詳細なものについて資料を持ち合わせてきてお

りませんでしたので、別な機会にでもお知らせしたいと思いますので、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 そうですね。これは、ここに留真の里の設計委託が入っているので、これに

絡めてというような形の中で、今言われるようにほとんどが産業、道の駅の部分なのです

が、ここに委託がありましたので、ここに絡めてご質問をさせていただいたということな

のですが、今は持ち合わせていないということであれば。結局この部分も、全部がそうな

のですけれども、この３点セット、当初言っている３億4,000万といっても膨らんで膨らん

で膨らんでかなりの額になっていますよね。ですから、次の機会ということでございます

ので、ぜひその当初の３億4,000万から、例えば道路についてはこれだけ、道の駅はこれだ

け、留真温泉はこれだけというような、例えば町民がぱっと見て温泉に全部でこれだけか

かったのだなと、大きいものから細かいものまで。結局当初で見えなかった例えば先ほど
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も言いました護岸の部分だとか、そういうのというのはわからなかったと思うのです、や

っぱり。やってみてそこへ実際行ってみたら、ここはやっぱり直さないとまずいなという

ようなことだとか、だからそういうのも後から出てくるのも理解できますので、やはりそ

ういった部分、町民はなかなかこれはこっちの事業でこれはこっちの事業というのはわか

らないわけですから、何せ温泉に対してだとか、この道の駅に対してだとかというような

中でトータルのこれだけかかったのだよというような部分というのはぜひお知らせをして

いただきたいと思いますし、これがどういう形になるのか、この次の決算まで、来年の決

算までこれが出てこないことになるのか、何かの形でまたぜひお知らせをしていただきた

いというふうに思っております。 

 また、留真温泉について、ちょっとこれまた絡めての話になってしまうのであれなので

すけれども、先般もちょっと質問をさせていただいた、こだわるようですけれども、私は

コテージのことについて絡めてちょっともう一回ここで質問しておきたい部分があるので

す。これは、前からも何回も私質問しているのですけれども、結局これは外部のコテージ

を建てたいという人方に対するものが見えてこないと。先般も指定管理業者がやると言っ

ているのだから、やってくれるでしょうというようなお話の中でしたけれども、私なりに

いろいろ聞いてみますと指定管理者の部分についてはオーナー制をとりたいのだと。建て

るに当たってはオーナー制でやりたいのだと。だから、おれが建てるのではないのだと。

要するにオーナーを集って建物を建てたいのだと。だから、例えば３年後に指定管理者が

かわったってオーナーはかわらないわけですから、別に指定管理者がかわったって関係な

いではないかと。そんな理屈通るのですよ。指定管理者が建てるから、指定管理でなくな

ったら、あとこの建物はあなた持って帰ってしまうのかいということになるのだけれども、

オーナー制でやるというのだったら理屈通るのです。では、そのときに私もオーナーに手

挙げますよといったように、ここら辺の整合性というのですか。今回のこの計画について

も結局水道だとか下水道だとかいろんな部分ありますよね。こういったものというのは、

ここに入ってきていないと思うのです、きっと。だから、この辺の部分の整合性というも

のがどの程度とられた上での計画がのってきているのかなという部分がいま一つ見えない

と。せっかく指定管理者も決まって、もう来年の３月14日に向かって動き出している、町

民の関心も集まっているというときに、やっぱりそこら辺の部分がいま一つ見えない部分

があるものですから、ちょっと関連質問になりますけれども、この辺の部分の詳細な説明

をぜひいただきたい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。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問について、大きく２点あったのかと思いま

す。 

 １点目の温泉の概要、費用も含めた概要ということで、先ほども説明させていただきま

した件だと思います。このことにつきましては、全体でまちづくり交付金事業ということ
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で国の補助の事業を進めてきております。この事業が22年度で終了するというような状況

になりますので、本決算の関係、それから22年度の予算の関係、それら等々を含めまして

温泉のオープンが来年の３月に控えていることもございますので、それらの概要、費用も

含めた概要については何らかの形ではお示しをしたいなというふうに思います。この決算

が認定をいただきましたならば、広報においてその決算の状況を周知する形になっており

ますので、その際にあわせてできれば、間に合えば何らかの形でお示しをしたいなという

ふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 産業課長。 

〇前田産業課長 コテージの関係でございますけれども、前回の質問の中でもありました

建設に関係する内容でございますけれども、指定管理者を選定した中の指定管理者がコテ

ージを建てて集客に努めるという自主事業の中で計画がなされております。その中で、ど

ういう方法でやるのかということも今議員がおっしゃられたようにオーナー制でもやって

いければという話の中の選定をしたということでございます。これにつきましては、これ

からそういう形が詳細に上がってくるのかなと私も思っておりますし、それが集客に結ば

ないような建物であれば、またこれは協議の中でいいとか悪いとか判断をしなければなら

ないのかなと思っております。また、その下水道、それから水道等についても町で引ける

ような形のところまではある程度整備をしております。その整備をした後の関係について

は、指定管理者のほうで負担になるのかなというふうに考えてはおります。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、先ほど一番最初に説明いただいた部分につきましては了解できました

ので、ぜひ何らかの形で説明いただきたいと思います。ただ、あくまでも町民目線という

のでしょうか。町民が見て、町民にしてみたら予算は関係ないですから、補助金がこれは

こっち、これはこの部分も関係ないので、トータルでという形の中で町民が見ても一目瞭

然のわかるような形でぜひお示しをいただきたいと思います。これについては、答弁は結

構でございます。 

 それで、もう一つ、今説明された中で指定管理者がコテージをつくる上では、指定管理

者がつくるけれども、そのやり方はオーナー制であろうと何だろうと指定管理者の裁量、

やり方はまたいろんな提案が出てくるだろうと。だから、ここなのですが、当初から例え

ばコテージをつくるのは指定管理者の指示のもとというのですか、指定管理者が決まった

ら指定管理者のもとでつくりなさいという話ではないですよね。今回指定管理者は、名前

も出ていますけれども、宮本建設さんがやっていくから、そこが建設屋さんだから、私も

つくりたいのだけれどもとなったときに、必ず宮本さんに頼まなければならないというこ

とになってしまうのですかね、これ。そういうことではないと思うのです、当初の話では。

だからここら辺が、だから指定管理者は指定管理者で自分でも建てるし、オーナーが見つ
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からなかった場合は自分がオーナーとなって自分でも建てますよと言っているのです。で

すから、指定管理が終わったとしてもオーナーとしては残るから、別にこの建物を下げる

とかなんとかということではないのだと。今後オーナーとしてそこにだれかが入ったら、

そこから収入をもらえばいいことだからといった指定管理者とこれとはまるっきり別の問

題だよというような形だというふうに、私はそういうふうに認識しました。 

 だから、そこに私も、ではオーナーで私も１つやりますわとなればその計画が、要する

に別の業者が、だから私もオーナーとしてそこに１つコテージを、留真温泉にぜひ協力し

たいのだと、つくりたいとなったときに、いや、それはそっちの指定管理者の宮本さんな

んかと、そっちと相談して、どういう建物でどうなるのかわからないけれども、そっちで

やってくださいということではなかったというふうに私は認識しているのです。だから、

ここら辺がいま一つ、前からぜひ町外の力も取り入れてやりたいという答弁はいただいて

いるのですが、いま一つその辺が釈然としないのですよね、これが。だから、多分ここら

辺がまだいま一つきちっとした整理ができていないのかなというふうに思うのですけれど

も、３月14日オープンということは決まっているわけですから、ここら辺もしちゃんとな

っていないのであれば早急にきちっとルールづくりというものをきちっとした上で公表し

て、そしてぜひ地元にもいろんな企業もあるわけですから、そういった企業にも声をかけ

て、ぜひ民間のいろんな力をかりて留真温泉を少しでもいいものにしていくというような

形が必要ではなかろうかというふうに私は思うのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 コテージの関係でございますけれども、指定管理者が集客をいかにする

かということの一つの手段の提案であるということに私はとらえておりますし、そういう

手段が今後実施設計等も出てくるのかなと思っております。また、そういうものが出され

なくて、そして将来、ここ二、三年後に建てたいとか、そういう計画も出た場合の対応も

やっぱりあるのかなと。ただ、指定管理者にコテージをどうしてもやらせるというふうな

形の中で選定というか、公募をしたわけではなくて、集客をいかにしてもらうかというこ

との中の提案だったというふうに思っております。今候補地としては、確かに町は建てれ

る候補地は示しておりますけれども、限られた土地、面積もありますので、だれもが建て

たいからここにやらせてくれということには多分なってこないと思います。当然留真温泉

の目的に合った、そういう施設でないと当然許可はできないのかなと思っておりますし、

当然指定管理者もいるわけですから、指定管理者がそういう目的で先に建てたいというこ

とになれば、またそれも協議の中に入ってくるものと思っております。いずれにしても、

コテージについては候補地の中で今後建てられる場所の中で指定管理者が建てたいという

のであれば指定管理者、もしくはそれ以外の人が建てていきたいというのであれば、それ

はまた今言ったような協議の中で考えていかなければならないのかなというふうには思っ

ております。 
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〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうすると、今回の指定管理者もそうなのですけれども、そのコテージ、こ

