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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10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。 

 議事につきましては、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。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 議案第２５号 

〇田村議長 日程第１、議案第25号 平成29年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 10日に引き続き予算審議を行います。 

 予算の審議は、各会計予算審査順序予定表に従って進めます。また、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６項１目監査委員費までの説明を求めます。 

 議会事務局長。 

〇新川議会事務局長 予算書29ページをお開き願います。あわせまして、説明資料につき

ましてはお手元に配付のこちらの青色の表紙の資料で平成29年度予算説明書附表と記され

た資料になります。この中ほどより後ろのほうに同じく青色の合紙がありまして、各会計

予算説明資料と記載しております。その青色の合紙をめくっていただくと１ページに平成

29年度一般会計予算説明資料となっており、38ページまでが一般会計の予算説明資料とな

ります。議会費の説明資料につきましては、14ページになります。 

 最初に、予算書に戻りまして予算書の29ページをお開き願います。１款１項１目議会費、

本年度予算額7,473万7,000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。

増額の主な内容は、８節報償費で議会活性化講演会に係る講師謝金でございます。減額の

主な内容は、昨年度道外視察研修の実施によるものでございます。そのほか特に説明を加

える事項はございません。 

 次に、47ページをお開き願います。２款総務費、６項１目監査委員費、本年度予算額236万

7,000円、この科目につきましては監査の運営に係る経費でございます。特に説明を加える

事項はございません。 

 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 質疑がないようですので、次に２款１項１目一般管理費から４項１目選挙管

理委員会費までの説明を求めます。 

 総務課長。 
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〇大山総務課長 一般会計予算書の30ページをごらん願います。あわせまして、予算説明

資料につきましては14ページをお開き願います。 

 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３億628万5,000円、この

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経費でございます。増

額の主なものにつきましては、２節給料、３節職員手当等で631万3,000円の増、７節賃金

で548万1,000円の増、13節委託料で庁舎警備業務委託料93万6,000円の増、このことにつき

ましては夜警業務につきまして労働基準法に基づきまして単価の見直しをしたことに伴い

ます増額でございます。18節備品購入費、庁舎事務椅子更新に伴いまして51万3,000円の増

額の内容でございます。減額の主なものにつきましては、４節共済費で共済組合特別負担

金、退職手当組合特別納付金で5,113万円の減、13節委託料で平成28年度をもって業務が完

了した行政手続制度支援業務委託料140万6,000円の減、14節使用料及び賃借料で庁舎電話

機借上料が再リースにより126万7,000円の減額の内容でございます。１節報酬、13節委託

料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費につきましては、予算説明資料に記載のとお

りでございます。 

 次に、予算書32ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料につきましては

14ページ、15ページをごらん願います。２目情報化推進管理費、本年度予算額１億3,281万

1,000円、この目につきましてはクラウドコンピューターに対応した各種電算システム、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経費でご

ざいます。増額の主なものにつきましては、国の通知により平成27年度から進めておりま

す情報セキュリティー強化のための経費として13節委託料で北海道情報セキュリティーク

ラウド移行業務委託料238万7,000円、それに伴います運用保守委託料87万5,000円の増額の

内容でございます。減額の主なものにつきましては、情報セキュリティー強化のため実施

いたしましたＬＧＷＡＮとインターネットの分離が平成28年度で完了したことに伴いまし

て13節委託料で152万7,000円、14節使用料及び賃借料で84万1,000円、18節備品購入費124万

1,000円の減額となるものでございます。また、13節委託料で番号制度に係る住基ネット統

合端末顔認証装置とクラウドシステムハードウエア保守業務委託料116万6,000円の減、番

号制度システム改修委託料270万円の減、クラウドサービス導入支援委託料364万5,000円の

減、統合型ＧＩＳデータ作成等委託料574万4,000円の減額の内容でございます。13節委託

料、14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料に記

載のとおりでございます。 

 35ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料16ページをごらん願います。

５目財産管理費、本年度予算額1,330万円、この目につきましては町有財産の管理に要する

経費でございます。増額の主なものにつきましては、13節委託料で町有地分筆業務に係る

調査測量委託料50万円の増、15節工事請負費で雑種家屋等火災警報器取りかえ工事170万

円、住吉町旧職員住宅解体工事400万円で、工事請負費、前年対比で217万5,000円の増額の

内容でございます。13節委託料、15節工事請負費、17節公有財産購入費につきましては、
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予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 ６目財政調整等基金費、本年度予算額9,287万7,000円、この目につきましては基金の積

み立てに要する経費でございます。減額の主なものにつきましては、ふるさとづくり基金

積立金で3,000万円の減額の内容でございます。 

 次に、38ページ下段をごらん願います。あわせまして、予算説明資料につきましては17ペ

ージをごらん願います。９目公平委員会費、本年度予算額２万2,000円、この目につきまし

ては公平委員３名による２回の公平委員会開催に要する経費でございます。１節報酬につ

きましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、40ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料17ページをごらん願い

ます。12目職員厚生費、本年度予算額995万4,000円、この目につきましては職員の福利厚

生、職員研修等に要する経費でございます。増額の主なものにつきましては、13節委託料

で定期健康診査等委託料28万2,000円の増額の内容でございます。１節報酬、13節委託料、

19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 引き続き予算書の40ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料18ページを

ごらん願います。13目諸費、本年度予算額4,856万6,000円、この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、コミュニティバス等の運行、常

室簡易郵便局の維持管理に要する経費でございます。増額の主なものにつきましては、12節

役務費で用途が廃止となります吉野地区軽スポーツセンター等のごみ処理手数料200万円

の増、コミュニティバス運行に係る経費といたしまして11節需用費、主に印刷製本費、修

繕料になりますが、74万3,000円、13節委託料でコミュニティバス運行委託料1,011万

7,000円の増額となるものでございます。また、19節負担金、補助及び交付金で本別浦幌生

活維持路線バス運行補助負担金58万3,000円の増額の内容でございます。減額の主なものに

つきましては、用途が廃止となります吉野地区軽スポーツセンターの管理経費、11節需用

費96万6,000円、13節委託料12万8,000円、14節使用料及び賃借料１万5,000円の減額の内容

でございます。また、15節工事請負費で、平成28年度に設置をいたしました厚内地区軽ス

ポーツセンター改修工事130万円、平成28年度で事業完了いたしました道道直別共栄線改良

支障物件移設工事費500万円の減、18節備品購入費で平成28年度に購入いたしましたコミュ

ニティバス購入代2,376万円の減額の内容でございます。１節報酬、13節委託料、19節負担

金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 45ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料18ページの下段をごらん願い

ます。４項選挙費、１目選挙管理委員会費、本年度予算額1,087万円、この目につきまして

は選挙管理委員４名及び選挙管理委員会事務局に要する経費でございます。１節報酬につ

きましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、予算書の46ページをごらん願います。参議院議員選挙費、海区漁業調整委員選挙

費は、廃目整理をする内容でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、河内議員。 

〇河内議員 一般管理費についてお聞きいたします。 

 １の報酬ということで、その中で情報公開・個人情報保護審査会、５名についての報酬

でございます。まず、その内容についてご説明を受けたいと思います 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 情報公開並びに個人情報保護審査委員会につきましては、それぞれ町の

情報と個人情報に関して町民の皆様なりから開示請求等があった場合に、その内容につい

て審査をしていくということで設置しているものでございます。その中で５名ということ

で、昨年は１回の実績がございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 わかりました。 

 次に、32ページ、情報化推進管理費ということで、14節の各種ソフトウエアの使用料、

電算機の機器借上料が掲載されているわけでございますが、それに伴うこととしてお聞き

したいと思います。マイナンバー制度が導入されまして、個人情報の管理ということにつ

いてはしっかりした管理をされていると思うわけですが、その中で浦幌町行政情報セキュ

リティー対策基準ということで、そういうものを作成してそういったものへ対応している

ということは当然職員の方々ご承知のとおりであり、そのことはしっかりやられていると

思います。その辺のことでセキュリティーポリシーということで、そういった情報管理を

しっかりやるということがそれぞれ職員の中で共有されていると思いますけれども、そう

いったものへの研修といったものが必要であるというような考えがあると思うのですけれ

ども、その辺についてはどのような実施がされているのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 ただいまのご質問でございますが、セキュリティーポリシーに関しまし

ては、最初職員の方につきましてはその導入時に研修等をしてございます。また、あわせ

まして、新規に採用された職員についてはその都度、毎年４月に当然その辺の研修をさせ

ていただいているというような状況にございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 何回開催されておりますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 新規採用については、年１回でございます。 

 以上です。 
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〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 このことについては、当然職員全課をもって研修しなければならないもので

すけれども、これは導入時に職員全員がこれの対象として受けたということでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 今までの中で、導入したときに職員を対象にそれぞれ研修会をしてござ

います。人数、何人が受けたかというのは今手元にございませんけれども、担当側として

は説明をさせていただいたいうふうに、研修をさせていただいたというふうに認識をして

ございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 関連で情報セキュリティー、昨年答弁の中でＬＧＷＡＮとインターネットを

分離するための経費として390万円が計上されておりました。分離した結果どのような状況

のセキュリティーがなされているか、ちょっとお伺いしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 今のご質問でございますが、インターネット系とＬＧＷＡＮ系がそれぞ

れ行き来ができないということになってございます。と申しますのも、パソコン自体も今

までは一つのパソコンでそれぞれ業務ができたものを別々にしてございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 別々ということは、機種をかえるわけではなくて、一人のパソコンの方が別

なルートでいろんなことをやれるということなのでしょうか。それと、その経過において

そのセキュリティーに問題が生じるか、生じないかということもちょっとお伺いしておき

たいと思います。それと、昨年は顔認証装置ということで、多分これマイナンバーのこと

かなと思うのです。今年は静脈認証ということで、予算の説明書の中に書いてあります。

これは、町民に対するものと職員に対するものと違うということで、そういう解釈でよろ

しいでしょうか。静脈認証ということは、その職員の方が手をかざさないとそのパソコン

は使えませんという認識でよろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 ただいまのご質問でございますが、まず最初のＬＧＷＡＮとインターネ

ットの関係でございますが、別のパソコンをもって対応してございます。そういうことで、

職員に１台ずつわたっているわけではございませんが、通常机の上にあるものについては

あれですけれども、それ以外に新たに別のパソコンを設置しながら分離をさせていただい

ているということでございます。それと、先ほど静脈認証の関係がございましたが、これ

につきましてはパソコンを起動する際に職員が、そのパソコンが間違いなく本人であるか
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どうかを確認するための保守に関する部分でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 そういった個人の対応でセキュリティーも完全に守られているという認識で

よろしいのでしょうね。これはこれで、ＬＧＷＡＮのシステムのソフトウエアがいろいろ

と毎年何百万円もかかっているということで、情報セキュリティーについては一生懸命と

いうか、できる限りのことは手を携えて、町民に迷惑がかからないような状態で、災害の

ときや何かも含めてやっていくのだ思うのですけれども、万一何か故障、停電とかなった

場合にもそういったものできちっとなされているということでよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 まず、災害時における停電の関係でございますが、庁舎には自家発電装

置がついてございます。その中で対応はできるかなというふうに考えてございますが、た

だ自家発電でやったときに電流とかいろんな部分で影響がどこまで出るのかというのは今

後検証をしなければならないですし、それとあわせましてクラウド化をしたことによって

記帳なデータについてはここには保管していないということでご理解願えればと思いま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 それから、別の件でお伺いしたいと思います。40ページの職員構成のところ

で聞いたらいいかわからないのですが、たまたま広報の３月号にまちづくり町民アンケー

ト調査結果ということでお知らせ版が載っております。内容的には全課に関することもあ

りますが、非常に私が感じたことは、町民のアンケートということでいろいろとご意見が

書かれてあります。職員たちに対する意見ということで載っておりまして、皆さんほとん

どの方がきちっとした対応をされているのですが、ここで職員たちの意識の向上、安定し

ている職場という地方公務員の気持ちを口にすることというふうになって、ちょっと私こ

れは意味がわかりません。それと、役場に行っても職員の方々は挨拶がありませんという

ことも書かれております。ほとんどの方はきちっとしたご挨拶ができると思うのですが、

このアンケートにお答えになった方はきっと、何か嫌な思いというか、したことがあって、

こういうアンケートに書かれたと思うです。これは、町民の皆さんに役場職員は公僕だと

いうことを忘れないで私はやっていただきたいと、管理職の方々なんかも十分承知してい

て、以前に町長が新しくかわったときにこういう言葉がよく飛び交っていたと思うのです

が、このごろは余り緊張感がないというか、そんようなことで、私たちもなるべく気をつ

けてはいるのですが、町民あっての浦幌町ということでございますので、その辺なんかも

町民の皆様にも、明るいというか、大きな声で挨拶と小学校のころから言われていると思

いますので、その辺もこのアンケート全部が全部そういうものに該当するとは思いません
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が、なるべくきちっとしたご挨拶ができるようなこともやっていってほしいと思っており

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 ご質問なのかどうか、今のはわかりませんけれども、町民アンケートは多様

な町民の皆さんの声をいただいているということで、大変ありがたく思っているところで

あります。そこの中の一部で、職員の挨拶がないといいますか、足りないというようなご

意見をいただいていることも事実であります。それについては私どもとしては謙虚に受け

とめて、常に管理職協議会の中でもそれぞれお話をさせていただいて、とにかく明るい役

場になろうということでお互いに気をつけましょうという話はさせていただいています。

緊張感がなくなっていると言われたら、私もどうしようもないわけでありますけれども、

そのようなことのないように今後とも戒めていきたいというふうに思っているところであ

ります。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 諸費の中、41ページの中にあります高等学校生徒就学補助金ということにつ

いて若干伺いたいと思います。 

 この件につきましては、昨年若干要綱が改正されておりますけれども、その中のこのた

び中学生を、19年度以降に浦幌中学校を卒業した生徒については高校に通う際には就学補

助金を出すとうふうに簡単に書いてあります。以下３項です。これ全てに該当しなければ、

これは出ないという意見がありましたのですが、それ以外の方がいて、ここに定住された

方がいて、いかがなものかなということでちょっと伺いたい。実は、その生徒は、親はこ

こに転居、移住してきております。しかし、学校をその時点でまだ卒業しておらず、学校

については池田、本別、帯広の学校に進もうとしているのだと思います。そして、申請を

したらだめだったということでございましたので、そのことについてその内容について若

干伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまの件につきましてお答えさせていただきたいと思います。 

 今言われたのは就学費補助金、１人当たり３万円の補助のことではないですか、違いま

すか。 

（何事か声あり） 

〇鈴木教育次長 補助要件としましては、平成19年度以降に浦幌町立中学校を卒業された

中学生です。対象者ということになりますが、その通学費等を負担している方、また対象

者、これは中学校を卒業された方、また負担されている保護者ということになります。ど

ちらかが浦幌町内に住所を有している。また、３つ目は通学費等の負担金が条件に該当し

ているということなのですけれども、いずれにしましても浦幌町立中学校を卒業している。
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平成19年度以降に卒業しているという条件が要件としてあります。それは、当初浦幌高校

が募集停止ということを踏まえましての補助金ということでございますので、そういう要

件で補助金は制度として成り立っているということでございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっと私の説明が悪かったかなと思います。その高額な部分ではなくて、

誰でも対象になるのではないかなと私考えたものですから、浦幌町高等学校学費補助金交

付要綱のことです。その中のことで、先ほど言いましたように19年度以降という規定があ

って、それから３項あります。第３条に書いてあります。それを見た中で、現在ですとも

うあれからかなりたっております。それで、先ほど言いましたように転居、それから転勤、

それからここに移住された方、その子弟だと恐らく中学校を卒業しないで、来られて転居

されて学校に行かれている方がいると思うのです。進学した人、浦幌中学校を卒業したと

いう枠から離れられないということで、それを離すことはできないのかということを若干

お聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 中学校卒業後の進学の就学補助金の話をされているのだろうというふうに思

います。この就学補助金については、浦幌高校廃止後町民の子弟が高校に行くための通学

費を補助しましょうと、就学費を補助しましょうということで立ち上げました。その当時、

正直申し上げて浦幌高校が廃止になったということで町民の子弟を対象にするということ

で、中学校を卒業した子どもを対象にして制度設計をしていたという状況であります。そ

の後新たに浦幌町に転入された方の子どもたちが対象になっていないのではないかという

ご指摘なのだろうなというふうに思います。その点については、制度設計した段階でそう

いうことを想定していなかったということも事実でありまして、こういうことも今後出て

くる可能性もあるし、また現実にあるのかなというふうに思います。そういう面では、今

後その制度設計については検討し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。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 説明資料の14ページです。これは、一般管理費ですから、30ページの報酬、

ここの中で行政改革推進委員会、15名、９万1,000円ということで予算のっております。私

昨年６月に一般質問をしまして、今後の行革の関係、プランの関係も含めてどうするのか

ということで町長に伺ったということで、インターネットのホームページのほうで見まし

たけれども、28年の12月現在で一応2011の関係はある程度終わったということで見ており

ます。新年度予算の中で９万1,000円、今後町長は行政改革については検討していきたいと

いうことを言われております。この15名、９万1,000円、どのように今後進めていくのかお

聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 安藤議員からご質問のとおり、浦幌町行政改革プランにつきましては第４次の浦幌町の

行政改革の計画としまして平成23年度から27年度までの５年間の計画ということで進めて

まいりました。アクションプランの中で51項目ということで設定させていただきまして、

この進捗管理につきましては５年間行ってきたのですけれども、実際のところ平成25年度

と27年度には本部会議とか推進委員会を開催することはできませんでした。ただ、昨年は

８月に本部会議、そして推進委員会を10月、11月と２回開きまして総括を行ったというと

ころが現時点の状況でございますけれども、まちづくり計画の中でも行政改革という位置

づけについてはのっております。ただ、本町ではこれまで４次の計画を行ってきたという

ことと、あわせまして３年前に地方創生法が施行されまして、人口減少対策とか、地方自

治体を取り巻く情勢も非常に大きく変わってきているということで、現在新年度予算の中

で行政改革推進委員会の委員の報酬は計上させていただいておりますけれども、今言った

ようにこれまで進めてきた状況、それから地方自治体を取り巻く情勢等を踏まえながら、

委員会の中で引き続き検討するかどうか、町の今後の考えについて整理した中で検討いた

だきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 12月のやつを見ると判定がＣだというのが結構多いのです。Ｃというのは、

改革アクションプランの中にも書いてありますけれども、計画の遅延、計画の５割未満の

ものということで、半分まで到達していないということだと思うのです。こういうふうに

Ｃのものが結構あるので、今後これについても含めて、あと新規でやっていかないとなら

ないものもあわせてやっていかないとだめでないかと思うのですけれども、その辺につい

てどうお考えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまご指摘のとおり、全部で51項目あったわけなのです

けれども、その中でもＣ判定というのが10項目ございます。また、逆に達成できたものと、

それからややおくれていますけれども、達成できたものというのが36項目ということにも

なっております。繰り返しにけれども、これまでも行革を進めてきたということと、確か

にご指摘のとおり達成できないものもあるわけなのですけれども、同じような形でこのよ

うな計画を策定すべきかどうかということも踏まえながら、次年度におきまして検証させ

ていただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 次年度というか、今年度ですね。今年度というか、この新年度。 
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（「はい」の声あり） 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 それから、情報化推進管理費、説明資料15ページです。予算書が32ページ。

