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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 本日、５番、杉江博議員は病気治療のため欠席する旨通告を受けております。 

 ただいまの出席議員は12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。 

 

    ◎議会運営委員会副委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員会副委員長報告を許します。 

 野村副委員長。 

〇野村議会運営副委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 本日、杉江委員長が病気治療のため欠席されておりますので、私のほうから議会運営委

員会の報告をさせていただきます。 

 平成23年第１回浦幌町定例会、本日11日の運営につきまして３月８日午後、議会運営委

員会を開催し、協議いたしましたので、報告いたします。 

 本日の日程は、一般質問並びに議案第25号 平成23年度浦幌町一般会計予算の審議であ

ります。一般質問は、２番、二瓶隆議員、11番、岸田武雄議員、１番、中尾光昭議員の３

名より３項目について通告がなされております。質問順につきましては通告順に指名され

ますよう議長に申し入れておりますので、よろしくお願い申し上げます。なお、質問者は

質問内容に沿ってわかりやすい質疑を心がけていただきますようお願い申し上げますとと

もに、活発な議論を期待しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、委員会報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員会副委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇田村議長 日程第２、一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。 

 初めに、２番、二瓶隆議員の質問を許します。 

 二瓶隆議員。 

〇二瓶議員 本定例会において一般質問をさせていただきます。 

 高齢者生産活動センターの利活用の考えを伺います。一昨年、北海道で109番目にオープ

ンした道の駅うらほろ、昨年３月末実績で10万人を超す利用者があり、大変好調な滑り出

しと伺っております。また、心配されていた冬期営業においても昨年を上回る来客数であ

ることを関係者より伺っております。そのにぎわいを見せる道の駅の隣には現在遊休施設

となっている高齢者生産活動センターがありますが、道の駅エリアとしてとらえたとき、
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その景観を配慮した整備や施設を有効に利用する必要性を感じるところです。このことか

ら、高齢者生産活動センターの現在の状況、さらには今後の活用について具体的に考え方

を伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 二瓶議員のご質問にお答えします。 

 高齢者生産活動センターの現在の状況につきましては、浦幌町商工事業協同組合との委

託契約により、特用林産物、わら工芸品などの生産を行っておりましたが、経営の悪化に

より平成18年度に閉鎖しております。今後の活用につきましては、近隣施設であります産

業交流施設を含め、道の駅ゾーンとして利活用を図るべく考えているところであります。

今秋には道東道の札幌方面への開通が予定され、さらには釧路までの全面開通も視野に入

る中で、国道38号線の交通量にも変化が生じることも考えられます。浦幌町としても危機

感を持ちながら、沿線町村とも連携して国道38号線を魅力あるルートとすることが求めら

れています。団塊の世代が定年を迎え、時間とゆとりが生まれる人たちがふえていますが、

トンネルが続く道路よりもゆっくりと景観を楽しみながら旅行する方々に道の駅に寄って

いただき、ひいては町なかへの導入起点とするためには道の駅周辺をより魅力あるエリア

としていくことが必要となります。交通量の変化を見据えながら、高齢者生産活動センタ

ーの個々の施設に耐用年数があることから、長期的展望にも立って、近隣施設の森林公園、

農村環境改善センターも含めた総合的な交流人口拡大の場としての位置づけを行い、庁舎

内に設置している検討会議で総合的な整備計画の作成をしてまいります。 

 以上、二瓶議員への答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇二瓶議員 ただいまの町長の答弁を聞いて、正直愕然としております。議長も気づかれ

たと思いますけれども、私の質問に答えていないと思います。道の駅の建設計画段階で言

ったことと何ら変わっていないわけです。さらには、19年の８月８日19時より文化センタ

ーで道の駅の説明をした。このときも同じようなことを言っておられました。町長も答弁

されて気づかれたと思います。同じことを何回か言われています。そして、さらには19年

９月の７日、第３回定例会、これは同僚議員の質問に対しても同じように答えているので

す。町長も何回も答えられているから、記憶ございますよね。この中でも、どのように活

用していくかということを具体化したいとはっきり申し上げられているわけです、答弁の

中で。そして、さらには21年３月16日月曜日、この中でも同僚議員の答弁の中でもはっき

りと答えているわけです。内容忘れたと思われますので、読み上げます。高齢者生産活動

センターの部分を含めたゾーンとしての計画をしており、産業交流施設も道の駅ゾーン全

体整備の中の一つとして考えていると、高齢者生産活動施設の利活用も含めた道の駅とし

て整備を進めていくと。これらのことがどのように進められているのか全く見えない部分、

さらには私の質問の中でも庁舎内で検討会議で十分検討すると、本当に検討されてきたの



 － 5 － 

かどうか、この辺が全く見えない。私も今ここにいながらも再質問をやめてしまおうかな

と思うぐらい、全く変わらないのです。計画から３年、そして４年を迎えようとしている

今現在、その間検討してきているはずなのです。ですから、私はその状況を知りたかった。

言っていること理解していただけますよね。検討されていないのなら、されていないと言

っていただいたほうがはっきりするのです。検討する、検討すると言いながら、今もう４

年目を迎えている。そこで、改めて伺います。現在の状況、そして今後の活用、改めて町

長にお伺いしたい。それは、３月の８日午前９時30分、35分ですか、通告書を前もって出

させていただいております。したがって、町長にもう一度答弁をお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 先ほど答弁をさせていただきました。この道の駅ゾーン、これは道の駅建設

した当時からこのゾーンは一体的に開発をしていきたいという考えはお話をさせていただ

きました。当然その線に沿って検討させていただいています。行政は、やはりスピード感

を持ってやることと長期的展望に立って行うこと、この２つがあるだろうというふうに私

は常に思っています。そういう意味では、今道東道の開通を見据えながら、この38号線が

どのような交通量になっていくのか、そのことも考えながらこのゾーンを開発していかな

ければならないというふうに思っています。このゾーンの開発ということは、当然施設的

なものを整備していくということになるだろうというふうに思いますけれども、それが本

当に投資的経費の中で効率的にできるのかどうかということは、やはり慎重に判断してい

かなければならないだろうというふうに私は思っています。これについて１年、２年です

ぐ次の政策が出るのかということについては大変厳しいものがありますけれども、いずれ

にしても慎重に構えながら庁舎内の検討会議で検討していくことが必要だろうというふう

に思っています。すぐ何かをすれということではなくて、状況を十分勘案しながらやって

いく必要があるだろうというふうに思います。 

 道の駅も建設して約２年たつようになりました。おかげさまで大変皆さんに心配をして

いただきました道の駅もただいま順調に経過をしているという状況です。そういう道の駅

も、今後の38号線の交通量によって道の駅の状況も変わってこざるを得ない部分も出てく

るだろうというふうに思っています。そういうことも勘案していく必要がある、これが道

の駅ゾーンの再開発だろうというふうに思っています。そういう意味では、拙速な判断と

いうことではなく、やはり長期的な展望に立って検討を進めていくということが十分必要

だろうというふうに考えているところであります。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇二瓶議員 確かに１年、２年ではそう簡単にできるものではない。しかしながら、３年、

４年たってもまだできない。その内容も定かでない。これ一体だれがやっているのですか。

全然見えない。２年前も、そして今回も同じように進めて、さらには１年、２年でできる

ものでない。副町長、顔なんかなでている場合でないですよ、これ、真剣に考えてくださ
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いよ。やる気が全く見えない。そこで、最後に、いつごろまでにこれはできるのか。今町

長１年、２年でできるものではないという答弁でしたけれども、もう４年目を迎えている

のです。町長の考えとして少なくともこの時期まではやりたいのだと、その考えがありま

したらお答えをいただきたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 二瓶議員４年目と言われましたけれども、道の駅ゾーンとして道の駅ができ

たのはまだ２年です。ゾーン全体を開発しようというときは、道の駅の状況を見ながら…

… 

（「それは言いわけだ」の声あり） 

〇水澤町長 やっていかなければならないというふうに考えています。道の駅については

大変心配されました。本当にこれがやっていけるのかどうかというお話もありました。し

かしながら、実際には建設をして、特産品販売も含めて大変好調な売り上げになっていま

す。 

（「それはわかっています」の声あり） 

〇水澤町長 そういうことも含めて、今後とも道の駅の交通量を勘案しなければならない

というふうに先ほど話させていただきました。当然道東道の動きは沿線町村にとってこれ

から大変注視していかなければならない動きでありますから、これに沿って今後この道の

駅をどうしていくのかということは考えていかないとならない。特に財政的に大変厳しい

状況にある我が町として投資的な経費が効率的な部分がちゃんとしていけるのかどうか、

これについてはやはり慎重に構えていかなければならないだろうというふうに思っていま

す。そういう意味では、本当に効率的な施設、または道の駅ゾーンの再開発ができるのか

どうか、これはいつまでということではなく、その交通量を見据えながら考えていきたい

というふうに思っています。 

〇二瓶議員 終わります。答えが出ないようなので。 

〇田村議長 これで二瓶隆議員の一般質問を終わります。 

 次に、11番、岸田武雄議員の質問を許します。 

 11番、岸田議員。 

〇岸田議員 私は、本定例会において水澤町長に対しまして、浦幌町経由の都市間特急バ

スの運行廃止について質問します。 

 浦幌町を経由し、帯広釧路間を運行している都市間特急バスの運行を４月１日より廃止

したい旨バス会社から申し入れがあり、その対策について昨年の12月の第４回定例会で報

告されておりますが、再度町長の考えをお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 岸田議員のご質問にお答えします。 
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 帯広釧路間を運行しております都市間特急バスすずらん号の運行廃止についてでありま

すが、平成22年第４回定例会において行政報告を行いましたとおり、運行するバス事業者

から、輸送人員の減少等により採算性が悪化し、路線維持が極めて困難な状況となってい

ることから、本年３月31日をもって運行を廃止する旨の申し入れがありました。本町の厳

しい財政状況を踏まえると、現在行っている以上の財政的な支援が行えず、かつ有効な収

支改善策を見出せない中で強く路線維持をバス事業者に要請することは難しく、当該バス

事業者による路線廃止はやむを得ないものと判断しております。 

 また、浦幌帯広間の交通手段を確保するための代替バス運行についても模索しましたが、

バス事業者から提供のありました資料によりますと年間の乗車人員は平成20年度で675人

で１日当たり1.8人、平成21年度は444人で１日当たり1.2人となっており、浦幌帯広間を１

日１往復運行した場合の経費試算では年間1,000万円の赤字が見込まれ、今後も利用者の増

加が見込めず、多額の財政負担が避けられない中で町単独でバス路線を維持していくこと

も困難であると判断しております。今後は、帯広方面への公共交通はＪＲ北海道の列車の

みとなることから、ＪＲ駅への接続に向けた交通体系のあり方について既存の患者輸送バ

スや本別生活維持路線バス、さらには４月から運行予定の留真温泉送迎バスの活用も含め、

町内における望ましい公共交通のあり方及びコミュニティバスの導入について総合的に検

討する庁内組織を新年度内に設置し、調査研究を進めてまいりたいと考えております。 

 以上、岸田議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇岸田議員 人口減少に伴う利用者の減少と、またそれぞれのマイカーの普及による利用

者の減少ということも原因していると思いますけれども、かつては北栄団地に十勝バスの

事務所なり運転手の宿舎がありまして、帯広浦幌間何往復であったかちょっと忘れました

けれども、それなりに利用者もありまして、特に私もかつては北栄団地に住んでおりまし

て、その記憶から言いますと、北栄団地に住んでおります方が浦幌市街に買い物、または

病院、いろんな友達との交流などにバスに乗ってきているのですよと、そしてまたバスに

乗って帰ってきているのですよと、そしてまた帯広の病院にも通っているのですよという

ことで、大変バスを利用してきた時代もあります。 

 しかしながら、ただいま町長のほうで答弁にありましたように、利用者も年間にしては

600人、400人という数になっておりますけれども、１日にそれぞれ概算すると２名までは

利用者がいないという状況に追い込まれてきているということでありまして、これについ

てもやはり一つの時代の流れなのかなというふうに感じます。そういう時代の流れの中に

あっても、新しい方向にどんどん進んでいくものとややもすると取り残されていくものも

あるということに注目をしていかなければならないだろうと思いますし、特にこれから少

子高齢化、後期高齢者の方々についてもいずれは運転免許も返上しなければならない時期

が来ます。そうした人方もうちの中に閉じこもっているのでなくして、うちの外に一歩出

ていろんな友達と交流する、またいろんな施設に行って体を動かすこともするということ
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になれば、自分の足以外にも車というものも必要になってきます。そういうことで、この

答弁書の中にもありますように、町内における望ましい公共交通のあり方ということが考

えられているようですけれども、これからそれぞれ庁舎内において検討されていくようで

ございますけれども、現時点で考えられていることについて説明できる範囲でお願いした

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ついてご説明させていただきたいと思い

ます。 

 町長のほうからもご答弁の中にございました庁舎内の検討という部分では、第３期のま

ちづくり計画の中にも計画として触れてございますけれども、町内の生活路線、公共路線

という形での公共交通の確保をどうしていくべきかということにつきましては平成23年度

においてその調査検討を進めたいと、なおかつその後国土交通省の事業にございます実証

試験、こういったものも調査研究をしながら、現在の公共交通体系についてどのような形

が望ましいかと、財政事情等々も考えていかなければならない面がございますけれども、

現在のスクールバス、そして患者輸送バス、またこれから始まろうとしております温泉へ

のバス運行、こういったものをすべて網羅した中での運行形態がどのようなことが望まし

いかということを庁舎内でも検討させていただきたいと。これが行く行くは地域公共交通

会議の中でもお示しができる一つの案ができ上がれば方向性としては見えてくるのかなと

いったことで、早速23年度からその調査研究の形で事務を進めていきたいと現在のところ

考えているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇岸田議員 わかりました。町内における望ましい公共交通のあり方について、庁舎内の