の部分、私はこのコテージというか、やはり温泉に対して宿泊施設は不可欠だという思い

があるのです、私は。ですから、宿泊施設はコテージしかないわけですから、ですから私

はこの部分についてちょっとしつこく質問をさせてもらうのです。このコテージ、宿泊施

設は、やはり温泉で外貨を稼ぐ、町外の外貨を稼ぐために宿泊施設というのは不可欠であ

ると。この留真温泉をきちっとした経営をしていくためには、そういう宿泊施設というの

は不可欠だという、そういう強い思いがあるものですから私は聞かせていただいているの

です。 

 ただ、どちらにしても私の考えでは、こういう仕組みができたので、ぜひ皆さんどうで

すかといって募るのかなというふうな感じでいたのですが、今の説明ですとどういう形に

なるかわからないけれども、ぜひ私やりたいのだという、そういう人がいたりとか、指定

管理者からそういう提案が上がってからまた協議をするという逆の発想なのかなというふ

うに思うのです。だけれども、それでは民間の……その建てるスペースもわかりますよ。

ありますから、そんな30軒でも50軒でもだれでも来たら何ぼでも建てていいですよなんて、

当然そんなことにもならないし、だからやっぱり決まった施設があれば、そして今町で建

てるような、こんなでかいものを建ててもいいということにもならないと思いますし。だ

から、やっぱり宅地造成みたいに区画割して、先着10軒なら10軒だとかというような形で

町が先にそういうものをきちっと示して、当然町に建てるのですから地元業者ですよとか

というような、当然そういう制約もつけていいと思うのです、私は。みんながてんでんば

らばらの赤だ黄色だ青だなんてばらばらでは、ちょっとまたこれも整合性とれないので、

やっぱりその辺はある程度町としてはこういう規定でやってくださいというような中で、

そういう制約は設けてもいいのですが、その中でこういう形でここでこういうふうに区画

整理をしてやってくださいと。今言ったように水道や下水道はここまで引っ張っています

けれども、それ以上はそちら持ちなのですよというようなこともきちっと示して、それか

らするべきだというふうに、私はそういうふうに思っていたのです。だけれども、今の説

明ですと、あくまでも要望が上がってきたものに対して、それからみんなで協議してきち

っと決めていきますよということだと、私は逆ではないかなというような気がするのです。 

 だから、ここら辺がそうしないと、もう指定管理者が決まった以上はメーンでやってい

くのはわかるのですけれども、やはり当初言っていた民間企業、民間の活力もぜひどんど

ん入れていきたいということになってくると、なかなかそういう部分にはならないという

ようなことになってくるのではないのかなと。本来でいうところの温泉施設とやっぱりそ

のコテージという部分というのは基本的には別という考えを持つと、余りにも指定管理者

ということにはなかなかならないのではないかなというふうに私は思うのですけれども、

これ最後にしますので、いま一度最後答弁いただけないでしょうか。 

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 宿泊施設は必要なものだということで、私どももそれは感じておりまし

た。その中のコテージ、宿泊施設という、そういう中で民間を導入して何とかならないだ

ろうかということもたしか議会の中では話をしております。ただ、コテージだけが民間と

いう意味ではなくて、管理運営も含めた中の民間運営ということも考えてもらえればなと

思っております。宿泊施設ということで、町としましても補助を使いながら、１棟ですけ

れども、民間が即建ててくれるようなところがなかったということから、町が補助事業を

使って今回１棟建てているということも含めて、宿泊施設については必要アイテムかなと

思っております。ただ、今言ったような候補地に対して分譲みたいな形で町外にアピール

して、どんどん来てもらったほうがいいのかなというふうなご意見でありますけれども、

スペース的に分譲をしてどうのこうのという形にはなかなか今はとれないような面積とい

うことで、そこまで果たして今公募できて、その後対応できるかということもちょっと心

配もある中で受け身になっておりますけれども、そういう申し出があった場合については

ということで、とりあえず今回考えていきたいな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 ７番、河内議員。 

〇河内議員 河川費の河川管理費、委託料について質問させていただきます。このことに

ついては、同僚議員も…… 

（何事か声あり） 

〇河内議員 間違えている。まだいっていない。 

（「終わっています」の声あり） 

〇河内議員 終わった。 

〇田村議長 河内議員、河川費は…… 

〇河内議員 済みません。うっかりしていました。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 私は大丈夫だと思います。お昼で申しわけないのですけれども、ちょっと今

の温泉のことでお聞きしたい部分があります。実は、先ほど同僚議員のほうから有害鳥獣

ということであったので、ちょっと私も心配いたしておりました。今の施設、そういう対

策というのは今回の場合されているのかどうかということであります。特にコテージなど

になりますと、クマ、それから施設に出るシカ、それからカラス、絶対つきものだと思う

のです。その対策は今回されたのかどうかというのもこの料金の中にあったのかなと。ち

ょっとお聞きします、１点。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 有害鳥獣関係の対策でございますけれども、確かに非常に心配なことが

予想されております。ただ、今人里がいない中で確かに頻繁にシカも出ていますし、クマ
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もある程度予想されます。ただ、過去には温泉を開業したときには、人がいたということ

も含めてそんなに報告がなかったのかなと思っております。今後温泉経営開始されてから

は、人が入っていくということから、ある程度は緩和されていくのかと思いますし、また

それに対する対応はやっていかなければならないのかなと思っております。シカ対策、そ

れからクマ対策、カラス対策については、何らかの形で指定管理者とも協議をしながら町

もそれへの対策を講じていく考えでおりますので、どういうふうな予算計上になるかちょ

っとわかりませんけれども、そういう形で何とか対策を講じていきたいなというふうには

思ってはおります。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 対策をしていただけるということなので、大変前向きだなと思うのでありま

すけれども、やはり今シカについてもいるからいないとか、人がいるとかいないとか、ク

マについてもいるとかいないとか、とにかく人がいるところへ出てきますので、やっぱり

一歩先にちょっと手を打っておかれて、それからでも遅くないのかなというふうに思いま

す。特にシカなんかは、もう本当にすき間があれば入ってきます。シカは、特には害はな

いとは思います、人間的には。ただ、ふん害だとか、それからその辺に植えた芝が荒らさ

れるだとかやっぱりありますので、クマもやはり先ほど同僚議員も言っていましたが、コ

テージなんかできてしまいますと、その対策は万全にしておかなければ事件が起きてから

では遅いというふうに感じますので、もしそういう設計委託とか、そういったものの中で

あれば極力速やかに行っていただきたいと思います。もちろん山の中ですから、当然出る

というふうに思っていただいて結構だと思います。一応そういうことで、何か対策を研究

していただけるかどうか、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。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 シカ、クマ対策については、今町内でシカさくを設置している中でもク

マが出るということは、これはもう承知のとおりでございます。それに対する温泉の対策

でございますけれども、温泉で露天ぶろをやるような内容になっておりますけれども、ま

ずそこにはシカが入らないような形の今設計をしております。そして、周りの緑地等につ

いては当然シカのふんとか、いろんなことが予想されるだろうということは我々も思って

いるし、前回受けられた指定管理者も事業計画書の中には当然盛り込まれておりました。

そういう意味からも鳥獣害対策については、先ほども申しましたけれども、何らかの形で

講じていかなければならないというふうに思っておりますので、ご理解のほどよろしくお

願いしたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 お諮りをいたします。 
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 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、暫時休憩をいたします。 

 

午後 ０時１９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、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。 

〇上村総務課長 40ページをお開きください。９款１項消防費、１目常備消防費、この科

目につきましては署員22名、消防車両20台に要する科目であり、東十勝消防事務組合の負

担金に要した科目であります。参考として、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費、19節

負担金、補助及び交付金は、説明資料28ページに記載しております。 

 ２目非常備消防費、この科目につきましては消防団員101名に要する科目であり、消防団

の運営、団員の育成指導に要した科目であります。参考として、19節負担金、補助及び交

付金は、説明資料28ページに記載しております。 

 ３目消防施設費、この科目につきましては消防庁舎、３分遣所並びに消火栓、防火水槽

等に要した科目であります。参考として、11節需用費、15節工事請負費、18節備品購入費

は、説明資料28ページに記載しております。 

 ４目災害対策費、この科目につきましては防災、災害対策に要した科目であります。11節

の需用費の修繕料は、説明資料28ページに記載しております。 

 なお、災害対策費の繰越明許費171万4,000円につきましては、22年度執行の全国瞬時警

報システム設置事業でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いします。 

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。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 済みません。災害対策ということだったのですけれども、ちょっと１点だけ

聞かせていただきたい。災害時における行政区長の位置づけというのは、どういう位置づ

けなのかだけちょっと聞かせていただきたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 災害予防計画の中で行政区長という中身がございます。防災のときに協

力をしていただく１つの手段として、町内会の基礎的単位をして自主防災を含めた中で協

力を仰ぐことになっております。そういう中で町内会の組織について位置づけをさせてい
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ただいております。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 １点だけお伺いしたいのですけれども、この消防の関係で負担金、補助及び

交付金の中で道の防災ヘリコプターの運航費についての協議会の負担金あるのですけれど

も、これは防災ヘリというのは今はやりのドクターヘリという認識と違うのか。現実この

協議会に入って、ここの浦幌町のエリアというのはどういう形でカバーされるのか。その

辺については、ちょっと私も消防はかじっているのだけれども、よく理解できないのです

けれども、どういう内容なのですか、この辺説明願います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 この関係についても私のほうでちょっと承知しておりませんので、詳し

い内容については消防署長が参っておりますので、その中で説明させていただきますので、

よろしくお願いします。 

〇田村議長 消防署長。 

〇横田浦幌消防署長 ただいまのご質問ですけれども、この消防防災ヘリと先ほどおっし

ゃっていましたドクターヘリの関係ですが、ドクターヘリについてはお医者さんが同乗し

て、そして災害現場にヘリコプターで向かって、そしてその現場で緊急医療、要治療者、

傷病者を手当てすると。そして、即座に搬出、ヘリコプターに乗せて、道東ヘリ、道北ヘ

リ、ドクターヘリということで、区域が100キロメートルでドクターヘリの場合は決まって

いるのですけれども、そういったことでドクターヘリはお医者さんが同乗して、そして災

害場所、緊急要請を行っている場所に赴くという形になっています。この防災ヘリコプタ

ーについては、災害における避難、救助、どうしてもできない場合に向かうということで

す。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 もう一回聞くので。今言ったように、ドクターヘリのことはよくわかりまし

たので、この防災ヘリの話をしますと、今言ったように救助、災害に対する。ここら辺が

例えば防災ヘリが出る状況になったら、自治体としては自衛隊の要請というのも当然頭に

置いて考えるのですけれども、この設置、何ぼ設置して本当に全部網羅できるのか。それ

なら先に自衛隊に要請したほうが早いのでないかと思うのですけれども、その辺の判断基

準というか、その要請のエリアというのはどのような、だれがどのように判断して、どの

ような設備になっているというか、カバーされているのか、おわかりだったらお伺いした

いのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 消防署長。 

〇横田浦幌消防署長 その災害の規模にもよるかと思いますが、要救助者が多数いる場合

あるいは交通事故だとか、そういうバスだとかの横転事故だとか、そういうこともあるか
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と思いますけれども、道警による道警ヘリだとか緊急の場合、道警で持っているヘリが出

動したり、あるいは防災ヘリということで、この場合については町の災害対策本部が設置

してあれば、そちらのほうから出動要請というような形になるかなと思います。その災害

の規模というところで検討されるものかなと思います。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 同じく災害対策費の中でご確認したいと思います。以前も私、質問の中で聞