ちょっとお聞きしたいのですが、昨年もあったのですが、コンテンツ管理システム保守業

務、これはどういうものなのでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 情報化管理費の中にありますコンテンツ管理システム委託料

の部分と、それから使用料及び賃借料の中にもコンテンツシステムの使用料、それから借

上料等がございますけれども、こちらにつきましてはいずれも町のホームページの関連の

委託料と、それから借上料ということにいますので、ご理解願います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 専門語で書くのもいいのですけれども、もうちょっとわかりやすく書いてい

ただきたいと思います。 

 それと、今ホームページの関係で言われましたけれども、婚活か何かで使われた資料だ

ということで、浦幌町の子育て支援だとか、そういうので補助金の関係がいろいろ載って

いるものがあるのですけれども、ホームページで、私も昨年一度言いましたけれども、ど

こかに一目でわかる補助事業、町の補助事業、そういうのを掲載できないかどうか、それ

をお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいま安藤議員からご質問のありました補助金の関係につ

きましては、以前にもホームページの中で一目で見えるような形で表現できないかという

ことでご質問受けたわけなのですけれども、それぞれ補助事業についてまとめているとこ

ろなのですけれども、一括そういった形で載せるところまでは現在のところは至っていな

いというところでございます。産業部門とか福祉部門、それぞれの中で補助金は町民の方々

がご利用いただけるものもありますけれども、できればトップページの中でも検索する部

分がございますので、そういったところでご利用いただけないかなというふうに考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 私もパソコンいじるのは余り得意なほうではないのですけれども、補助事業

を探すのに係ごとに探していかないと出てこないと。先ほども高校の就学の関係もあった

のですけれども、これがまちづくりに入るのか、教育委員会なのか、どこなのかというの

もわからない。開こうと思ってもなかなか出ないのです。余り詳しくなくてもいいのです

けれども、箇条書きに書いて、これは何課の何係だということでも大分違うと思うのです。
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そんな方法もとれないのかどうかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ご指摘の部分は多々あるかと思うのですけれども、現在トッ

プページの中でも暮らしの窓口とか、それから目的から探すもの、そして各課から探すも

のということで、そちらの中から見ていただいて使用される補助金なりを探していただく

というような形になっていますけれども、今安藤議員からご指摘のとおり、それぞれの町

民の方々や町外の方々から見た中ではしづらいという部分も多少はあるかと思いますの

で、今ある表現の中とか、それから今のご期待に沿えるような形のものがないか、内部で

再度検証させていただきたいというふうに思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 申しわけありません。続けて聞けばよかった。 

 確認でございます。企画費の中の37ページ、うらほろスタイル推進企業負担金というこ

とで…… 

〇田村議長 河内議員、科目違わない。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 河内議員、ちょっと発言してみてください。 

〇河内議員 企画費の中だから。 

〇田村議長 企画費なら違うと思います。よろしいですか。 

〇河内議員 はい。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 予算書に関係することではないのですが、財産管理費に関することでお聞き

したいと思いますが、ご承知のように旧吉野小学校の敷地、これ普通財産ですからここの

場所でお聞きしてもいいかなと思うのですが、実は吉野小学校の東側の敷地、グラウンド

から外れた東側にサブグラウンドみたいなところがあって、30年以上たつと思うのですが、

その土地を取得していただいたときに植えたアオマツがＬ字形に植わっているのですが、

地域の方から、このたびの台風で倒木になった部分もあると、それから幼稚園の真っ正面

の町道の南側、町道でいえば南側ですね、に立っているアオキが30年以上たっていて、吹

きだまり等も凍結が進まないというようなことで、もう切っていただいてもいいのでない

かという要望があるのです。状況を確認していただきながら、どのようにされるか対応し

ていただけないかなということでございます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 ただいまのご質問でございますが、状況等を確認させていただいた中で、

どういう対応ができるかどうかについて検討させていただきたいというふうに思っており

ますので、よろしくお願いします。 
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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 質疑がないようですので、次に９款１項１目常備消防費から14款１項１目予

備費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 予算書の87ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料の32ペ

ージをごらん願います。 

 ９款１項消防費、１目常備消防費、本年度予算額3,662万1,000円、この目につきまして

は消防署、消防庁舎、各分遣所等の管理経費及び本部共通経費に係るとかち広域消防事務

組合の負担金でございます。増額の主なものにつきましては、本部共通経費で403万3,000円

の増、減額の主なものにつきましては浦幌消防署費107万7,000円の減額の内容でございま

す。11節需用費、12節役務費、13節委託料につきましては、町管理となります消防署職員

の住宅管理に係る経費でございます。参考といたしまして、浦幌消防署費に係ります11節、

修繕料、13節委託料、14節使用料及び賃借料につきましては、予算説明資料に記載のとお

りでございます。 

 ２目消防施設費、本年度予算額637万6,000円、この目につきましては浦幌消防署施設費

に係るとかち広域消防事務組合の負担金でございます。参考といたしまして、18節備品購

入費につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 ３目職員費、本年度予算額１億4,226万2,000円、この目につきましては浦幌消防署職員

の給与等に係るとかち広域消防事務組合の負担金でございます。なお、予算書の111ページ

の次のページに参考といたしましてとかち広域消防事務組合予算、浦幌町分が記載されて

おりますので、後ほどごらんいただければと思います。 

 ４目非常備消防費、本年度予算額2,763万2,000円、この目につきましては浦幌消防団の

運営等に要する経費でございます。増額の主なものにつきましては、浦幌消防創設100周年

記念事業に係ります経費として８節報償費で27万5,000円、９節旅費、費用弁償でございま

すが、36万円、11節需用費105万2,000円、12節役務費３万7,000円の増となるものでござい

ます。また、減額の主なものにつきましては、18節備品購入費で平成28年度導入の消防ポ

ンプ自動車１台3,929万円の減額の内容でございます。１節報酬、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、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の89ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料32、33ページをごら

ん願います。５目災害対策費、本年度予算額2,538万9,000円、この目につきましては防災、

災害対策、国民保護に要する経費でございます。増額の主なものにつきましては、旧吉野

軽スポーツセンターを避難場所として管理するための経費、なお一部を博物館収蔵庫とし

て管理、改修するものでございます。11節需用費で98万3,000円、12節役務費、手数料で７

万7,000円、13節委託料で保守業務委託料12万8,000円、14節使用料及び賃借料１万5,000円、

15節工事請負費で旧校舎側の改修工事330万円の増となるものでございます。また、13節委
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託料で防災行政無線保守委託料103万円の増、15節工事請負費で大津漁業協同組合厚内支所

戸別受信機設置工事50万円、避難所４カ所に無料ワイファイ導入工事120万円、防災行政無

線東山基地局移設工事120万円の増、18節備品購入費で避難所の停電対策として大型発電機

１台690万円の増額の内容でございます。１節報酬、11節需用費、13節委託料、14節使用料

及び賃借料、15節工事請負費、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金につきまし

ては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、予算書の110ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料37ページをご

らん願います。11款災害復旧費、３項その他公共施設等災害復旧費、１目その他公共施設

等災害応急費、本年度予算額150万円、この目につきましてはその他公共施設における災害

時の応急対策に要する経費でございます。11節需用費、12節役務費、14節使用料及び賃借

料につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 12款１項公債費、１目元金、本年度予算額６億7,531万4,000円、この目につきましては

長期債に係る償還元金に要する経費でございます。 

 ２目利子、本年度予算額6,619万9,000円、この目につきましては長期債に係る償還利子

に要する経費でございます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金、本年度予算額２万円、この目につきましては過

年度分の支出に要する経費でございます。減額の主な内容といたしましては、浦幌消防団

の過年度分支出で800万円の減額の内容でございます。 

 14款１項１目予備費、本年度予算額100万円、この目につきましては予備の支出に備える

経費でございます。 

 次に、次のページをごらんいただきたいと思います。参考としてとかち広域消防事務組

合予算、浦幌町分の４ページの次の表紙に附表がございます。その附表の表紙の１ページ

をお開き願いたいと思います。ページ数は１ページと表記されているかと思います。債務

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

み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書でございます。１ページから４ページま

で記載しておりますので、後ほどごらんおき願いたいと思います。 

 次に、５ページをお開き願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

及び当該年度末における現在高見込みに関する調書、前々年度末現在高計78億3,546万

1,000円、前年度末現在高見込額計77億9,679万5,000円、当該年度中の増減の見込み、当該

年度中の起債見込額計12億4,080万円、当該年度中元金償還見込額計６億7,531万4,000円、

当該年度末現在高見込額計83億6,228万1,000円でございます。 

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

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。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 避難場所、それから避難所に関してちょっとお聞きしたいのですが、地震だ

とか津波だとか、いろいろ災害あると思うのですが、やっぱり電気がないとどうにもなら
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ないときだとかいろいろあると思います。今後避難施設に関してそういうことで何か考え

ていることがあるのかどうかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 ただいまの質問について説明させていただきます。 

 現在各公民館におきましては停電対策ということで大型発電機を設置、つなげるような

状態になってございます。拠点の施設ということでそういう形をとらせていただいており

ます。また、役場施設におきましても改修時に自家発電装置をつけさせていただいている

という状況にございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 それはわかっているのですけれども、そのほかに今後ソーラーパネルを何枚

かあれして蓄電池を置くだとか、何かそういう考えは持っているのか、持っていないのか

お聞きしたいということです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 大変失礼いたしました。 

 今現在のところ拠点となる施設ということで、それ以外については考えてはございませ

ん。ただ、場所によってそれぞれあろうかと思いますけれども、避難所において小さな発

電機とか、投光器とか、そういうものは用意させていただいておりますが、建物を動かす

というような状況については拠点の施設ということで今現在は考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 それと、ちょっとお聞きしたいのですが、衛星電話、携帯のです。それと普

通の携帯電話の使用料というのは多分大分違うと思うのですが、その辺お聞きしたいと思

うのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 済みません、大変遅くなりました。 

 衛星携帯電話ですけれども、まず基本料金につきましては１カ月、今現在5,500円という

ことになってございます。また、通話料金につきましては、分200円かかっていくという状

況になってございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 それで、衛星電話、職員の方があちこち災害のときに見回りに行くと。普通

の携帯電話だと、今回もありましたけれども、通じなくなるときもあるということで、車
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１台に１基といいますか、そういう形で増設していく考えはないのかどうかお願いしたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 今現在衛星携帯については町のほうで２台所有してございます。それに

ついては固定式という形で、持ち運びはできるのですが、衛星の方向を定めながら通話を

しなければならないということで、移動中の通話はなかなか厳しいというふうに考えてご

ざいます。それで、今現在２台しかないのですけれども、将来的にはそういうことも検討

しなければならないなというふうに考えてございます。ただ、公用車全て１台１台という

のはどうなのかなというふうに考えてございます。と申しますのは、当然業務中とかであ

れば、昨年の台風のときもそうでしたけれども、別の業務で乗っていかれるとかあるもの

ですから、主体となる基幹となる部分にはそういうことも必要かなとは考えてございます

が、それについては今後検討させていただきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 検討されるのはいいのですけれども、職員が見回りに行くと、どうしても携

帯つながらないと不安といいますか、そういうことに陥るので、衛星電話だけでなくても、

消防無線はそこまでいかないのかもしれないですけれども、水道の無線もありますし、そ

ういうふうにある程度設備しないと、はっきり言ってどんな災害が今後来るかわからない

ということで、今まではこれでよかったのだろうと思いますけれども、その辺整備してい

ただければと思います。 

 それと、もう一つ、先ほどの地方債の関係で５ページの地方債です。ここの中で過疎債

が30億円、臨時財政対策債が26億5,000万円ということで、いっぱい借金しているように見

えますが、この辺もうちょっと親切に、国の動向もいろいろありますけれども、交付税で

戻るもの、そういうのをはっきりしないと、浦幌町はまたまたこうやって、合計で83億

6,000万円ですか、借金がまたできたということになりますので、この辺の国の充当される

金額を書けるのかどうかお伺いしたい。こんなこと言ったらあれですけれども、ほかのと

ころではこういう金額はある程度記載されているところもあります。それで、その辺どう

なのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 ただいまのご質問でございますが、まず起債の関係の調書の様式につい

てはご理解願いたいと思います。これは定まった中の様式ということでご理解願えればと

いうふうに思います。ただ、安藤議員のほうから質問あったように、過疎債であればどう

ですとか、いろんな部分で注釈なりできないかということだと思うのですけれども、その

ことについてはこの様式の中では厳しいのかなというふうには思いますけれども、何がで
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きるかというのはちょっと時間をいただければなというふうに思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 災害対策費、説明資料で32ページ、予算書で89ページです。この中で工事請

負費で防災行政無線東山基地局移設工事とあります。どういう理由で移設しなければなら

ないのか、どこへ移設するのかということでわからないのですが、説明お願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 ちょっと説明が足りなかったということをおわび申し上げたいと思います。もともと東

山には最初からアナログの基地がありました。その中にデジタルの部分の機器も入れてご

ざいます。それを消防のほうでデジタル化されたことによって局舎一部あいた部分もござ

いますので、管理運営費を含めてデジタルとアナログを分けたいということで、今回場所

的には変わらないのですが、物を移設するということで、説明の部分で大変申しわけなか

ったと思いますけれども、そういうことになりますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 わかりました。 

 関連してなのですが、町長の執行方針の中で災害に対してちょっと述べられているので

す。各種災害に対する的確な対応が求められているところであると、地域防災組織の設立

を呼びかけるなど、常に危機管理意識の徹底と非常時においての地域防災計画並びに職員

初動マニュアルに基づき対応していくと、こういうふうになっています。それで、地域防

災組織の設立を呼びかけるというのですが、これは東日本大震災後、津波の問題もありま

して議会の調査も行ってきましたし、非常に重要なのですが、なかなか地域でもまとまっ

てきていないということで、ご承知のように津波問題でしたら厚内、直別、それから南浦

幌では13行政区ありますけれども、９つぐらいは津波の避難区域に入っているというよう

な状況あります。それから、昨年の十勝川の避難ということも含めて、地域防災組織、自

主防災意識の高まりがあったらなというふうに思っていますが、どんな形で行政は、地域

防災組織の啓蒙といいますか、組織化のための手だてをしていくのかなというふうに思い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきますが、自主防災組織につき

ましては、今までも過去何年もいろいろな中で、まちづくり出張説明会においても何カ所

も回らせていただいて説明をさせていただきました。そんな中で、なかなかふえていない

というのが現実でございます。今回におきましても、町長の執行方針にありましたけれど

も、その辺については呼びかけ、今回も広報等におきましても一部そういう支援なりをし
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ていきたいということで広報にも記載させていただいておりますが、そういうことでいろ

んな場面で周知をさせていただきたいというふうに考えてございます。ただ、行政がやっ

てくださいと言ってもあれですから、いろんなその前段の研修会なり講習会なりができれ

ば、その中でお互いにまた認識を再構築できるかなと、その中で自主防災組織が立ち上が

っていけばありがたい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 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいま説明、答弁ありましたように、行政が頭に立っても地域の人、住民

は動いてくれないというのは事実だと思うのです。12月に私の一般質問で避難対応の検証

ということで申し上げたときに、南浦幌でも避難訓練も含めてこれに対応するためのチェ

ックもまたできるのではないかということを申し上げたのですが、つい先般も結構な人数

いるところで南浦幌でそのようなお話をさせていただいています。私たちの立場でも地域

で避難訓練や、あるいは行政も区長会議なりいろんなことでそういうお話をしていただい

て、それを促してもらわなかったら、どこかの特定の地域だけ一生懸命になっているのが

いるのでないかみたいなことでは、実際に津波の後も南浦幌では一生懸命になってくれた

行政区もありますから、そういうところを中心にまた手だてをいただいて、行政の力をい

ただきながら、地域のそういう組織づくりに支援をいただきたいなというふうに思ってい

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 地域防災組織、何とか構築してもらいたいなというふうに思っています。東

日本大震災から６年がたって、大きな教訓を日本人は得たわけでありますけれども、そう

いう災害を忘れることなく、また昨年大雨、洪水ということで、台風を含めて十勝も大き

な被害を受けました。そういう面でも避難弱者と言われる方々をどうやって救っていくか

というのは地域としての問題、課題だろうというふうに思っています。そういう面で、改

めて地域防災組織というのは必要だという認識もまた新たにしたところであります。地域

の皆さんには常に働きかけ、また問いかけをしているわけでありますけれども、まだ設立

ができていないというのが実態であります。そういう面では、行政としては根気強く必要

性を訴えながら、そして地域の皆さんがみずから考えていただけるような防災組織になっ

てもらいたいなというふうに思っているところであります。先日も厚内地区の行政区長さ

んともお話をさせていただきました。津波だけではなく、大雨、洪水、そういう被害対策、

また病的な弱者と言われる方々に対する、そういうことも含めての地域防災組織が必要な

のではないかなという話を逆に受けまして、そういう意識づけということも含めて、これ

からも丁寧に説明をしながら理解を得ていきたいなというふうに思っています。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 先ほどは失礼しました。 
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 13款の諸費の中の42ページ、行政区振興補助金ということでお尋ねしたいと思います。 

〇田村議長 河内議員、それは終わっています。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１４分  休憩 

午前１１時１５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、２款１項３目文書広報費から５項２目指定統計調査費までの説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 一般会計予算書の33ページをごらん願います。あわせまして、

予算説明資料の15ページをごらん願います。２款総務費、１項総務管理費、３目文書広報

費、本年度予算額631万1,000円、この目につきましては広報誌「うらほろ」及び電子メー

ル配信サービスなど広報広聴事業に要する経費でございます。14節使用料及び賃借料につ

いては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、35ページから38ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料の16ペー

ジから17ページをごらん願います。７目企画費、本年度予算額１億1,234万1,000円、この

目につきましてはまちづくり計画、広域連携、地域情報通信基盤整備推進事業、定住・移

住・交流推進事業、国内交流推進事業及び地域づくり支援事業に要する経費でございます。

増額の主なものは、11節需用費のうち地域情報通信基盤施設の光伝送路設備及び厚内デジ

タルテレビ中継局設備の修繕料で60万円の増、13節委託料は地域情報通信基盤整備推進事

業支障物移転業務について50万円の増、19節負担金、補助及び交付金はうらほろスタイル

推進事業負担金で2,154万円の増、これらを合わせて2,264万円の増額という内容でござい

ます。減額の主なものは、13節委託料は公共施設等総合管理計画の策定が終了しましたの

で、580万円の減、19節負担金、補助及び交付金は婚活応援委員会負担金で100万円の減、

これらを合わせて680万円の減額という内容でございます。１節報酬、８節報償費、11節需

用費、12節役務費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、19節負担金、

補助及び交付金については、説明資料に記載のとおりでございます。なお、現在広域連携

では効率的、効果的な取り組みを進めるため、十勝環境複合事務組合を解散して十勝圏複

合事務組合に統合することについて平成30年４月を目標として進めておりまして、新年度

に各市町村議会において規約改正等を提案する予定でございます。 

 次に、42ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料の18ページをごらん願

います。14目ふるさとづくり寄附奨励費、本年度予算額6,685万3,000円、この目につきま

してはふるさとづくり寄附者への記念品及び記念品発送業務等に要する経費でございま
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す。減額の主なものは、８節報償費は記念品代で1,500万円の減、12節役務費は記念品郵送