組織でもって新年度内に設置して調査研究を進めてまいりたいということでございますの

で、私もこのことにつきましては町民に本当に喜んでもらえるような、そういう内容、計

画ができ上がりますことをご期待を申し上げまして、私の質問を終わります。 

〇田村議長 これで岸田武雄議員の一般質問を終わります。 

 次に、１番、中尾光昭議員の質問を許します。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 それでは、通告に従いまして、質問をさせていただきます。 

 浦幌町の広告、宣伝について質問をいたします。浦幌町は、財政難等の事情により広告

掲載は行っていないと認識しております。しかし、４月から始まる第３期まちづくり計画

を実行し、人口減少を食いとめるためには、浦幌町の宣伝を積極的に行う必要があると考

えます。今までも町の広報やホームページでの情報提供は行っていますが、浦幌のよいと

ころを全国に売り込むためにはさらなる広告、宣伝が必要と考えますが、町長の考えを伺

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 中尾議員のご質問にお答えします。 

 浦幌町の広告、宣伝についてでありますが、人口減少社会の到来や高齢化の急速な進展

など我が国の社会構造が大きく転換していこうとしている中で持続可能な地域社会を形成

していくためには、個性豊かで魅力的な地域づくりを進め、定住化の促進と都市部からの

交流、移住を促進するためのさまざまな施策を展開し、地域の振興を図っていく必要があ

ります。本町では、平成23年度から始まる第３期まちづくり計画において中学生までの医

療費無料化等の子育て施策や地域産業活性化補助金等の雇用施策、新築住宅、中古住宅購

入補助等の定住化施策などを展開していくこととしており、これらの特色ある施策の情報

を積極的に町外へＰＲし、定住化の促進につなげ、人口減少に歯どめをかける取り組みを

推進していくこととしております。また、留真温泉に代表される観光資源やすぐれた特産

品を戦略的に情報発信し、町の知名度や好感度を高めることによって交流人口の増加や産

業の振興を図っていくことも重要だと認識しております。 

 本町における町外への情報発信手段はホームページが中心となっていますが、現状のホ

ームページだけでは町外の方々に本町の魅力を十分に伝え切れない面も考えられ、ホーム

ページのさらなる充実や新たな情報発信手段も求められていると考えております。また、

行政規模の違いはありますが、昨今は特定の都道府県が報道機関に集中的に取り上げられ

る傾向があり、自治体の情報発進力の差がそのまま地域イメージの差につながっている事

例もあり、今後ますます戦略的な広報活動の重要性が高まってくるものと考えております。

しかし本町の財政事情を踏まえると大規模な広告、宣伝等のＰＲ活動を行うことが困難で

あることから、同じ情報発信をするにしても個々の施策や観光情報等を単独にＰＲするだ

けではなく、町内にある情報を集約し、お互いに関連させながら相乗効果を高める情報発

信手法について検討を行ってまいりたいと考えております。 

 以上、中尾議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇中尾議員 私は、12月の定例会におきましてもホームページの活用ということで質問を

させていただきまして、町長も回答をいただいた中で、ホームページの必要性については

十分認識をしており、今後はモニター制も含めてホームページの充実を図りたいと、そう

することによって町内、また町外に対してしっかりと情報発信をしていきたいという、こ

ういうお考えということは私の12月の質問のときに町長の考えを伺っておりまして、私も

全くそのとおりだし、ぜひそういったことで積極的に町長には取り組んでいただきたいも

のだというふうに思っております。その中で、私はあえて今回こういった形の中で町の広

報、広告、宣伝ということを改めてまた質問させていただいたということにおいては、や

はり時期を逸してはならないということだと思います。 

 町長、何かのときのあいさつに、第３期まちづくり計画これから進めていくに当たって、
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最初が肝心なのだと、最初の５年ほど、10年計画ですけれども、最初が肝心だというよう

な、そんなごあいさつを町長していたというふうに私認識しています。私もそのとおりだ

と思うのです。今４月から始まっていく第３期まちづくり計画、せっかく町民の方々にご

協力いただいて、私この計画の内容、ほかのまちに引けをとらない立派な計画ができたの

だろうというふうに思うのです。子どもたちの医療費、中学生まで引き上げた。今言った

定住対策で住宅の補助、こういったものもよそのまちと比べたときに決して浦幌は引けを

とっていないと、逆に浦幌のほうが、いろんな条件つきますけれども、浦幌は十勝管内で

トップの一番いい状況のそういう施策を打っていると、その計画が４月１日から３期まち

づくり計画が始まっていくということだと思うのです。ただ、このことが、せっかくいい

このことがどうも伝わっていないというもどかしさというのでしょうか、このことなので

す、私が言いたいのは。せっかくいいことやる。せっかくやっている。このことについて

町長もいろんな部分で努力をされていることもわかりますし、町の広報、宣伝という部分

についても町長が努力をされているということもわかるのですけれども、肝心なのは受け

手側ですから、受け手側がどれだけそれを認識して、浦幌に興味を持ってもらって、まし

てや浦幌に住んでもらうと、移住してもらうなんていうことは、相手にとってこれは物す

ごく決断が要ることですよね。浦幌に住もうという、そこまでの決断をしてもらうという

ことは本当に大変なことだと思います。しかし、私はそういうような人というのはたくさ

んいると思うのです、案外。だから、その人方をどれだけ浦幌に引きつけるのか。先ほど

言っていましたように十勝管内でもほとんどのまちがそういういろんな対策打っているの

です。定住対策もやっていますし、医療費とかそういったこともやっているのです。 

 だから、その中で、あとは企業原理ではないですけれども、競争というのでしょうか、

とり合いみたいな、私はそういう要素もあると思うのです。だから、そこで浦幌がやろう

としている決めたまちづくり計画は、よそのまちに決して引けをとらない、負けない計画

ができているので、これを何としてもしっかりと早く、いち早くですよ、よそのまちに負

けないようにいち早くきちっと情報提供して、実際にこの浦幌に来て住んでもらう人がふ

える。せっかく住宅でもこういうこと一生懸命やっても、だれも来てもらえないというの

ではせっかくつくったこの計画が絵にかいたもちになってしまいますから、このことを私

は心配をして、ぜひこのことに対しての、努力はされているとは思いますよ、検討もされ

ているという答弁もいただいていますけれども、しかしその部分がまだまだ戦略的に本当

にしていかないと、せっかくつくったこの計画が絵にかいたもちになってしまう。 

 また、観光についても、今議員のところにパンフレットありましたね、留真温泉の。私

見ました。見まして、いいパンフレットできています。やっぱりこういったことも町内、

町外にも、いろいろなところに多分置いて、もうされていると思うのです。だけれども、

実際どこら辺にどういうふうに置かれているのか私はわかりません。私は、きょう役場に

来て初めてこれを見ました。だから、こういったことがせっかくいいものがつくられてい

るのです。そこにポスターも大きいの張ってありました。議員も皆さん見て、いいポスタ
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ーできたなと言っていました。だけれども、これがここへ来て見るのではなくて、せっか

くいいものができているのですが、これが伝わっていないという、このことなのです、私

が言いたいのは。だから、こういったことの時期を逸することなく、留真温泉だって来週

の月曜日もうオープンですから、オープンしてから宣伝したって遅いではないですか。オ

ープンする前にきちっとした戦略を持って、旅行会社なりいろんな部分に置いていく。ホ

ームページにも２月に留真温泉の開業と広告、宣伝ということで町民からも質問ございま

したですね。その中でも、町長いろんなところでされていくという形言われていますけれ

ども、実際ここにもＪＲだとか、いろんな広告だとか置かれているとなっていますけれど

も、その現状というものもちょっと私まだ把握しておりませんけれども、本当にその辺が

どこまでなっているのか。 

 広告、宣伝というのは物を買うのと違うものですから、100万かけたから、これだけのメ

リットがあったということが、これがどうも計算しづらいですから、ですからこういう部

分というのはすぐ削られがちなのですけれども、しかしせっかくいいものをつくったもの

をしっかりとアピールしていくためには、さっきの答弁の中でも予算的な問題もあって大

規模なものは難しいとは言っていますけれども、しかし私はそれなりの予算はかけてやる

べきだというふうに思いますし、浦幌はまだまだほかのまちに比べては足りないかもしれ

ませんが、それぐらいの基金はもう積まさったのではないでしょうか、そこぐらいまでや

るようなレベルにはもうきているのではないでしょうか。だから、浦幌は今まで辛抱して

きましたですよね、いろんな新聞等のお正月とかの部分も今までは浦幌だけが出ていなか

ったのです。町民からも、浦幌だけ出ていないねと何人か言われましたし、そういうふう

に言われた議員もいるようです。私も言われました。でも、やっぱりそんな中で浦幌だけ

出ていないねと、町民もそうやって思いながらも辛抱してきたのですけれども、今第３期

まちづくり計画始まるこの４月、新年度から私は町長に思い切って打って出ていただきた

いというふうに思うのであります。このことをタイミングを逸することなく、最初の５年

が肝心だと言っている町長の思い切った施策、町長はもう次の立起も表明していますから、

この第３期まちづくり計画を町長が強力に推進するという意味で立起されているというふ

うに認識していますから、私はぜひそうあってもらいたいものだなというふうに思ってい

ますし、町長にこれから守りの浦幌だけではなく攻めの浦幌、この意気込みをぜひお聞き

をしたい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。 

 町長。 

〇水澤町長 中尾議員言われるように、私も10年計画でありますけれども、最初の５年と

いう大切だというふうに認識しておりますし、間断なくそういう政策を打っていく必要が

あるだろうというふうに思っています。統一性ということもありますけれども、第３期ま

ちづくり計画の実行計画、実施計画の重点プロジェクトは十分他町に負けないものだとい

うふうに私も自負しているところであります。そういう面では、この実際の中身を定住、
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移住につなげていくためにどうすればいいのかということについて、当然宣伝媒体を使っ

てマスメディアを使いながらやっていくということも必要だろうというふうに思います。

ただ、その費用がどうなのかということについては、まさに効率的、効果的な部分という

のは目に見えない部分でありますけれども、留真温泉も含めて、いろいろなもの含めて必

要だろうというふうに思っています。そういう意味では、今年度の新年度予算に宣伝、広

告費というものは今までない部分だけ上げさせていただいたと。ただ、これが限界はあり

ますから、そういう面ではできるだけの限りといいますか、できる限りと言うのはおこが

ましいのかもしれませんけれども、浦幌町としては今までにないだけの宣伝広告費を上げ

させていただいたというふうに思っています。 

 あと、いろんな媒体を使っていくというのは本当に大切なのですけれども、これがなか

なか役場というのは宣伝下手だというところは、これは自治体どこもそうなのですけれど

も、そういうところがありますので、どういうふうにしていくのかというのはこれから本

当に研究していかないとならない部分があるのだろうなというふうに思っています。そう

いう意味では、今行おうとしている部分についてはまた後ほど担当のほうから説明をさせ

ますけれども、気持ちとしては中尾議員の言われているような気持ちと同じだというふう

に思っています。ホームページのことも指摘を受けまして、早速ホームページの中身につ

いても変えさせていただきましたし、これからモニター制度についてもどんどん進めてま

いりたいというふうに考えているところであります。一番基本的には町民のためになる宣

伝というのが政策というのは中心でありますけれども、移住となると町外からの人たちに

も宣伝していかないとならないという部分であろうというふうに思っています。また、新

聞の広告も浦幌町だけ載せていないという、まさにそのとおりでありまして、まさに浦幌

の財政事情の一番象徴的な部分だろうというふうに思っています。ただ、今年は載せた。

１つだけ間に合わない部分がありましたけれども、載せさせていただきました。この部分

については、今後とも町民の皆さんが浦幌町だけ載っていないと言われないように気をつ

けてまいりたい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。 

 あと詳細について、また担当のほうから申し上げます。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいま町長のほうからお話しされました詳細のことについ

て私のほうから説明させていただきます。 

 ただいまのご質問の中でもございました。答弁の部分でもございましたけれども、定住、

移住、交流人口の増大と、むしろ町外の方々に対してのＰＲが非常に大事だと、定住人口

対策、人口減少に何とか歯どめをかけると、そういったことの観点から第３期まちづくり

計画の重点プロジェクトについてもそういうことで作成させていただいた次第でございま

す。本町の第３期まちづくり計画にかかわりまして過日、釧路管内の自治体から特に重点

プロジェクトという部分で非常に興味を示されて、実は来庁してお聞きしたいということ

で来た経過がございます。そんなことで、確かに先ほど中尾議員がおっしゃった本町の重
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点プロジェクトについては管内でもと申しますか、非常に大きな政策としては意義あるも

のだということが他管内の自治体においても興味が示されたといった状況がございます。

そんな中で、今後につきましてさらに町外に対するアピールと申しますか、宣伝が必要な

のだなという新たな認識も持ったところでございます。 

 新年度の平成23年度、新年度予算の関係になりますけれども、その中で計上させていた

だいております内容がございます。１点は、北海道の商工会議所が事務局となって、また

北海道も支援はされております定住推進協議会、この協議会に新たに加わりたく、予算を

計上させていただいております。このことにつきましては、その推進協議会がホームペー

ジを持っておりまして、ある意味では定住、移住ということの大きなテーマについていろ

んな町外の方々が興味を示した中では、その協議会から浦幌町の情報が伝わっていくと、

そういうことの中で浦幌町ということも知っていただけるということができるのではない

かと、今まで定住、移住に関してのいろんなサイトにつながる形はありましたけれども、

改めてそういったことについても進めていきたいというふうに思ってございます。 

 また、もう一点、これも町長が申されております。宣伝マンとして町の職員が町のこと

をアピールしていくということの意味合いも込めまして、町の職員が使う名刺につきまし

て、その台紙をアピールするものに何とかつくり上げていきたいということにかかわる関

連予算について計上させていただいております。このことにつきましても、名刺でござい

ますので、表裏を活用した中で重点プロジェクトについても何とか表示の部分としてなり

得るものがあればしていきたいと。恐らくは名刺を受け取った方々が重点プロジェクトに

ついてもお尋ねがあるだろうと、そのときに職員がるる説明を行えるような形にしていく

ことで広まっていくものとして期待することができるのかなというふうにも思っていると

ころでございます。 

 いずれにいたしましても、今後は町行政につきましては町内、町民の方々に対する公共

サービス、福祉の向上についてどのような政策を打っていくかというのが本来の役割でご

ざいますけれども、人口減少、定住化対策ということに関しては町外の方々にも何とか町

の宣伝をしていくという部分では、企業論理をできるものについての導入という部分を検

討していきたいのだということでの先ほどの町長の情報発信手法についての検討を行って

まいりたいといった形になってございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇中尾議員 今いろんな取り組みの中、名刺もというお話ありました。そういったことで、