いた経緯がございますが、要援護者、これへの対応ということで、私が聞いたときは行政

区長にある程度そういった情報を周知せしめたほうが何かあったときには的確な対応がで

きるのでないかということをお聞きした経緯がございます。その答えとしては、民生委員

で対応しているので、個人情報的なものについて慎重に対応したいという答えがあったと

思うわけですが、私はやはり昨今の情勢を見ますと非常に災害のスピード、これゲリラ豪

雨その他地震、非常に突発的に大規模なものが突然起こってくるというようなことを考え

た場合に、やはり少しでもそういったフォローできるような形というものを二重三重にも

かけておいたほうが的確に対応できるのでないかなと思っておりますが、その辺どうでし

ょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 災害予防対策の中で、先般もこの自主防災組織、行政区単位、個人情報

もある中では、なかなか難しいところがあるという中身をお知らせした中で、民生委員の

中である程度救護班の協力要請をしていくという回答をしていますが、第３期まちづくり

計画の中ではそういったことも含めながら、行政区長の協力なしではやはりできなくなっ

てくる時代だというふうに思っていますし、そういった観点を踏まえた中で個人情報の関

係につきまして町内会、行政と協力しながら災害弱者のご了解のもとに台帳整備をしてい

きながら、行政区並びに災害対策本部で保持しながら万全の対策をしていかなければなら

ないというふうに思っていますし、そういった形で今後進めていきたいというふうに思っ

ています。また、行政区が自主的にそういった組織をつくるときにやはり多少の金額とい

うのですか、経費もかかるわけでございます。そういったことも踏まえた中で、笑顔輝く

地域づくりの支援事業の実施要綱の中で自主的な防災組織というのもできてくるのではな

いかなというふうに思っていますので、その辺を含めながら今後行政区単位で防災関係の

組織、自主防災組織の設立に向けて行政とタイアップしていきたいというふうに思ってい

ますので、ご理解を賜りたいと思います。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 わかりました。大変前向きに今後対応していくということでありますが、も

う一点確認させていただきたいと思いますが、この要援護者というのは町があなたは要援

護者ですよということで認定していくものなのか、また本人の希望で私は要援護者になら

ないのかという希望でなるものなのか、そして現在今何人町内で要援護者がいるのか、そ
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の辺についてご説明いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 災害援護者というのは、保健福祉課のほうでつかまえているわけでござ

いますが、おおむね70歳以上のひとり暮らし及び70歳以上の２人暮らし、また身体障害者

の１、２級の世帯、それから介護度の４、５の世帯、在宅も含めて。その世帯については、

災害援護者という形で民生委員協議会の中で一定程度、全国の民生委員協議会の中でそう

いった形の定義をした中で災害の必要性があるという形でございます。ただ、本人が65歳

であるけれども、ひとり暮らしだから私も入れてくださいというものがあれば、そういう

中でまたそういう身体状況を含めた中で、それから身内、近隣の自分の親族関係も含めた

中で上げていかなければならない場合もあるというふうに思っています。一定程度先ほど

申した定義の中で災害要援護者という形で位置づけをさせていただいておりますので、ご

理解を賜りたいと思います。人数については、ちょっと私のほうで今台帳を持っていませ

んので、後ほど必要があれば提示したいと思っております。 

 以上でございます。 

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 質疑がないようなので、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 40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、この目につきましては教育委員４名の報酬、費用弁償などの教育委員会の運営に

要した経費でございます。教育委員会の会議は、定例会を12回、臨時会を３回開催いたし

ました。 

 ２目事務局費、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に要した経

費で、特に説明を加えることはございません。 

 ２項小学校費、１目学校管理費、この目につきましては小学校４校、児童数257人、教職

員34人に係る学校経営、施設維持に要した経費でございます。11節需用費の修繕料、13節

委託料、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、説

明資料28ページから29ページの記載のとおりでございますが、29ページの19節負担金、補

助及び交付金のところの印刷が途切れておりますので、大変申しわけございませんが、こ

れから追加して記入していただきたく、その内容を申し上げます。節の欄で負担金補助の

下に「及び交付金」とご記載いただきたいと思います。事業（委託業務）名の欄で、上浦

幌小学校創立100年兼閉とありますが、その下に「校記念事業費補助金」、次に請負人（委

託先）等の欄で上浦幌小学校創立100年とございますが、その下に「兼閉校記念事業協賛会」

とそれぞれご記入いただきたいと思います。大変お手数を煩わせまして申しわけございま

せんでした。 
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 ２目教育振興費、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務委託や関係

団体への事業支援に要した経費でございます。18節備品購入費、19節負担金、補助及び交

付金、20節扶助費については、説明資料29ページから30ページに記載のとおりでございま

す。 

 ３目特別支援教育振興費、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

設に係る運営経費でございます。障害の内訳は、知的障害１学級、言語障害１学級、情緒

障害１学級、病弱１学級でございます。19節負担金、補助及び交付金については、説明資

料30ページに記載のとおりでございます。 

 ４目簡易水泳プール管理費、この目につきましては厚内小学校、上浦幌小学校、上浦幌

中央小学校に設置しております学校プールの維持管理経費でございます。15節工事請負費

につきましては、説明資料30ページに記載のとおりでございます。 

 ５目学校保健費、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

要した経費でございます。13節委託料、20節扶助費については、説明資料30ページに記載

のとおりでございます。 

 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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に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 それでは、42ページをごらん願います。３項中学校費、１目学校管理費、

この目につきましては中学校２校、生徒数157人、教職員数29人に係る学校経営、施設維持

に要した経費でございます。11節需用費の修繕料、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30ページに記載のとおりでございます。 

 ２目教育振興費、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した経費でございます。18節備品購入費、19節負担金、補助及び

交付金、20節扶助費については、説明資料31ページに記載のとおりでございます。 

 ３目特別支援教育振興費、この目につきましては特別支援学級を浦幌中学校に３学級と

上浦幌中学校に１学級開設に係る運営経費でございます。障害の内訳は、知的障害２学級、

言語障害１学級、情緒障害１学級でございます。 

〇賀下施設課長 43ページ、44ページをごらんください。４目スクールバス管理費、この

科目につきましてはスクールバス８路線にかかわる人件費及び運行管理費でございます。

13節委託料につきましては、説明資料31ページに記載のとおりでございます。 

〇亀山教育次長 引き続き44ページをごらん願います。５目浦幌中学校改築事業費、この

目につきましては浦幌中学校校舎及び屋内運動場改築に要した経費で、繰越明許により平

成22年12月30日まで及び平成23年３月25日までの工期となっております。繰越明許費につ

きましては、13節委託料で913万5,000円、15節工事請負費で８億6,517万円の合わせて８億
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7,430万5,000円を平成22年度に繰り越しするものでございます。13節委託料、15節工事請

負費については、説明資料31ページに記載のとおりでございます。 

〇広瀬保健福祉課長 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、３幼稚園の園児61名の保育の運

営管理に要した経費でございます。15節工事請負費、18節備品購入費、19節負担金、補助

及び交付金につきましては、説明資料32ページに記載しているとおりでございます。 

 以上、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 質疑がないようなので、次に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 それでは、44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、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職員人件費に要

した経費でございます。19節負担金、補助及び交付金については、説明資料32ページに記

載のとおりでございます。 

 ２目公民館運営費、この目につきましては町内４つの公民館の管理運営に要した経費で

ございます。11節需用費の修繕料、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32ページに記載のとおりでございます。 

 ３目博物館費、この目につきましては博物館の管理運営に要した経費でございます。11節

需用費の修繕料については、説明資料32ページに記載のとおりでございます。 

 ４目高齢者学級開設費、この目につきましては高齢者を対象として４つの公民館ごとに

開設している寿大学の運営費と４寿大学交流会の事業に要した経費でございます。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、この目につきましては子ども会や少年教育に要した経費でございま

す。19節負担金、補助及び交付金については、説明資料32ページから33ページに記載のと

おりでございます。 

 ６目家庭教育学級開設費、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学級の運営に要した経費でございます。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、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管

理に要した経費でございます。11節需用費の修繕料、13節委託料、18節備品購入費につい

ては、説明資料33ページに記載のとおりでございます。 

 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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に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。 
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〇亀山教育次長 それでは、47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、この目につきましては社会体育全般及び職員人件費に要した経費でございます。

19節負担金、補助及び交付金については、説明資料33ページに記載のとおりでございます。 

 ２目社会体育施設費、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、パークゴルフ場、総合スポーツセンター、スイミングプール、健康公園の管理運

営及び学校開放事業に要した経費でございます。11節需用費の修繕料、13節委託料、14節

使用料及び賃借料、15節工事請負費、18節備品購入費については、説明資料33ページから

34ページに記載のとおりでございます。 

 ３目給食センター管理費、この目につきましては給食センターの管理運営に要した経費

でございます。11節需用費の修繕料、13節委託料、18節備品購入費については、説明資料

34ページに記載のとおりでございます。平成21年度の学校給食センターの稼働日数は、前

年度比１日減の206日間で、製造食数は前年度比6,953食減の10万7,077食でございました。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 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 社会体育施設費、このＡＥＤの関係、これは北洋リースさんからリースとい

うことでございますが、先ほどもこのＡＥＤのやつがあったのですけれども、リースの部

分は先ほどもあったのですが、ちょっとどっちでと思っていたのですけれども、これリー

スの要するに内訳というのでしょうか、をお聞きをしたいのと、これはやっぱりリースを

しているということは購入するよりリースのほうがいいということだと思うのです。その

辺が経済的にいいということなのか。それと、結局今リースをしている分があると、一応

今現在浦幌町でこのＡＥＤを設置するのは間に合うということなのかなというふうに思い

ますが、浦幌町で考えるＡＥＤの設置について、今現在でこれでもう今現在はよしと。こ

こだけではなくて、全体を通してなのですけれども、含めてですけれども、よしという形

になるのかどうなのか、ちょっとその辺もあわせて説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 まず、社会体育施設費の中でＡＥＤを借り上げしている部分につきまし

ては、昨年度の予算査定の中で備品購入費にするのか、もしくはリースによる使用料及び

賃借料で計上するのかということの論議がありまして、最終的な結論としてリースのほう

が安いということでそのようになったというふうなことで、そういうふうに導入しており

ます。それと、これ消耗品としてパッド、胸に当てる。それが子ども用と大人用がありま

す。これについては、子ども用については２年に１回交換と。大人用については４年に１

回、そしてバッテリーについては４年に１回というふうな形での交換が必要になってきま

す。それと、学校関係について、幼稚園も含めてなのですが、そういうところに配備され

ているＡＥＤについては、これは町内の方の匿名による寄贈品でございますので、それら
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については２年なり４年たったときにそれぞれ消耗品を交換していくというふうな形をと