料で641万円の減、14節使用料及び賃借料はクレジット納付に係るソフトライセンス料で

27万5,000円の減、これらを合わせて2,168万5,000円の減額という内容でございます。８節

報償費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、46ページをごらん願います。５項統計調査費、１目統計調査総務費、本年度予算

額1,351万円、この目につきましては統計調査に係る職員人件費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。 

 ２目指定統計調査費、本年度予算額７万9,000円、この目につきましては法律に基づく指

定統計に係る経費で、特に説明を加えることはございません。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、河内議員。 

〇河内議員 企画費ということで、まず35ページ、報償費ということでお聞きしたいと思

いますが、これ地域おこし協力隊の５名分の内容だと思いますが、地域おこし協力隊、昨

日講習会行われまして、うらほろスタイルのいろいろな活動、事業内容についてもお聞か

せ願ったわけで、その中で地域おこし協力隊も非常に活躍をされているということで認識

をさせていただいているところでございます。その中で、昨年もお聞きしたわけですけれ

ども、３年間という契約のもとで地域おこし協力隊の皆さんが頑張っていらっしゃるとい

うことで、今年５人の中でどういうような、３年たった人、また２年の人いるのかもしれ

ませんけれども、今後についてまた地域で何かそういった関連したものに携わっていける

ようなことに考えているのかどうなのか、その辺についてお聞きしたいと思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 地域おこし協力隊につきましては、平成25年度から隊員が浦

幌町にいるいうことになっておりまして、今年度は全体で５名の地域おこし協力隊がいま

す。平成29年度になりますと今言った５名のうち１名が丸３年の期間を満了するというこ

とになります。この隊員につきましては、浦幌町に引き続き残りまして、同じような業務

に携わるということで現在予定しているところでございます。残りの３人につきましては、

１人が３年目、それから３人がそれぞれ２年目ということになりますので、先ほど申し上

げました丸３年で今回退く隊員の後任として１名を新たに募集しているところでございま

す。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 今聞いて内容わかりましたけれども、大変張り切ってやられているわけです

ので、３年でほかへ行ってくださいということは非常に行政としても町民の感情としても

忍びないものがあるということで、その辺を十分今後も考えた中で運用していっていただ
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きたいなと考えております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 先ほども説明させていただきましたけれども、平成25年度か

ら隊員を委嘱してまいったわけなのですけれども、これまで２名の隊員につきましては期

間満了前にそれぞれご都合がございまして期間前に協力隊から退いておりますけれども、

今いる隊員のうち１名につきましては先ほど申し上げましたように今年度３年間満了しま

すけれども、引き続き残るような形になります。また、新たに募集する隊員、それから今

いる隊員につきましても今後につきましては、いろいろな形で浦幌町の仕事の関係とかに

携わっている隊員がおりますので、３年満了する、また期間の中でもそういった起業につ

いて浦幌町に残っていただきたいというふうに考えながら、情報連携を共有しながら進め

ているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 わかりました。よろしくお願いします。 

 次に、同じく企画費の中で36ページ、委託料の中の地域おこし協力隊コーディネートと

いうことで業務委託料が計上されておりますが、この内容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。 

 まちづくり推進係長。 

〇川上まちづくり政策課まちづくり推進係長 ただいまの質問についてお答えいたしま

す。 

 地域おこし協力隊に係りますコーディネート業務の内容につきましては、地域おこし協

力隊員の活動プログラムの作成及びそのプログラムについての進行管理等の業務となって

おります。また、現在寿町にあります旧店舗におきましてうらほろスタイル地域おこし協

力隊員が事務所として使っている建物の管理に係る費用も含めまして、コーディネートの

業務委託料となっております。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 わかりました。適切な運用を図っていただきたいなと思っております。 

 次に、同じく企画費の中で37ページ、19節負担金、補助及び交付金の中のうらほろスタ

イル推進事業負担金ということで2,999万円計上されております。この内容については、資

料の中に記入されております。この中の内訳というか、事業、これたしか地域への愛着を

育む事業、子どもの想い実現事業、農村つながり体験事業、若者しごと創造事業、特に若

者しごと創造事業については新事業創出・育成支援組織情報構築事業、はまなすブランド

開発発展事業、サテライトオフィス・コワーキング運営事業というようなことで各種事業
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が行われておりますが、その事業の内訳についてご説明願いたいと思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり推進係長。 

〇川上まちづくり政策課まちづくり推進係長 ただいまの質問についてお答えいたしま

す。 

 うらほろスタイル推進事業負担金に係りますそれぞれの事業費の内訳になりますけれど

も、まず地域への愛着を育む事業、こちらにつきましては予算額が490万円、続きまして子

どもの想い実現事業につきましては44万5,000円、続いて農村つながり体験事業、こちらに

つきましては63万4,280円、続いて若者のしごと創造事業、こちらにつきましては説明資料

に記載してございます新事業創出からサテライトオフィス・コワーキング運営事業、こち

らの３事業を含めた事業費の中で1,553万8,400円が予算計上されております。また、こち

らの記載以外になりますが、昨日のフォーラムのほうでもご説明させていただきましたけ

れども、うらほろスタイル推進地域協議会の事業の柱の中で28年度より高校生のつながり

発展事業ということで、うらほろスタイル教育を受けてきて、高校生になって自主的に事

業を浦幌町内で進めていくという事業も進めておりますが、そちらもうらほろスタイルの

推進事業の負担金に入ってございまして、こちらの高校生のつながり発展事業につきまし

ては20万円の予算を組んでございます。また、最後になりますけれども、プロジェクト推

進事業ということで、昨日開催いたしましたフォーラムの開催経費ですとか、はまなす等

の事業でございますけれども、町なか農園ですとか、そういった部分の活動拠点の管理運

営、フォーラムの実施事業費等も含めまして、そちらがプロジェクト推進事業としまして

827万1,360円の予算額として予算を計上しております。 

 以上になります。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 以前は国からの交付金ということでこのことについて支援があったというこ

とでございますけれども、今年からはふるさと基金のほうからの運用も考えているようで

ございます。それで、私は地域が活性化するためにいろいろな考えを持って活用しながら

やっていくということ自体には大賛成でございまして、きのうのうらほろスタイルの10年

の経緯を含めて、このことが非常に日本の取り組みの中でも評価されているということで

はすばらしいことだなと考えております。ぜひ今後もこういった活力を失わないで進めて

いくことを考えているわけでございますが、行政の支援というものも必要であろうと考え

ております。そういうことで、今後行政のかかわりの部分、また今後うらほろスタイルの

推進事業をつかさどる部分ということでそれぞれが、あと教育含めて三位一体になって今

後進めていかなければならないことになっていくと思いますけれども、その辺の行政の今

後のこのことへ取り組む姿勢というか、考え方というのがもしあったらお聞かせ願いたい

と思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 まず、うらほろスタイル推進協議会のことにつきましては、

これまでも役場の組織の中でいきますとまちづくり政策課、それから産業課、教育委員会、

３課がそれぞれ民間団体、組織とかかわりながらうらほろスタイル推進地域協議会という

のを構成しております。また、事業の展開につきましても、これまで３つのプロジェクト

を中心に、そして雇用のプロジェクトを含めて現在４つのプロジェクトで進めております

けれども、事業費が大きくなりましたのは地方創生法が施行されまして、平成27年度に先

行型交付金というのを活用しながら新事業創出・育成支援事業をうらほろスタイルの中で

取り組んだというのが基礎になっています。その後、ちょうど１年前になりますけれども、

加速化交付金ということで、定例会の後に臨時会を開催させていただいてご説明させてい

ただいたのですけれども、そのときも引き続き新事業創出・育成支援組織構築事業、そし

て地域商社機能やはまなすブランド開発事業、そしてサテライトオフィス・コワーキング

運営事業ということで、ここまでの交付金については交付率が100％ということで国からの

交付金で行ってきたところでございます。新年度提案させていただきます2,990万円の事業

費につきましては、今度は交付金の中でも地方創生推進交付金ということで交付率が50％

となります。この全て、2,990万円の全てではないのですけれども、この事業のうち新事業

創出・育成支援組織構築事業、それからはまなすブランド開発事業、そしてサテライトオ

フィス・コワーキング運営事業につきましては、引き続きこの中で２分の１の交付率とい

うことで国からの交付金を活用しながら推進していくような形になります。いずれにしま

しても、今後うらほろスタイル推進地域協議会が町とも連携をとりながら、さらに事業を

展開していく中でいきますとこういった交付金の活用や、それから情報共有を図りながら

進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに

思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 ページ飛んで14目のふるさとづくり寄附金奨励金、この中の８の報償費、こ

れは返礼品を含める予算の関係だと思うのですけれども、先般補正予算を組んだときに説

明がありました。実績がいろいろな理由により下がってきているということでございます。

そんな中でこの返礼品も当然下がっているわけでございますけれども、今ふるさと納税と

いうものについていろんなご意見が出てきているなと、ここへきて国もこのことについて

本来あるべきふるさと納税というのはどうあるべきかということで、今過剰に返礼品にこ

だわっているために本来的な趣旨が失われてきているような面も報道などでされておりま

す。このような中で、昨日うらほろスタイルのこういった10年の歩みを聞いて、今後の浦

幌町の未来を考えたときに、うらほろスタイルというものがかなり評価されているという

ことを考えれば、うらほろスタイルというものをもっと前面に出した中で、返礼品という

ことでの人気取り的なものではなくて、浦幌にはうらほろスタイルというものがあって、
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教育というものも人づくりも推進しているのだということをもっと、返礼品ではなくてこ

ういったものをアピールした中で、ふるさとの寄附金というものを全国から注目していた

だいて受けるという方向に考え方を変えていく必要があるのかなと。今までは管内含めて

いろいろなところが返礼品のサービス合戦みたいなところがあります。だけれども、そう

いう物ではなくて、考え方だとか、そういった方向性に支援をしてくれる、全国から支援

がしてもらえるという、そういったような考え方を持ってこのことに対応していくべきで

はないかなと思うわけですが、その辺についていかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 まず、特産品返礼の関係なのですけれども、以前はジンギス

カンセットとかも含めながら、品数的にいうと８品しかございませんでした。ただ、昨年

の後半から返礼品のお返しする回数を撤廃したり、それから特産品につきましても町内の

産業団体やいろんな取り組みをしている方々にも、これまでもそうなのですけれども、さ

らにお話をさせていただいて、現在は32品目まできております。いろいろな中でいきます

と、決して特産品ありきではないのですけれども、数を撤廃したりとか、そういったとこ

ろでいきますと、平成26年度や平成27年度よりは下回るのですけれども、後半に入りまし

て非常に寄附金をたくさんいただいて、最終的には当初より落ちますけれども、金額的に

はそこそこ集まるのかなというふうに判断しております。今河内議員からご意見のありま

したうらほろスタイルの関係なのですけれども、まさに河内議員がおっしゃるとおり、協

議会の中でもそういった考えがありまして、今回条例改正ということで取り決めをさせて

いただきました。 

 ふるさとづくり寄附につきましては、寄附をされる際にそれぞれ事業区分に従いまして、

寄附される方がどういった事業に使ってくださいということで、今４項目あります。今回

はうらほろスタイル入れましたので、５区分の中から選んでいただくのですけれども、こ

れまでも子どもに対するものに対しては３割５分ほど使ってくださいという意見があるの

ですけれども、そのほかについては指定なしというのも36％ほどありまして、それは全体

の事業予算の中で町長が張りつけをするということになっています。先ほど河内議員から

おっしゃられたとおり、うらほろスタイルをさらにアピールしていくべきでないかという

ことにつきましては、そういったことも踏まえながら、うらほろスタイルについては町内

の中ではまだまだ認知度というのが十分というふうには思えないのですけれども、全国的

なこと、それから国的に考えますと注目されている部分がございますので、そういった注

目されている部分から、うらスタ事業に対する理解者とか、それから応援的立場という方々

から寄附をたくさんいただきたいということで今回条例提案をさせていただきましたし、

そのような形で取り組みたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 
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〇河内議員 大変肯定的に捉えて、私もうらほろスタイルというものを全国に注目してい

ただいて、全国からご支援をいただけるような、うらほろスタイルが全国にわかりやすい

活動として捉えてもらえるように今後もそういった面で努力をしていただきたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問についてお答えをさせていただきたいと思います。 

 ご存じのとおり、また質問の中にも触れていただきましたフォーラムの関係、こういっ

た活動の中で過去から行ってきていると、その成果としてフォーラムの中でいろんなご意

見もいただいたといったことでございます。おっしゃるとおり、うらほろスタイルについ

て全国的にいろんな関心がおありの方もおられるというのも事実だと思います。また、そ

の中にあって、この情報についても幅広く発信をいたしまして、多くの方々に知っていた

だいて、そして本来の思いでございますご支援という部分について何かしら成果を上げて

いくような形が望ましいのだろうというふうに思います。そういった中で、今般の定例議

会におきましても条例提案を申し上げて改正をしたということで、ただおっしゃっている

とおり、そのご寄附と、また返礼品という扱いについては、返礼品の扱いについては別な

部分でございますので、このことについてはしっかりと今後推進協議会とも話をしながら、

いずれにいたしましても情報を発信しながら、多くの方々のご関心とご支援をいただくよ

うなことを進めてまいりたいなということについては、町としても事務局に携わっている

者としてもかかわっていきたいなと思ってございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今同僚議員からもいろいろ質問がありましたけれども、地域おこし協力隊の

関係で、報償費で謝礼と、前にも一回聞いたのですけれども、謝礼というのはちょっとお

かしいのかなと私は思います。説明書の16ページのところに地域おこし協力隊謝礼と、謝

礼でなくて報酬か何か、そういう形に変えたほうがいいのかなと思うのですが、その辺ど

うなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 安藤議員から質問があったとおり、実は最初地域おこし協力隊が初めて任用されたころ

は報酬ということで予算を組んで執行していたわけなのですけれども、平成25年度の途中

から報酬から報償費ということで、年度途中で組みかえて執行しているところでございま

す。この経過につきましては、当初非常勤特別職として嘱託という形で行っていたわけな

のですけれども、地域おこし協力隊は日中の勤務だけではなくて非常に勤務時間も不規則

な部分があるということもあったということで、非常勤特別職のそういった扱いは難しい
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というふうに判断いたしまして、他町村のいろんな事例等も踏まえながら、他町村では謝

礼という形で予算を組んでいるということで、平成25年度の途中から謝金という扱いで現

在も執行させていただいているということなものですから、ご理解いただきたいというふ

うに思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 以前聞いたときに、この方々は臨時職員と同等だということを聞いたのです

けれども、今でもそれは変わらないのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 済みません。確認させていただきます。臨時職員ということ

でしょうか。 

（「はい」の声あり） 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 非常勤の職員ということで、今謝金ということで扱わせてい

ただいているということでございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。それで、今年の冬、しゃっこいナイト、そのときにこの協力

隊の方がチラシで協力金というか、何か寄附を集めているということでチラシが入ったの

ですが、これはこの方々がやったことで、町は関係していないのですか。公金なのかどう

なのか、その辺も含めてお願いしたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 基本的には地域おこし協力隊につきましてはこちらのほうで

予算組んでおりますけれども、まちづくり政策課の所管事務の中で活動していただいてい

る職員でございます。また、しゃっこいフェスにつきましては、地域おこし協力隊が中心

となりまして、町内にいる若者たちを募った中で実行委員会を結成してイベントを行って

いるという状況でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 イベントを行っているのはわかるのですけれども、そのお金集めたのは公金

なのかどうなのかと私は聞いているのです。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 失礼いたしました。 

 基本的に実行委員会を結成する中で、実行委員会の経費ということで、公金という扱い

にはなっておりません。 



                                             － 29 － 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。 

 それと、地域おこし協力隊のコーディネートの業務委託料、これは誰と契約しているの

ですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり推進係長。 

〇川上まちづくり政策課まちづくり推進係長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 本年度の地域おこし協力隊のコーディネート業務の委託料の委託先なのですけれども、

平成28年度におきましては、まず５名いるうちの１名は酪農ヘルパーのほうの担当となっ

てございます。その１名の分のコーディネート業務につきましては、浦幌町農協のほうと

委託を結びまして、その１名分のコーディネート業務を見ていただいてございます。また、

残り４名につきましては、うらほろスタイル推進事業の部分についてのかかわりのある協

力隊ということでございます。こちら４名の活動に係る活動プログラムの作成及びそのプ

ログラム、活動の管理の部分につきましては町内にあります株式会社ノースプロダクショ

ンのほうと委託契約を結ばせていただいてございます。また、同じコーディネート業務の

中でそれぞれ協力隊が活動している施設の管理の部分なのですけれども、そちらの管理の

部分だけに関しましてはうらほろスタイル推進地域協議会のほうと委託契約を結びまし

て、協議会のほうで建物の管理等のほうを実施している状況でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 先ほどもこのコーディネートの中から事務所の家賃も払っているということ

でしたけれども、あそこの事務所はノースプロダクションが借りているところなのですか、

それとも分割してこの中から支払っているということでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり推進係長。 

〇川上まちづくり政策課まちづくり推進係長 事務所の家賃のほうにつきましては、事務

所の管理業務に関してはうらほろスタイル推進地域協議会のほうと委託業務を結んでいる

という形になります。こちらの家賃につきましては、うらほろスタイル推進地域協議会と

結んだ委託の中で支払います委託料の中から家賃としてお支払いしている形になってござ

います。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 そしたら、このコーディネートの業務の中では家賃は払われていないのです

か。先ほど何かここからも払われているということを聞いたのですけれども、どうなので

しょうか。 
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（「暫時休憩してください」の声あり） 

〇田村議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午前１１時５２分  休憩 

午前１１時５４分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 まちづくり推進係長、答弁願います。 

〇川上まちづくり政策課まちづくり推進係長 事務所の家賃のほうにつきましては、うら

ほろスタイル推進地域協議会のほうからお支払いをしているという形になってございま

す。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。 

 次に、42ページのふるさとづくり寄附奨励費です。その関係で私もお聞きしたいと思い

ますけれども、歳入で今年の予算が9,000万円、それでこの中で報償費が4,500万円、それ

から通信運搬費が1,929万円ということで、支出が6,429万円と、差っ引きしますと2,571万

円が町が寄附を受けたというか、9,000万円受けたのですけれども、差っ引きしたときには

2,500万円だということで、9,000万円をこのまま基金に積むだとか、使用されるとか、そ

ういうことになると町の持ち出しがふえている状態なのです。ですから、この辺は少し考

え直さないといけないのかなと私は思います。説明資料の38ページ、今年の寄附金の活用

額ということで5,383万8,000円ということで出ていますけれども、実質差っ引きしたら

2,500万円程度、今年ですけれども、こういうことになってくるので、この辺の考え方、少

し私は改めていただきたいなと思いますけれども、どう思いますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問についてお答えさせていただきたいと思います。 