町長を先頭に職員全員が町の宣伝マン、セールスマンとしてこれからの第３期まちづくり

計画を推進するに当たってこの浦幌を町内、町外にどんどん売っていくという強い意気込

みということでございますから、本当にそう願いたいものだというふうにも思いますし、

そういった取り組みについては先般町長もラジオ放送に出演しておりまして、私もラジオ

に出るということは聞いてはおったのですが、うっかりその日だということを忘れており

まして、私の取引先だとか知り合い３人ほどから、おい、おまえのところの町長今出てい
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るぞという、そんな電話が来まして、慌ててラジオを入れて、そうしたら町長出ていまし

て、日高晤郎さんとは平明なやりとりで、私はああいうことは本当にいいことだなと。私

はほかの町民にも聞きましたけれども、我が町の町長がああいったラジオに出て、ああい

うメジャーなものに出て実際に日高晤郎さんとかけ合いをしているなんていうところを見

ますと、やはり誇らしく思うのです。自分の町、我が町の町長さんがということで誇らし

く思う。私もそういう感じを受けましたし、ぜひそういったことでは、そういう芸能的な

ことは決してそんなことが専門分野ではありませんから、町長にとっては大変なことかも

しれませんけれども、ぜひ私はそういった形の中で町長には本当に先頭になって宣伝マン

としてやっていただきたいというふうに思います。 

 先ほど答弁にもありましたけれども、昨今宮崎だとか大阪だとか、ちょっと有名な人方

は毎日のようにテレビに出ていますから、そういったことによって本当に地域のイメージ

が上がってくるという要素があるのですけれども、なかなかそんなところまではいきませ

ん。しかし、浦幌は決して負けることないだけのものは持っておりますし、よく言われる

ように農林水産、１次産業すべてあると、こういったものも本当に負けるものがない。特

に、先般私は厚内の魚介物をちょっと東京のほうに送らせてもらいましたけれども、東京

の人びっくりしていましたですね、浦幌ってこんなものとれるのかと。知らないのです、

こういうことが。だから、せっかくこんないいものがある。せっかくいい港、これだけか

けていいものがあるのに１次産業のこの部分も本当にいいものが伝わっていないという、

このもどかしさというものが、ですからぜひ町長にはそういったものの情報発信について

は求めたいと思います。 

 ただ、その上で、先ほど町長財政のこと、最後に私申し上げたいのは、財政のこともあ

りますから限度があるということ、これも私は理解します。できる範囲で今言う名刺とか

そういう、いろいろできる範囲でやるということはしますけれども、しかしこれから今言

ういろんな広報、宣伝していく上で、ホームページも含めてなのですけれども、私が今感

じているのは、今いる各課が課の仕事の中でいろいろやっていこうという、この部分につ

いて私は限度があるのではないかと思うのです。これについては今後ずっとというわけで

はないですよ、でも最初に町長言われるように４年、５年、やっぱり最初が肝心ですから、

ホームページも幾らモニター制度やっても、日々更新して、生き物なのですよ、こういう

のは、それにきちっと魂を吹き込まないと何ぼ側だけよくてもいけない。ですから、ぜひ

この部分については人員的な、町長にはそういう決断を、予算配分して人員をしっかりと

確保して、最初が肝心ですから、このことをその人が中心となってせっかくあるいろんな

ものを町外に発信するような、この部分について町長に決断をしていただいて、新年度か

らそういう体制をもってこの浦幌町をぜひ大いにアピールをしていただきたいというふう

に思うのですが、最後にこのことを町長にお伺いして終わりたいと思いますが、よろしく

お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 町長。 

〇水澤町長 媒体を通じて浦幌町を宣伝するということは本当に大切だというふうに認識

は共有しているというふうに思います。先日ＨＢＣとＳＴＶ、金、土ということで出させ

ていただきました。これはスポンサーとして出たわけではありませんので、そのときも日

高晤郎さんはスポンサーに帰って怒られるかもしれないというふうな、スポンサー料を払

わないで宣伝をさせていただきました。日高晤郎さん、ちなみに私行くのは３回目であり

まして、みのり祭りの宣伝にも出させていただきました。そういうできるだけお金のかか

らないといいますか、効率的な宣伝ができることが一番いいのですけれども、毎度毎度そ

ういうことにはならないというふうに思っています。ただ、定数も含めて宣伝をより強固

にしたらいいのではないかというご提案をいただきました。これは、全体の役場の中の定

数管理の問題がありますものですから、なかなか難しい面もありますけれども、また現在

担当している者も本当に頑張ってやっていただいていると思いますし、先日私の知人も来

まして、十勝では浦幌のことがマスメディアに載るのが一番多いのではないかという感想

を言っていました。まさに報道機関の皆さんにもご協力いただきながら、いろんな面で毎

日のように浦幌町が出ているということになっているのかなというふうに思っています。

そういう意味では、本当にいろんな機関を使いながら浦幌町の、芸能的な部分ではなくて

実質的に浦幌の施策がよりわかりやすいように伝えていくということは大切だろうという

ふうに思います。そういう意味では、できるだけ今中尾議員が言われるように本町のすば

らしい施策についてより浸透する方法についてこれからも考えてまいりたいというふうに

思っているところでありますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇中尾議員 終わります。 

〇田村議長 これで中尾光昭議員の一般質問を終わります。 

 以上をもちまして一般質問を終結いたします。 

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

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５３分  休憩 

午前１１時１０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第３ 議案第２５号 

〇田村議長 日程第３、議案第25号 平成23年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 
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 説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 平成23年度の新年度予算をご審議をいただきますが、説明をさせていただき

ます。 

 厳しい経済情勢、雇用情勢が続き、国の予算編成にありましては、税収の大幅な増加が

見込めない中で税収より国債発行高が上回り、さらに不足分を特別会計の積立金で補うな

ど厳しい財政運営を余儀なくされている中で、歳入の大きな部分を占める地方交付税は地

方財政計画どおりに編成されるかどうか大変不安な面もありましたけれども、昨年閣議決

定されている財政運営戦略にのっとり、昨年並みの17兆4,000億円が確保されました。しか

しながら、予算案は現在衆議院を通過いたしましたが、関連法案はねじれ国会の中で成立

が危ぶまれており、予断を許さない状態になっています。 

 浦幌町の平成23年度の当初予算は、骨格予算ということもありますが、継続事業と第３

期まちづくり計画の子育て環境の充実、雇用機会の創出、また移住環境の整備、地域産業

の活性化といった重点プロジェクトの項目を中心に編成を行いました。一般会計は51億

3,350万円、前年当初比でマイナス14.2％、老人保健特別会計及び模範牧場特別会計がなく

なりましたので、８特別会計を合わせた予算総額につきましては79億50万2,000円で、昨年

当初比マイナス10.6％となりました。株式会社浦幌乳業の株式売却費の特殊事情を除きま

すと、一般会計ではマイナス11.32％、全会計ではマイナス9.5％としております。一般会

計歳入においては、町税収入を５億3,059万7,000円、前年当初比プラス1.9％を見込みまし

た。また、歳入の大きな割合を占める地方交付税のうち、普通交付税につきましては29億

8,000万円で前年当初比プラス1.8％、臨時財政対策債は２億4,872万2,000円で前年当初比

マイナス39％を見込んでいるところであり、合わせて実質的な普通交付税は32億2,872万

2,000円、マイナス3.1％を見込みました。予算の大幅な減額となる要因は、骨格予算であ

ることと留真温泉並びに浦幌中学校屋内運動場の第２期工事などの大型事業が完了し、ま

た地方振興基金に積んだ株式会社浦幌乳業の株式売却費によるものであります。 

 国の財政運営戦略は平成25年までとなっておりますが、世界的に日本の財政の立ち直り

が求められており、厳しい国の財政事情と政治情勢の中で次年度以降の地方交付税につい

て財政運営戦略どおりにのっとって交付されるという保証がないことから、引き続き財政

の健全化に努めつつ、町民の安全、安心な生活と夢の持てる住んでよかったまちづくりを

進めるため、第３期まちづくり計画のみんなの知恵、世代を超えてつくる町実現に向けて

の道筋をつけたつもりでありますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 それぞれ詳細につきましては副町長及び担当課長より説明させていただきますので、よ

ろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

〇田村議長 続いて、平成23年度予算説明書附表の説明を求めます。 

 副町長。 

〇門馬副町長 それでは、平成23年度予算説明書附表を説明させていただきます。緑色の
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附表をごらんいただきたいと思います。 

 最初に、１ページの各会計予算比較表でございます。左側でございます。平成23年度予

算額、一般会計51億3,350万円、町有林野特別会計など特別会計を含む総計で79億50万

2,000円になります。増減の大きなものについてのみ説明をいたします。一般会計につきま

しては、前年度当初比８億5,120万円、14.2％の減となっております。浦幌中学校改築工事

や留真温泉改築事業など大型事業が終了したことや前年度は浦幌乳業有価証券売却があり

ましたので、大幅な減となっております。町有林野会計は、前年度当初比4,300万円、35.2％

の減となっております。その内容といたしましては、前年度に実施いたしました経済対策、

森林整備加速化・林業再生事業による基幹作業道開設及び基金間伐が終了したことによる

事業量の減によるものであります。模範牧場会計は、指定管理者制度に移行しましたので、

廃止しました。国保事業会計は、前年度当初比151万3,000円、0.2％の減です。老人保健会

計につきましては、後期高齢者医療特別会計に移行となり、平成22年度まで請求時効の期

限がありましたので残しておりましたが、その期限が終了しましたので、廃止となります。

後期高齢会計は、前年度当初比89万2,000円、1.3％の増。介護保険会計は、2,177万2,000円、

3.8％の増。町立診療所会計につきましては、2,763万7,000円、9.8％の減となっておりま

すが、起債償還金の減が主な内容でございます。公共下水道会計は、3,521万8,000円、10.6％

の増でありますが、起債償還金及び工事の事業量増が主な内容でございます。個別排水会

計は、161万5,000円、３％の減。簡易水道会計は、4,094万9,000円、10.4％の増で、工事

事業量の増が主な内容でございます。総計で前年度当初比９億3,397万2,000円の10.6％の

減となっております。なお、各会計の比較増減の内訳は、10ページから13ページの会計別・

節別集計比較表をごらんおき願います。 

 次に、右の歳入歳出予算の総計表及び純計表についてご説明いたします。一般会計から

他会計への繰出金でございますが、町有林野会計など８特別会計に７億5,349万5,000円を

繰り出しております。総計から重複計を引いた純計は71億4,700万7,000円で、前年度と比

較しますと10億4,250万5,000円の減となっております。 

 次に、２ページをごらん願います。一般会計歳入歳出総括表でございますが、３ページ

からの款別比較表で前年度と比較し、増減の主なものを説明いたします。歳入、１款町税

980万5,000円の増、固定資産税、入湯税が主な増の内容でございます。飛びまして、９款

地方交付税5,400万円の増、普通交付税5,400万円、1.8％の増を見込んでおります。飛びま

して、４ページの13款国庫支出金１億4,941万9,000円の減でございます。留真温泉改築事

業、町道北栄大通改良舗装工事、寿通改良舗装工事終了による社会資本整備総合交付金の

減及び浦幌中学校第２期改築事業終了に伴う安全・安心な学校づくり交付金の減が主な内

容でございます。次に、飛びまして、15款財産収入１億9,047万8,000円の減、22年度に売

り払いしました浦幌乳業有価証券収入の減が主なものでございます。17款繰入金3,161万

8,000円の増、まちづくり計画重点プロジェクトのうち、雇用機会の新規創出、居住環境の

整備充実に係る事業に充てるために地域振興基金からの繰り入れ及び住民生活に光をそそ
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ぐ基金繰り入れが増の主な内容でございます。19款諸収入１億4,256万5,000円の減、釧路