っております。 

 ＡＥＤ全体のことについては、上村総務課長のほうからお願いします。 

〇田村議長 総務課長。 

〇上村総務課長 先ほど教育次長のほうから答弁あったとおりでございまして、幼稚園、

それから小学校関係、学校関係については２年前ですか。町内の方からご寄附をいただい

てある程度そろったと。先ほど体育施設については、ある程度完備がなったと。保健セン

ターのほうにもあります。ただ、残念なことに役場がまだないです。それについては、今

後検討しなければならないなというふうに思っています。ある程度公共施設については、

社会体育施設が運動をする施設としては主なものでございますから、大きく人の集まる施

設としてはそういうことが考えられる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 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われるように、役場がまだというのもまたちょっといかがなものかとい

うような気がいたしますが、ただ体を動かしてそういう危険が多いそういう施設について

は、要するに２年前ですね。匿名の寄附がございましたが、その部分と今のリースの部分

で十分対応されていると。今次長の説明にあるように、２年後のバッテリーだとかパッド

の更新費用を考えると購入するよりもリースという形であれば、その更新費用もひっくる

めた形の中でリースというようなことを考えていらっしゃるという部分で、そのほうがト

ータルしても、そういったことも全部ひっくるめてリースのほうが安いからこういう形を

とっているという、そういう部分をひっくるめてということだという認識でよろしいです

ね。それで、これリースというのも要するにあくまでも毎年毎年のリースで、よくある何

年かすると買い取ってしまうみたいなリースというのもありますけれども、町の言うリー

スというのはあくまでも毎年毎年定額を支払って継続してずっといくという、そういう備

品の更新も含めたリースという形でこれは間違いないですか。最後これ確認させてくださ

い。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 これの期間が決まっておりますので、それが終わりましたらまた新たな

リースということでございます。こういうものは、実際の場面で動かなくなったときのこ

とを考えると、耐用年数といいますか、それを延ばして使うということは非常に危険があ

ると思いますので、そこは年数によってきちっとリース契約をまた再度結んでいきたいと

いうふうに考えております。 

〇田村議長 総務課長。 

〇上村総務課長 リースのほうが得だということと、その耐用年数を過ぎたときにリース

にしておくと新しいやつ、機種が変わってくる、最新版がリースで入っているという形に
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なって、よりそういう電池からそういうすべてのものがやはり期限が切れないものを常に

用意しておけるという利点があります。そういった中で買い取りより安いと。買い取りの

中で寄附をいただいたものについては、やはり耐用年数が来たときにそれについてはリー

ス方式にした中で設置をしていかなければならないという検討をする時期があろうという

ふうに思っていますので、総体的には先ほど質問にもあったとおりリースのほうがいいと

いう形でございますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 私は、給食センターの関係で、特に給食費の未納の件でちょっとお伺いした

いのですけれども、まず最初に21年度の実績で金額的に未収金というのか、未納金という

のは20年と対比して、20年の実績まで持っていたら、まず先にその推移をお伺いしたいの

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 ちょっとお待ちください。平成21年度の現年度分の調定額、これは小中

学校分でございます。それが2,222万3,150円、収入済額が2,219万5,295円で収納率が

99.87％、収入未済額、これが２万7,855円です。平成20年度の現年度分はといいますと、

調定額が2,046万5,320円、収入済額、これが2,043万4,320円、収納率が99.85％、収入未済

額が３万1,000円ということで、小中学校分でいいますと収入未済額については若干、三千

何がし減っているということでございます。それと、幼稚園費については収納率100％でご

ざいますので、いずれの年度も。これは説明を省略させていただきます。 

 そして、いわゆる小中学校分における滞納繰越分、ここの部分でございますが、平成21年

度の滞納繰越分が調定額が366万2,004円、収入済額が64万7,177円、収納率が17.67％、収

入未済額が301万4,827円、これに対して平成20年度の滞繰分の状況についてですが、調定

額が467万8,224円、収入済額が104万7,220円、収納率が22.38％、収入未済額が363万1,004円

ということでございます。それで、今年度、今現在の状況として申し上げますと、９月８

日現在、平成22年度に入りまして21年度からの滞納繰越分が304万2,682円ございました。

それで、９月８日現在の収入済額が16万8,260円で収納率が5.53％、収入未済額が287万

4,422円ということで、給食センターの所長は非常に昨年度も努力していただいておりま

す。また、今年についても引き続き人事異動によって人はかわったわけですが、それぞれ

ご努力をしていただいて未納者に対する接触を日常的に行っていただいている中で、去年、

おととし、さきおととしぐらいまでの方はまだ子どもさんが学校におります。そういう中

では非常に集めやすいのですが、逆に言うと過去に随分さかのぼっていただいている方も

おります。そういう方については、もちろん年齢的にもいっている方もおりますので、非

常に集めるのに２カ月に１回の年金月にわずかな年金の中からでも2,000円、3,000円とい

うふうな形でもいただいているような状況もございまして、また本年度に入りましたら過

去一度もそういうふうな形で未納分を納めていただけなかった方についても納めていただ
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いていると。一部ではありますが、そのように接触を密に図っている中で滞納の解消に努

めております。ただ、何分古いものが多いものですから、そういう部分での困難さは相当

あると。ご理解をいただくまで非常に時間がかかるという状況でございます。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 20年度、21年度、また22年の９月までの現状を詳しく説明いただきました。

20年度と21年度、約60万ぐらい滞繰が減っているということで、この努力には感謝を申し

上げます。ただ、問題は今最後に次長が説明された対策、また収納に対する取り組み、お

伺いしました。ついせんだっても、たしか新聞紙上にも全道、全国的にこの給食費の滞納

について大きな社会問題というか、大変な問題になっていると。公平の原理からいくと、

きちっと最後まで完納まで取らなければならないという姿勢でございますけれども、そこ

で今回は子ども手当という考え方で、これは国の方針でなかなかこれに充当するのは難し

いでしょうけれども、直接該当者には当然支払われる金額でございます。それを利用する

方法、今言ったように行政が携わるわけですけれども、そこから差っ引いて残りの手当て

を払うことは今現状では法的に難しいですけれども、その支払いだとか通知だとか、また

引き渡しのときだとか、そういう関係で、これは該当者ですけれども、今言ったようにも

う卒業してしまってそれに該当しない人というのは、非常にまた対応策が違うと思うので

すけれども、その辺は今現在国の方針ということは抜きにして行政でできる、また担当と

してできる範囲、そういうことは啓蒙も含めて何かあるかと思うのですけれども、それに

ついては決算とは違う、これからの今年度からの事業ですから、決算とはちょっとかけ離

れていますけれども、滞納ということに関していくとその処理というのは考えられるので

はないかと思うのですけれども、それについてのお考え方は何かありますでしょうか。 

〇田村議長 教育次長。 

〇亀山教育次長 子ども手当にかかわるその徴収の関係だと思いますが、この部分につき

ましては既に６月に１度、４、５月分、２カ月分が払われておりますが、その際には給食

センターの所長のほうであらかじめ子ども手当がいついつ出ますよねということで、現年

分を含めて未納者については事前に電話しております。そして、その後、入った後です。

翌日以降になるのですけれども、実際には口座払いなので、そういう中で徴収に伺ってい

るという中で、なかなかすぐすべてがそれに回してもらえないというところではあります

けれども、ただこれはあと10月と２月と、今年度でいえばそういうふうに年３回支払われ

るということの中では地道にそういう説得工作、そして徴収に出向くということを続ける

しかないのかなと。現実的に６月の部分についてはそのように行っております。なかなか

100％というわけにはいかないわけですけれども、そのようにお願いしているという活動を

しております。 

 また、来年度以降のことでいえば、一番いいのは現物給付という形の中で差っ引ければ

一番いただける、町のほうにいただければ一番いいのですが、これもまだ今の情勢の中で

は何とも決まっておりませんので、本当は教育委員会としては一番そういう形が望ましい
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なと。お手数を煩わすこともなく天引きでいただきますよというのが一番いいのですが、

なかなかそういうところもはっきりしていないという中では、この方法で地道に説得し、

徴収に回っていただいてくるというふうなことしかないのかなというふうに考えておりま

す。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 簡単に。実は、体育施設の中のアイスアリーナの件なのですけれども、現在

指定管理という中で行われているのでありますが、今……指定管理でなかったっけ。委託

的な感じだったかな。済みません。申しわけないです。実は、その中でこれらの競技の問

題なのですけれども、今いろいろな中でアイスカーリングというのがぼちぼち出てきてお

りますよね。それで、各そういう施設のある部分で、そういう施設もどうかなという中で

あるのでありますが、室内でやっているところが多い状況の中で、浦幌でもそういうこと

はどうなのかなと。本当は体育施設ですから、教育委員会の体育施設の係のほうがまず先

なのかなと思いますけれども、施設の側としてはどうなのかなということでちょっとお伺

い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 今の阿部議員のご質問は、いわゆるオリンピックや何かで競技で行われ

ているあのカーリングのことをお尋ねでしょうか。 

（「そうです」の声あり） 

〇亀山教育次長 特別本町においてカーリング人口がどのくらいあるのかということを調

査したことはございません。そういう要望も上がってはきておりません。そういう中では、

今後将来的な計画の中に考えていこうかということにはちょっとなりにくいというふうに

思います。 

 それで、今お年寄りたちが軽スポーツとして取り組んでおられるのがフロアカーリング

というのがございます。これは体育館の中で、公民館の広間でという形の中で軽スポーツ

ということでは取り組んでおりまして、寿大学などでもスポーツの一環として取り入れて

やっていただいているというふうな形でございます。ただ、これはいわゆる平らなところ

であれば大体どこでもできます。ちょっとある程度の広ささえあればできるということの

中では身近な軽スポーツということで、そちらのほうを今は需要が多いというふうにとら

えております。本当に本物のカーリングがどのぐらいの人口がいるのかということになる

と、やはり相当な盛り上がりがないと、あれも氷を張ってそうした中で施設維持やってい

かなければならないと思うのです。本当の専用のカーリング場というのは、またそれも大

変なお金が必要になろうかというふうに考えております。今の段階では、そのような機運

がないというふうに教育委員会としては押さえております。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 私の言い方がちょっと申しわけなかったです。本当に自分でそういう調査も
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なく、いきなり言ってしまったものですから。ただ、今アイスアリーナというところでそ