 予算書でいいますところの42ページの14目ふるさとづくり寄附奨励費、この中における

おっしゃった中身は報償費4,500万円と役務費1,929万円というふうにおっしゃっておられ

ましたけれども、予算的には全体でそのほかにかかる経費として需用費と使用料、当然か

かる経費でございますので、6,685万3,000円ということの本年度の予算を計上させていた

だきました。それからいって、9,000万円の寄附を受けた中で6,700万円近くが支出される

といった中にありましては、７割以上が経費にかかっていると、この経費のかかっている

率が非常に多いではないかと。また、説明資料の一般会計に係る説明資料38ページにおき

ましては、寄附金活用事業の一覧としては本年度は5,383万8,000円をいろんな事業に充当

するということで、これは単年度の寄附額ではなくて、従前からご寄附いただいた中での

一部として5,380万円ほどを使わせていただくという内容でありまして、単年度の寄附金
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9,000万円に対するものではないことをまず１点ご理解いただきたいと思います。 

 また、先ほどの話に戻りまして、6,685万3,000円の29年度予算の計上については、おっ

しゃるとおり、確かにかかる経費としては７割を超える額となっております。ただ、この

ことについては、先ほどの質問の中にもございました本来のふるさとづくりの趣旨につい

てどうなのだろうといった部分も確かににございます。ただ、もう一点は、これは従前か

らもお話しさせていただいていますとおり、報償費につきましては町内の寄附返礼品に係

るいろんな品物に対しての扱いがいろんな企業から申し込みがあった中での対応というこ

とでございます。これは、ある面では町内経済の振興という部分にもかかわってきますの

で、一概にこの数字を見ただけでどうのという話はなかなか難しいのかなと。ただ、おっ

しゃっている中身は、これは全国的な部分として扱われている部分になってくるだろうと

いうふうにも思いますので、このことについてはふるさとづくり寄附、当初ふるさと納税

呼ばれていた国が奨励した中身の部分が今後どのようようなことに進んでいくのかという

ことは、これは情報をつぶさに収集しながら、今後の対応については検討の部分がどうな

のだろうということがあるのかと思います。ただ、現時点ではそういった過去からの対応

もあるということでございますので、一概に時間を切って対応するということはなかなか

難しいのかなと思っている状況でございますので、このことについてはご理解いただきた

いと思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 理解してくれと言っても、なかなかこれ理解しづらいことだと思うのです。

皆さんの大事な気持ちを町の活用事業ということで充当させていただくというのは大変い

いことなのですが、差っ引き計算とか、そういうことも考えていかないと、今後いつまで

も寄附金を9,000万円もらったから、9,000万円をそのまま基金に入れて全部使うのだとい

う、そういうことでは今の町の財政事情の中でそぐわないのでないかなと、私はそう思い

ますけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 財政も含めてふるさと基金のあり方ということのご質問だろうというふうに

思います。 

 ふるさと基金については、もうご存じのとおり、それぞれ全国的に募集をしながら、そ

してその中で返礼金を出しているということであります。それに係る経費は当然かかって

くるわけでありますから、ふるさと基金をいただいたから全てそれが資源になるというこ

とでは決してないということは確かだろうというふうに思います。ただ、ふるさと寄附を

していただいている皆さんの気持ちはしっかり受けとめていかないとならないだろうなと

いうふうに思っているところで。基金に積むことがどうなのだというお話でありますけれ

ども、これは当然町の財政も含めて、町財政をどうしていくかいう問題にかかってくるわ

けでありますから、9,000万円が来たから、7,500万円かかったから、2,500万円しかないで
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はないかと、これしか使えないのではないかということではなくて、町財政全体の中でど

うやってこの基金を運用して使っていくかという問題になるだろうなというふうに思って

います。そういう面では、一般財源、一般会計含めてこの基金をどのように取り扱ってい

くかいうのは当然財政上考えていく必要があるだろうというふうに思っています。そうい

う意味でふるさと基金はふるさと基金として積み増しをしながら、その中で一般財源の状

況を見ながら使っていくということが必要だろうというふうに思っていますから、一般財

源、町の財政に負担をかけるような使用のことにはならない。してはならないというふう

に考えていますので、基金をいただいた人たちの気持ちも酌みながら、町財政もしっかり

見ながらこれからも活用していきたいというふうに思っているところです。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩をいたします。 

 

午後 ０時０２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。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 次に、２款１項10目生活安全推進費から３款２項２目児童措置費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 予算書39ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は17ページ

をごらん願います。２款総務費、１項総務管理費、10目生活安全推進費、本年度予算額

1,975万2,000円、この科目は交通安全対策、防犯対策の推進事業並びに消費者保護対策事

業を通じ、町民の安全、安心な日常生活を確保するため、交通安全指導員、防犯指導員が

実施している巡視活動など、また消費者協会による消費者保護活動に対する経費を計上し

てございます。増減の主なものは、11節需用費で防犯灯の塗装修繕が完了し、40万7,000円

の減、19節負担金、補助及び交付金で浦幌町消費者協会が主管する十勝消費者大会の浦幌

開催に係る補助金13万円の増でございます。１節報酬、13節委託料、19節負担金、補助及

び交付金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 43ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は18ページをごらん願います。２

項徴税費、１目税務総務費、本年度予算額2,906万6,000円、この科目は固定資産評価審査

委員会の運営並びに税務事務に要する職員の人件費並びに事務的経費を計上したものでご
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ざいます。主な減につきましては、２節給料、３節職員手当等、４節共済費の人件費に係

る減でございます。 

 ２目賦課徴収費、本年度予算額1,511万1,000円、この科目は町税の賦課徴収業務に係る

事務的経費を計上してございます。主な減額内容は、13節委託料、土地の鑑定評価業務119万

5,000円の減となっております。12節役務費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、19節負

担金、補助及び交付金は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次のページをお開き願います。説明資料は、同じく18ページでございます。３項１目戸

籍住民登録費、本年度予算額1,838万8,000円、この科目は戸籍住民登録等の窓口業務に係

る事務的経費を計上してございます。増減の主なものは、11節需用費９万9,000円の増、18節

備品購入費、昨年ＩＣ旅券交付窓口端末機を購入したもの32万2,000円の減でございます。

19節負担金、補助及び交付金は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 49ページをお開き願います。３款民生費、１項社会福祉費、２目国民年金事務費、本年

度予算額48万3,000円、この科目は国民年金事務及び国民年金制度の啓発等に係る経費を計

上してございます。増の主なものは、説明資料20ページに記載してございますが、13節委

託料の国民年金システム改修業務委託料32万4,000円の増でございます。 

 51ページをお開き願います。説明資料は、同じく20ページをごらん願います。６目重度

心身障害者ひとり親家庭等医療対策費、本年度予算額1,046万3,000円、この科目は重度心

身障がい者、ひとり親家庭等の医療費を助成する経費を計上してございます。主な減につ

きましては、12節役務費、審査手数料で11万6,000円の減、20節扶助費の対象者数減により

168万円の減でございます。内訳につきましては、説明資料20ページに記載のとおりでござ

います。 

 ７目後期高齢者医療費、本年度予算額１億778万3,000円、この科目は後期高齢者医療制

度における75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の寝たきり等の状態にある方に係る療養給

付費に要する費用の内訳でございます。減の主なものは、19節負担金、補助及び交付金501万

1,000円の減でございます。28節繰出金は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次のページをごらん願います。あわせまして、説明資料は21ページをごらん願います。

２項児童福祉費、２目児童措置費、本年度予算額6,154万5,000円、この科目は児童手当の

支給並びに支給事務に要する経費を計上してございます。減の主なものは、20節扶助費で

564万円の減、対象児童数の減であり、内容につきましては説明資料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ので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に４款１項３目環境衛生費から２項２目し尿処

理費までの説明を求めます。 

 町民課長。 
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〇山本町民課長 予算書63ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は24ページ

をごらん願います。４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境衛生費、本年度予算額3,382万

1,000円、この科目は葬斎場ほか環境衛生業務に要する経費を計上してございます。増減の

主なものは、13節委託料、これは隔年で実施しております吉野地区の臭気測定業務43万

2,000円の増、15節工事請負費で葬斎場の排気筒ほか改修の終了による1,200万円の減と本

年実施します葬斎場の玄関スロープ改修工事130万円の増でございます。11節需用費の修繕

料、13節委託料、15節工事請負費、19節負担金、補助及び交付金の内容につきましては、

説明資料に記載のとおりでございます。 

 ４目墓地墓園費、本年度予算額147万2,000円、この科目は町が管理する墓地と墓園の５

カ所の維持管理に要する経費を計上してございます。減の主なものは、15節工事請負費、

昨年実施した墓地、墓園内通路簡易舗装工事の完了による850万円の減でございます。13節

委託料、14節使用料及び賃借料は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 65ページをごらん願います。６目乳幼児等医療対策費、本年度予算額1,718万円、この科

目は中学生以下の乳幼児等の医療費の助成に要する経費を計上してございます。20節扶助

費は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 66ページをお開き願います。説明資料は、同じく24ページをごらん願います。７目公衆

浴場管理費、本年度予算額921万8,000円、この科目は町営公衆浴場健康湯の管理運営に要

する経費を計上してございます。13節委託料は、株式会社ユーエムへの指定管理業務委託

料となってございます。 

 ９目未熟児養育医療対策費、本年度予算額72万1,000円、この科目は１歳未満の未熟児を

養育するための医療費の助成に要する経費を計上してございます。20節扶助費は、説明資

料に記載のとおりでございます。 

 67ページをごらん願います。説明資料は、24ページ、25ページをごらん願います。２項

清掃費、１目塵芥処理費、本年度予算額8,657万8,000円、この科目はごみの収集運搬処理

並びに野犬等処理業務、一般廃棄物処理センター等に係る管理業務に要する経費を計上し

てございます。主な増額につきましては、11節需用費の消耗品費、ガス缶、スプレー缶専

用の回収箱の購入21万円の増及び修繕費の水処理施設配管取りかえ修繕54万円の増、13節

委託料、管理業務委託料131万9,000円の増、18節備品購入費、ごみ収集車両１台の更新

1,531万4,000円の増でございます。その他11節需用費、12節役務費、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。 

 68ページをごらん願います。２目し尿処理費、本年度予算額1,874万6,000円、この科目

につきましてはし尿処理に係る十勝環境複合事務組合に対する負担金でございます。増の

内容は、汚水処理施設共同整備事業による負担金931万1,000円の増となってございます。

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ので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ただいま説明がありましたスプレー缶の収集ということで、いつごろからど

のような形で収集をするか、予算についてもここで計上されておりますが、説明をお願い

いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 ただいまの福原議員のご質問にお答えいたします。 

 スプレー缶、ガス缶の排出につきましては、現在穴をあけて資源ごみとして排出してい

ただいておりましたが、道内で穴あけ事故が発生しているということも踏まえまして、今

年から中身を使い切った上で穴をあけずに排出していただくということに変更するもので

あります。開始時期につきましては６月１日からを予定しておりまして、広報等にて周知

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ごみ収集は今資源ごみと燃えるごみと分けて収集していただいているのです

が、６月から収集を開始するということで、排出する私たちはどのような形でどこへ持っ

ていったらよろしいかお伺いしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 スプレー缶、ガス缶の排出場所につきましては、今までと同様資源ごみ

ステーション、こちらのほうに専用のごみ箱といいますか、専用ボックスを設けますので、

そちらのほうに中身を使い切って穴をあけないで排出していただくということで考えてご

ざいます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 スプレー缶についてはわかりました。 

 次に、これは予算に直接関係はないのですが、ごみの排出の中の紙おむつの排出につい

てお伺いしてみたいと思います。現在はおむつ専用シールというのを、浦幌町の町民課で

すか、で出していただいて、赤ちゃんと、それから在宅介護者、要介護者に対してシール

を配付しているということで、この中にも新生児が125枚、それからずっとありまして、満

１歳から２歳まで25枚ということは月に２枚程度シールを上げていると。新生児のときは

たくさんシールが要るだろうという配慮でたくさん出して125枚、100枚とか出していただ

いていますが、町民の声がありまして、今なかなか２歳までにおむつがとれないと、この

期限を何とか撤廃していただいて、無期限でシールをいただけないかという声がありまし

た。このことについては、私もいろいろほかの町村のことも調べてみましたが、全部の町

村が実施しているわけではありませんが、浦幌町もぜひこの期限を撤廃していただくよう
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お願いしたいと思います。というのは、子どもさんを複数育てていらっしゃる方は上の子

と下の子と重複しておむつをしている。今のおむつは非常に吸収がよくて、気持ちがいい

とみえて、なかなかおむつがとれないのが現状なのです。それで、１軒の家で２人おしめ

をしているという状態も生じていることが事実です。町民の声も、何とかよそのまちのよ

うに期日の撤廃というか、なくしていただけないかということでお話がありましたので、

このことについてお伺いをしておきたいと思います。これを実施するに当たっては、今現

在も半透明か透明の袋に入れてこのシールを、燃やせるごみの日に汚物を取り除いて出し

てくださいというふうにごみ収集の分別パンフレットの中には書いてあります。町で発行

したものです。この辺ももちろん守ってはいただいているのですが、期日だけは何とか撤

廃していだけないかなという要望がありましたので、伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 現在紙おむつの出し方につきましては、２歳未満の乳幼児の方につきましては新生児に

つきましては125枚ということで、１週間に１回の排出で２年分ということでの125枚であ

ろうかと思っております。また、在宅で介護されている方の要介護３以上の方につきまし

ては１年で50枚ということで、また介護度が変わったりすることもありますので、１年ず

つということでの配付をしている状況でございます。管内の状況を見たところ、帯広、音

更、芽室などは従前より無料で排出できるということでありました。また、近隣町村のほ

うでいいますと、幕別、池田についても従前からなっております。豊頃町が今年の４月か

ら実施予定ということで伺っているところであります。町民の方々のご意見もあるという

ことも踏まえまして、今後の２歳までの乳幼児という期限の撤廃、また要介護度というも

のの限定といいますか、そちらのほうの撤廃も含めて判断してまいりたいと考えておりま

す。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 非常に子育てに優しいまちづくりを町のほうでは推進しているということ

で、このこともぜひとも早急に撤廃をしていただいて、若いお母さんが一人でも多くお子

さんを育てていく上で、微々たる経費、ごみ袋のことなのですけれども、それでもよその

まちから移ってきた方が浦幌町ってまだこれ経費というか、シール張らなければ出せない

のですねということで、それも２歳までということでびっくりしておられた方もいました。

ぜひとも優しい浦幌町の子育てに対する一つの施策としてお願いをしておきたいと思いま

す。 

 終わります。 

〇田村議長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問にかかわってお答えをさせていただきたいと思います。 

 ご存じのとおり、子育てにかかわっての対応と、また介護福祉にかかわっての対応とい
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うことで、それぞれ紙おむつについて本来であれば有料のごみについて無料化を図ってい

こうということで、ついてはお使いになられる対象要件として満たす方については無料に

かかわるシールをお配りしましょうといったことの対応が現在であります。ただ、今おっ

しゃった中では、対象の中ではお子さんにあっては２歳までといったことの部分で対象要

件としてきているのが現状であります。管内的にいっても年齢を要件に入れているかどう

かといった部分も、時代の流れとともに今おっしゃった２歳においても紙おむつが必要だ

といった部分もあるかもしれません。このことについては、なぜそういうふうに至ったと

いう部分も含めまして管内の状況も今後調べさせていただいて、実態というのが変わって

きているかどうかというのはなかなか把握していない部分もあると思いますので、そのあ

たりを把握した上でどのようにするかということについては今後の課題ということで捉え

させていただきたいと思います。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 １つつけ加えさせていただきたいと思うのですけれども、当初紙おむつを無

料化にするといったときにいろいろ検討させてもらいました。養育の問題でいえば２歳ま

でが限界だろうと、限界というか、２歳過ぎたら紙おむつを外して育てるというのが普通

ではないのかということもいろいろ話し合いをいたしました。そういう面では、それ以上

３歳とか３歳半とか延ばすことが本当にいいのかどうかということも考えていかなければ

いけないのかなというふうに思っています。そういう意味で２歳ということで限定をさせ

てもらった経緯がありますので、その辺もしっかり考えて、長ければ長いほうが家庭とし

ては楽なのかもしれませんけれども、育てていく環境づくり、子どもを育てていくという

意味では本当にそれでいいのかどうかということも考えていかなくてはいけないのかなと

いうふうに思っていますので、それは検討させていただきたいと思いますし、養育の観点

からどのようにしたらいいのかというのも考えてさせていただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 今の町長の話ですと何か絶望的な感じしました。２歳でとれる子って本当に

少なくて、私も３人子育てしましたけれども、２人おしめをしている状態が３カ月から半

年ぐらいはあったと思います。実際に子どもを育ててみたらよくわかると思うのですけれ

ども、本当に大変なのです。何回言ってもだめな子はだめですし、一回でぱっとやめられ

る子もいます。ケース・バイ・ケースだと思うのです。お母さん方も決して好きでこうや

って２歳半までも３歳までもおしめをさせていないと思います。おしめ買うことに経費も

かかるわけですから、その辺はなるべく早くとりたいという気持ちはやまやまで育児をし

ていらっしゃるのだろうと思います。その中でもどうしてもちょっとだけ、もうちょっと

だけという声があったものですから、今回私この助成をちょっと先延ばしにしていただけ

ないかなというふうに思っております。実態調査と申しましてもなかなか、自分の子ども

はまだおしめしているのなんて、お母さん方は恥ずかしいという気持ちもありまして、ひ

そやかなアンケートというか、そういうものを実施していただければいいのですけれども、
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言ってはこないと思うのです。ですけれども、私どものところには声として届いていると

いうことを認識していただいて、私はぜひともこれはあと３カ月か半年延長というか、な

るべくだったら撤廃をしていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 子育て論をするわけではありませんので、絶望的と言われたらどうしようも

ないのですけれども、決してそういうことではなくて、これは統一的に２歳までというふ

うにやっているわけですから、離れる方もいるし、離れない方もいらっしゃる。これは当

然だと思います。ただ、一番お金がかかる部分について町としては助成していこうという

ことで判断をして助成制度をつくったということであります。ケース・バイ・ケースは、

それぞれのお子さんの環境とか成長度合いによって違うというのは当然でありますけれど

も、それではどこまで町として助成していくのかということは当然考えていかないとなら

ないだろうというふうに思っています。要するに養育するときに一番おむつがかかると、

当然新生児でありますけれども、新生児からどこまで町として公費で助成していくかとい

うことを考えながつくってきたわけでありますから、今後２歳以上でもかかる人が大多数

だとか、そういう状況があるのだとすれば、それは町として考えていかなくてはいけない

というふうに思っていますので、決して私が答弁したから絶望というような話ではありま

せんので、誤解のないようにお願いしたい。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 言い過ぎた面もありましたけれども、ケース・バイ・ケースということで捉