産炭地域基盤整備事業補助金及び浦幌乳業アグリチャレンジャー支援事業補助金返還金の

減が主なものであります。なお、釧路産炭地域補助金は23年度が1,480万円で最終の年とな

ります。20款町債４億1,747万8,000円の減、大型事業の終了による過疎債などの借り入れ

の減及び臨時財政対策債、前年度当初比１億5,827万8,000円、38.9％の減の見込みが主な

ものでございます。 

 次に、６ページからの歳出でありますが、骨格予算でありますので、継続事業及び第３

期まちづくり計画の重点プロジェクトを中心に予算計上を行っております。その他主なも

のとして、緊急を要する緊急雇用創出対策、消防ポンプ自動車の更新、施設改修費などを

計上して予算編成を行っております。歳出につきましては、歳入での説明と内容の大部分

が重複しますのと後ほど各説明員から各会計歳入歳出予算の説明において前年度と比較

し、大きな増減については説明がありますので、ここでの説明は省略をさせていただきま

す。 

 次に、10ページから13ページまでの会計別・節別集計比較表についても説明を省略いた

しますので、ごらんおきを願います。 

 それでは、14ページをお開き願います。各会計予算性質別一覧表でありますが、まず一

般会計について増減で説明をいたします。人件費は前年度比1,569万9,000円の増、物件費、

維持補修費は7,819万円の増、扶助費、補助費等については6,516万1,000円の増、普通建設

事業費、災害復旧事業費については７億7,424万1,000円の減、公債費は1,661万5,000円の

減、出資金、貸付金は増減がありません。繰出金は、特別会計への繰出金ですが、851万

6,000円の増。その他、２億2,791万円の減となっております。これは、22年度に地域振興

基金及び減債基金への積み立てがありましたので、23年度は減となっております。 

 次に、15ページの一般会計及び特別会計の合計でありますが、これも増減で説明をいた

します。人件費が1,372万1,000円の減、物件費、維持補修費で1,716万5,000円の増、扶助

費、補助費で7,504万7,000円の増、普通建設事業費、災害復旧事業費は７億4,174万9,000円

の減となっております。なお、投資的経費の内訳につきましては、18ページから26ページ

に掲載しております全会計主な事業費調べの事業のうち米印のついているものがその対象

事業であります。次に、公債費は5,095万7,000円の減となっております。出資金、貸付金

は増減なし、繰出金は851万5,000円の増、その他２億2,827万2,000円の減となっておりま

す。 

 次に、16ページ、17ページ、一般会計債務負担行為総括表についてでありますが、平成

23年度予算額合計２億1,409万9,000円で、うち一般財源１億8,672万5,000円であります。

平成24年度以降支出予定額につきましては、合計で４億8,497万6,000円で、うち一般財源

４億1,720万2,000円となっております。 

 次に、18ページから26ページまでの全会計主な事業費調べについては、説明を省略いた

しますので、ごらんおきを願います。 
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 続きまして、給与費明細書付表についての説明を行います。緑色のページをごらんおき

願います。その裏、１ページから72ページにわたりまして一般会計及び８特別会計の給与

費明細書を添付しております。１ページをお開き願います。一般会計給与費明細書、特別

職全体で前年度対比1,605万5,000円の増となっております。長等の給与費、共済費の増及

び議員の議員共済会納付費負担金の増が主な要因であり、その他特別職の減につきまして

は国勢調査員、住生活基本計画策定委員、教育の日制定委員の減が主な要因でございます。 

 次に、２ページでございますが、一般職については職員106人で、前年度と職員数の増減

はありません。給与費、共済費の合計で前年度比4,555万5,000円の増となっております。

期末、勤勉手当役職加算の凍結解除と共済負担金率の改定が主な増の要因でございます。

一般職につきましては、特別会計を含む９会計全体で職員数は125人であります。給与費、

共済費合計が10億5,882万3,000円で、前年度対比、給与費1,259万8,000円、共済費が4,838万

5,000円の増で合計6,098万3,000円の増となっております。 

 以上で平成23年度予算説明書付表の説明を終わります。 

〇田村議長 次に、議事の進行上、第３表、地方債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第25号 平成23年度浦幌町一般会計予算。 

 平成23年度浦幌町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ51億3,350万円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 （債務負担行為） 

 第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

 第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

 第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

10億円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

 第５条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 平成23年３月７日提出、浦幌町長。 
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 次のページをお開きください。２ページの第１表、歳入歳出予算は省略させていただき

ます。 

 次に、７ページをお開きください。第２表、債務負担行為、事項、農業経営基盤強化資

金融通に伴う利子助成、期間、平成23年度から平成28年度、限度額145万1,000円。 

 次に、８ページをお開きください。第３表、地方債、起債の目的、過疎対策事業、限度

額１億1,740万円、内容、高等学校等就学費補助事業430万円、患者輸送業務委託事業650万

円、中浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業1,850万円、林道上厚内線改良事業630万

円、相川北２号線道路整備事業560万円、共栄統太線道路整備事業3,780万円、消防車両購

入事業3,840万円。臨時財政対策債２億4,872万2,000円。計３億6,612万2,000円。起債の方

法、証書借り入れまたは証券発行。利率、年５％以内、ただし利率見直し方式で借り入れ

る資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。償還の

方法、政府資金または金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により措置期

間及び償還期間を短縮、もしくは繰上償還または低利債に借換することができる。 

 以上でございます。説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 地方債までの質疑は歳入の質疑とあわせて行いたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、地方債までの質疑は歳入の質疑とあわせて行うことに決定をいたしました。 

 次に、歳入歳出予算事項別明細書の審議は便宜上歳出から行いたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、歳入歳出予算事項別明細書の審議は歳出から行うことに決定をいたしました。 

 次に、平成23年度浦幌町一般会計予算及び特別会計予算の９議案は、本会議での質疑を

３回までとする会議規則第55条の規定を適用しないで審議を進めたいと思いますが、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、平成23年度浦幌町一般会計予算及び特別会計予算の９議案は、会議規則第55条

の規定を適用しないで審議することに決定をいたしました。 

 予算の説明は、配付しております説明要領に従って行いますので、質疑及び答弁は簡潔

かつ的確にお願いをいたします。 

 それでは、１款１項１目議会費から２款１項７目企画費までの説明を求めます。 

 議会事務局長。 
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〇泉議会事務局長 予算書28ページをお開き願います。歳出、１款１項１目議会費、本年

度予算額8,078万8,000円、この科目につきましては議会の運営に係る経費であります。４

節共済費、議員共済会納付費負担金2,006万6,000円につきましては、議員年金制度廃止に

伴います給付財源確保のための公費負担であります。そのほか特に説明を加える事項はご

ざいません。 

〇上村総務課長 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額は２億

8,758万8,000円、この科目につきましては総務所管事務に要する予算及び庁舎管理に要す

る予算を計上している科目であります。主な増減は、１節報酬で７万2,000円の減額、４節

共済費で退職手当組合特別負担金が1,400万円の減額、２節給料、３節職員手当等で453万

2,000円の増、15節工事請負費で140万円の増額の内容になっております。なお、１節報酬、

13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費は、予算説明資料12ページに記載し

ております。 

 次のページをお開きください。31ページでございます。２目情報化推進管理費、本年度

予算額8,147万6,000円、この科目につきましては各種電算システム、総合行政ネットワー

クシステム、庁内ネットワークシステム等の維持管理に要する予算を計上している科目で

あります。主な増額は、12節役務費、通信運搬費61万4,000円、13節委託料で総合行政情報

システムソフト保守業務委託料212万7,000円、個別行政情報システム保守業務委託料で

601万3,000円、ネットワークコンフィグレーション運用管理保守業務委託料で126万円、

14節使用料及び賃借料で個別行政情報システム機器借り上げ料で397万8,000円、職員研修

用電子計算機器賃借料で30万円の内容であります。また、主な減額につきましては、13節、

グループウエア更新業務終了に伴う委託料1,000万円の減、庁内ネットワークシステム機器

保守業務委託料32万7,000円の減、コンパクト製本機等の保守業務委託料26万3,000円の減、

14節使用料及び賃借料、住民基本台帳ネットワークシステム機器借り上げ料の114万

3,000円の減、ソフトライセンス料110万円の減、ウエアライセンス料48万2,000円の減にな

っております。なお、13節委託料、14節使用料及び賃借料は、予算説明資料12ページ、13ペ

ージに記載しております。 

〇鈴木まちづくり政策課長 引き続き、32ページをごらん願います。３目文書広報費、本

年度予算額544万3,000円、この目につきましては広報広聴事業に要する費用でございます。

増減の主な内容につきましては、11節需用費の印刷製本費において115万円の増でありま

す。これは、町勢要覧5,000部及び町のＰＲのための職員が使用する名刺の台紙の印刷費用

でございます。19節負担金、補助及び交付金において北海道の広報広聴技術研究会に出席

するための負担金を計上してございますが、北海道広報コンクールにおける広報写真の部

で平成21年度は入選、そして平成22年度は特選となり、その研究会で２年連続表彰を受け

ておりますことをここにご報告申し上げます。 

〇賀下施設課長 ４目自動車管理費、本年度予算額1,127万8,000円、この科目につきまし

ては施設課で集中管理している公用車41台分の維持管理費の内容でございます。本年度は
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車検の台数が25台から21台と減少するため、修繕料、手数料、自動車損害賠償責任保険料、

自動車重量税がそれぞれ減額となっております。 

〇上村総務課長 ５目財産管理費、本年度予算額517万9,000円、この科目につきましては

町有財産の管理等に要する予算を計上している科目でございます。主な減額は、15節工事

請負費で1,570万円となっております。 

 次のページをお開きください。６目財政調整等基金費、本年度予算額517万円、この科目

につきましては基金の積み立てに要する予算を計上している科目であります。減額は、25節

の積立金で地域振興基金の積立金が１億9,860万円の減額になっております。また、減債基

金で積立金3,000万円の減額内容であります。 

 以上でございます。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ７目企画費、本年度予算額4,236万6,000円、この科目につき

ましては企画振興及び町懸案事項、地域情報通信基盤整備事業、地域づくり支援事業補助、

第３期まちづくり計画重点プロジェクトにおける補助に係る費用でございます。増減の主

な内容につきましては、第３期まちづくり計画策定完了に伴う総合振興計画審議会委員報

酬で１節報酬169万4,000円の減、11節需用費における計画書印刷製本費244万2,000円の減、

厚内デジタルテレビ中継局整備に係る公有財産購入費1,887万8,000円の減、光ケーブル電

柱共架に係る14節使用料及び賃借料における建物使用料870万6,000円、重点プロジェクト

の地域活性化補助金500万円、住宅建設等補助金1,700万円のそれぞれの増でございます。

13節委託料につきましては、地域情報推進基盤整備事業における委託料、15節工事請負費

につきましては光ケーブル及び共架電柱における補修工事の対応として計上しているもの

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14ページに記載の

とおりでございます。13節委託料、15節工事請負費につきましても説明資料14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。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 31ページの13節委託料の中で、昨年も聞いたわけですが、統合型ＧＩＳ構築

委託料2,000万、これ５年計画で進行中のものだと思いますが、現状はどの程度作業がなさ

れているのかお聞きいたします。それと、ネットワークコンフィグレーションというので

しょうか、これ今年から発生した新しい委託料126万、この件についてもう少し詳しくお聞

かせください。 

 それと、企画費の中の12節の役務費、社会活動総合補償保険料80万、これも昨年から発

生していたかと思います。これも具体的にどのようなものに使用されるのかなということ

と、あと建物使用料、14節の使用料及び賃借料、ＮＴＴ、北電の建物使用料870万6,000円

ですか、これ毎年発生するものかどうか確認をしておきたいと思います。 

 以上、お願いいたします。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 統合型ＧＩＳの構築委託料ということで23年度も2,000万組ませていた

だきました。昨年もお話ししておりますが、５年間でこの計画を遂行するということで、

２年間一応終わった中身でございます。順調に１年目についてはそれぞれ地図だとか航空

写真、地番図、それから住宅地図、それから２年目についてはそれぞれそれを運用してき

ております。今年につきましては、固定資産の管理、森林管理、それから農地管理のほう

は農業委員会のほうでも予算組んでおりますが、そういった形で進める内容になっていま

す。そういったことを含めながら、今終わっているものをアプリケーションしながらそれ

ぞれデータ入力し、使えるような体制、庁内の中で今利用できるような体制の中でこのネ

ットワークのコンフィグレーションの運用管理保守業務が新規に126万出てきております

ので、ご理解を賜りたいと思っています。 

 以上です。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 企画費の12節役務費、その中の社会活動総合補償保険料、予

算額80万円に関してのご質問についてご説明させていただきます。このことにつきまして

は、町民の方々、ゼロ歳からお年寄りまですべての町民の方々に対しての総合補償保険と

いうことで、公益活動に対する総合補償保険の内容となっております。大きく区分が賠償

責任補償と損害補償という形でなっております。このことにつきましては、保険料の計算

の中では賠償責任補償保険が１人当たり約29円、損害賠償につきましても１人当たり約

109円というようなことで、それぞれ全町民の方々に対しての保険として加入する内容のも

のでございます。 

 また、14節使用料及び賃借料の中の建物使用料、先ほどのご質問にございました光ファ

イバーケーブルを電柱に共架しているその料金ということでございます。このことにつき

ましては、ＮＴＴ柱、それから北電柱、それぞれに光ファイバーケーブルを添架、共架さ

せていただいておりますので、所有がそれぞれのものとなっておりますので、これは年間

この金額が発生してくるということでご理解いただきたいと思います。 

 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 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、暫時休憩をいたします。 
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午前１１時４８分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、２款１項14目地域活性化交付金事業費までの説明を求めます。 

 上浦幌支所長。 

〇小路谷上浦幌支所長 35ページをお開きください。８目支所費、本年度予算額1,927万

7,000円、この目につきましては上浦幌支所の業務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。 

〇上村総務課長 36ページをお開きください。９目公平委員会費、本年度予算額１万

1,000円、この科目につきましては公平委員会委員３名に要する予算を計上している科目で

ございます。減額につきましては、９節の旅費で５万6,000円の減額をしております。１節

報酬は、予算説明資料14ページに記載しております。 

〇大山町民課長 10目生活安全推進費、本年度予算額1,571万7,000円、この目につきまし

ては交通安全推進事業及び防犯推進事業並びに消費者保護対策事業を通じ町民の安全、安

心を確保するとともに、日常生活の安全を図る経費でございます。交通安全指導員11名、

防犯指導員14名による啓発巡視活動、消費者行政活性化事業を活用いたしました消費者保

護活動に要する経費、支援でございます。また、あわせまして消費者相談業務につきまし

て消費者協会に委託してございます。主な減額の内容でございますが、15節の工事請負費

に係る1,650万円が減額されてございます。１節報酬、13節委託料につきましては、予算説

明資料14ページをご参照願います。 

〇亀山教育次長 11目成人式費、本年度予算額26万円、この目につきましては平成24年１

月８日に挙行予定の平成24年浦幌町成人式に要する経費でございます。特に説明を加える

ことはございません。 

〇上村総務課長 12目職員厚生費、本年度予算額1,013万8,000円、この科目につきまして

は職員の福利厚生、職員研修等に要する予算を計上している科目でございます。主な減額

は、13節委託料、職員研修委託料で31万5,000円の減額であります。13節委託料、14節使用

料及び賃借料、予算説明資料14ページに記載しております。 

 次のページをお開きください。13目諸費、本年度予算額3,703万1,000円、この科目につ

きましては行政区の振興、各種団体の活動推進、コミュニティ施設の管理、常室簡易郵便

局の維持管理等に要する予算を計上している科目でございます。主な増額は、19節負担金、

補助及び交付金で留真本別高校通学バス回数券の負担金60万円の増額です。うらほろスタ

イル推進事業負担金300万円の増額でございます。主な減額につきましては、15節工事請負

費で930万円の減額、備品購入費で244万4,000円の減額、19節負担金、補助及び交付金で地

域づくり支援事業100万円につきましては企画費への組みかえのための減額内容になって

おります。なお、１節報酬、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金は、予算説明資料
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15ページに記載しております。 