ういう、本当は石、俗に言うストーンが要るのでありますけれども、そういうことで将来

例えば、これは９月にライン引きしまして、ある程度になったらスケートリンクとして、

ホッケーリンクとして使われることになると思うのですけれども、例えば塗装を入れたり

なんかするときにそういう状況がちょっとでもあればやってみたいという方が出るのでは

ないのかなということもあるものですから、ちょっと伺ってみました。ただ、あくまでこ

れはこれだけニーズあるから、ここへ行っているから、これだけのことだからやってくれ

ということではない。ただ、浦幌のこれからの受け皿としてはどうなのかなと。せっかく

アイスアリーナがあるものですから、ちょっと聞かせていただきたいなと思いました。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 ご存じのとおり、アイスアリーナは下にラインを引いて、その上に氷を

張っていきます。そういう中で、ラインの混濁といいますか、別なカーリング用の円形の

もありますよね。そうなると、ちょっとそういうところではいわゆるアイスホッケー専用

のリンクというところの目的からそれてしまいます。今、今年でしたかね。帯広に民間の

方が専用のカーリング場を持ってございます。経営して、いわゆる商売としてやっていら

っしゃいます。お試しになりたいという方であれば、そういうところでやっていただくの

がいいのではないかなというふうに思います。そういう中で、例えばチームができて、何

チームもできたという中で、そういう機運が盛り上がったときに、さてどうしようという

話になるのかな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 質疑がないようなので、次に11款３項１目その他公共施設等災害応急費まで

の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 48ページをごらんください。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、この科目につきましては災害が発生したときの応急

費でございます。昨年６月22日から23日にかけての大雨による河川及び道路被災箇所の復

旧にかかわる内容でございます。14節使用料及び賃借料、15節工事請負費は、説明資料34ペ

ージ、35ページに記載のとおりでございます。 

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、この目につき

ましては災害に備えての予算でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、説明

資料35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、この目につきましては災害に備えての予算でございます。

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35ページ

に記載のとおりでございます。 
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 ３目林業施設災害応急費、この目につきましては災害に備えての予算でございます。14節

使用料及び賃借料は、厚内線林道ほかの災害応急に係る機械借り上げ料でございます。 

〇大山町民課長 48ページ、49ページをごらんいただきたいと思います。３項１目その他

公共施設等災害応急費、この目につきましては昨年の６月の大雨によりまして被災いたし

ました一般廃棄物処理センターの水処理施設に係ります土砂災害の土砂の撤去に係る機械

借り上げ料でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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 質疑がないようなので、次に14款１項１目予備費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 12款１項公債費、この科目につきましては借入金元利償還金、長期償還

利子及び一時借入金利子に要した科目であります。 

 13款諸支出金及び14款予備費については、特に説明がございません。 

 次に、50ページから57ページにかけまして財産に関する調書であり、それぞれ公有財産

の土地、建物、山林、有価証券、出資による権利、物品、債権、基金、基金運用状況調書

を記載しておりますので、ごらんおき願いたいと思います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 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。 

 これより歳入の審議に入ります。 

 初めに、１款町税から10款交通安全対策特別交付金までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 ５ページをお開き願いたいと思います。１款町税、１項町民税、１目個

人につきましては、収納率では現年課税分で98.77％でございます。滞納繰越分といたしま

しては18.33％でございます。合計では96.42％であります。平成20年度の決算と比較いた

しますと、合計の収納率で0.01％の減であります。収入済額の金額でございますが、2,939万

2,712円の増額でございます。不納欠損につきましては、４個人で現年度分が１名、滞納繰

越分が３名、収入未済み者につきましては実人員90個人、３法人の内容でございます。 

 次に、２目法人につきましては、法人数154法人に係るものでございます。収納率は、現

年課税分99.51％、滞納繰越分22.59％、合計で97.77％でございます。20年度の決算と比較

いたしますと、合計収納率で0.45％の減でございます。収入済み金額では879万6,200円の

減額でございます。この減額につきましては、昨年からの不況等による法人経営の収入の

減に伴う法人申告の減かというふうに考えてございます。収入未済み者につきましては３

法人の内容でございました。１目、２目の収入未済額合計973万1,885円のうち、平成22年
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８月末現在におきまして161万9,442円を収納いたしております。収納率については16.64％

でございます。 

 ２項固定資産税につきましては、１目固定資産税の収納率は現年課税分99.64％、滞納繰

越分13.51％、合計で97.04％であります。20年度の決算と比較いたしますと、合計の収納

率は同率でございますが、収入済額で1,390万212円の減額でございます。このことについ

ては、21年度の固定資産の土地の評価替えに伴うものでございます。不納欠損につきまし

ては６個人で、現年度分１名、過年度分６名の内訳でございます。そのうち納税義務者４

名の方が既にお亡くなりになってございます。収入未済み者の実人員でございますが、61個

人、１法人の内容でございます。収入未済額436万6,019円のうち、平成22年８月末現在に

おきまして47万7,478円を収納し、収納率10.93％でございます。 

 ３項軽自動車税につきましては、原動機付自転車を初め10種類に対しまして3,125台に係

る課税でございます。収納率につきましては、現年度分100％、滞納繰越分につきましては

60.08％で、合計で99.53％でございます。平成20年度の決算と比較しますと、合計の収納

率で0.76％の増でございます。金額で41万3,793円の増額となってございます。不納欠損に

つきましては３個人、収入未済み者につきましては実人員４個人の内容でございます。未

収額２万1,800円のうち、平成22年８月末現在で7,200円を収納し、収納率33.02％でござい

ます。 

 ４項町たばこ税につきましては、収納率は100％でございます。平成20年度の決算と比較

いたしますと、収入済み金額では209万5,890円の減額でございました。主な要因といたし

ましては、健康志向がさらに一層進んだのかなというふうに考えられます。 

なお、インターネット公売につきましては、３名の方の公売物件26件、見積価格にいた

しまして２万1,030円の物件を出品いたしましたところ21件の入札がありました。落札金額

につきましては８万2,492円となり、その分を町税に充当してございます。これに係る経費

でございますが、インターネット公売使用料といたしまして3,167円を要しておりまして、

それを差し引いた実質額として７万9,325円を公売の成果として考えております。また、参

考までに平成18年度からインターネット公売を始めてございますが、平成18年度から21年

度までの４年間の累計では公売物件137件、見積価格にして14万660円の物件を出品いたし

まして、落札件数111件、落札金額61万7,941円となり、それにかかった経費で１万9,770円、

差し引きまして実質収納した額が59万8,171円となってございます。滞納額全体からいたし

ますと大きな収入ということではございませんが、今後とも引き続きインターネット公売

等の利用を図り、収納率の向上を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

〇上村総務課長 ５ページの２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税から７ページの

10款１項１目交通安全対策特別交付金までにつきましては、成果報告書の中で申し上げま

したので、説明は省略させていただきます。なお、この目につきましては発生した金額が

即収入済みとなっておりますので、収入未済み額はございません。発生しておりません。 

 また、７ページの９款１項１目地方交付税は、当初予算額に対し１億9,241万5,000円の
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補正です。平成20年の実績と比較しまして5,254万1,000円の減額であります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

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。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 不納欠損と未済額について伺いたいと思います。先ほども給食関係で同僚議