えていただいたところありますけれども、わざわざ言いに来たお母さんもいたということ

をご承知おきをしていただきたいということで、近隣でも帯広市を初め、今のところ半分

ぐらいですか、限度の月日を撤廃しているところがあるということは事実だと思います。

浦幌町はどうしてもこれネックで、なるべく子どもは早くおしめとりなさいということで、

指導のうちにも入るのでしょうけれども、なかなか大変で、できないお母さんが、・・・ 

・・・・・・・・・・・・・そういうふうな話があったものですから、私もそこで初めて

気がついて、そういえばシール張っていましたよねということでいろいろとお話を伺った

のです。子どもさん３人つれたお母さんだったものですから、浦幌町は子育てに優しい町

ということを売りにしておりますので、ほんのささやかな、お金もかからない、町の持ち

出しの経費もない方法ですので、何とか透明、半透明の袋で投げさせていただけるような

配慮をよろしくどうぞお願いいたします。 

〇田村議長 町長、優しい答弁お願いいたします。 

〇水澤町長 議員の言われるような、そういう父兄の方がいらっしゃるということは十分

認識しておりますし、そういう状況もあるのかなというふうに認識しておりますので、今

後制度をどういうふうに構築していくかということも含めて考慮させていただきたい、考
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えさせていただきたいと思います。 

〇田村議長 そのほかほか質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 １時２８分  休憩 

午後 １時２９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、３款１項１目社会福祉総務費から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。 

〇熊谷保健福祉課長 予算書47ページから49ページをお開き願います。あわせまして、予

算説明資料19ページから20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３億3,440万5,000円、この目につきましては社会福祉全般

に係る経費及び各種社会福祉団体に係る補助金、障がい者の生活介護等サービス給付費、

浦幌町国民健康保険特別会計繰出金等に係る経費でございます。増額の主なものは、11節

需用費は平和塔展望台手すり修繕に係る修繕料50万円の増、20節扶助費は障害介護等給付

費給付対象者の増加などによります生活介護給付費など698万7,000円の増、自立支援医療

給付対象者の増加などによります更生医療給付費など540万円の増、障がい児通所給付対象

者の減少などによります通所給付費55万8,000円の減で、扶助費総体で1,184万6,000円の増

額内容でございます。減額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金は平成28年度に実

施した臨時福祉給付金の支給対象者と支給金額が変わったことによります臨時福祉給付金

855万円の減、心身障害児等療育施設等訓練通園費補助金19万3,000円の増、浦幌町社会福

祉協議会運営事業補助金87万円の増で、負担金、補助及び交付金総体で746万5,000円の減

額、28節繰出金は浦幌町国民健康保険事業特別会計への繰出金3,705万9,000円の減額内容

でございます。１節報酬、11節需用費、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、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書49ページから50ページをごらん願います。あわせまして、説明資料20ページをご

らん願います。３目厚生委員費、本年度予算額305万6,000円、この目につきましては民生

委員、児童委員兼ねて浦幌町厚生委員24名の活動に係る経費でございます。13節委託料に

つきましては、社会調査委託料として北海道からの委託料、１人当たり５万9,000円が町に

交付され、同額を民生委員各位にそれぞれ交付するものでございます。減額の主なものは、

９節旅費は平成８年度に実施しました民生委員道内視察研修に係る費用弁償など42万

1,000円の減額内容でございます。１節報酬、13節委託料につきましては、予算説明資料に

記載のとおりでございます。 
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 引き続き予算書50ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料20ページをご

らん願います。４目青少年健全育成費、本年度予算額29万2,000円、この目につきましては

浦幌町青少年問題協議会委員８名、浦幌町少年補導委員会委員11名、青少年健全育成事業

に係る経費でございます。１節報酬につきましては、予算説明資料に記載のとおりでござ

います。 

 引き続き予算書50ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料20ページをご

らん願います。５目社会福祉施設費、本年度予算額211万7,000円、この目につきましては

浜厚内生活館維持管理及びアイヌ生活相談員１名の活動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、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書51ページをごらん願います。８目相談支援事業所運営費、本年度予算額18万

5,000円、この目につきましては障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律及び児童福祉法に基づき、障がいのある方の地域生活を支援するため、障がい福祉サ

ービスや障がい児通所支援を利用する全ての方にサービス等利用計画の作成を行うことに

より、地域で生活していくときに必要となるさまざまなサービス等を有効に利用し、生活

の質を向上させることを目的とした特定相談支援事業及び障がい児相談支援事業の運営に

係る経費でございます。特にこの目で説明を加える事項はございません。 

 引き続き予算書51ページから52ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料

20ページから21ページをごらん願います。２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、本年度

予算額1,625万2,000円、この目につきましては児童福祉、保育園、幼稚園等の入退園及び

保育料納付事務等に係る経費でございます。増額の主なものは、８節報償費は出産祝金

170万円の増額内容でございます。１節報酬、８節報償費、19節負担金、補助及び交付金に

つきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 引き続き予算書52ページから54ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料

21ページをごらん願います。３目認可保育園運営費、本年度予算額8,300万3,000円、この

目につきましてはしらかば保育園の管理運営及び園児66名の保育及び一時保育に係る経費

でございます。増額の主なものは、11節需用費の消耗品は感染症予防対策経費など38万

2,000円の増、賄い材料費は入園児数の増加による47万5,000円の増、修繕料は24万9,000円

の減などにより需用費総体で66万3,000円の増額、13節委託料は調理員業務委託１名の増員

による管理業務委託料や広域保育による管外入所保育委託料など委託料総体で436万

4,000円の増額、18節備品購入費は洗濯機、衣類乾燥機、遮光カーテンなどの購入費による

42万9,000円の増額内容でございます。減額の主なものは、７節賃金は臨時職員で対応して

いました調理員の業務を委託に切りかえたことによるなど138万円の減額内容でございま

す。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料に記載のと

おりでございます。 

 引き続き予算書54ージから55ページと予算説明資料21ページをごらん願います。４目へ

き地保育所運営費、本年度予算額3,537万6,000円、この目につきましては上浦幌ひまわり
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保育園の管理運営及び園児20名の保育に係る経費でございます。増額の主なものは、７節

賃金は職員の育児休業等による代替保育士臨時職員賃金など193万8,000の増額、15節工事

請負費は上浦幌ひまわり保育園外壁塗装工事として260万円を予算計上し、平成28年度と比

較し10万円の増額、18節備品購入費は園児用遊具の購入費として11万2,000円の増額内容で

ございます。13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付

金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 引き続き予算書55ページと予算説明資料21ページをごらん願います。５目児童館運営費、

本年度予算額177万2,000円、この目につきましては常室児童館維持管理に係る経費でござ

います。増額の主なものは、15節工事請負費の常室児童館屋根塗装工事130万円の増額内容

でございます。13節委託料、15節工事請負費につきましては、予算説明資料に記載のとお

りでございます。 

 予算書56ページをごらん願います。あわせて、予算説明資料21ページをごらん願います。

６目子ども発達支援センター運営費、本年度予算額1,731万円、この目につきましては子ど

も発達支援センターの運営及び言葉や心身の発達におくれが認められる児童の療育に係る

経費でございます。減額の主なものは、18節備品購入費は指導用備品購入費72万7,000円の

減額内容でございます。13節委託料につきましては、予算説明資料に記載のとおりでござ

います。 

 予算書57ページをごらん願います。７目学童保育所費、本年度予算額651万1,000円、こ

の目につきましては放課後児童対策として開設している学童保育所の運営及び児童50名の

保育に係る経費でございます。特にこの目で説明を加える事項はございません。 

 引き続き予算書57ページから58ページをごらん願います。８目子育て支援センター費、

本年度予算額1,785万6,000円、この目につきましては親子の遊び等を通じて子育て家庭の

育児の不安や悩みの相談、子育て情報等を子育てする親に提供する子育て支援センターの

運営及び浦幌町ファミリーサポート事業に係る経費でございます。特にこの目で説明を加

える事項はございません。 

 以上で説明を終わります。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。 

 10番、森議員。 

〇森議員 57ページの学童保育の関係で質問したいと思います。 

 今の説明ですと現在浦幌幼稚園でなされているということで、定員50名なのですけれど

も、50名入って利用されているのですか、今現在では。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの森議員のご質問にお答えいたします。 

 現在学童保育所、今浦幌幼稚園に併設して１カ所ございますが、定員50名でございます

が、現在のところ定員50名を満たしております。 
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〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 学童保育の関係では、上浦幌中央小学校を校下とします上浦幌地区からも学童

保育に関しての要望が出ていたというふうに思っています。今後これどうなさるのか、ま

た話が進んでいればどの辺までいっているのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの森議員のご質問にお答えします。 

 学童保育所につきましては、先ほど言いましたように、浦幌幼稚園に併設されて市街地

に１カ所ございます。基本的には学童保育所は小学校区圏域内というような形の設置が望

ましいのかなというふうに考えておりますが、先ほどご質問にありました上浦幌校区とい

うような学童保育開設という内容でございますけれども、上浦幌校区の学童保育所、昨年

夏ごろにひまわり保育園の保護者の方から開設をしていただきたいというようなお話があ

りました。そのお話を聞きながら、それぞれ町としてどういうような対応ができるのかと

いうところを調査してまいりました。開設するとなると、場所ですとか、それからそこで

働く指導員、そしてその地域の特性、それぞれいろいろな条件を勘案しながら考えていか

ないとならないのかなというふうに今考えております。現在のところ、場所ですとか、そ

れから地域の特性を踏まえながら、浦幌町が上浦幌地区に開設できるかどうかというとこ

ろの調査をしている最中でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 これ行く行くはどうなのですか、大分早くからこういう要望が出ていて、今の

お話ですとまだ考えているということなのでしょうけれども、実際にはどうなのですか、

無理なことなのか、それとも今後に向かってどのように、方向というのですか、進んでい

くのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 上浦地区の学童保育につきましては、以前からそういう要望をいただいてお

りました。町としては、できれば開設をしたいという思いがありまして、いろいろ調査を

今まで進めてきて、これからも進めようとしています。一番問題なのはやはり人の問題で

ありまして、学童保育を開設したときに人材が確保できるかどうかというのが一番問題だ

というふうに前から申し上げておりました。施設の面については、大体めどをつけること

ができるのかなと思っていますけれども、人材の確保ができるかどうか。これができれば

開設もできるのかなというふうに今のところ考えておりまして、そういう面では上浦幌ひ

まわり保育園の先生方についてもなかなか厳しい状況の中にあるということで、実際に開

設した場合に、指導者というか、それを運営していってくれる先生方がいるのかどうか、

人がいるのかどうかということが一番問題だと。この問題さえ解決できれば、開設に向け
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て準備を進めていくことができるのかなというふうに思っています。そういう面での調査

をこれから進めていきたいということであります。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 今町長のほうから人材関係なのですけれども、今はそういう面では非常に厳し

いというふうには聞いておりますけれども、これあくまでも町内の方でないとやっぱりう

まくないのか。地域を広めて、そういう方がいればぜひお願いをするということというの

はどのようにお考えになっているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 要するに運営してくれる人が浦幌町内でなければどうかというお話なのでし

ょうか、町内の人でなくても、例えば上浦地区ですから、本別の人が運営というか、学童

保育を見てくれる人がいるという状況であれば、それは決して浦幌町民でなければならな

いという状況ではないと思います。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 わかりました。そういう面では、上浦幌地区も基本的には保護者が労働等によ

り昼間共稼ぎをしているというところも多いものですから、人材のほうも何とかお願いを

して、いち早く進んでいただきたいなというふうに思っております。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今学童保育の関係の質問がありましたけれども、町でやっている学童保育、

土曜日はやられていないと思うのですけれども、土曜日の開設の要望が町民からも聞こえ

るのですが、その辺の検討はされているのかどうかお聞きしたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 安藤議員のご質問にお答えします。 

 現在のところ土曜日の開所はしておりません。学校が土曜、日曜休みということで、学

校の休日に合わせているような形になります。ただいま要望があるというようなこともお

聞きしましたが、その要望につきましては直接こちらのほうには入ってきておりませんの

で、どのような要望があるのかというところを調査をしてまいりたいと思いますが、ただ、

今しらかば保育園で土曜保育を行っておりますが、土曜保育の実情を言いますと、１日大

体２人以内の利用であるというような現状でありまして、しらかば保育園につきましては

土曜保育開設しておりますけれども、利用が少ないというような状況でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 説明資料の19ページの社会福祉総務費の中の重度身体障害者交通費補助金と

しまして45万円のっております。これのどういう経緯でこういう補助金を出すようになっ

たのかお伺いをし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。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの福原議員の質問にお答えします。 

 重度身体障害者交通費補助事業でございますが、この事業につきましては在宅で生活し

ている重度の方々、身体障害者手帳を交付されているという方々、例えば腎臓機能障がい

とうようなもので人工透析ですとか、そういうようなものを行っている方が通院する、そ

れに対する通院の交通費の助成費でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 通院の助成費ということで、個人に直接お払いする金額というふうに、自家

用車で出かける場合もありますよね、そういったものもどういうような形でこういう金額

が出ているのかお伺いしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長補佐。 

〇佐藤保健福祉課長補佐 福原議員のご質問にご説明させていただきます。 

 今うちの課長がお話をしたとおり、人工透析を使っている方については北海道からの助

成金もございます。その助成金を補填する形で浦幌町独自で補助金を助成しております。

支払いについては、ご申請をいただきまして、個人のほうにお支払いをしております。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 これは、何か限度みたいな。重度の方は自分で運転できなかったら、タクシ

ーで行かなかったらならないとか、よその人にお願いしなければならないとかと、そうい

うケースも聞いたことあるのですけれども、そういったときにも実費をお支払いするのか、

それとも池田は幾ら、帯広までは幾らとかと、そういう規定の金額があるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長補佐。 

〇佐藤保健福祉課長補佐 今のご質問でございます。 

 人工透析を使っている方については、その距離に応じてお支払いしますけれども、道の

補助金もありますので、町の補助金の限度額は２万5,000円としております。あと、重度身

体障がい者の方については１級から３級までの下半身または体幹に障がいのある方を対象

にしておりまして、この場合はタクシーを利用した領収書をもって、その分をお支払いし

ております。 

 以上です。 

（何事か声あり） 

〇佐藤保健福祉課長補佐 年額２万5,000円でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 年額でちょっと少ないような気がしましたが、45万円というのが町単費で、
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そのほかに道の助成があるのですということでしたら、この数字には含まれていないとい

うことですね、道の補助が45万円の中には。これほかのところを見たら道の助成、国の助

成とかと書かれていますから、同じような書き方というか、そういった形で書いていただ

けたらわかりやすいのですが、なかなかわかりづらくて、今までよそのまちの車が来て送

り迎えしていたということもありましたよね、そういったものはもう廃止になったのでし

ょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 あくまでもこの事業につきましては町の単費で行っているというこ

とで、道からの補助金はございません。ですので、ほかの事業のような国、道補助何分の

１とかというような記載の方法はとっておりません。 

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 質疑がないようですので、次に３項１目老人福祉総務費から10款４項１目幼

稚園運営費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 予算書58ページから59ページをごらん願います。あわせまして、予

算説明資料21ページから23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１億8,519万9,000円、この目につきましては高齢者福祉及び在宅福祉支

援事業、介護保険特別支援事業等及び浦幌町介護保険特別会計繰出金に係る経費でござい

ます。増額の主なものは、８節報償費は敬老祝金支給対象者の増などによる55万5,000円の

増額、15節工事請負費は浦幌町屋内ゲートボール場つり物器具撤去工事による70万円の増

額、19節負担金、補助及び交付金は訪問介護事業運営費補助金800万円の増、通所介護事業

運営費補助金739万4,000円の増、他人の介護を必要とし、単独ではタクシー等の公共交通

機関を利用することが困難な要介護認定者や障がい者などの入退院や透析治療の通院を支

援するため、浦幌町社会福祉協議会が実施する福祉有償運送に対する在宅福祉通院等支援

運営事業補助金として290万6,000円の増、その他増減を合わせまして負担金、補助及び交

付金総体で1,786万9,000円の増額内容でございます。減額の主なものは、11節需用費は燃

料費など総体で31万9,000円の減額、28節繰出金は浦幌町介護保険特別会計への繰出金

336万1,000円の減額の内容でございます。１節報酬、８節報償費、13節委託料、14節使用

料及び賃借料、15節工事請負費、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費、28節繰出金

につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 引き続き予算書59ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料23ページをご

らん願います。２目老人福祉施設費、本年度予算額8,826万2,000円、この目につきまして

は養護老人ホーム入所措置等の３施設、入所者46名に係る経費でございます。増額の主な

ものは、20節扶助費は平成29年度の老人保護措置支援基準額の一般生活費及び冬期加算額
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の見直しを行い、入所者１人当たりの経費単価を増額したことなどによる195万5,000円の

増額内容で、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書60ページから61ページと予算説明資料23ページをごらん願います。３目老人ホー

ム費、本年度予算額１億8,180万円、この目につきましては浦幌町養護老人ホームらぽろの

管理運営及び入所者50名に係る経費でございます。増額の主なものは、７節賃金は介護職

員の補充及び夜間の勤務体制の見直しを行ったことに伴う臨時介護職員の増員などによる

659万7,000円の増額、13節委託料は管理業務委託料116万8,000円の増額、18節備品購入費

は入所者の通院の移動等に使用する車椅子仕様軽自動車ほか、施設運営費、備品購入によ

る324万8,000円の増額、19節負担金、補助及び交付金は研修会等参加負担金23万7,000円の

増額などでございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費、20節扶助

費につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書62ページから63ページをごらん願います。引き続き予算説明資料23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２億691万

5,000円、この目につきましては各種健康診査、検診委託料等及び浦幌町簡易水道特別会計

繰出金に係る経費でございます。増額の主なものは、７節賃金は臨時保健師賃金18万

6,000円の増額、13節委託料はピロリ菌検査を追加したことなどによる健康診査委託料46万

4,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金は帯

広高等看護学院設置運営負担金11万円の減、特定不妊治療費補助金150万円の減、妊産婦安

心出産支援事業補助金105万3,000円の増で、負担金、補助及び交付金総体で55万7,000円の

減額、28節繰出金は浦幌町簡易水道特別会計への繰出金2,620万1,000円の減額の内容でご

ざいます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費につきましては、予算

説明資料に記載のとおりでございます。 

 引き続き予算書63ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料24ページをご

らん願います。２目予防費、本年度予算額2,146万3,000円、この目につきましては各種検

診、予防接種等保健予防に係る経費でございます。増額の主なものは、７節賃金は臨時保

健師賃金14万8,000円の増額、13節委託料は乳幼児のＢ型肝炎ワクチンが法定予防接種にな

ったことによる予防接種委託料175万円の増など、委託料総体で216万5,000円の増額の内容

でございます。13節委託料の内容につきましては、予算説明資料に記載のとおりでござい

ます。 

 予算書65ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料24ページをごらん願い

ます。５目医療対策費、本年度予算額１億1,452万5,000円、この目につきましては医療対

策及び浦幌町立診療所特別会計繰出金に係る経費でございます。増額の主なものは、11節

需用費は浦幌歯科診療所、桜町歯科診療所に係る経費として燃料費96万円の増、光熱水費

165万円の増、修繕料50万円の増で、需用費総体で311万円の増額、18節備品購入費は40万

円の増額、28節繰出金は浦幌町立診療所特別会計への繰出金2,238万5,000円の増額内容で

ございます。減額の主なものは、13節委託料は患者輸送バスが平成29年１月よりコミュニ
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ティバスに再編されたことから、患者輸送業務委託料756万5,000円の減額、19節負担金、