〇鈴木まちづくり政策課長 40ページをごらんおき願います。14目地域活性化交付金（住

民生活に光をそそぐ交付金）事業費、本年度予算額546万9,000円、この目につきましては

平成23年第１回町議会臨時会でご議決をいただきました浦幌町住民生活に光をそそぐ基金

条例によりまして、国からの交付金を基金に積み立て、その基金を財源に平成23、24年度

の２カ年で執行する計画の事業でございまして、学校図書と図書館との連携事業を進め、

学校図書の充実を図る内容でございます。１節報酬、13節委託料、14節使用料及び賃借料、

18節備品購入費につきましては、説明資料15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。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 うらほろスタイルの300万、ここについて説明を求めたいというふうに思って

おります。うらほろスタイル、この名のとおり浦幌のスタイルということで、大変いい取

り組みがされておりまして、いろんな視察等も町内のほうに多々あるというふうに伺って

おりますが、せっかくのいいことがなかなか町内にも浸透しないような部分もありまして、

実際この300万がどのような形で使われているのかということにつきまして詳細説明を求

めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 うらほろスタイルの関係でございますが、この300万につきましては昨年

の補正により始まっておりまして、今年度につきましても同じ、同額ということで予算を

計上しております。内容につきましては、うらほろスタイル推進協議会に対しまして、説

明資料の15ページの中にもありますけれども、３つの取り組みに対してうらほろスタイル

が支援をしていくということの町の支援内容でございます。昨年、この３つの事業の中の

予算の執行の関係でございますけれども、地域への愛着と交流をはぐくむ教育事業と、そ

れから子どもの思いの実現事業、それから農山漁村交流事業に対してそれぞれ執行してお

ります。この関係につきましては、教育プロジェクトの関係で民泊する予算内容となって

おりまして、教育委員会が主体となりまして、各農家に子どもたちが泊まって、そして体

験をするということを去年はやっております。その具体的な内容については、教育委員会

のほうで説明をしていただければと思っております。 

〇田村議長 教育次長。 

〇亀山教育次長 ただいまの説明の続きでございますが、地域への愛着を育む事業という

ことで、地域の魅力をさらに子どもたちに発見していただこうということで昨年度から小

学校５年生を対象に、全員を対象にして農林漁家への民泊ということで１泊２日の日程で

行っております。これは、総合的な学習の時間を使ってということで行っておりまして、

たまたま昨年は農家だけでございましたけれども、52名の小学生が参加しております。そ
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れと、夏季少年リーダー養成研修会ということで、そこの中で１泊２日で約30名の小学校

５、６年生を対象とした児童が民泊をしているということの内容でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そういうことで、リーダー研修とか小学生の子どもたちが農家さんに民泊を

されているということは認識をしておりますが、要するにこの300万が、当然民泊をすると

お世話になった農家さんにも宿泊料というのでしょうか、お支払いもするのでしょうし、

ここら辺の部分の詳細というのですか、そういったものが積み上がって300万ということに

なっていることなのか、300万をどんと渡すので、あとこれはご自由にということになって

いるのか、この取り組みは新聞報道でもいろいろ取り上げられて、本当にこれいいことだ

と思います。これからの浦幌をしょって立つ子どもたちに浦幌のよさを知ってもらう、こ

れは町の基本ですから、これはしっかりするものはしていかなければいけないと思います

けれども、私はこの300万が多いというわけでなくて、これが妥当なことなのかどうなのか

というとこら辺。これ先ほど言いましたけれども、今回で終わりではなかったですか、た

しか２回という話だったかなという気がしているのですけれども、その辺の部分について

も内容をよく踏まえて、必要なものは継続もしていかなければならないのかなという気が

しますけれども、その辺の内訳というのでしょうか、そこら辺の説明をちょっと求めたい

ということなのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 この300万につきましては、うらほろスタイル協議会に300万円の中で事

業を執行してもらうという形で支出をしている内容でございます。今言った３つのプロジ

ェクトの中にそれぞれ支出をしておりますけれども、一つの地域への愛着と交流をはぐく

む教育事業につきましては学校サポート事業、それから教育プロジェクト事業効果調査事

業、それから情報収集及び発信事業の３つの内容がありまして、また２つ目の子どもの思

いの実現事業の中にも子どもの思いを形にする展示会にする支出、それから情報収集及び

発信事業の内容、それからフォーラムの実施等にそれぞれ出しておりまして、また３つ目

の農山漁村交流事業に対しましても学校教育連携農山漁村体験事業、それから社会教育連

携農山漁村体験事業、それから食育セミナーという形でそれぞれ推進協議会の中の事業を

こなしております。それぞれそれの予算を支出した中で、町が執行して支出をしていると

いう内容でございます。 

〇田村議長 教育次長。 

〇亀山教育次長 先ほど地域への愛着を育む事業と申し上げましたが、農村つながり体験

事業でございましたので、訂正させていただきます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 一つ一つの細かい事業があって事業計画があって、うらほろスタイルのここ

から一つ一つの事業の事業計画があって、それに対して予算があって、それが積み上がっ
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ていって300万ということになっているのですか、そういう認識でいいのですか。だから、

今やろうとしていることが積み上がっていって300万なのか、今言うように中身はそこが決

めることだから、300万という予算をどんと預けて、それをこういうふうに使っていますよ

と。だから、どっちが先かとかという部分もあるのですけれども、この300万という、今こ

れから取り組んでいく部分というのが、300万がこれをやっていく上で十分適切な金額なの

かなということなのです。必要なものであれば例えば350万になるのかもしれないしとい

う、ここら辺の300万の根拠というのでしょうか、課長今言われたように一つ一つの大きな

３つの柱があって、そこにもまたいろいろ細分化された事業があってという、そういうこ

とがこの協議会の中からこういう事業をやりたいので、これだけこうしてほしいとなった

ときに300万ちょっきりになったという、あと民泊すればその農家さんにもお支払いするの

もあったりとかということの中で。事業の内容はこの協議会についてはホームページがあ

りますから、その辺は私も見て、ただあれだけでは本当の部分というのはわからないでし

ょうし、これをやるに当たっても、私は事務局の方々等も大変ご苦労されていると思うの

です。ですから、何でもかんでも協働で、ボランティアでということにもならないと思う

のです。ですから、そういった経費というものが、本当にこの300万というものが適切な経

費なのかなという、ここら辺を。やっていることは私いいことだと思いますから、このこ

とをきちんと続けていくためにこの300万というものが適切なのかどうなのかという、ここ

ら辺。だから、細分化の部分はいいのですけれども、ここら辺の内容をちょっとお聞きを

したいということなのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 今私が申しました３つの大きな柱、その３つの柱の中にそれぞれ３つな

いし２つの事業がありますと、この事業を推進協議会としては積み上げた中で300万必要な

ので、それで町に支援をしてもらいたいという内容でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。そうすると、今やっている事業では300万で十分な形になって

いると。そうしますと、今後今言う小学生、５年生なり６年生なりのリーダー研修とか、

５年生を対象にして農家さんにということで、これが毎年続いていくわけですよね、今の

５年生が６年生になって、中学生になっていけば新しい５年生が来てと。ということは、

今の現状でいくとこの事業を続けていくには要するに毎年こういう経費がかかっていくと

いう、こういう認識で、この事業については私は積極的に町も取り組んでいくのだろうな

という認識はしているのですが、ということは今この300万で何か組織をつくって、そこを

独立させるということではなくて、この予算は今後もずっと継続されていくのだというよ

うな認識、そして町はしっかりとそれ支えていくのだと、こういう認識でよろしいのでし

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 この推進協議会の今後のあり方というのは推進協議会の中でも話があり

まして、このままの形態をそのままやっていけるかどうかということも今後検討したいと

いう内容になっています。ただ、うらほろスタイルで今やろうとしているものについては

継続してずっとやっていくという内容でありますけれども、運営する母体を今後今のうら

ほろスタイル推進協議会の中でやっていくのか、それとも別な委託をしていける組織を立

ち上げて、そこに町が支援していくのか、そこら辺については今後検討する段階になろう

かと思っています。ただ、先ほど言いましたけれども、今やろうとしている事業について

は町はこの推進を継続をしていきたいということでございます。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 課長のほうから答弁したとおりなのですけれども、まず最初に２年間という

お話ありました。これは、十勝総合振興局の補助が２年間、これは補助の助成がついてい

ますので、それは２年間の予定あります。この300万の実績を報告して、その実績に対して

何がしかの助成が入るという状況であります。町としては、基本的にこのうらほろスタイ

ル推進協議会、学習プロジェクトから始まって、もう３年、４年目になりますか、継続し

て今までやってきています。それが進化してきているスタイルだなというふうに思ってい

ますし、これはいろんな方面に評価をいただいておりまして、先日も食と地域のきずなづ

くりの選定委員の方、農水省の方が見えて、きのうですか、きのう帰られましたけれども、

そういうふうにいろんな部分で発展して、これから浦幌のまちづくりにも役立てていただ

けるのではないかなというふうに思っていますし、これはこれからどのような形になろう

が継続して活動していく必要があるだろうなというふうに思っています。ただ、組織的に

は、今課長が言ったようにボランティアで全部やるというのはなかなか難しいという状況

でありますので、これの組織についてはもっときちっとしたものをつくって継続に向かっ

ていくという形になるのでないか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 わかりました。そういったことで、教育というのは単発的にやることでもな

いし、ずっと継続してやっていかなければならないことだろうというふうに思いますし、

先ほども私質問しましたけれども、違った観点からするとこんないいことをやっている町

はないのです、うらほろスタイル。このことをもっとアピールをどんどんしていくべきだ

ろうし、十勝においてもこういう取り組みをしているということは私は誇れることだとい

うふうに思いますから、そこら辺を踏まえて、町長今後どういう形であろうとも継続して

いくと。ただ、協議会や何か形が変わるというようなお話もありましたので、確かに最初

はいいのですけれども、継続していくとなかなかボランティアだけでは継続していけませ

んから、この辺については町がしっかりとサポートする形の中で、ぜひこの事業について

しっかりと推進していけるように、このことだけはよろしくお願いしたいなというふうに

思いますけれども。 
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〇田村議長 答弁要らないな。 

〇中尾議員 いいです。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、次に２款６項１目監査委員費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 40ページをお開き願います。２項徴税費、１目税務総務費、本年度予算

額3,089万8,000円、この目につきましては税務業務にかかわります職員の人件費等の管理

経費及び固定資産評価審査委員会の運営に係る経費でございます。増額の主な内容といた

しましては、人件費の増の内容でございます。１節報酬につきましては、予算説明資料15ペ

ージをご参照願います。 

 次に、２目賦課徴収費、本年度予算額1,085万8,000円、この目につきましては町税の賦

課徴収業務にかかわる事務的経費でございます。増減の主な内容といたしましては、13節

委託料で平成24年度固定資産評価替えに向けての土地の鑑定評価業務委託料453万6,000円

の減額、土地路線価評価業務委託料325万8,000円の追加でございます。13節委託料、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、予算説明資料15ページ、16ペ

ージをご参照願います。 

 次に、42ページをお開き願います。３項１目戸籍住民登録費、本年度予算額1,755万

2,000円、この目につきましては戸籍住民登録等の窓口業務に係る経費でございます。18節

備品購入費におきましては、平成23年10月より北海道より権限移譲を受けますパスポート

の発行業務に係る端末機の購入経費33万9,000円となってございます。経費については、地

域づくり総合交付金により機器整備費等、消耗品、備品でございますが、これに係る経費

につきまして２分の１、また事務交付金が財政措置されることになってございます。十勝

管内では現在４町が権限移譲を受けており、23年度につきましては幕別町、士幌町、浦幌

町の３町が権限移譲を受ける予定でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節

備品購入費につきましては、予算説明資料16ページをご参照願います。 

〇上村総務課長 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費、本年度予算額1,022万8,000円、こ

の科目につきましては選挙管理委員会事務局及び選挙管理委員４名に要する予算を計上し

ている科目であります。なお、１節報酬、13節委託料は、予算説明資料16ページに記載し

ております。 

 次に、２目知事道議選挙費、本年度予算額534万円、この科目につきましては４月10日行

われます知事、道議選挙に要する予算を計上している科目でございます。１節報酬、15節

工事請負費は、予算説明資料16ページに記載しております。 

 次のページをごらんください。３目町長町議選挙費、本年度予算額797万5,000円、この

科目につきましては４月24日行われます町長、町議選挙に要する予算を計上している科目

でございます。１節報酬、15節工事請負費は、予算説明資料16ページに記載しております。 
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 ４目農業委員選挙費、本年度予算額129万5,000円、この科目につきましては本年度行わ

れます農業委員選挙に要する予算の計上をしている科目であります。１節報酬は、予算説

明資料16ページに記載しております。 

 次のページの参議院議員選挙費は、廃目整理とさせていただきます。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ５項統計調査費、１目統計調査総務費、本年度予算額1,310万