員の質疑もありましたが、私はここで町税、固定資産税、軽自動車税についてちょっとお

聞きしたいのですが、この中で固定資産税、先ほど説明の中でお亡くなりになった方がい

るというのが固定資産税だったでしょうか。それで、そのことは法律上お亡くなりになっ

てどうなるのかということは、ちょっと私そこまでわかりませんが、ただ固定資産税が滞

納になるというのは本来資産がある、それなのにどうして払ってもらえないか。 

 次に、軽自動車です。軽自動車もこれ帯広、釧路で新聞等で報道になっている軽自動車

ではありませんけれども、滞納者に朝出勤前にロックして、払わなかったら動かないよと

いう措置やっていますね。浦幌は、皆さん職員もみんな顔が見える中でそこまでしたらど

うかとは申しませんけれども、非常に各自治体、苦心をして実力行使的なことをやってお

られると。それから、固定資産税、町民税もそうですが、差し押さえ等の措置も各自治体、

検討しているし、やっているところも既にあると。 

 そういう中で、監査委員さんの審査意見書なんかには一覧にして載っていますが、不納

欠損において前年度からもう１けた違う額が不納欠損になっていると。これは、21年にこ

の不納欠損が実績的にふえていますけれども、最低でも５年前にさかのぼって徴収状況も

悪かったと、こういうことですよね。法的手続をとって不納欠損にする手続の順序はある

わけですから。ですから、申し上げたいのは、先ほどの給食費もそうです。三十何年前の

をさかのぼってなかなか払ってもらえないし、もう年金生活になった人、払ってもらえる

わけありませんよね。税制と違いますから、そのまま不納欠損になって給食費も残ってい

ると。そういう中で、もう少しといいますか、今年未済額が出た分はやっぱり厳重に……

今年でなくて、今決算やっているのですから、21年ですよね。もうその年に対応できなか

ったら、次の年しなかったら、本当に回収できないと思うのです。先ほどもお話ありまし

た。本当にその年、その年で職員さん、チーム組んで徴収に努力されているのもわかりま

すし、やっぱりその年、その年で住民の都合もあるかもしれない。上がり下がりあります

よね。その辺のところ、私は不納欠損はさかのぼったときの年数のを、滞納状況がよくな

いものがここへ出てきたのだと思っているのですが、そのとおりだと思うのです。１けた

違う392万、これが町民税、固定資産税、軽自動車税の不納欠損になっていると。それから、

未済額も数字上は減ってはいる形になっていますが、こういうのも後々に引きずっていく

のではないかなというふうに見ています。そういう面でどのような考えをしているか。先

ほど申し上げた差し押さえなり実力行使的なことを含めて、我が町はどのような対応をし

ていくのだということでございます。お伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 町民課長。 

〇大山町民課長 まず、先ほどありました固定資産税を先に、どういう事案があったかと

いうことで…… 

（何事か声あり） 

〇大山町民課長 まず最初に、固定資産税の昨年滞納処分いたしました関係の事案です。

余り細かくは、個人が特定される関係もございますので言いませんが、若干説明させてい

ただきます。まず、６名の方、先ほど申しましたけれども、滞納処分をしてございます。

その中で４名ほど亡くなってございますが、その亡くなっている方については生前から当

然先ほどもありましたように長い間滞納がございまして、生前においては動産の差し押さ

え、インターネット公売等を実施してございます。ただ、不動産については、たまたま根

抵当がついていたりして、優先権の中でうちも当然差し押さえをしたいという中で調査を

しておりましたが、どうしてもそちらのほうが優先になるという中でできなかったと。そ

の後その方が亡くなりまして、基本的に亡くなった場合については相続人がいれば一番よ

ろしいですし、納税管理人を設定してもらうと。ただ、亡くなってしまった後、当然亡く

なった方に対して差し押さえはできません。それと、納税管理人に対しても差し押さえは

できません。そういう中で、当然納税管理人さんがはっきりしている方については納税相

談を行いながら、いろいろこちらもお願いをしているというような状況でございます。ま

た、今回の６件の中には自己破産をされた方もおります。その中で、管財人において整理

をされたということの中で、もう財産も何もないと、押さえるものが何もなくなったとい

う中で整理をしたものもございます。 

 それと、もう一件の例といたしましては、先ほど言いましたように固定資産税で亡くな

られて、相続人を探すなり納税管理人を探すことができなかったと。その土地、たまたま

その方につきましては土地はその方の名義ではない、建物はたまたまその方の名義であっ

て、年数的にもいろいろたっているとか、そういうことがあって建物、当然亡くなってお

りますので、その建物も差し押さえはできなかったというのもあります。当然生前におい

ては、その辺の動産なりの話は、差し押さえなりいろいろなことはしてございましたが、

一応事例的にはそういうような中で町のほうといたしましてはできる限り、当然大切な税

でございますし、公平、皆さん不公平感のないような形をとりたいという中でそのような

形をとらせてもらってございます。 

 また、軽自動車税、何で車があるのにというようなイメージもあろうかと思いますけれ

ども、主に転出されてしまって所在がつかめない、物があるのかどうかもわからない。当

然４輪、車検が必要なものについては納税証明がないと車検がとれないということになろ

うかと思います。当然車検を受けるときに、今年車検ですといったら、今年の分だけ納め

ていても前年に滞納分があれば車検は受けられませんので、その中で当然その納税義務者

の方も探しましたし、転出されていって、その先で住所照会を含めていろんなことをやっ

ています。ただ、その中でつかめなかったということがあります。 
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 またあと、役場の庁舎の出納室の前にタイヤロック、ちょっと今は外してあるのですけ

れども、ああいうものも用意しながら実際にやりますよというところまでうちのほうとし

てはそういう対応もさせてもらっております。あくまで悪質な場合は一応そこまで町はや

るよということで、そういうものも用意してございます。そういうことでタイヤロックし

た場合は、こういう形になりますよというようなのを出納室のところに実際にタイヤを置

いて、今はタイヤロック外してございますが、タイヤロックをつけたようなものも展示さ

せてもらっております。今申したのが固定資産税と軽自動車税の関係でございます。 

 それと、うちのほうの対応として、当然税法なりいろんな法にのっとってやりますけれ

ども、私も今回４月に来て納税を担当している者の苦労を初めてわかったのですが、督促

状を出し、いろいろ相談をして、小まめに相談をしているというふうに初めて僕自身も知

ったというような状況でございます。その中で、やっぱり毎月それぞれ相談に来ていただ

いている方もおります、滞納額が非常に多い方については。私も初めてそういう対応をさ

せてもらったのですけれども、来られないと、税金を納められないので来られないという

方もいましたけれども、そうでなくて、なくてもそういう相談だけはしていただきたいと

いうような対応もさせてもらっておりますし、また多重債務者、当然税以外の方、そうい

う中でそちらのほうで苦労をされている方については、なかなかお話ししてくれない人も

いますけれども、お話をしてもらった方についてはそういうところに行って相談をしなさ

いとか、そういう指導もさせてもらっておりますし、何とか税の、多重債務については税

以前に生活していくのが大変だという部分があるものですから、何とかそういう部分も進

めています。ですから、今後においても単に通知を出してとかではなくて、いろいろやっ

ぱり面と向かった中でいろんな相談をさせてもらいながら収納率の向上については進めて

いきたいなというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほどの給食費の話のときもそうですが、非常に職員の方がご苦労されてい

るというのが、毎年このことについて質疑あると思うのですが、ご苦労をされていること

はもう十分本当に、私ら簡単に言葉でこうやって質疑やったりするだけでなくて現場では

大変だなということは、かつて総務常任委員会の所管事務調査で同じような質疑を細かく

やらせていただいた経過がございます。そういう中で、今説明を聞いた中で本当にご苦労

があると。ただ、ちょっと確認したいのですが、例えば軽自動車の場合、実際にタイヤロ

ックやって納めてもらったという経過があるのでしょうか。 

 それから、もう一点、これは町長に。今は管理職ばかりでチームつくっていますよね。

そういう中で、非常に時間外の対応というのが多いと思うのです。こういうことに対して

特殊な賃金的とか、そういう配慮があってご苦労をされているのか、もちろん管理職だか

ら法に基づいて対応していないと言われるのか、その辺をちょっと確認したいと思います。 

 それから、これは町税だけのお話ししていますけれども、ほかに負担金あるいは利用料、
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住宅、水道を含めて本当にたくさんある数字がこれ載っていますけれども、その滞納徴収

のチーム、どのぐらいの時間ご苦労されているのか、年間。わかりますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 まず、タイヤロックの関係でございますが、今のところまだ実際に発動

したことはないと。ただ、飾ったり、ＰＲ、こういうのありますというようなことの中で

ＰＲさせてもらって、行きますよというような形は、本当に悪質な場合はやらせていただ

きますよというような形はとらせてもらっています。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 徴収の関係につきましては、職員に大変努力をいただいて進めております。

以前は徴収における特殊手当等もあったのですが、それらについては廃止しまして、今徴

収にかかわってのそういった職に対する手当というものはございません。ただ、管理職以

外で夜間の徴収等があれば、それは時間外手当で対応しているというのが実態でございま

す。 

 この税金以外にかかわる使用料、手数料等の関係の部分につきましても滞納があるわけ

でございますけれども、そういったものにつきましては庁舎内において滞納金徴収プロジ

ェクトというものをつくって、私がそのトップになりまして各関係する所管課、担当者が

集まって打ち合わせをしながら全体の徴収について進めております。その中で、とりわけ

徴収にかかわるノウハウを全体で連携しながら統一していくですとか、あるいは滞納者の

方々については特に多重的な関係がありますので、そういった横の連携を密にしながらお

互いに情報交換しながら徴収に努めているということであります。そういう中で、全体的

には浦幌町、先般十勝支庁の税務の担当者も来られましたけれども、管内的にも浦幌町は

こういった徴収の関係については進んでいるということでお話を承ったわけでございます

けれども、そういう中でやっぱり個人的にも非常に勉強しながら、担当者もいろいろと差

し押さえの関係ですとか、あるいは競売の関係ですとか、インターネット公売、こういっ

たものをそれぞれが独自に研さんを重ねてやっているというのが浦幌町の特徴的な職員の

状況かなというふうにも踏まえておりまして、そういう意味では今後もお互いに研修を重

ねながら、この徴収にかかわって全体で意思統一を図りながらやっていきたいというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私もこの収入で２点ほどお伺いをいたします。私も今の固定資産税の関係で

あります。このことにつきまして、私はある内地というのですか、本州のほうから浦幌町

に見えた方から言われたことがあります。内地、本州の人からすると浦幌のようなこうい

う地方の田舎と言ったらあれですけれども、こういう地方に来ると、人はどんどん、どん

どんいなくなって過疎化が進んでいるという中においては、住む家なんてどこにでも何ぼ
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でもあるのだろうと、あいている家なんか幾らでもあるだろうと、行けば何とでもなるの

だろうというような、地方に行けばもう、そんなつもりで安易に来てみると住む家がない

のだと。そして、聞いてみると空き地はいっぱいあるのだけれども、家が足りない、ない

のだと。そんな中でいろいろ聞いてみると、今言う使っていない家があったのだけれども、

結局固定資産税がかかるので、もう壊してしまえというようなことでどんどん、どんどん

家が壊されてしまって、結局空き地はあるのだけれども、家がないという現象があると。

これどうにかならないものなのだろうかと。結局これは固定資産税を使っていないものは

取るなということではないのですけれども、やはり現実的に私もいろいろ携わっている中

で、この浦幌町に確かに住宅はないのです。家がないのです。単身者的なアパート的なも

のはあいているというのは聞くのですけれども、本当に例えば家族でとかというような部

分になると家がないというような中の、町も公営住宅なりなんなりといういろんな対策も

していますけれども、やっぱり住む上で家というのは基本でありますから、そういう部分

でそれだけですべて古い家が壊されているというわけではないのでしょうけれども、やは

りそんな現状もあるということも踏まえたときに、例えば商店街の方でも建てたのだけれ

ども、もう後継者もいないし、だけれども固定資産税かかるけれども、どうしようか、壊

そうか、でも長い目で見たら壊したほうがいいかとかという、まだまだ使えるものでもそ

ういうことで壊そうと、壊してしまおうかというような声も聞こえてきます。この部分と

いうのは何か使えるもの、税金がかかるから壊してしまうというのもどうも痛ましいよう

な、何か変なギャップみたいなものを私は感じざるを得ないのですけれども、この点につ

いて町長、どうですか。どんな考えを持ちますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 都会から田舎へ来ると住む家は何ぼでもあるという、それはちょっと安易な

考え方かなというふうに私も思います。ただ、実際にはそういう方もいらっしゃるという

のも事実だろうというふうに思います。固定資産税がかかるから壊してしまえと、これも

ちょっと乱暴な話ですけれども、町としてはせっかく浦幌町に住もうという方がいらっし

ゃるのであれば、やはり住んでいただきたいというのが本音のことでありまして、そのた

めにＩターン、Ｊターンの人たちにやっぱりそういう家を、住宅を提供しようというのが

私どもの考えでありまして、教員住宅の古い住宅を直しながらそういう住宅を確保してい

きたいというふうに今考えているところでありますし、既に２軒、議会の皆さんの了承を

もらいながら今直してそういう家に当てたいということと、あとほかにもいろんな形で使

いたいなというふうには思っています。 

 ただ、固定資産税を払う払わないという、これは税の公平の原則からいえば、やはり払

っていただくというのが当然のことでありますので、それが高い安いというのは、これは

税率の問題もあるかもしれませんけれども、町としては最高税率の中でやっていくという

ことも事実であります。ただ、固定資産税があるから家を壊すということではなくて、や
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はり有効に活用してもらいたいというのが私ども行政としての考え方でありますから、家