補助及び交付金は帯広厚生病院運営費補助金99万円の減額内容でございます。19節負担金、

補助及び交付金、21節貸付金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書66ページと予算説明資料24ページをごらん願います。８目保健福祉センター管理

費、本年度予算額1,550万2,000円、この目につきましては保健福祉センター維持管理に係

る経費でございます。減額の主なものは、15節工事請負費は平成28年度に実施しました保

健福祉センター集会室の暗幕取りかえ工事費150万円の減額内容でございます。13節委託料

につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書99ページから100ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料35ページ

をごらん願います。10款教育費、４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、本年度予算額5,640万

9,000円、浦幌幼稚園、厚内幼稚園の管理運営及び浦幌幼稚園33名、厚内幼稚園７名、園児

合計40名の保育に係る経費でございます。減額の主なものは、15節工事請負費は厚内幼稚

園外構改修工事382万4,000円を予算計上しておりますが、平成28年度と比較しまして127万

6,000円の減額、18節備品購入費は教育資材購入経費12万6,000円の減額内容でございます。

13節委託料、15節工事請負費につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わります。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。 

 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいま説明ありました中の老人福祉総務費です。説明資料21ページになり

ますが、説明資料の老人福祉費、老人福祉総務費の最初の報酬のところで委員報酬、福祉

有償運送運営協議会委員の報酬のっています。次のページで在宅福祉通院等支援運営事業

補助とあります。これ関連して、この事業を始めるために設ける運営協議会の報酬かと思

うのですが、そういう理解でよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長補佐。 

〇廣富保健福祉課長補佐 ただいまのご質問に私からご説明申し上げます。 

 まず、委員報酬につきましては、記載のとおり福祉有償運送運営協議会につきます委員

報酬になってございます。それから、補助金の中の在宅福祉通院等支援運営事業補助金、

これにつきましては福祉有償運送という運送事業を行います事業所に対しましての運営補

助金ということでございます。関連があるかといった内容だったと思いますけれども、ま

ずもって報酬につきましては福祉有償運送の運営協議会につきましては道路運送法に基づ

きまして福祉有償運送がこの浦幌地域を運送区域として運行するに当たりまして、これは

タクシー等のおおむね２分の１の料金、または実費範囲内での料金の徴収ということにな

るものですから、そういったところをこの運営委員会のほうで福祉有償運送を運行するこ

とが妥当かどうかといった協議をする委員会でございまして、補助金と委員報酬につきま

しては、運営委員会で諮る関係で運営委員会の報酬を計上しておりまして、それに対しま
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して、補助金に対しましての運送がこの地域にとって必要かどうかを判断する運営協議会

の報酬でございますので、関連がないというわけではございませんけれども、予算上は関

係がないといった計上の仕方をしてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 それで、在宅福祉通院等支援運営事業補助金ということで、前年度までなか

った項目なのでありますが、これについて先ほど説明が少しあったかなと思いますが、内

容について説明をお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長補佐。 

〇廣富保健福祉課長補佐 在宅福祉通院等支援運営事業補助金につきまして内容について

ご説明申し上げます。 

 新規としまして補助事業を予算計上したわけでございますけれども、現在本町を運送区

域として町内に在住の透析患者等の治療のために通院移送サービス、これが福祉有償運送

になりますけれども、行っている事業所が今月末をもって撤退することになりまして、浦

幌をエリアとする福祉有償運送がなくなるといいますか、１事業所が残りますが、透析患

者の移送ができなくなるといった状況になることになりました。福祉有償運送とは、タク

シー等の公共交通機関によって要介護、身体障がい者等に対しまして福祉等の特殊車両、

これを使った移送サービスが確保できなと認められる場合に、社会福祉法人やＮＰＯ等が

実費の範囲で営利とは認められない範囲の対価によって、自家用自動車を使用しまして会

員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送のサービスのことを申し上げます。したがい

まして、現在福祉有償運送を利用している透析患者の方が４月から病院へ通院できなくな

ることが発生することから、新規に浦幌町社会福祉協議会のほうで福祉有償運送を行うと

いうことになりまして、この運営に係る経費の一部を補助するといった経費でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 それで、先ほど前の説明でありました。透析患者の通院に関する補助の話も

ございました。この車の運送をやるのと通院するのとの補助の関係ってよくわからないの

ですが、説明してください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長補佐。 

〇廣富保健福祉課長補佐 身体障害者法に基づきます道の助成と、それから町独自の年額

２万5,000円の助成につきましては先ほど説明したとおりなのでございますが、この補助金

との違いを申し上げますと、簡単に申し上げますと、この補助金につきましては社会福祉

協議会が実施を行うこの事業に係る運営の経費、これの一部運営経費といった部分に対す

る補助金だということでご理解いただきたいと思います。 
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 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 よくわからないのですが、同じ透析患者の方が社会福祉協議会の運行する車

両を利用することもあるということなのでしょう、そうではないのですか。全く別事業で、

そういう人はダブって対象にならないというのか、まだわからないのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 福祉有償運送というのは、要介護認定者、または身障手帳をお持ちですとか、そういう

方が、自力では公共交通機関を利用できないという方がこの福祉有償運送を利用できると

いうことになっております。先ほどご説明しました重度身体障害者交通費助成金、これに

つきましてはご自分で車を運転できるですとか、それからご自分でバスに乗れる、汽車に

乗れる、そういう方々がそれぞれ汽車賃ですとか、それからバス賃ですとか、または車で

行った方は車の燃料代ですとか、そういうようなものの経費に対して払われる個人に払わ

れる助成でございます。福祉有償運送につきましては、先ほど言いましたように、個人で

は病院に行けない、誰かの介助がなければ病院に行くことができないという方に対して行

うのが福祉有償運送でございますので、そういうような方々を運送するのが４月から社会

福祉協議会が行うというような内容になっております。社会福祉協議会が行う事業に対し

て今回補助するという形になっております。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 内容についてはわかりました。 

 確認したいのですが、さきの道と町の補助を、助成をいただいて通院する方、透析の人

が14名、そのほかに書いてありますけれども、ということは透析の方で介助が必要な人は

後の説明のほうの社会福祉協議会のほうを利用されるということは、透析患者は14名では

なく、ほかにももっとおられるということでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長補佐。 

〇廣富保健福祉課長補佐 現在町内で透析患者14名ということで説明がありましたが、福

祉有償運送を利用するという方は今現在実績上では町内の方お一人になっています。なぜ

かと申し上げますと、先ほど課長から説明のあったとおり、介助が常時必要であって、自

力で病院まで通えない方、そういった方に介護職員がついて送迎をするといったところで

ございますので、現在想定している方としては１名でございますけれども、今後、自分で

行かれている方とかもいらっしゃいますので、その方々が介助が必要として移送が必要に

なった場合には人数がふえてくるといったことが想定されることはあります。 

 以上です。 
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〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 それでは、ちょっと話を拡大してお聞きしたいのですが、福祉協議会がこの

事業をやります。はまなす、幸寿会で運営しているところに入所したり、そういう人がこ

ちらを利用するということはないのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長補佐。 

〇廣富保健福祉課長補佐 施設入所の方が利用するかという質問だと思ったのですが、基

本的には在宅の方々の移送に利用していただくといった福祉有償運送事業というふうに考

えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 なぜこんなことまで拡大してお聞きするかというと、随分前になりますけれ

ども、その辺の事業をまとめてすればもっと効率よくやれるのでないかというお話を聞い

たことがあるのです。在宅も入所者も、正直申し上げて施設の方が病院へ送り迎えしたり

していますよね、そういうこともまとめて一つの事業としてやれないのかという話の中か

ら私が今お聞きしているのですけれども、今後もその辺のことについては、介護報酬やい

ろんなことあって複雑なのだと思います。でも、可能性はないのでしょうか。もっと経費

節減するために一緒にやろうという、そういう考えはないのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの杉江議員のご質問にお答えします。 

 ただいま施設、それから在宅の方々が一緒に通院できるような、そういうような方法と

いうようなご質問だったかと思いますが、福祉有償運送で行うのは在宅、それから施設に

おかれましてはそれぞれ施設のほうで運送しているというのが今の現状でございますが、

これが例えば施設系、それから在宅系でサービスを受けるという当時の進行になっていき

ますと、利用者がふえてくると非常に難しいのかなと。例えば施設に入所している方は、

特別養護老人ホームですと50名おります。50名いれば、常時車というのは稼働しているの

かなと思われます。その中で例えば在宅にいる方が福祉有償運送を使いたいというふうに

なっても、施設のほうで稼働しているのであれば、在宅の方が利用できるということは困

難かなというふうに考えられます。そういう意味では、在宅の方は在宅の輸送、それから

施設の方は施設の輸送と、そういうような区別をしたほうが広い範囲の中で利用できるの

かなというふうに考えております。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 基本的なことをお伺いしますけれども、障害者手帳というのは現在町内では

どのぐらい発行されているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 保健福祉課長補佐。 

〇佐藤保健福祉課長補佐 障害者手帳の発行人数でございますけれども、現在362名に発行

しております。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 その中で、老人福祉に関連して認知症で障害者手帳を発行しているというこ

とはどのぐらいなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長補佐。 

〇佐藤保健福祉課長補佐 障害者手帳については、目が悪い方とか、耳が悪い方とか、あ

と心臓が悪い方について発行しておりますけれども、認知症は障害者手帳の発行基準には

なっておりませんので、認知症の方の障害者手帳の人数、障害者手帳の方のうち認知症が

何人いるかというのは今お答えできませんので、申しわけございません。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 お聞きいたします。 

 以前所管事務調査で課長のほうから、精神障害者保健福祉手帳を発行するというのかな、

そういう制度のことをちょっとお伺いしたのですけれども、認知症で、そういった方を家

族に抱えていたり、またはたった一人で住んでいらっしゃる方もいらっしゃると思うので

す。そういった方に障害者福祉手帳１級というのですか、具体的に級をいうと、こういっ

たことは現在は町内では行われていないと理解してよろしいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 障害者手帳には身体、それから精神、そして知的というような形の

手帳の区分があります。その中で、精神障害者保健福祉手帳なるものに該当される方は精

神の疾患をお持ちの方というような内容になっております。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 現在帯広の病院と連携して、精神障害というのですか、そういった方を援助

する、助ける、そういった制度があるとは思うのですけれども、そこでちょっとお聞きし

たいのですけれども、精神障害者保健福祉手帳、こういったものを発行するために帯広の

病院と協力して行うということは現在考えてはいないということですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 精神障害者保健福祉手帳を交付するに当たっては、交付者は北海道

になります。それで、申請行為を北海道にしなければならない。それには医師の意見書を

添付して北海道に申請して、北海道が１級、２級、３級というような、それぞれの程度に
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よって級を判断して交付するというような内容になっておりますので、先ほど差間議員か

ら言われた医療機関との連携については認知症のお話をされているのかなと思うのですけ

れども、認知症と精神障害者保健福祉手帳につきましては具体的には直接的な関係はない

ものと判断しております。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 精神障害を抱えた方たちが受診する病院でそういった認定をするということ

は私可能だと聞いたものですから、認知症に関して今後、町内でも結構な方が苦しんでい

ると思うのです。家族に抱えたり、または本人がそういう障がい一歩手前でいろいろ苦し

んでいる方がいると思うのです。そのときに町が、地方自治体が病院と連携して、それで

認知症から精神障害者、そういったことへ認定する作業ができると聞いていたものですか

ら、自治体がです。それで今お聞きしているのですけれども、今の課長の話ですと精神障

害者保健福祉手帳を交付するのは北海道、それで精神障害を抱えている方は現在でも自治

体でもいろいろ捉えていらっしゃると思うのですけれども、それとは関係ないというふう

に考えてよろしいのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの差間議員のご質問にお答えいたします。 

 精神障害を抱えている方が浦幌町内におりますとしたならば、相談を町が受けます。そ

の相談を受けながら、担当が社会福祉係になりますが、社会福祉係のほうで本人、それか

らご家族等のお話を聞きながら相談をいたしまして、そして病院にかかる必要性があるの

であれば、病院との連携、つなげていくというような対応をして、手帳の申請が必要だと

いうような確認ができれば、町のほうで手帳申請についての支援はしていくと、今現在も

そういうような形で対応しております。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 認知症から精神障害者の福祉手帳を発行するという手続に移行するに当たっ

ては、原則的には厚生労働省が認めた指定医がその手続について病院内に抱えているソー

シャルワーカーや職員、そういった方の協力のもとで行うというふうになっているのです

けれども、かかりつけのお医者さんがいる場合、私たちの自治体には町立病院もあります

ので、ぜひともこの部分、認知症から精神障害者福祉手帳１級の交付を受ける手続、こう

いったものに乗り出していけるように、何とか町のほうでも調べて協力してほしいと思う

のですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 認知症の方々に精神障害者保健福祉手帳が交付できるような、そういう支援というよう
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なご質問だったかと思いますが、その辺のところにつきましては町のほうで調査をしまし

て、町がそういう支援ができるかどうかというところについては調査させていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思います。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、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時３１分  休憩 

午後 ２時４４分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 次に、５款１項１目労働諸費から６款２項５目林道上出沢線開設事業費までの説明を求

めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、予算書68ページをごらん願います。あわせまして、説明資料

25ページをごらん願います。５款労働費、１項１目労働諸費、本年度予算額302万7,000円、

この目につきましては勤労者対策及び雇用対策並びに職業病対策に要する経費でございま

す。減額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で補助期間満了による中小企業勤労

者福利厚生共済加入奨励補助金49万3,000円の減額の内容でございます。19節負担金、補助

及び交付金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 69ページをごらん願います。６款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費、本年度

予算額4,500万7,000円、この目につきましては農業事務関係職員の人件費及び関係団体等

に対する負担金に要する経費でございます。増額の主なものは、２節給料で105万5,000円

の増、３節職員手当等で75万8,000円の増額の内容でございます。 

 70ページをごらん願います。あわせまして、説明資料25ページから26ページをごらん願

います。３目農業振興費、本年度予算額5,399万7,000円、この目につきましては本町農業

の振興対策に要する経費でございます。増額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金

で交付対象面積の増により中山間地域等直接支払交付金91万7,000円の増、取り組み面積の

増により環境保全型農業直接支払交付金790万円の増、昨年の台風被害への営農支援として

新規に実施いたします平成28年台風等による農業緊急支援資金利子補給補助金43万

6,000円の増額の内容でございます。１節報酬、19節負担金、補助及び交付金につきまして
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は、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 71ページ下段をごらん願います。あわせまして、説明資料26ページをごらん願います。

５目畜産振興費、本年度予算額3,216万8,000円、この目につきましては畜産の振興対策に

要する経費でございます。増額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で新たに実施

される家畜の特定疾病に対する互助事業への負担金として町家畜伝染病特定疾病互助事業

負担金100万円の増額の内容でございます。減額の主なものは、11節需用費の消耗品で83万

円の減、18節備品購入費で80万円の減、19節負担金、補助及び交付金でリース期間満了に

よる事業費の減により家畜排せつ物処理施設整備事業補助金92万3,000円の減額の内容で

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、19節負担金、補助及

び交付金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 72ページ下段をごらん願います。あわせまして、説明資料27ページのほうをごらんくだ

さい。６目土地改良費、本年度予算額9,984万7,000円、この目につきましては農業関係の

土地基盤整備に要する経費でございます。増額の主なものは、11節需用費の修繕料で浦幌

太排水機場のチェーンコンベヤー修繕974万2,000円の増、同じく浦幌太排水機場蓄電池修

繕388万8,000円の増、13節委託料で栄穂地区排水路測量調査委託料168万5,000円の増、多

面的機能支払地図情報作成委託料108万円の増、19節負担金、補助及び交付金で取り組み地

区の増により多面的機能支払交付金1,954万2,000円の増額の内容でございます。減額の主

なものは、14節使用料及び賃借料で機械借上料194万3,000円の減額の内容でございます。

11節需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、19節負担金、補助及

び交付金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 73ページ下段をごらんください。あわせまして、説明資料27ページをごらん願います。

８目道営土地改良事業費、本年度予算額5,147万円、この目につきましては道営事業による

土地改良事業に要する経費でございます。増額の主なものにつきましては、19節負担金、

補助及び交付金で新規事業として栄穂地区担い手育成型畑地帯総合整備事業実施に向けた

計画樹立負担金20万円の増額の内容でございます。減額の主なものにつきましては、19節

負担金、補助及び交付金で合流地区担い手育成型畑地帯総合整備事業工事負担金900万円の

減額の内容でございます。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、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 75ページをごらん願います。あわせまして、説明資料27ページをごらん願います。10目

団体営土地改良事業費、本年度予算額450万1,000円、この目につきましては団体営事業に

よる土地改良事業に要する経費でございます。特に説明を加える事項はございません。13節

委託料、15節工事請負費につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 75ページ中段をごらん願います。あわせまして、説明資料28ページのほうをごらんくだ

さい。２項林業費、１目林業総務費、本年度予算額2,257万5,000円、この目につきまして

は林業事務関係職員の人件費及び一般林務行政に要する経費でございます。増額の主なも

のは、２節給料で192万5,000円の増、３節職員手当等で106万8,000円の増、４節共済費で
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91万6,000円の増、18節備品購入費で背負い式散水装置の購入費64万円の増額の内容でござ

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、18節備品購入費、

19節負担金、補助及び交付金、28節繰出金につきましては、予算説明資料に記載のとおり

でございます。 

 76ページ中段をごらん願います。あわせまして、説明資料28ページのほうをごらんくだ

さい。２目林業振興費、本年度予算額2,277万円、この目につきましては民有林の振興に要

する経費でございます。減額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で単価改定によ

り森林整備担い手対策推進事業負担金37万5,000円の減、取り組み面積の減により未来につ

なぐ森づくり推進事業補助金44万円の減、同様に取り組み面積の減により除間伐緊急対策

事業補助金55万3,000円の減額の内容でございます。19節負担金、補助及び交付金につきま

しては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 76ページ下段をごらんください。あわせまして、説明資料28ページをごらん願います。

３目林道維持費、本年度予算額235万6,000円、この目につきましては町が管理する林道の

維持管理に要する経費でございます。特に説明を加える事項はございません。14節使用料

及び賃借料、15節工事請負費につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 77ページをごらん願います。あわせまして、説明資料28ページをごらん願います。４目

うらほろ森林公園管理運営費、本年度予算額2,284万7,000円、この目につきましてはうら

ほろ森林公園の管理運営に要する経費でございます。減額の主なものは、11節需用費の修

繕料で104万円の減額の内容でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事

請負費につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 77ページ中段をごらん願います。あわせまして、説明資料28ページをごらん願います。

５目林道上出沢線開設事業費、本年度予算額2,511万2,000円、この目につきましては町道

上出沢線終点から林道川流布小笠原線に接続する林道上出沢線の開設に要する経費でござ

います。増額の主なものは、15節工事請負費で2,500万円の追加の内容でございます。減額

の主なものは、13節委託料で測量調査委託料1,600万円の減額の内容でございます。15節工

事請負費につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わりますので、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。 