9,000円、この目につきましては統計調査に係る管理費で、主に人件費の内容でございます。 

 ２目指定統計調査費、本年度予算額49万1,000円、この目につきましては法律に基づく指

定統計に係る事務費で、増減の主な内容は国勢調査が終了したことによる指導員、調査員

に係る１節報酬321万2,000円の減額によるものでございます。 

〇泉議会事務局長 47ページをごらん願います。６項１目監査委員費、本年度予算額219万

円、この科目につきましては監査の運営に係る経費であります。特に説明を加える事項は

ございません。 

 以上でこの目までの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 質疑がありませんので、次に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。 

〇広瀬保健福祉課長 47ページをごらん願います。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３億2,873万3,000円、社会福祉全般に係る経費、各種社会福

祉団体に係る補助金、障害者の訓練、サービス給付に関する経費及び国保会計繰出金に係

る経費でございます。予算額の増は、人件費の減のほか、委託料における地域生活支援事

業委託料の利用減見込みによる67万6,000円の減、負担金、補助及び交付金の地域活動支援

センターへの登録増による負担79万円の増、扶助費における給付費の算定変更による497万

8,000円の減、自立支援医療給付の人工透析者の増による633万6,000円の増、国保特別会計

繰出金等増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、20節扶

助費、28節繰出金につきましては、説明資料17、18ページに記載してあります。 

〇大山町民課長 ２目国民年金事務費、本年度予算額13万2,000円、この目につきましては

国民年金事務及び啓発活動に関する経費でございます。特に説明を加えることはございま

せん。 

〇広瀬保健福祉課長 ３目厚生委員費、本年度予算額312万7,000円、民生児童委員24名に

係る経費でございます。１節報酬、13節委託料につきましては、説明資料18ページに記載

しております。なお、委託料につきましては、社会調査委託料として１人当たり５万8,200円

が道より交付されており、同額をそれぞれ交付しております。 

 ４目青少年健全育成費、本年度予算額26万8,000円、青少年問題協議会委員、少年補導委

員会委員12名等の青少年健全育成事業に関する経費でございます。１節報酬につきまして
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は、説明資料18ページに記載しております。 

 ５目社会福祉施設費、本年度予算額210万円、浜厚内生活館維持管理経費及びウタリ生活

相談員に係る経費でございます。１節報酬、13節委託料につきましては、説明資料18ペー

ジに記載しております。 

〇大山町民課長 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費、本年度予算額2,000万

7,000円、この目につきましては重度心身障害者44名、障害老人135名、ひとり親家庭等の

親46名、子ども66名の医療費の助成に要する経費でございます。予算説明資料18ページを

ご参照願いたいと思います。 

 ７目後期高齢者医療費、本年度予算額１億79万4,000円、この目につきましては本町が負

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する事務費並びに保険料軽減

分2,052万4,000円を繰り出すものでございます。うち道負担金1,539万2,000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、予算説

明資料18ページに記載してございます。 

 以上で説明を終わら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 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 質疑がありませんので、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。 

〇広瀬保健福祉課長 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、本年度予算額1,492万

9,000円、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に係る経費

でございます。予算額の増は、人件費及び報償費の出産祝金の95万円増によるものです。

１節報酬、８節報償費につきましては、説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

〇大山町民課長 次のページをごらんいただきたいと思います。２目児童措置費、本年度

予算額9,572万9,000円、この目につきましては子ども手当の支給に関する経費でございま

す。平成23年度から、３歳未満につきましては現在１万3,000円から２万円、３歳以上につ

きましては１万3,000円の交付ということになります。20節扶助費につきましては、予算説

明資料18ページ、19ページをご参照願います。 

〇広瀬保健福祉課長 ３目認可保育園運営費、本年度予算額8,791万2,000円、しらかば保

育園園児76名の保育及び一時保育運営に係る経費、保育士、調理員に係る経費でございま

す。予算額の減は、人件費減及び管外入所保育委託108万6,000円の増、工事請負費の655万

円の減、備品購入費81万円の増によるものです。13節委託料、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19ページに記載のとおりでございます。 

４目へき地保育所運営費、本年度予算額3,053万5,000円、ひまわり保育園園児11名の保

育士の経費でございます。予算の増は、人件費及び需用費、燃料費15万4,000円の増、備品

購入費15万9,000円の増、通園補助の12万4,000円減によるものでございます。13節委託料、
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19節負担金、補助及び交付金は、説明資料19ページに記載のとおりでございます。 

 ５目児童館運営費、本年度予算額93万6,000円、常室児童館管理に係る経費でございます。

予算の増減は、需用費、修繕料17万円の増、備品購入費38万円の増によるものです。13節

委託料、18節備品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。 

 ６目児童デイサービスセンター運営費、本年度予算額1,709万4,000円、児童の言葉や心

身の発達のおくれに対する療育を行うためのセンター運営費でございます。予算の増につ

きましては、人件費の増によるものです。 

 ７目学童保育所費、本年度予算額455万2,000円、小学生の放課後対策としての学童保育

所の開設に係る運営費でございます。本年度は入所定員を30名から50名に増員し、現在47名

の申し込みがあります。本年度の増は、児童の増に伴い、指導員３名体制による賃金、需

用費、賄い料、傷害保険料の役務費、改修に伴う備品購入の増によるものでございます。 

 ８目子育て支援センター費、本年度予算額1,641万2,000円、親子の遊びを通じて子育て

家庭の育児の不安や悩みの解消を図るための子育て支援センターの運営に係る経費でござ

います。予算の増額につきましては、人件費の増によるものです。 

 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 まず、51ページの出産祝金について質問させてもらいますが、先般出産祝金、

また敬老祝金含めてですけれども、条例改正しましてハマナス商品券をご利用できるとい

うようなことで、議員の承認もあって条例改正までしました。それで、私たちも、ハマナ

ス商品券を使うということは地域振興、地元には商工会振興にもなるということですから、

これは積極的にそういう取り組みをしていくべきだろうというような思いでしておりまし

た。ただ、そういうことをすることが住民にとってもいいことだろうというような兼ね合

いを持っていたのですけれども、ここら辺がハマナス商店会さんと町のほうとの意思の疎

通がどの程度とれていたのかなという疑問がありまして、先般もちょっといろいろありま

したけれども、チラシがありまして、ポイントが今まで４万円が５万円になると、こうい

うこと、そんなようなことについてごく一般の消費者心理からするとマイナスなことです

よね。ただ、商品券組合さんにしてみると商品券とポイントというものはまるっきり別物

だから、それが４万が５万になってもそれは関係ないだろうという、ここら辺の兼ね合い

がどうもいま一つしっくりきていないのではないかなという気がするのです。 

 それで、私もいろいろと聞いてみたのですが、ポイントと商品券というのはまるっきり

切り離して考えるのだと、別なのだということなのです。ということは、例えば500円の商

品券１枚ありまして、お金にしろ商品券にしろ同じものですよね、そうしたらだれもわざ

わざ商品券にする人いないではないですか。結局そこにポイントがあったりとか、イベン

トに参加できたりとか、そこに何か付加価値があるから皆さんハマナス商品券にしようか

なと、500円の商品券に少し付加価値がつくのです。それがまた地域の振興になったりとい
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う、こういうことで経済効果が生まれていくというような認識を持っていたのですが、当

の組合さんはそういう認識ではないみたいだと、これとこれは別なのだということになる。

ポイントを４万円から５万円に上げるのは、これは組合の運営がやっていけないのだと、

これもわかります。ですから、ここら辺の認識がどうも違って、実際にポイントは全然別

に考えるのだという認識で、そうしたら商品券もお金も一緒だったら、選択制なわけです

から、だれも商品券選択する人いないではないですか、では何のために私たちわざわざ条

例改正までしてこんなことやったのかなというような、何の意味が条例改正することにあ

ったのかなというような気が私はあの後。だから、組合さんの言っていることもわかるの

ですけれども、だからそこら辺がどうも組合さんとこういうこと、商品券を利用していく

ということについて、どうもそこら辺の利用の部分についての意思統一が図られていない

のではないかなという気がしてならないのです。 

 こんな状況で、これからまた後でも出てきますけれども、先ほど言っていた第３期まち

づくり計画の細かい部分、要綱、要領で決まっていっていろんな部分に使っていても、町

が意図してやろうとしていることと受け手とのここにどうも差があるのでないのかなと、

同じ意識、目的を持ってぜひこのことに取り組んでいこうという、ここら辺がなっていな

いのでないかなという気がしてならないのですけれども、この点について当然商工会さん

ともいろいろなお話し合いもされているのだと思いますから、ハマナス商店会さんともさ

れていると思いますので、ここら辺の説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 商品券の活用については、基本的には、前にも申し上げましたけれども、

浦幌町内にお金を落としていただいて、そのお金を循環することによって町の活性化につ

ながるということで、いかに町にお金を落としてもらうようにいろいろ考えるのかという

ことでありまして、その一つが商品券ということで、商品券はほかの町で買えませんので、

そういう意味でご提案もしながら条例が可決されたということであります。 

 今この導入に当たってきちんと意思統一ができていないのではないかというお話がござ

いました。さきの条例化する上で、事前にいろいろと商工会、ハマナス商店会とも話をし

てきた経緯がございまして、そういう意味では考え方は一致しているのかなというふうに

思っております。ただ、さきの新聞チラシにおけるポイントの減額ということについては、

実は町としてはそういう話一切聞いておりませんでしたので、初めて聞いた話でございま

して、そういう意味ではちょっと残念な気持ちはございます。そういうことで、改めまし

てまたハマナス商店会ともいろいろとお話をさせてもらいました。今中尾議員がおっしゃ

いましたように、町の購買力が、ハマナス商店会ができたのが平成３年なのですけれども、

そのころから比較しますと売り上げが約３分の１落ちているということで、非常に町の商

店会の売り上げが落ちているというのがまず現状でございます。そういう中で、ハマナス

商店会を維持していくためにやむを得ない中での考え方でこういうポイントをやったとい
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うことでございます。ポイントについては、それぞれ消費者の方が買い物をして、そのカ

ードにポイントがつくのですけれども、１ポイント約１円25銭のポイントがつきます。実

はそのポイントをつけるに当たっては、ハマナス商店会の各加盟店が２円でハマナス商店

会から買って、そしてポイントをつけておりまして、約75銭の差があります。その75銭の

差をどう使っているかといいますと、１つはイベントに、これは消費者の方の還元という

ことで使っているのと、もう一つはハマナス商店会の管理運営するために残った分使って

いるということで、先ほど申し上げましたように売り上げ落ちている中で管理運営費がも

う出てこないという状況の中でやむを得ずやったということでございました。その２円、

加盟店が買う以外に年会費ということでハマナス商店会加盟店がさらに会費という形で払

っておりましてやっているのですけれども、そういう厳しい中でのポイントの引き下げだ

ということでありまして、ただそのことが消費者との関係で決していいことではないのか

なというふうに私も感じているところです。したがって、基本的には町にお金を落として

いただくために消費者とハマナス商店会が今後も意思疎通を図るためにどうしたらいいの

かということが大変大きな問題だと思っていますので、そのためにもハマナス商店会とし

ても、また商工会としましても消費者との接点をつくるために、例えばモニター制度をつ

くるとか、あるいは日常的にアンケート調査するとか話を聞くとか、そういう場で聞きな

がら、ぜひ消費者と商店会の考え方の違いというものを縮めるように努力していただきた

いというお話をさせてもらいました。それが１つ。 

 それと、消費者への還元ということでは、ポイントは確かに今まで４万円満杯といいま

すか、カード１枚になりましたけれども、今度５万円ということで、その差があるわけで

すけれども、今後についてもハマナス商店会の個店それぞれが努力して、３倍セールとか

５倍セールとかありますけれども、そういうのを今後やっていきたいというお話でござい

ました。それと、町が発行する出産祝金等のハマナス商品券に対して、それにさらにポイ

ントをつけることができないのかということでありまして、向こうはそれなりに考えたよ

うです。条例化したので、何とかそれに使えるようにさらに付加価値をつけるために。た

だ、その段階の話ではいろんなお話ありましたけれども、恒久財源をきちんと確保する中

でそういうのを提案してもらわないと、一たん中途半端にやると困るというお話もさせて

もらいましたけれども、そういう中で今後全体の財政状況を見きわめて考えていきたいと

いうお話でございました。 

 それと、商品券のポイントつくのは加盟店しかございませんので、消費者にとっては、

商店街がすべて加盟店で入っているわけでございませんので、それをいかに使えるように

するのかということで、前回条例対応のときには数字述べましたけれども、さらにその後

ハマナス商店会も努力しまして、全体で、途中経過でございますけれども、約198店舗が取

り扱いできるように努力されたということで、これはプレミアムの商品券発行しましたけ

れども、ほぼそれに近づくような形で、さらにいろんな業種の商店街も加わるという中で

できるだけ町全体に商品券が使われるように、そういうふうに努力されているということ
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でございました。いずれにしましても、先ほど申し上げましたように商店会と消費者の方々

のそこら辺の気持ちを、町を活性化するためにどうしたらいいのかということについては、

町もそうですけれども、ぜひこれからも連携しながらその辺を考えていきたいなというふ

うに思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私たち議員も努めて、議決するときも物品購入等につきましても極力地元購