が今あって使わないという人がいれば、今度は町への登録制度も含めてその家を活用して

いくという方法もやっぱりやっていかなくてはいけないのかなというふうに私のほうは思

っています。そういう意味では、そういう方法を使いながら、本当に浦幌町に住みたい人

がいればそういう家を提供する、また町が間に入って貸してあげると言ったら変ですけれ

ども、借家として活用していくという方法も今後はとっていく必要があるのではないのか

なというふうに思っています。そういう意味で、税云々ではなくて、やっぱり浦幌町に住

みたいという人がいれば、ぜひそういう人たちに対する手を差し伸べるというのが税の問

題ではなくて基本的な行政の考え方だ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 町長言われるように税の公平性とかという部分について、使っていないもの

には払わなくてもいいなんていうことにもならないのもわかります。ただ、今言われるよ

うにいつどこでどういう需要というのでしょうかね。町外からの方々の浦幌町に住みたい

という理由だとか、いろんな部分でどういう需要があるかわからない中で、そんな例えば

商売をやめてすぐその店舗が何かに使われるなんていうこともなかなかないでしょうし、

しかしやっぱりそれを壊してしまったのでは遅いという中で、今町長もそういう町に対し

て登録するとかというようなお話もありましたが、やはり民間のそういう建物でもありな

がら、でもやっぱり浦幌町に建っているものですから、そういったものは浦幌町の一つの

財産としていく中で有効に使われて、町並みでもいろんなところでも空き地があるよりは

建物が建っていたほうがやっぱりいいですよね。そういった意味では、ぜひこの部分につ

いて、建物の部分について、ぜひいろんな部分でご検討をいただきたいというふうに思い

ます。今答弁については町長にいただきましたので、このことは結構です。 

 もう一点、お伺いをします。たばこ税についてお伺いをいたします。たばこ税について

も毎年どんどん減ってきています。減ってきてはいますが、時代の流れとしまして公共施

設の禁煙等いろんな部分があろうと思います。この部分について、これ余り言うと皆さん

に怒られそうな気もするのですが、この辺、町の今後のこういう公共施設の禁煙の考え方

について町の考え方をお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 庁舎内のたばこの全面禁煙について、庁舎内の役場職員の中の安全衛生

委員会の中で検討をしていますし、先般国のほうの方針が出た中で管理職会議の中でもど

うするのだという話が出ています。まだ法律が施行されていない段階でありますし、３階

を利用されている方もいるということを含めた中で全庁的な禁煙については考えていかな

ければならないというふうに思っていますし、その法律が施行された段階では公共施設に

ついては全面禁止を考えなければならない時期が来るというふうに認識をしておりますの

で、よろしくご協力のほうをお願いいたします。 
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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 質疑がないようなので、次に20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 ７ページの11款の分担金及び負担金からでございます。２項の負担金の

１目の民生費負担金の２節の児童福祉費負担金につきましては、認可保育所１件、学童保

育所１件の収入未済み額でございます。また、３節の児童福祉費負担金の滞納繰越分につ

きましても同じく認可保育所で７名の収入未済み額でございます。また、これの関係の

102万3,650円の収入未済み額でございますが、一般会計の説明資料の歳入欄の３ページで

ございますが、中ほどに３節で児童福祉費負担金の滞納繰越分ございます。調定額が122万

6,000円、収入済額が20万3,000円になっています。収入未済み額が116万となっております。

この関係については102万3,000円、1,023の誤りでございますので、この説明資料について

は訂正願いたいと思います。よろしくお願いします。 

 次に、７ページへ戻りまして、４節の関係の老人福祉施設費の負担金でございますが、

これらについては老人ホームの入所者の扶養義務者の１件の収入未済み額がございます。 

 また、３目の農林水産業費負担金の１節の農業費負担金、それから農業費負担金の滞納

繰越分につきましては、稲穂地区の国営地区開発事業の受益者負担金の４戸の収入未済み

額がございます。 

 また、教育費の負担金の関係の１節の教育費負担金では、学校給食費の現年度未済み額

が１名の方がおります。また、２節の滞納繰越分につきましては17名の収入未済み額がご

ざいます。 

 次に、８ページの12款の使用料及び手数料の中ほどの５目の土木使用料の関係でござい

ます。１節の公営住宅使用料の関係でございますが、13件の収入未済み額、また２節の改

良住宅使用料については８件の収入未済み額、また３節の特定公共賃貸住宅使用料につい

ては１件の収入未済み額、４節の公営住宅等駐車場の使用料につきましては７件の収入未

済み額、住宅料の滞納繰越分については18件の未済み額がございます。 

 また、６目の教育使用料の中の２節の幼稚園保育使用料の滞納繰越分につきましては、

１件の収入未済み額がございます。 

 あと、手数料関係については、８ページの下からございますように９ページの前段まで

であります。９ページの衛生手数料でございます。２節の清掃手数料、これにつきまして

はごみ処理手数料につきましては、説明資料５ページに記載しておりますので、割愛させ

ていただきます。 

 また、13款の国庫支出金からの関係にございましては、補正の関係については地域情報

通信基盤推進事業並びに地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業、浦幌中学校の改築事業

等の補正がされています。これらについて、10ページ、委託金、それから道支出金の関係、

それから11ページの農林水産業費の道補助金までについては特に説明はございません。 
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 また、３項の委託金につきましての補正につきまして、760万4,000円については北海道

権限移譲事務委託金の増でございます。 

 あと、12ページ、財産収入、16款寄附金等、それから13ページの繰入金等については、

特に説明はございません。 

 次に、14ページの関係の諸収入の関係の３項の貸付金の元利収入でございますが、２目

のウタリ住宅改良資金の貸付関係の滞納繰越分につきましては、６件の収入未済み額でご

ざいます。 

 また、一番下のほうの５項の雑入の関係でございます。一番最後の雑入の関係について

102万4,011円の未済みがございます。これにつきましては、平成17年度の畜産担い手育成

総合整備事業の受益者事業の１戸の収入未済み額となっております。 

 15ページの20款町債については省略させていただきます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議お願いします。 

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。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 １点お伺いをいたします。寄附金、ふるさとづくり寄附金、これにつきまし

てはたくさんのご厚意をいただきまして、21年３月末現在で251件とか、ずっと今現在もい

ただいていますよね、ずっと継続されて。これにつきましては、町長も第３期まちづくり

計画とか、いろいろ考えた中での計画というふうに思っております。しかし、今回もそう

なのですが、今回も116件いただいている部分において、やはりせっかくしたのに動きが見

えないということについては、やっぱりいろんなご意見があろうかというふうに思います。

大きく分けて留真温泉の部分、また子どもたちの部分と、あと大いなる田舎というような

部分、３つで分かれていますけれども、少なくとも留真温泉とかについては、今はもう建

設が始まっているという中においては、やはりせっかく今つくっているのに、これ留真温

泉に使ってほしいと思ったのに何も見えないねというような声も私は二、三お聞きをしま

した。この辺について、少しずつ使うよりもまとめて使いたいというようなことなのかな

という気もいたしますけれども、やはりこの部分について１度ご説明をいただきたいなと

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。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのふるさと納税、寄附金の関係でご説明させていた

だきたいと思います。総額で今ご指摘ございましたとおり、277万3,000円ほどの金額とな

っております。ただ、大きく４つの区分でそれぞれご指定ということで指定寄附になって

おりますので、その中で申し上げますと、ただいまご質問ございました留真の里の環境保

全、景観維持及び再生事業という中では5,000円を１口と換算しますと82口ということでお

よそ41万1,000円ほどというふうになっておりますし、また子どもたちが健やかに育つ環境

づくり事業という中では40万5,000円ほど、そして大いなる田舎（うらほろ）まちづくり事
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業ということでは77万ほどになっております。特に指定がなく町にお任せしたいという中

では、約118万7,000円ほどになろうかと思います。このように大きく４つの区分で分かれ

て指定という中ではなっております。ただいまご指摘ありました金額につきましても多く

の寄附をいただいておりますけれども、今後の環境整備に当たってはどういう形で進めて

この金額に相応していくことができるかということについてはなかなか難しい面もござい

ますので、これについてはなおかつ慎重に庁舎内におきましても理事者のご指導をいただ

きながら検討してまいりたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 いろいろ検討をされているということはわかります。ただ、やっぱり指定な

しと、町長にお任せをするというような部分もありますし、今現在水澤町長のときにこう

いう形、国のほうの政策でこういう形になりまして、町長の今指導のもとでこういうよう

な寄附が、浦幌にゆかりのある人方から全国からこういう寄附をいただいたということで

すから、今検討されているのはわかるのですけれども、確かに金額的に一つ一つ見ればさ

ほど大きな金額ではないので、だからこれをもって、要するに幾らたまったら何か建てま

すとかという、なかなかそういうことにもならないのではないかなというふうに思うので

す。だから、これが継続、集まった部分で例えば木を植えて１本１本、集まった上で１本

ずつふえていくとかというようなことになるとか、やっぱりそういうことだったらできる

のですけれども、ただやはり5,000円とか言いながらも浦幌町に期待を持ってさせていると

いう部分については、もうそろそろそういう方向性というものは示す時期になるのではな

いのかなと。記念品も送りながら、また各こういう寄附をいただいた方にはずっと町の広

報ですか、をお送りをしているということで、そういう今後の後々の町のことをわかって

もらおうという、そういう姿勢ですね。そういう取り組みはされているということはわか

りますけれども、だからこそ余計そういう広報を見ながら、私たちが寄附したものがこう

いうふうに使われたのだなというようなことをぜひやっぱり、せっかく気持ちを寄せてい

ただいた方にお知らせをするという、もしくは今後こういう方向でこのお金はありがたく

使わせていただくのだというようなことは、もうそろそろ示すべきだろうし、もしくは今

３期まちづくり計画もありますので、例えばいついつまでにはそういったことをきちっと

善意の気持ちを示しますよというようなことは公表するべきではないかなというふうに私

は思うのですが、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 本当に全国から多くの皆さんが善意のご寄附をいただいています。私が知っ

ている限りでは、１人の方がもう３カ所、転勤のたびに5,000円ずつふるさとづくりのため

に寄附をいただいているということで大変ありがたいなと。一番先にいただいた人なので

すけれども、その人がもう３カ所転勤のたびにいただいているということもあります。大

変ありがたい、浦幌町に対する全く土地カンのない人ですから、大変ありがたいなと思い
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ながら、いつもこの寄附については私も１件１件書いて、どこからと名前と全部書いてあ