 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 土地改良費で伺います。 

 予算書72ページです。説明資料27ページです。土地改良費の中で浦幌太の排水機場でチ

ェーンコンベヤーの取りかえ修繕ということになっています。これたしか去年の８月の

30日か31日の朝ぐらいです。流木というか、ごみのかき出しのコンベヤーが故障したとい

うことで、機械の借り上げなどして一時しのぎはしたと思うのですけれども、その後動く

状態にはなっていたのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 耕地整備係長。 

〇鳴海産業課耕地整備係長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 昨年度の台風の際に浦幌太の排水機場のチェーンコンベヤーについては部分的に破損は

したのですが、修理をしまして、今現在は正常に動く状況でございます。ただ、部分的に

変形している部分もありまして、状況としては、今後取りかえなければ、同じように支障

木が流れてきて挟まったりすると、またすぐ外れてしまったりして排水機場の運転に支障

を来すこととなりますので、今回取りかえを予定しております。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほどお話ししたように、私も状況は把握しておりまして、管理している方

が夜中にショベル持ってきて、コンベヤー動いていないということで、処理できなくなっ

たというふうな状況は把握していますけれども、今言われるように使わない、動かさない

ときは故障しないのですから、万全を期して新しくしてもらう、それがいいのだろうと思

います。あそこの場合は、川から直接水引っ張っている関係上どうしても流木が入って、

見ていますとかなりコンベヤーにひっかかる状態になって、今までも何度か大きくなくて

も似たような事態はあったのだと思うのですが、あそこの場合、偶然なのですが、私が知

る範囲、このこともそうですし、去年は動かし始まったら換気口に鳥の巣が詰まっていて、

ちょっと思わしくなかったとか、ちょこちょこ私が把握しているだけでもあるのです。実

際に動くには支障なかったですが、何年か前には１基動いていなかったということもあっ

て、辛うじて朝日と両方で間に合ったというような状況がありました。ですから、あそこ

の浦幌太で最大限くんでもらわないと生剛、統太のほうは４キロぐらい上流でも落差がな

いということですから、畑にすぐ逆流するというような状況になっています。ですから、

点検もああいう大きな排水機場の場合どんな形で年間点検されているのか、そういうこと

も万全を期してやっていただきたいなと思っています。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、ただいまのご質問についてお答えさせていただきます。 

 おっしゃっているとおり、肝心なときに動かないということになると施設の目的も達成

できませんし、地域の農地に非常に大きな被害を与えるということが想定されております。

おっしゃっていたとおり、数年前にはそういうような事態もありましたので、必ず動き出

すシーズン初めと終わるときの点検はやっていますし、その後も担当が気をつけながら回

ったりしております。去年の鳥の巣の部分につきましてはなかなかわからなかった部分が

ありましたので、そういう部分に関しましては教訓としまして、同じことを繰り返さない

ように点検、整備に努めてまいりたいというふうに思っています。 

 以上でございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 予算書の71ページ、畜産振興費であります18節備品購入費、これにつきまして
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はロールベーラー１台ということで予定になっております。このロールベーラーにつきま

しては、昨年の７月の24日ですか、ローラーのベアリングの劣化損傷によりまして摩擦加

熱によって発火をしたということで報告を受けておりますけれども、これは調べてみまし

たら平成８年に導入した機械なのです。ですから、当時は20年ぐらいたった機械なのです

けれども、こういう機械というのは始動する前に空回りだとかをして、その辺の点検はど

うだったのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問についてお答えします。 

 行政報告の中で火災発生につきましてはご報告させていただきまして、ただいまお話し

されたような形で報告させていただいております。基本的には仕業点検はやっているとい

うふうに確認をしておりまして、その後行政報告の中でも原因究明ということでご説明さ

せてもらったと思いますが、火災の発生を起こしました機械につきましてはメーカーに下

げてもらって、人為的なミスがあったのか、機械的なものなのかという判断をメーカーに

してもらいました。その中では人為的なものはなかったということではあったのですけれ

ども、そのような形で機械が発火を起こして大切な備品を損傷してしまったという事実は

変わりないので、あの後も仕業点検、それから日ごろの点検等は必ずやるようにというお

話もいただいていますので、その辺の説明につきましては話をしております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 わかりました。これ７月の24日というふうに聞いております。まだ牧草でも残

っていたと思うのです。そして、それから２番牧草の収穫するときにはどのような対応を

なさったのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 機械損傷の後の牧草収穫作業はどうしたかという部分なのですけれども、それに関しま

しては機械をリースをして、指定管理者のほうで物を用意して収穫作業を行ったというこ

とでございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 今現在こういうロールベーラーで仕事をする面積だとか年間の戸数というの

は、これどれぐらいかわかりますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 畜産係長。 

〇小川産業課畜産係長 ただいまのご質問にお答えをいたします。 

 草地の面積についてでございますが、草地の面積につきましては十勝太のほうで105.6ヘ
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クタール、採草地で42.5ヘクタール、昆布刈石につきましては82.1ヘクタール、その他賃

借地としまして47.7ヘクタールの草地がございます。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 今の面積は、あくまでもベーラーで縛る面積ですか。当然夏場はサイレージに

するのにコントラの方を使ってやる部分もあるのですけれども、それとは別な面積なので

すか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 私たちの管理のほうで放牧地と採草地、それから賃借地という押さえをしておりまして、

その中の面積をどの部分は縛ってですとか、刈り取るだけというような押さえの仕方はし

てございませんので、放牧地、採草地という面積の形で把握しているところまでの把握と

いうことでご理解願いたいと思います。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 わかりました。それであれば、昨年は機械が壊れて使えないということでリー

スを使われたということで、これはリース料というのはあくまでも使用料の中からお支払

いしたということですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 機会の損失によりますリース代につきましては、指定管理者の負担の中

で負担しております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 これ860万円と非常に大きな金額だというふうに思います。前回そのようにやれ

ば、今後もそういうリース的なことを使用していったらいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまリースもということでございました。今回の予算を設定した中

には、同等の機械をメーカーのほうに、指名願の出ている業者のほうに全て連絡をしまし

て予算段階の見積書ということでいただいておりまして、その価格が購入価格ということ

ではございませんので、当然必要な手続等をとっていくという形になります。今のところ

機械の更新計画を立ててございまして、ロールベーラーにつきましては来年購入する予定

ではなかったのですけれども、購入すべきものの年次をずらしながら購入していきたいと

いうことで考えてございます。 

 以上でございます。 
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〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 わかりましたけれども、そうかといって860万円が半額になるわけではないとい

うふうに思います、幾ら見積もりしましても。そういう関係では、今後においてもそうい

うリース的なことも十分に含めながら考えていただきたいなというふうに思っておりま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問についてお答えします。 

 先ほど説明が足りなくて申しわけなかったのですけれども、購入費に関しましては過疎

債の財源を充てるということで考えてございまして、なるべく町費の負担が少ないように

ということで、そういうことも考慮の一部だということをご理解願いたいと思います。ま

た、リースにつきましても、これからたくさんいろいろ機械もありますので、ただいまお

っしゃられましたリースのほうが安価なのか、購入がいいのかという部分は更新の際に検

討させていただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に３項１目水産業総務費から11款２項２目水産

業施設災害応急費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、予算書77ページ下段をごらん願います。３項水産業費、１目

水産業総務費、本年度予算額902万4,000円、この目につきましては水産業事務関係職員の

人件費及び水産事務に要する経費でございます。特に説明を加える事項はございません。 

 78ページをごらん願います。あわせまして、説明資料28ページから29ページをごらん願

います。２目水産業振興費、本年度予算額2,327万5,000円、この目につきましては水産業

の振興及び厚内漁港の管理等に要する経費でございます。増額の主なものは、12節役務費

の手数料で沖合漂流物処分手数料63万8,000円の増、15節工事請負費で厚内共同作業所舗装

工事440万円の増、十勝太共同作業所利用施設高圧受電施設工事140万円の増、19節負担金、

補助及び交付金で補助対象隻数の増により沿岸漁業経営近代化促進事業補助金80万円の増

額の内容でございます。12節役務費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負

費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでござい

ます。 

 79ページ中段をごらん願います。あわせまして、説明資料29ページをごらん願います。

７款１項商工費、１目商工振興費、本年度予算額１億8,700万8,000円、この目につきまし

ては商工事務関係職員の人件費及び商工業の振興対策等に要する経費でございます。増額

の主なものは、13節委託料で新規事業として町内事業者の求人状況などの各種調査や人材

発掘、募集等を企画、運営するための起業創業・事業者支援事業委託料264万6,000円の増、
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19節負担金、補助及び交付金で補助対象の増により地場工業等振興補助金2,015万6,000円

の増額の内容でございます。減額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で建設費借

入金の償還完了に伴うコスミックホール運営事業補助金892万2,000円の減額の内容でござ

います。８節報償費、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、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 80ページをごらん願います。あわせまして、説明資料29ページから30ページをごらん願

います。２目観光費、本年度予算額4,019万8,000円、この目につきましては観光振興対策

事業及び観光施設の管理運営等に要する経費でございます。増額の主なものは、12節役務

費の手数料で留真温泉の配管洗浄手数料等97万円の増、13節委託料で平成29年度から５年

間の協定により産業交流施設指定管理委託料114万8,000円の増、同様に平成29年度から３

年間の協定により浦幌町留真温泉指定管理委託料718万9,000円の増額の内容でございま

す。減額の主なものは、11節需用費の修繕料で56万1,000円の減、13節委託料でコミュニテ

ィバスへの再編に伴う留真温泉送迎バス運行委託料209万1,000円の減額の内容でございま

す。８節報償費、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、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 81ページをごらん願います。あわせまして、説明資料30ページをごらん願います。３目

工業対策費、本年度予算額130万1,000円、この目につきましては企業誘致対策事業等に要

する経費でございます。特に説明を加える事項はございません。１節報酬につきましては、

予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 続きまして、109ページをごらん願います。あわせまして、説明資料37ページをごらんく

ださい。11款災害復旧費、２項農林水産施設災害復旧費、１目農業施設災害応急費、本年

度予算額20万円、この目につきましては農業施設における災害時の応急対策に要する経費

でございます。特に説明を加える事項はございません。15節工事請負費につきましては、

予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 110ページをごらん願います。あわせまして、説明資料37ページをごらん願います。２目

水産業施設災害応急費、本年度予算額50万円、この目につきましては水産業施設における

災害時の応急対策に要する経費でございます。特に説明を加える事項はございません。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、予算説明資料に記載の

とおりでございます。 

 以上で説明を終わりますので、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。 

 ８番、河内議員。 

〇河内議員 商工振興費ということで79ページ、お聞きしたいと思います。 

 19節の負担金、補助及び交付金ということでございまして、商工会関係の振興でさまざ

まな補助を見ていただいているわけですけれども、商業者に対する補助ということで毎年

プレミアム商品券について対応していただいたという経緯がございますけれども、今年度
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についてはどのような考え方を持っていますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 プレミアム商品券につきましては、昨年補正によりまして7,200万円の予算を組ませてい

ただいたところでございます。本年度については、プレミアム商品券発行の予定はござい

ません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 昨年補正で3,200万円補正いただいたということですけれども、今年について

は予定がないと、大変残念なお答えいただいたのですけれども、その考え方というものを

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。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 確かに前年度におきましては補正予算対応という、またその以前にも行ってきたという

経過がございます。ただ、このことについては、財源を一般財源だけではなくて国庫の補

助、支出金なり、そういった形での事業化に伴った中での財源の活用といったことを含め

て行ってきたということでございます。非常にそれが事業費としては多額なものだという

ことの経過は、ご存じのとおりだと思います。ただ、プレミアム商品券が常態化するとい

うことになりますと、果たしてその目的はどういう形になるのだろうという部分もござい

ます。そういった中で、当初からこのことにつきましては、国の財源を使いながら、そし

て28年度においてこの事業については区切りとして行って終わるということも考えていた

ところでございますので、本年度当初予算についてはそういった中では本来の、プレミア

ム商品券が常態化するということではなくて、もっともっと消費の購買的な環境が上がる

ような工夫を今後とも進めてまいるという部分を、これは商工会が中心となって行ってい

ただくということについて考えていかなければいけないのかなということの協議は済ませ

ているというようなことでございますで、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 常態化するということで、プレミアム商品券のどこに価値があるのかという

ことで考えたときに、いわゆるカンフル剤的な役割があるのではないかという説明を受け

たこともありますけれども、今物販含めて景気の動向というものを見ますと大変厳しいも

のがあるということが現実なわけです。ですから、そういった観点からも今後、そういっ

た事業者の声が私は聞かれますので、このようなことについての予算が減額になるという

ことはしようがないのかなと思うのですけれども、継続的にプレミアムについては予算化

していっていただきたいなという気持ちがあるわけですが、いかがでしょうか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 プレミアム商品券、昨年大きな予算をつけさせていただきました。それも商

工会とのお話の中で、10年間プレミアム商品券を出し続けた。浦幌町としてはそういう制

度をつくりました。ほかのまちに比べていち早く取り入れたつもりでいます。これについ

ては、先ほどお話があったように、商店街のカンフル剤として活用してもらいたいという

のが主な目的でありました。カンフル剤というのは常時打つものではありません。一つの

きっかけとしてプレミアム商品券を通じて商店街に努力をしていただいて、お客さんを呼

んでいただくということが一番大事なことだというふうに思っています。これが10年間続

いたという状況の中で、今度は違う意味での商店街の努力を求めたいし、もし違うものが

あるのであれば、予算をそこに持っていきたいということであります。常時カンフル剤で

あるプレミアム商品券の発行を行うということになれば、当然マンネリ化をしますし、意

味がなくなるというふうに認識しております。これはずっと前からお話をしているところ

でありまして、ぜひそういう面では自分たちの求める商店街の活性化というものの新たな

方策を逆に示してもらいたいなというふうに言っているわけでありまして、その方策を出

していただいた中で予算づけしていく、そして商工会の活性化を求めていくというのは当

然のことであります。そういう面で、続けてプレミアム商品券を10年やって、これ以上続

けるということはいかがなものかなということで今回予算づけをしていないということで

あります。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 10年間続けたということで、今回そのような結論ということで考え方になっ

たというただいまの説明ですけれども、私がそういった事業者のご意見を聞いた中ではや

はり継続していただきたいという声が依然としてあるということをお伝えではおきたいと

思います。また、このことについては、浦幌町だけでなくてほかの町村でもやっているこ

とです。ですから、行政が商業者にそういった考え方をしているということは皆さんに伝

わっていくと思いますけれども、ほかの町村でも今後プレミアム商品券を継続してやる中

で浦幌町はやりませんということでの結果になってくると思うのですけれども、いろいろ

なそういった流れを考えていくならば、カンフル剤という考え方もそれはできるのですけ

れども、今はカンフル剤というよりは一種の輸血に近いような存在でないかなと思ってい

るわけです。それで、今後事業費の削減はしても何とか考えていただきたいと、商業者の

声を酌み取っていただきたいという考えをもう一度お聞きしますけれども、いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 商業者の皆さんが求めているということは、それは声はわかります。お聞き

をしています。ただ、私どもが申し上げているのは、先ほど申し上げたとおり、商工会と

してどのような努力をしていくのだろうと、これから。プレミアム商品券というのは、町
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が発行すれば、その２割だったら２割は単なる利益として上乗せになるというわけであり

ますから、自己努力というのはそこにどういうふうにやっていくのかというものが見えて

こないということがあります。そういう面では、違う意味で違う活性化というのは当然自

分たちが考えていくことが必要なのではないかというふうに言っているわけであります。

予算をどうこう、云々というのではなくて、プレミアム商品券自体のことをもう少し考え

たほうがいいのではないだろうか、考えてもらいたいということであります。そういう意

味で今回プレミアム商品券の発行については一回ストップさせていただいたということで

ありまして、違う活性化案をぜひ商工会に求めたいということをお話をさせていただいて

いるところです。商工会に求めたいというか、商店街に、各店舗の皆さんに求めたいとい

うことであります。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 観光費の関係で伺いたいと思います。 

 予算書で80ページ、説明資料で29ページの下段のほうでありますけれども、留真温泉に

ついてです。ご承知のように、新たに指定管理者、新たにといいますか、再度共立メンテ

ナンスさんにお願いするということになっていますが、5,260万円、３年間の債務負担行為

まで上げて、赤字になっていく分、どんどんふやさなければ当然受けてくれないわけです

けれども、これがずっと続いています。実績を見ますと少しずつ、共立メンテナンスさん

の努力もあるでしょうし、町もいろんな形で支援をしているということもあるのでしょう

けれども、少し利用がふえているという傾向にもあると思います。そういう中で、今の状

態で、これは管内どこも人口減少で当然利用する人が減ってくる。どこの町村もこの類い

の施設の運営は今ピンチだということは事実ですけれども、浦幌もホームページをちょっ

と見させていただきましたら、いろんな形で協議されている経過も少し見受けられますが、

このままでいいのかなと、もう少し町民巻き込んでみんなで利用する方法を考えていった

ほうがいいかなと思うのですが、町としてはどんなふうに考えているのでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、ただいまのご質問に関しましてお答えさせていただきます。 

 おっしゃるとおり、留真温泉は本町の重要な観光施設でもありますし、町民はもとより

町外の方の交流の場ということもありますし、なくしてはならない施設ということでござ

います。おっしゃっていましたとおり、利用者が減ってくると必ず経費がかかってくると

いう中ではなかなか運営が難しくなってくるという部分もございまして、昨年から町民利

用の割引券等を入れさせていただいたりですとか、転入者には初めて留真温泉を知ってい

ただくということで無料の入浴券も出してございます。微々たるものでございますけれど

も、そういったことを積み重ねてやっていきたいのが１つと、それから指定管理者のほう

も２回目の指定期間を受託してきたということで、また新たな部分も考えてございますし、

その辺の考え方につきましても、常に支店長も毎週１回顔出していただいて、観光の担当
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者とどういうことができるのかというような話もしてございます。また、若干予算も組み

ながら、観光の広告の中で町民なりを巻き込んだ事業も若干考えておりますので、利用促

進いただけるようにこれからも指定管理者と連携とりながら進めてまいりたいというふう

に考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 地元に事務所があるという会社でないですから、どんなコンタクトとってや

っているのかなというふうに心配していましたけれども、毎週そういう形で協議されてい

るということでは安心しました。先ほどから言っているとおりでありますけれども、でき

れば町民も交えていい利用方法を探るということも、中学生の意見やらもありますけれど

も、提案事業もありますけれども、若い人は若い人なりの提案もあると思います。そうい

うことを含めてしっかりと協議していかないと、大事な資源、観光資源を潰したくないで

すから、短期的な対策と将来に向けての対策それぞれ考えていっていただきたいなと。我々

も一緒になって考えていかなければならないと思っていますけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 おっしゃっているとおり、短期的、長期的ないろいろな作戦、戦略あると思います。い

ろんな方のご意見をいただきながら、基本的にはなくしてはならない、赤字のままではい

けない施設というふうに思っておりますので、指定管理者と連携をとりながら、あと皆さ

んのご意見を聞きながら、たくさんご利用いただけるように努めてまいりたいというふう

に思ってございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 観光費の説明資料の29ページの備品購入費というところでイージーテント横