買ということで、うるさくと言ったら表現あれですけれども、そういうとこら辺は地域の

金は地元に落とせるものは落としてくれということで、この点については町も基本的には

すべて、地元にないものはしようがないですけれども、それ以外のものは基本的には地元

に落とすという意識のもとにこういうことされていると思うのです。それはなぜそういう

ことするのかといったら、やっぱり地元の商店会、商工会、これがなくなったら、これが

崩壊してしまったら町成り立っていくのかということなのです。私たちも少しかかわって

いる部分ありますから、ですけれども各イベントだとかお祭りだとかいろんな部分、私は

一番商店会、商工会の人方が努力されているというふうに思います。そういった方々がこ

の町からいなくなってしまった中で１次産業だけで本当にこの町が成り立っていくのか

と、やっぱり成り立っていかないと思います。ですから、そういう形の中で地元の購買も

積極的に進めるべきだし、商品券もそういうふうにどんどん使っていくべきだと、そうい

うふうに私思いますし、このことは一緒なのです。認識は一緒だと思っているのです。 

 ただ、今言うようにこれから先ほども言っていた第３期まちづくり計画が４月１日から

始まっていくに当たって、私たちもまちづくり計画も議決したのですけれども、５万円に

するとかいうことは議決するのですけれども、最終的運用になったときには要綱で決まっ

ていくわけです、細かいところが。要綱は議決行為でないから、実際の本当の細かい部分、

直接今言う運用されていく部分というのが役場の庁舎内でいろいろ検討された中でされて

いく部分、ここら辺の最後の詰めがいま一つ、４月１日にされるに当たっての詰めがまだ

ちょっと弱いのかなという気がするのです。だから、ここら辺の詰めがきちっとされない

ところが商店会さんとこういったとこら辺も、せっかくやろうという気持ちがあるのだけ

れども、どうもそこがうまくお互いしっくりいっていないなという気がしてならないので

あります。 

 先ほどから言っているように、お祝いするという目的もあるけれども、それと同様に地

域に金を落とすという地域振興という要素があるのであれば、もう条例可決してしまった

のですけれども、例えばその条例だって選択制なんてしないで半分は強制的にハマナス商

品券としたほうがよほどいいです。だから、そこら辺の最終的な、実際消費者にしてみた

ら今言うポイントが４万が５万になったってそんなの大したことではないだろうと言うか

もしれないけれども、消費者心理としてはやっぱりそんなことにならないです。気持ちの

ここら辺の部分がどうもうまくしっくりきていないのではないかなという気がするので
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す。ですから、せっかくいいことをやろうとしている、せっかくそういう気持ちでいって

いるのだけれども、どうもお互いの意思疎通が図れていないばかりにいいことがうまく生

きていかないのでないかなという気がしてなりません。ですから、今言われた部分もいろ

んな努力もされているということでありますけれども、この辺の部分をもっともっと煮詰

めて、要綱をきちっと定めた上で運用していかないと、条例だってまた可決し直して半分

は商品券使うというぐらいの、そのぐらいの強力な、今言う商品券を使うというのも、使

うというか、お祝金を出すというのも、これは町の税金を使うわけですから、そういう意

味では私は半分強制的に渡したとしたって決しておかしなことではないと思いますし、そ

ういうような形の中で、せっかくですから実のあるような形にしていかなければ、せっか

くいいことやってもこれは戻ってこないのでないかなという気がしてなりません。どちら

にしても、地域に商工会、商店会というのは絶対なくてはならないのです。ここを崩壊さ

せて町は成り立たないというふうに思いますから、ここら辺は今副町長言われましたけれ

ども、ここら辺の組合とのより綿密な調整、煮詰めをした上で、その上で消費者にも理解

してもらって消費行動を起こしてもらわなければ何の意味もないことですから、ここら辺

については、現場担当になるのでしょうからあれですけれども、よほど煮詰めをして４月

１日に向けて間に合うような形で、用意ドンのスタートのときにはいい形の中でぜひスタ

ートさせていただきたいというふうに思いますけれども、最後いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 ハマナス商品券を使って町を活性化するとかということで、考え方として

はいろいろあるわけですけれども、浦幌の地域性といいますか、上浦幌という地域を抱え

ている中で、そういうことも含めまして選択制にしたという意味合いもございます。でき

ることであれば全額商品券という考えは当然あるわけですけれども、そういう問題が１つ

あると。それと、もう一つは、さきの議会でも議論ありましたけれども、町全体の中でハ

マナス商品券の認知度といいますか、付加価値の部分含めて、それがまだ十分消費者の方

に伝わり切れていない部分があるのかなというふうに思っているところです。売り上げが

減ったというお話ししましたけれども、町外に購買流出という問題もあります。ただ、今

の時代インターネット購買ですとか、あるいはカタログによる通信販売ということで、そ

ういうものが非常に大きな影響があるというふうに聞きました。そういう中で、逆に商店

街においてはいかに魅力ある商店街づくりをしていくかということが、これもまた重要な

ことではないかなというふうに思っていまして、今後の時代を見たときに商店街としても

来るお客さんを待つだけではなくて、一歩消費者に近づくというか、そういう考えも必要

になってくるのではないかなということでありますので、短期的にすぐ解決する問題では

ない部分もあるのかなというふうに考えております。そういったことで、今後も、一つの

商品券ということで議論ありましたけれども、ぜひこういうのを契機にして消費者と商店

街、ともに町のためにどうしようかという気持ちになるようになればいいのかなというふ
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うに思っていまして、そのためにも努力をしていく必要があるのかなというふうに思って

います。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、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。 

〇広瀬保健福祉課長 58ページをごらん願います。３項老人福祉費、１目老人福祉総務費、

本年度予算額１億5,669万6,000円、高齢者福祉及び高齢者福祉サービス事業、介護保険特

別支援事業、介護保険特別会計繰出金に係る経費でございます。予算の増額につきまして

は、第５期介護保険事業計画の策定に伴う委員報酬12万5,000円、需用費、消耗品、印刷費

の45万6,000円増、負担金、補助及び交付金の訪問介護事業運営費の社会福祉協議会への補

助金200万円の減額、通所介護事業運営費の幸寿会への補助57万9,000円の減、居宅支援事

業運営費の居宅介護支援センター分として幸寿会への補助134万6,000円の増、介護保険特

別会計繰出金1,039万の増によるものでございます。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、説明資料19、20ページに記載のとおりです。 

〇大山町民課長 ２目老人医療対策費、本年度予算額51万円、この目につきましては法令

で平成22年度まで設置を規定されておりました老人保健特別会計の廃止に伴いまして、平

成20年３月までの診療分の過誤請求があった場合にこれに対応するための科目でございま

す。ちなみに、平成22年度については１件１万5,000円ほどの過誤請求がございました。21年

につきましては８件ほどございました。 

 以上でございます。 

〇広瀬保健福祉課長 ３目老人福祉施設費、本年度予算額7,763万5,000円、養護老人ホー

ム入所者41名に係る経費でございます。予算の増につきましては、老人ホーム入所者の増

員に伴う措置費668万2,000円の増によるものです。20節扶助費につきましては、説明資料

20ページに記載のとおりでございます。 

 ４目老人ホーム費、本年度予算額１億6,626万5,000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。予算の増につきましては、人件費増のほか、報酬22万

4,000円の減、臨時職員賃金78万円の減、管理業務委託料300万円の増、外部介護サービス

事業委託40万円の減によるものです。13節委託料、20節扶助費につきましては、説明資料

20ページに記載のとおりでございます。 

〇賀下施設課長 ５目町民バス管理費、本年度予算額464万7,000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、留真温泉への送迎に要する11節需用費の燃料費、前回のオーバーホールから８年経過
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しますバスの発電装置、オルターネーター及びエンジンスターターの修繕料、また車内装

備のテレビの地上デジタルチューナー及びドライブレコーダー設備にかかわる18節備品購

入費でございます。 

 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。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 58ページの老人福祉総務費の中の委託料、緊急通報システム委託料90万、こ

こでこのことをお聞きしていいかわからないのですが、とりあえず。今月の初めに北栄の

公営住宅でお年寄りの方が孤独死をしまして、６日に発見されまして、１日から新聞が取

り込まれていないということで、警察も来まして検視したりなんかということで、都会だ

けの事例かなと今まで思っていましたが、現実問題に浦幌町で発生しました。このことに

ついて町としてどのような対応をしたか、それとこの家庭というか、おうちに民生委員な

んかの訪問があったのかないのか、それと緊急電話の設置があったのかどうか、そういう

ようなことをお聞きしたいと思いまして、お願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 今の北栄の公営住宅の関係なのですが、正しいところでいきますと老人

ではなく53歳の方が病気で亡くなられたということで、３日に親戚の方がそこの住宅を見

に行ったときには元気でいらっしゃったのですけれども、その２日後には何か見当たらな

かったので、朝見に行くと亡くなられていたと、そういう経過でしたので、まずその辺の

事情をお知らせしたいと思います。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 この世帯につきましては、お母さんと本人とのお二人暮らしという

ことでしたけれども、お母さんのほうについては入院中だったというふうに思っておりま

す。この家庭のところについては、緊急通報システムにつきましては65歳以上の世帯とい

うふうなところだったものですから、緊急通報装置の部分については設置はしておりませ

んでした。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 もう少しゆっくりとお話ししていただきたいのです。私は、北栄の公営住宅、

高校の前の平家の住宅ありますよね、あそこで亡くなっているのが発見されているのをご

存じないですか。この方はひとり住まいのお年寄りの男性の方なのですけれども、きのう

ちょっと電話で親戚の方に確認しましたら、そういうことであったということで、私が先

ほど述べた…… 

（何事か声あり） 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 



 － 39 － 

〇賀下施設課長 私の確認しているところでは、私も実際そこの現場行っていますので、

間違いないと思います。53歳の男性の方で、お母さんと一緒に暮らされていたのですが、

お母さんのほうは十勝の杜病院に入院されて、一人で住まわれていたと、そういう事情で

す。 

 以上でございます。 

〇田村議長 福原議員、わかりましたか。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 私勘違いしてお年寄りと思っていたのですけれども、53歳というと、このお

母さんの息子さんになる方なのですね。老人ということではないのですけれども、一応日

にちがたって発見されたということで、私も都会並みの現状に浦幌町もなったかなという

ことで、ゆうべ親戚の方に電話かけて聞いたら現実にやっぱり見つかったのは６日という

ふうに私はゆうべ聞きましたので、その件のことで町としての、一人で住んでいた方の早

急な把握状態というのでしょうか、お母さんと暮らしていて、お母さんが別なところへ行

ったというのはいつの時点かわからないのですが、そういう緊急事態が起きたときに浦幌

町として、警察のお世話になったということを聞きまして、それもいろいろと何か恥ずか

しいような感じもしましたので、その辺の状況把握なんかもきちっと町としてやっていっ

ていただきたいというふうに思ったので、質問をいたしました。 

〇田村議長 答弁はよろしいですね。 

〇福原議員 はい。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 直接今の件とは関係ありません。それから少し離れるのでありますけれども、

バスの件に絡めての質問をさせていただきます。よろしいでしょうか。 

〇田村議長 何ページ。 

〇阿部議員 ページは61ページのところなのですけれども、町民バス管理費というところ

なのです。これは、今説明の中で留真温泉にもということがございましたので、ちょっと

お聞きしたいなと思います。どのような経過の中で行くかというのは私らもわかってはい

るのですけれども、運行状況がどのような形の中で運行されるのかということをまずお聞

きします、路線とか何かについて。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 町民バスの留真温泉送迎バスの運行ということで、一応これから時間と、

それから地区、方面をちょっと説明させていただきたいと思います。まず、方面としては

４方面考えております。まずは、上浦幌方面、それから直別、厚内方面、そして吉野、幾

千世方面、それから下浦幌方面、この４地区を対象に運行させていきたいと思います。運

行状況としましては、上浦幌方面については第１火曜日、それから直別、厚内方面につき

ましては第２火曜日、そして吉野、幾千世方面につきましては第３火曜日、下浦幌方面は
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第４火曜日と、全部火曜日を中心に運行していくということで今考えております。一応時

間等に関しましては１日１便、２便、３回往復にはなるのですけれども、１便、２便とい

う考え方でいます、今のところ。温泉に着くのが第１便は11時、２便のほうが温泉着が13時、

帰りにつきましては13時35分に、２時間半ぐらいそこの温泉にゆっくりしていただいて、

次の便で帰っていただいて、また帰ったところで２便が温泉に13時27分に着くと、その後

帰りは16時発というような形に今考えております。大体このような時間帯で考えてはおり

ますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 温泉に対する移動というようなことはわかりました。そういった形の中で、

いろいろとこれから町民バスのご利用もいろんな方面で計画されているのかなと思いま

す。その中で、実は私の言いたいのはちょっと観点が外れるのでありますけれども、町民

の方々の移動手段としてのこれからコミュニティバスということもあるのだろうと思いま

すけれども、その中で移動手段ということであるのであります。これからコミュニティバ

スなんかの移動手段については、お年寄りの方の町内の移動、週に１回しか今回温泉のバ

スということはない。毎週毎週違う地区を１回ということなのでありますけれども、その

中で町民の方の、例えば病院バスもありますけれども、それからもう少し離れた中で町民

の方が移動する手段としてのものは使えないのかなということをちょっとお伺いしたいな

と思います。コミュニティバス的なものだと思います。そういうことで。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 阿部議員、もう少し簡潔明瞭にお願いしたいのだけれども。 

〇阿部議員 もう一歩出ますと、公共の車の移動ということであります。その中で例えば

買い物をする方がそういう利用をしたいと、買い物難民と言われている方の移動の足に使

えないものかなということを考えております。その中の一つとしてコミュニティバスの利

用、それからもう一点、公共交通としてハイヤーというものがありますよね、そういった

ことも考慮してこれから先いけないのかなというふうに考えているのです。ちょっと言い

方悪いのでありますけれども、その辺の中で…… 

（何事か声あり） 

〇阿部議員 ちょっと私説明の仕方が悪いのでありますけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 まず、浦幌町の移動手段としまして、高齢者、障害者の部分につき

ましては外出支援だとか福祉有償運送だとか、そういう事業も実施しておりますし、障害

者に対しましては交通費の助成、これはタクシーの料金についての利用も可能になってお

りますし、あと訓練施設への通園に対する通園費の助成だとか、そういうことも行ってお

ります。また、病院等への通院等につきましても患者輸送バスを出しているところでござ

いますが、買い物等の部分の公共機関のバス等の利用ということになると思うのですけれ
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ども、そこの部分につきましてはこれからコミュニティバス等が計画をされていくという

ふうに思っていますので、そういうふうなコミュニティバスが外出支援を支えていくよう

なシステムになるのでないかというふうに思っていますので、保健福祉課としましてはコ

ミュニティバスの運行内容だとか、そういう現況の制度とか、そういうことも含めながら

外出支援のあり方というところも検討していく必要もあるのかな、考えていかなければな

らない部分もあるのでないかというふうには思っておりますけれども。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 私のほうから、ただいま保健福祉課長もお話ございましたコ