るのですけれども、ただ言われるように留真の里に対する寄附金41万、80名ぐらいの方か

ら大体5,000円の小口で、大きな方もいらっしゃいますけれども、留真に関しては5,000円

の口の人が大体80人ぐらいいただいています。ただ、これを事業をやるということになる

と、なかなかこの40万で皆さんの善意を集めたものをできるのかということになると、こ

れがまたなかなか難しい部分が実はあるというふうに思っています。一体どのぐらいにな

ればいいのかなというふうに私もいつも思うのですけれども、本当にどのぐらい、この事

業をやるとなると、全国からいただいた人たちが納得できる事業を行うということになる

と、もう少しこれで金額を積み増ししていかなければならないのではないのかなというふ

うに思っています。まさに来年３月の14日に留真温泉オープンするわけですけれども、そ

のオープンに合わせてではなくても、きっとオープンした後でも本当に皆さんの善意の本

当に心がこもったこの寄附、ふるさと納税の寄附といいますか、これをうまく活用する何

か事業が出てくるのかなというふうに思います。これだけではなくて、例えば町の手持ち

のお金も出しながら、資金も出しながらやっていくのか、やはりそうではなくて善意のせ

っかく寄附をいただいたのですから、この人たちだけのものでやっぱり事業をやっていけ

れば一番これにこしたことはないのかなというふうに思いながら、今どのようにこの事業

を組み立てていくのかなということを思っています。もうちょっと待っていただきたいな

と。今この金額では、なかなか皆さんの納得できる事業は構築はできないのではないかな

というふうに思いながら、来年３月オープンしてからでも慌てることなく、せっかくの寄

附を活用できるいいものにしたいなというふうに思っていますので、もう少し時間をいた

だければありがたいなと思います。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 済みません。委託金のことでちょっとお聞きします。北海道の事務委託とい

うことでの受けているものもあると思うのですが、このことについて積極的にその委託事

務を進めている自治体もあるわけですけれども、浦幌の場合は職員の体制もあることだし、

その辺も当然考えていかなければならないと思うけれども、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。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問に関しては、委託というお話だったのです

けれども、恐らく権限移譲事務の関係ではないかと。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

〇鈴木まちづくり政策課長 確かに権限移譲ということで、国も地域主権戦略会議の中で

も地方分権にかかわって事務については権限移譲という部分をやはりうたっております。

それを受けてか、北海道でも権限移譲事務という部分を進めて各全道の市町村に対してい

ろいろ事務の移行についての意向等も調査をしているところでございます。すべてはまだ、
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手持ち持ってきておりませんので、ご報告はできる部分がございませんけれども、一定的

には来年度から移譲事務をする部分も何点かございます。例えばＮＰＯの法人設立にかか

わる事務権限、この移譲ですとか、それからたしか都市計画上の公園の関係ですとかとい

ったもろもろの部分があります。ただ、先ほどの質問にもありましたとおり庁内で全部移

譲という部分が果たしてできるかという問題もございますので、それらは各関係課のほう

に資料も提供しながらご判断もいただいているという状況の部分で、いずれにいたしまし

ても何点かは新年度からも権限移譲の事務、パスポート申請のこともありますけれども、

そういった事務も進めていくというようなことで進めているところでございますので、ご

理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに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。 

 ここで認定第１号 平成21年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定について全体を通じて

の質疑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 これ全体を通じて町長にお伺いをしたいのですが、今回ずっと決算をした中

で国の補正の関係もありまして、いろんな補助、いろんな部分をもらいながらたくさんの

事業がされております。このことはいいことなのですが、実際このいろんな部分の事業を

する上において、例えば地元の業者においてもその前までが余りにも少なく削減されてい

たものですから、急に補正で、ほら仕事だよといってもそれに対応できないのです。要す

るにもう痛めつけられて痛めつけられて弱っているものですから、ほらと急にステーキ出

されても食べられないのですよ、もう。体力ないのですよ、そんな体力。では、そこで今

体力をつけてといっても、今年はよくても来年になったらまた仕事どうなるかわからない

となったら、人を雇ったり機械を設備投資してまた体力つけようという気にもならないと

いうことです。ここに物すごく、これ国の方針ですからしようがないのですが、しかし町

としても、これ去年からもそうなのです。道の駅があって、留真温泉があって、中学校も

やってということになってくると、あるときはぐっとあるのですが、ないとなったらぐっ

となくなってしまうという、この波が大きいというのは業者にとっては物すごく大変なこ

となのです。せっかくある仕事を、こんなにおまえら仕事出ているではないかといったっ

て食べられないのですよ、全然。全部出てしまうのです。やっぱりこうなってきたら、で

もこれは国の政策ですから町としてもしようがない。しかし、やっぱりこういったギャッ

プというものを平準化していかないと業者は成り立っていかないと。現実的にこういう事

態が起きて、去年と今年とでは全然違うのです。来年になったら、町としても中学校も終

わる、留真温泉も終わるといったら、これあと何残るのですか、町に。そんなことを考え

ると、とても人を雇ったり機械を入れて体力をつけようなんていう、そういう意欲もわか

ないということになったときに、だから結局こういうことをしていくと先ほどから審議し
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ていましたけれども、例えば災害が起きたとか、いろんな部分にあっても除雪だ何だと言

ったって、結局業者がいないとそういったものもできないと。最低限の部分というのです

か、これはやっぱり守っていかないと町が成り立っていかないと。この辺を町としても考

えた中で緩和をしながら、しっかりと浦幌町の全体のことを考えた形というのは、これ私

本当に考えていかないと、出したのだからいいのだぞということにはなかなかならないと

いう、これは本当に痛切に感じておりました。今まではよかったですけれども、今後のこ

とをまた物すごく私は心配をしております。このことについて、町長の見解を最後に私は

一言いただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 まさに中尾議員言われるとおりだと思います。私もそう思います。平成20年

度の経済対策、地域活性化・緊急安心実現総合対策事業、これ3,000万からもらいました。

3,000万というのは町への交付金ですけれども、その後３億、３億と続く大きな事業がなさ

れました。これも国の経済疲弊のために経済対策として国が打った事業であります。まさ

に何千億という規模を全国的につぎ込んで経済対策をしようということでありまして、私

どもとしてもこれが地方自治体におりてきたのが緊急でありまして、それもすぐに出せと、

政策を出せと、打てということでありました。町として、本当はこれ繰り越し財源の中で

まさに３年、４年、５年のスパンで使わせていただければ大変ありがたいというふうに感

じておりましたけれども、残念ながら国としては緊急対策でありますので即出せと、まさ

に１カ月以内に出せという話でありました。町としては、やはり緊急対策事業については、

町として本当に必要なもの、そしてこれからやろうとしているもの、そういうものを取捨

選択しながら事業として計上をし、そして予算づけをしてきたつもりであります。そうい

う意味では、第２期まちづくり計画の先取りをしながら、今何とか町のためになる、町民

のためになる、そしてこれが経済波及ができるというものを選びながらやってきたつもり

であります。そのために今まで普通建設債とか投資的事業が１けた、６億から８億台だっ

たのがおかげさまで14億とか12億台の投資的経費が出るようになりました。この部分、数

字だけ見れば確かに大きな数字ですけれども、やはり緊急的に出すということであります

から、これが来年どうなるのかと、再来年どうなるかということに対しては、この緊急雇

用対策、経済対策はそのまま打たれるかどうかというのは私どもとしてもわかりません。

多分今年も経済補正予算は、この30億の中でもう一度出すというふうに言われていますけ

れども、これがどういう形になるかというのは、まさに来年の国家予算を見ながらどうな

るかというのは大変厳しいものがあるのではないかなというふうに私も思います。 

 そういう意味では、地方自治体としての浦幌町だけではなく全国の地方自治体が、不交

付団体もだんだんとふえてきていますから、地方交付税が物すごく狭められてきていると

いう状況の中で地方自治体としての今度の予算づけはどうなるかというのは大変心配をし

なければならないというふうに思っています。そういう意味では、緊急雇用経済対策第１
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次、第２次、20年も２回打たれました。21年も２回打たれました。この経済対策、補正予

算がまさにこれからも出てくるのかというと、大変厳しいもの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、なかなか本当の長いスパンでの経済対策でなかっただ

けに、次の手をどのように打つのかというのは、まさにみんながかたずをのむようなもの

で見ているのではないかというふうに思います。町としても何とか今基金を積みながら、

この緊急対策を活用しながら基金を積んでここまでやってまいりました。ただ、今後これ

を継続させるというのは、地方自治体だけの力でこれをやり切るというのはなかなか難し

いものがあるだろうというふうに思いますし、そういう面では国のこれからの経済対策、

また国家予算、地方交付税の動向というのは見なければなりませんし、今交付税ではなく

て一括交付金というような言われ方をしていますけれども、これも姿が全く見えないとい

う状況でありますから、大変不安な部分はありますけれども、しかしながらやはり町の基

幹産業と、そして第２次、第３次産業がしっかり生きていかなければならないという意味

では、新たな予算づけというのは慎重にやっぱりやっていく必要があるだろうし、やはり

継続的な部分、投資的な経費は少しずつ積み上げていかなければならないと。20年、21年

みたいな形にはならないとは思いますけれども、それが４億とか６億がくっと落ちるよう

なことになるとまた大変な話になるのかなというふうに思いながら、本当に予算づけはし

っかりしていかないとならないのではないのかなというふうに思います。 

 いずれにしても、１年、２年で経済対策がなるということではありませんし、ましてや

地方自治体の経済がそれで解決するということには今はなっていないわけでありますか

ら、当然長いスパン、ある程度の中間的なスパンを見ながら予算づけをし、そしてきめ細

かなまさに予算を配分していかなければならないのではないかなというふうに思っていま

す。まさにそういう面では、中尾議員が言われることはもっともですし、私どももまさに

同感であります。そういう意味では、本当に来年度、来年は骨格予算になりますけれども、

そういう意味での今後の将来に向かっての予算づけ、町の予算というのは大切になってく

るのではないかなというふうには考えています。 

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 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。 

 これより認定第１号を採決いたします。 

 認定第１号を原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、認定第１号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 
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    ◎延会・休会の議決 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 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、９月15日は休会にしたい

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、本日はこれをもって延会とし、９月15日は休会とすることに決定をいたしまし

た。 

なお、再開は９月16日午前10時といたします。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会といたします。 

延会 午後 ３時１３分 

 