ミュニティバスの関係について説明させていただきたいと思います。バスの中でもござい

ました。バスの関連で23年度は調査検討したいというふうなことでお話をさせていただき

ました。現状を申し上げますと、今般の予算の関係では温泉にかかわるバスということで、

このことにつきましては定期なバス運行はされますけれども、バス停が限られていると、

それと時間も限られていると、そうなりますと通常の路線バスと循環バス等でいいますと

多くの時間、多くのバス停があって、より多くの方が利用できるという形態にはなってい

ないというのが現状でございます。おっしゃる意味につきましては、恐らくはそういった

循環バスですとか路線バスですとか、定期に運行がされ、なおかつバス停が多くある、い

わゆる利便性が確保されると、そういったものが必要ではないかといったような意味合い

で、それにかかわってはご高齢の方も利用がスムーズにいくだろうといった意味合いでな

いかなというふうに思います。このことにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、

平成23年度に調査検討してまいりたいと。これにつきましては、現状の公共交通の調査、

それからどういう利便性が図られるかといった、また最終的には財政問題もありますので、

それらを総合的に調査検討しながら、どういう方向に持っていくのが望ましいかという部

分について進めたいなというふうに考えているところでございますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 私の意図するところすべて酌んでいただいた気がします。私の説明が悪かっ

たのでございますが、私一応ある程度年齢の高い方、高齢の方のこれからのことでありま

した。その中で、今まちづくり課長がおっしゃられたように足は細かく少し配慮しなけれ

ばいけないのかなという中身の中で、例えば公共交通の中でハイヤーとか、そういったも

のの利用ができないものかということで、限られたいろいろと障害者、それから介護関係

の方に細かく配慮されているわけでありますけれども、その中で後期高齢になられた方で

例えば車の免許がなくなったとかいう状況の中で、ちょっとコミュニケーションをとりに

出たい、町へちょっと買い物に出たいという中で利用するのはそういうバスでいかがかな

というふうに思ったものですから、その中で一応今回の検討していただく中でタクシー券

など、よそのまちではやっております。それがそういう中でできないのかなということで、

もう一回お伺いしたい。一応年齢的には後期高齢者、75歳以上の方を目的と私しておりま
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す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 後期高齢者の年齢の方をというふうなことですけれども、浦幌では

75歳以上の方が介護認定を受けていない方で大体720名ぐらいおられるかなというふうに

思っておりますけれども、先ほども鈴木課長のほうからもお話ありましたように、町民の

外出支援という形でコミュニティバスの運行がこれから検討されていくというふうに思っ

ておりますので、そういう部分で有効にコミュニティバスのほうを考えていただきながら、

今の段階では高齢者に対してのタクシー利用券といいますか、そういう部分については考

えておりません。 

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、暫時休憩をいたします 

 

午後 ２時１５分  休憩 

午後 ２時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、４款２項２目し尿処理費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 62ページをごらん願います。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保

健衛生総務費、本年度予算額１億7,068万3,000円、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。予算の減額につきましては、人件費減のほか、各種検

診等に伴う臨時保健師等賃金増、妊婦健診、健康診査等の委託料の減、簡易水道特別会計

繰出金の増によるものです。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費につ

きましては、説明資料20ページ、21ページに記載されております。 

 ２目予防費、本年度予算額1,514万7,000円、結核検診、各種予防接種等、保健予防に係

る経費でございます。予算の増につきましては、予防接種に係る臨時保健師等賃金45万

6,000円増、需用費、子宮頸がんワクチン、水痘ワクチン、おたふくワクチン、ヒブワクチ

ン、肺炎球菌ワクチンに係るワクチン代472万3,000円の増によるものです。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21ページに記載のとおりでござい

ます。 
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〇大山町民課長 ３目環境衛生費、本年度予算額2,988万5,000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。増減の主なものといたしま

しては、11節需用費における葬斎場の火葬炉等に係る修繕料62万8,000円の減、13節委託料

のうち隔年実施しております臭気測定業務委託料42万円の増、18節備品購入費における環

境衛生管理車両用の備品21万7,000円の増でございます。28節繰出金につきましては、個別

排水処理特別会計に対します一般会計からの繰出金で158万8,000円の減でございます。

13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料21ページをご参

照願いたいと思います。 

 ４目墓地墓園費、本年度予算額76万1,000円、この目につきましては町が管理する墓地、

墓園の維持管理に要する経費でございます。14節使用料及び賃借料、その他借り上げ料に

つきましては、お盆時期におきます墓園２カ所の簡易トイレのリース代７万4,000円の増の

内容でございます。 

〇広瀬保健福祉課長 ５目医療対策費、本年度予算額１億1,469万4,000円、患者輸送業務、

町立診療所特別会計繰出金等、医療対策に係る経費でございます。予算の減につきまして

は、町立診療所特別会計繰出金2,845万1,000円の減によるものです。13節委託料、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21ページに記載のとおりで

ございます。 

〇大山町民課長 ６目乳幼児医療対策費、本年度予算額1,772万2,000円、この目につきま

しては乳幼児医療等の医療費助成に係る経費でございます。本年４月１日から中学生まで

医療費の無料化に伴います増の内容でございます。20節扶助費につきましては、予算説明

資料21ページをご参照願いたいと思います。 

 ７目公衆浴場管理費、本年度予算額860万3,000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23年２月末現在の公衆浴場利用者数でござ

いますが、町内利用者6,829名、町外利用者3,496名、合計で１万325名でございます。前年

度対比で795名の増、8.34％の増でございます。また、利用料につきましては358万5,160円

で、前年度対比で27万1,260円、8.19％の増でございます。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たいと思います。 

〇広瀬保健福祉課長 ８目保健福祉センター管理費、本年度予算額1,348万4,000円、保健

福祉センター維持管理に係る経費でございます。予算の増につきましては、需用費、修繕

料40万円の増によるものです。13節委託料につきましては、説明資料21ページに記載のと

おりでございます。 

〇大山町民課長 ２項清掃費、１目塵芥処理費、本年度予算額7,432万7,000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。増減の主な内

容といたしましては、12節役務費におきましてショベルカーの２年に１度の法定点検手数

料11万2,000円の増、水処理施設の回転板清掃手数料42万円の増、13節委託料における一般

廃棄物処理施設管理及び回収業務に関する管理業務委託料102万1,000円の増、18節備品購
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入費における電動フォークリフトバッテリー79万6,000円、２トントラックのスタッドレス

タイヤ、リフトのスノータイヤ24万4,000円の増、19節負担金、補助及び交付金における十

勝環境複合事務組合分担金135万3,000円の減が主な増減の内容でございます。13節委託料、

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、予算説明資料21ページを

ご参照願いたいと思います。 

 ２目し尿処理費、本年度予算額518万5,000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します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22ページをご参照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。 

 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 66ページ、公衆浴場の管理費という形で載ってございますけれども、この問

題については何回も協議をされた中で、継続性を持って対応するのかと。私もこの町営浴

場の関係につきましては、公衆浴場については月に２回程度愛用している状況でございま

す。この間も申し上げましたように、管理面ではユーエムさんが対応してございます。で

きて数十年という年月がたっているにもかかわらず、ごみ一つ落ちていないです。それと、

あと浴槽関係についても、あるいは洗い場についても非常に快く入れるといいますか。３

月14日にいよいよオープンする留真温泉との関係もございますけれども、そんな意味で勤

めている職員の方々もどうなのでしょうかねという心配の気持ちを極端にあらわすような

表情が見られる状況の中で、この施設についてはまだ立派に対応して、ただボイラーの面

がいつトラブル起こすかわからない状況にあるけれども、私はまだまだ使っていただける

ように思っているのですがねというようなお話もしてございます。今身近にそういう状況

になった中において、ボイラーがだめになる状況等々を含めながら、このまま継続される

のかどうか、その辺をちょっとお伺いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今質問ありましたことに対してご説明させていただきたいと思います。

公衆浴場につきましては、特に今年度に関しましては利用者がふえてきているということ

でございます。その中では一応町外の方もふえてございますが、昨年、一昨年に比べると

町内の利用者の方もふえてきているという現状でございます。それで、今ボイラーの話が

ありましたけれども、一定の期間が過ぎてきているというのは確かでございますが、保守

点検等の中で今計算している中ではあと三、四年はまだ大丈夫だろうということを聞いて

ございます。そういうこともございまして、当初指定管理するときも温泉の関係とあわせ

まして、そういう施設の耐用年数含めまして３年という形をとらせていただいたという状

況にあります。 

 以上でございます。 
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〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今町民課長のお話の中に３年間程度、もし施設の面において、あるいはボイ

ラー面においても対応できるとなれば、ぜひ継続を願いたいと思ってございます。先ほど

のお話で大体27万ぐらいふえているというお話を聞きました。そういう中で、私も春夏秋

冬を通して利用させてもらっているわけでございますけれども、特に多いのは夏場の関係、

森林公園にキャンプをする状況の中においてはほとんど、夕方に行きますとそこでキャン

プをしている人たちが入りに来てございます。さらには、国道38号線を通過する中におい

てたまたま温泉マークがついている状況を眼下に見て、ああ、温泉があるのだなという中

で手ぬぐい一本持って入りに来る方もございます。そんな意味から、ご存じのように公衆

浴場的なものでございますから、シャンプーだとか、あるいはリンス関係含めて、そうい

った洗うものについては置いてございません。そんな関係上、入った方においては、ああ、

ここは据えつけではないのですねというお話も聞いてございます。確かに値段的に安うご

ざいますから、そういう中ではそれを一緒にそこに備えつけるということは無理だと思い

ます。そんな意味からおきまして、銭湯的なもので対応するのならそんな形で結構だと思

いますけれども、先ほど言われましたように地元の方、これは昔力の湯という谷向さんが

やっていたころから、もしそれがなくなった時点で何とか浦幌町で自分のところにおふろ

を持たない方にそこを利用してもらうという形で始まった対応だと思いますけれども、そ

ういう意味でまだ町内の関係において自分でおふろを持っていないという方もあると思い

ます。特に公営住宅関係においてはおふろのないところもあると思います。そういった関

係等も含めて、この辺自分の家あるいは持ち家でも結構でございます。例えばおふろがつ

いていないというようなこと等をもし調べていれば、その辺もちょっとお聞かせを願いた

いと思います。わかる範囲で結構でございます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 具体的な資料を持ってきてございませんが、今回の22年、23年、24年と

いうことで指定管理するに当たりまして調査した段階では、三、四十なりのおふろがない

施設なり住宅がもともとあるというふうにはそのときの調査でありました。ちょっと数字

確定でないので大変申しわけないのですけれども、ただ公営住宅なんかでも古い住宅にな

りますと、ふろはつくのですけれども、それぞれがつけなければならないというのがあっ

たりして、そういうものもカウントしてということになろうかと思いますけれども、そう

いうことでご理解願いたいと思います。済みません。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 63ページの２目予防費のことでちょっとお伺いいたします。今年４月からい

ろいろな種類のワクチン等が無料ということで、浦幌町でも導入したところであります。

子どものヒブですとか肺炎球菌ワクチンとかということで、今死亡例ということで６名ぐ

らい赤ちゃんが亡くなっているという実態が報道されております。浦幌も非常に危惧する
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ところで、４月から始まるのですが、これは任意でございますので、どうしても受けなけ

ればならないというものではないということ、それと諸外国の例を見ていますとこのワク

チンは何か非常に危険というようなことで認識している国もあります。それで、ワクチン

を安全なものにかえていくように国に働きかけはしていただけるかどうかということを確

認しておきたいのと、それと子宮頸がんのワクチンのことも一遍に全国で申請があって在

庫がなくて一時中止というようなことで混乱を生じているようです。浦幌町はこれから対

象者の住民に説明をしながらワクチンを接種していくということでございますが、その辺

なんかも重々注意しながらワクチンの、早ければ本当はいいのですが、子どもさんの状態

にもよりますので、中１から高３までという枠の中で無料で接種ということで、ワクチン

の入荷とともにこれは速やかに、去年私が一般質問をした段階では本当に一日も早くして

ほしかったのですと言うお母さんもおりました。そういうことを踏まえて、これからるる

説明に歩くと思いますが、どのような状態でこれからやっていくのか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。 

〇広瀬保健福祉課長 まず、ヒブと肺炎の部分の関係ですけれども、既に６名の方が亡く

なられたということでこちらのほうにも情報が入っているところですけれども、今現在国

のほうでも安全性の部分について審議中というふうなことで、まだその結論が出ていない

というふうなところで、そこの部分の推移を見ていきたいというふうに思っているところ

でございます。その状況、国のほうの判断を見ながら、またどういうふうな形で浦幌町と

して対応していくかというところについては国のそういう判断を見てからという形になっ

ていくというふうに思っております。 

 あと、子宮頸がんの部分につきましても、福原議員の言われるとおり現在ワクチンの部

分が非常に品薄というふうなことで、こちらのほうに情報として入っているのは７月ぐら

いから供給がきちんとした形でできるだろうということで情報として入っております。こ

ちらのほうの子宮頸がんのスケジュールとしましては、４月に安全教育の開催をしながら、

ワクチンの供給していける時期を見ながら対応していきたいというふうに思っております

けれども、この部分につきましては町内にあります医院の先生方ともちょっと相談をしな

がら進めていくようにしていきたいと思っております。 

（「暫時休憩してください」の声あり） 

〇田村議長 ちょっと休憩してください。 

 

午後 ２時４８分  休憩 

午後 ２時５５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 



 － 47 － 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 地震のため津波の予想がされますので、対策本部の設置等も理事者側はございますので、

本日の会議はこの程度にとどめて延会とし、後日それぞれご連絡いたして実施したいと思

いますので、それでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

    ◎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 ２時５５分 