幕５張り分購入、これはどこでどのような形で使われるのかお伺いいたします。 

 それと、産業交流施設のエアコン購入31万4,000円、これも産業交流施設でしょうから東

山の場所だと思うのです。 

 それで、まずイージーテントのほうからお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 商工観光係長。 

〇斉藤産業課商工観光係長 ただいまのご質問にご答弁したいと思います。 

 備品購入費で購入する予定のイージーテントですが、こちらのほうは、冬のイベント等

も今般いろんな形で各団体でイベントを行います。その関係で冬に使うときに外側が、イ

ージーテントを新しく前に購入しているのですけれども、そちらのほうの横幕、合う横幕

がなかったのですけれども、そちらのほうを５張り分用意するような形で今回計上してい
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ます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 冬用とおっしゃいましたけれども、冬しか使わないということですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 商工観光係長。 

〇斉藤産業課商工観光係長 冬だけではございません。多岐にわたる。横ですから、もち

ろん目隠しにもなりますし、多様な形で使うような形にはなると思いますけれども、先ほ

ど言ったように冬のイベントもふえているという状況もありまして、そちらのほうで活用

したいというふうに考えて今回提案しています。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 横幕ということで、当然上もあるから横も買ったのだと思うのです。５張り

ということですので、冬ばかりではなく夏のいろんなイベントにも当然使わせていただけ

るのだろうと思うのですけれども、これは間違いないですか。使わせていただけるかどう

か確認をしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 イージーテント、昔の山形になっているタイプではなくて、赤い屋根のテントのことを

イージーテントと言います。あのテントにつきましては15張りあるのですが、全てが必要

なわけではないのですけれども、特に冬のイベント、今年もそうですけれども、若い方た

ちがしゃっこナイトや何かで使っていただいたときにそういう部分がないというのが一番

大きな目的ですけれども、そのほかに夏のイベント、秋のイベントありますので、そうい

うときの目隠しに必要だとか、どうしてもそこの部分を仕切らなければならないというよ

うな部分で差し当たって５張りを用意して、その後今後必要であればということで考えて

ございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 いろいろ多様に使わせていただけるということを確認できましたので、以上

で終わりますけれども、エアコン購入で産業交流施設、これはエアコンですから夏の間だ

けだろうと思うのですけれども、これは食事できるような場所のところに設置するのです

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 



                                             － 66 － 

 設置する場所は道の駅の中ということで、特にほかの場所をつくってということではな

くて、現在お客様がたくさんお見えになると、道の駅の中が混雑すると非常に室内の温度

が上がってしまうということもありますので、そういうことで快適な環境ということで道

の駅の中の温度管理をするために設置するものでございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 私も何回か何十回か道の駅へ行っていますけれども、あそこは西日が入ると

暑くなるのです。商品にも熱が当たるのではないかなと思って前から心配はしていたので

すけれども、このエアコン購入によって、私網戸や何かも設置したらどうかなと前から思

っていたのですけれども、そのような構造になっていませんので、エアコンも大事なので

すけれども、もっと開放的ないい方法が、エアコンを購入してしまうと閉め切りになりま

すよね、温度を設定するために。だから、その辺もうちょっと考えられなかったのかなと

いうふうに思うのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 おっしゃっているとおり、構造上どうしても開きっ放しにもできませんし、そういうこ

とで指定管理者とも相談しながら、どういう部分が手っ取り早く解消できるのかという部

分で、とりあえずエアコンをつけてということでそこの部分は解消したいなということで、

今回設置するということで予算を計上させていただきました。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 お店のほうにするのだろうと思うのですけれども、調理室みたいなところに、

あそこに非常に熱がこもっているような感じします。揚げ物をつくったり、アイスや何か

のときはよろしいのですけれども、いろんなものをつくるときに熱が出るのですけれども、

あの辺のところはどういうふうにお考えでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 確かに調理スペースのほうは暑いということもあると思うのですけれども、管理してい

る指定管理者のほうと相談しまして、閉鎖されているわけではないので、今回予算を計上

している規模のエアコンをつけると施設全体がある程度の温度管理ができるということ

で、その容量のエアコンのほうを予算計上させていただいているということでご理解願い

たいと思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 コスミックホールの運営助成金、前に一回言ったような気もするのですけれ

ども、今町内どこの施設も65歳以上のお年寄りが使用料無料ということになっているので
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すけれども、コスミックホール、そちらのほうに伺いましたら、ここは商業施設だからそ

ういうことには当たらないと、もしそれしてほしいのならという意味で、町からお金とい

いますか、補助金なりなんなりが出るのならいいですよなんていう言い方、冗談とも本気

ともつかないような形の中で言われたのですけれども、その点についていかがお考えか、

ちょっとお聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問に関しましてお答えさせていただきます。 

 コスミックホールの65歳以上の無償化ということのお話だと思いますけれども、昨年も

お話いただきまして答弁させていただいているのですけれども、基本的には商工会が管理

運営をしていただいているということで、町の条例のように無償化ということを勝手に決

められないということは十分ご存じだというふうに思います。１年に１回運営委員会が開

かれておりまして、その中でも話は出てございませんでしたし、利用についての相談もな

かったということで聞いてございます。ですけれども、昨年も言われたこともあったので、

実際に本当にニーズがあるかどうかという部分に関しましては関係団体にちょっと聞き取

りはしてみようかなというふうには思っています。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 予算書の79ページの８節報償費について伺います。 

 この中で、他町村から浦幌町に来たときは5,000円のハマナス商品券ですか、渡されるよ

うになっているわけですが、予算書では76万円見ていて、説明資料には75万円、この差異

があるのですけれども、いずれにしても転入者に対しては極めて条件のいいようなものに

なっております。このことにつきまして、転入者定住支援金贈呈事業要綱の１条の中にあ

っては、本町の定住人口の確保と増加を図り、もって本町の活性化に資するということの

中にあって、ただ極めて残念なことに３条のほうには18歳以上の者ということで、18歳以

下の人は該当にならないわけです。この辺はどのように考えているか。また、先ほど違う

ことの中で話あったように、学校支援にしても通学補助等についても転入者に対して大変

不親切とまでは申しませんが、手厚いものがないのかなという感じします。ここの８条の

中には、ここに定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるとあるのですが、18歳

以下の人には当たらないと書きながら、町長のある程度の判断が必要なのかなと思うので

すけれども、この条例でいってしまうとせっかく浦幌に来てください、手厚い補助をしま

すといいながらも、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ここの町に家族とともに住むということを考えるならば、先ほどの話

もありましたけれども、中学校をここで卒業しないにしろ、いずれにしてもこの町に住ん

でいただける。このことについて今後検討していただけるかどうか、その辺を伺っておき

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。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 転入者の報償費につきましては75万円ということで、予算書についてはそのほかに中小

企業の永年勤続された方の報償費も入っていますので、転入された方に対する補助金とい

うのは75万円ということになってございます。 

 世帯員にも出したらどうなのかというご意見でございましたけれども、過去に１世帯当

たりということを18歳以上というふうに変更してきたという経過がございまして、現段階

では現在のように18歳、１世帯当たり5,000円ということで考えてございます 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 転入してきた者でなくて１世帯当たりという解釈でよろしいのでしょうか。

定住人口の確保という、世帯ではなくて人口というふうに書いてあるのですけれども、そ

の辺の解釈、ちょっと教えてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 済みません。失礼しました。18歳以上１人ということで、18歳以上が世

帯に３名の方がいらっしゃった場合については１万5,000円という形になります。18歳以上

１人につきということになります。 

（何事か声あり） 

〇岡崎産業課長 ごめんなさい。私の答弁間違っていました。訂正させていただきます。

失礼いたしました。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 わかりました。 

 それで、もう一度戻りますけれども、18歳以下の人であっても、せっかく家族と同居し

て、確かに極端な話しすると帯広地方から浦幌町に例えば転勤になってきたときに、そこ

から高校なんかあると正直言ってお金かからないで済むにもかかわらず、せっかくのこと

ですから、親子ともども浦幌に住みたいということであれば、そこのことについてもうち

ょっと手厚いものがあってもいいのかなという考えを持ったものですから、その辺につい

て町長どのようにお考えか伺っておきたいと思います。町長にお願いします。 

〇田村議長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問について私のほうから答えさせていただきます。 

 いろんな転入者に対する支援と申しますか、そういった形でのハマナス商品券の交付と

いうことで、ご歓迎申し上げたいという思いも込めてお渡ししているということでござい

ます。それにありましては、制度設計的に当初は１世帯につきということが18歳以上とい

うことで広げて拡充をしてきております。ただ、これも今質問の中にございましたけれど



                                             － 69 － 

も、高校就学にあっては浦幌町内の中学校の卒業生に限って浦幌高校が閉校になった対応

ということが起因した中でそういった措置を行ってきたと。ただ、ほかの方の質問の中で

もございました浦幌に転入してきた子が浦幌町内の中学校を卒業しないでほかの高校に通

うケースもあるという、当初想定がなかったということで、このことについても検討した

いというふうなことでございますけれども、そういったことも含めて、またあとは子育て

に関しては例えば中学生まで医療費無料ということで、およそ15歳までは無料という形で

ございます。それから、２歳までは紙おむつの助成ですとか、また保育にかかわっても保

育料の無料、半額といった、そして義務教育、これも15歳までですけれども、学校給食の

無料化とか、種々子育てに関しまして、およそ義務教育の範囲の中ではいろんな各種支援

策を設けておりますし、また高校就学にあっても、先ほどの話はちょっと別にいたしまし

ても、高校就学に係る支援、また高校通学に係る支援ということで、18歳までは、いずれ

にいたしましても生まれてから18歳までの間にはいろんな支援を行ってきているというこ

とでございます。そういった中で、特に15歳までは手厚くしているという部分がございま

したので、ただ18歳以上についてがなかなかそういった面ではないものでございますから、

そのことにつきましては転入される方に限ってはそういった部分としては18歳以上の中で

歓迎の意味も込めてご支援という中でハマナス商品券の贈呈ということをさせていただく

と。言いかえますと、18歳未満につきましてはほかの制度が町としては持ってございます

ので、その中で行ってきたということでございます。ご指摘のあった部分については、当

初の制度でこういうふうに設けてきたということでございますので、今後の状況としてど

うなるかということは、これは第３期まちづくり計画の重点プロジェクトの推進にかかわ

ることでございますので、この検証をどうしていくかということも全体にわたっての部分

がございますので、それらも含めた中で今後どのような検証をしていくかということにな

っていくのかなと捉えてございますので、現在のところはそういった制度を踏まえて進め

てきているということでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 私も商工費の委託料、起業創業・事業者支援事業委託料ということでちょっ

とお聞きしたいと思います。 

 空き店舗利活用調査、ＰＲ用素材作成等業務ということで264万6,000円という数字がの

っていますけれども、これはどこに委託してどういうふうなことをやるのかお聞きしたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、ただいまのご質問についてお答えさせていただきます。 

 まず、内容についてでございますけれども、きっかけと申しますのは、うらほろスタイ

ルの中の産業の創造の中でワークショップをやられた中で、企業の合同説明会ができない

かとか、雇用の場がというような部分のお話が出てきたものですから、その部分について
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は雇用の部分もありますし、商工資源もあるので、町のほうでやっていこうということで

今回予算を計上させてもらったものでございます。まず、大きな部分としましては、求人

企業がたくさんございますけれども、なかなか募集しても集まらないという状況もありま

す。そういったところの各企業のニーズですとか、今後合同説明会が必要なのかどうかと

いうような調査業務、それから町内空き店舗ございますけれども、町のほうでも新産業の

場合の補助金もご用意させていただきましたが、なかなか新しい部分が出てこない。それ

から、今現在いらっしゃる方も第２創業等でやるにしても、トイレが使えないとか、いろ

んな事情がありますので、もう少し突っ込んだ状況も確認しながら、実際にこれが使える

のか、使い切れるのかというような情報も提供できるようなものをつくりたいというふう

に思っています。それから、ＰＲ素材につきましては、企業さんのニーズを踏まえた中で、

新規創業者、こちらで新しく起業していただける等も含めまして、帯広、札幌あたりでそ

ういうイベントのときに、こういうような町です、それから企業で人を募集しているとき

はこういうような思いでやっていますというようなＰＲ素材をつくりたいというふうに考

えてございます。 

 どちらに委託するのかという部分につきましては、これから段階を踏んでいきますけれ

ども、今までの絡みの中の部分でいろいろアドバイスなりかかわってきたところを中心に

考えていきたいなというふうには思ってございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 この委託料の264万6,000円というのが何か中途半端な数字なのですが、これ

は見積書をもらってこうやって計上しているのか、それとも勘で入れたと言ったらあれだ

けれども、どうやって算定しているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 特段見積書というのはもらっていないのですけれども、もともとうらほろスタイルの中

で提案事業が来た中で、こういうことをこれぐらいでというような算定するものがありま

したので、それを参考にさせていただきながら私どものほうで積算したというものでござ

います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 そしたら、この関係についてはコンサルかどこかに頼むいうことになるので

すか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 今までうらほろスタイルでかかわってきていただいて、今回いろいろ相
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談に乗っていただいたところを中心に考えていきたいというふうに思ってございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 中心になっていただいたというのはコンサルなのですか、どうなのですか、

その辺は。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 コンサル会社ということでございます。 

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 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時５２分  休憩 

午後 ４時０５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けます。 

 次に、２款１項４目自動車管理費から８款２項３目道路建設補助事業費までの説明を求

めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 それでは、予算書の34ページをお開き願います。あわせまして、説明資

料は16ページをお開き願います。 

 ２款総務費、１項総務管理費、４目自動車管理費、本年度予算額2,346万8,000円、この

目につきましては施設課で維持管理をしております車両41台分の経費でございます。増額

の主なものは、公用車更新のための18節備品購入費400万円の増で、２台更新のうち１台を

４トントラックとしたことによるものでございます。減額の主なものは、車検整備台数が

28台から22台へと減少することによります11節需用費の修繕料38万9,000円、12節役務費

46万9,000円の減でございます。公用車の管理台数及び18節備品購入費につきましては、説

明資料16ページに記載のとおりでございます。 

 61ページをお開き願います。３款民生費、３項老人福祉費、４目町民バス管理費、本年

度予算額753万5,000円、この目につきましては町民バスの管理、運行に要する経費でござ

います。増額の主なものといたしまして、町民バス管理運行要領、研修視察バス借上基準
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額の見直しに伴います14節使用料及び賃借料232万7,000円の増でございます。 

 次に、予算書の73ページをお開き願います。６款農林水産業費、１項農業費、７目飲料

営農用水対策費、本年度予算額１万9,000円、こちらは営農用水施設に係ります土地使用料

でございます。 

 次に、予算書の74ページをごらん願います。説明資料は27ページをごらん願います。９

目地籍調査費、本年度予算額4,102万3,000円、この目につきましては地籍調査事業に係る

経費でございます。本年度は継続として常豊の一部地区9.28平方キロメートルを実施して

まいります。減額の主なものといたしまして、字時和及び帯富の一部地区が完了したこと

に伴います13節委託料220万2,000円の減でございます。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。 

 予算書の81ページをお開き願います。土木費につきましては、説明資料30ページから31ペ

ージをごらん願います。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、本年度予算額

2,904万円、この目につきましては土木業務関係職員に係ります人件費、事務費及び交付税

算定基礎となります道路台帳修正委託業務に係る内容でございます。増額の主なものは、

道路台帳修正及び町道未処理用地取得のための土地分筆委託業務に伴う13節委託料318万

円、町道未処理用地取得のための17節公有財産購入費22万円の増でございます。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30ページに記載のとおりでございます。 

 予算書82ページをごらん願います。２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、本年度予算

額4,473万2,000円、この目につきましては維持業務関係職員に係る人件費、事務費、建設

機械等年間維持管理費の内容でございます。減額の主なものは、車検台数が10台から４台

に減少したことに伴います11節需用費の修繕料125万円、12節役務費83万円、27節公課費の

自動車重量税24万円及び除雪ドーザーを更新購入をいたしました18節備品購入費2,074万

円の減となっております。 

 83ページをごらん願います。２目道路維持事業費、本年度予算額9,618万9,000円、この

目につきましては町道256路線、実延長297キロメートルの維持管理に要する経費でござい

ます。増額の主なものは、町道の支障木伐採や維持補修工事、町道除雪を実施する14節使

用料及び賃借料の機械借上料101万4,000円。減額の主なものといたしまして、15節工事請

負費1,510万円、排雪用地を取得しました17節公有財産購入費300万円の減でございます。

13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料30ページに記載のとおりでござい

ますが、工事請負費につきまして昨年度一部実施をいたしました静内地区の防じん処理、

それと平成29年度から予算計上しております下頃辺川沿線、開発管理河川区間の築堤部分

に当たるところでございますが、そちらも人家の砂利路面の防じん処理ということで29年

度の防じん舗装の予定をしているところでございます。 

 引き続き83ページをごらん願います。３目道路建設補助事業費、本年度予算額４億

4,450万円、この目につきましては社会資本整備総合交付金事業によります町道の改良舗

装、橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁点検、補修などを実施する経費でございます。増
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額の主なものは、道路調査測量設計委託業務などに係る13節委託料2,250万円、２条通改良

舗装工事などに伴います15節工事請負費822万円、水道管移設工事補償に係ります22節補

償、補填及び賠償金298万円の増でございます。減額の主なものといたしまして、水道管移

設工事及び橋梁定期点検に係ります19節負担金、補助及び交付金3,668万円の減でございま

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30ページから31ページに記載のとお

りでございます。 

 なお、これまでの懸案でございました厚内上厚内線の幹線道路につきましては、本年度

29年度から老朽化修繕事業として舗装工事の修繕に取りかかることとなっております。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 道路橋梁費の中の説明資料で30ページです。予算書で83ページです。 

 私きょうずっと新しい取り組みの事業についてお聞きしておりますので、道路関係でも

今までなかった２路線について伺いたいのですが、下頃辺川沿線舗装工事、これは非常に

長い距離、浦幌町には珍しく2,080メーターということでありますが、どこにどの程度の工

事を行うか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 土木係長。 

〇長屋施設課土木係長 ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 下頃辺川沿線舗装工事2,080メートルでございますが、道道十弗浦幌線を起終点といたし

ます下頃辺川に並行します町道でございます。こちらにつきましては砂利道になっており

まして、そちらの防じん処理といたしまして舗装、２層舗装になりますが、８センチの舗

装をかける予定でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 今の説明ですと、たしか堤防の上という認識でよろしいかと思うのですが、

２層８センチということは、下地はさっと砂利敷く程度で、ならしたら上に舗装をかける

という、そういう程度ですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 土木係長。 

〇長屋施設課土木係長 ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 現状道路路盤といたしましては砂利道の状況でして、こちらの砂利に関しては現状も不

陸等なく健全な状態であるというふうな判断をいたしておりまして、そちらの上に、砂利

はいじることなく舗装をかけるということでございます。 

 以上です。 
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〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 私たちの今までの常識だと堤防にはなかなか道路舗装できないという認識が

あったのですが、近ごろいろんなところ見ますと開発さん、土木さんも中小河川まで含め

て堤防に舗装を始めた。浦幌もいよいよそういう状況でできる環境になったのかなと思っ

ております。このことはよろしいです。 

 次に、これも新しいのですが、静内８号線舗装工事ということで、これは静内ですから、

予想できるところは１線しかないと思います。手かけなければならないところは想像つく

のですが、これもどの程度にされるのか伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 土木係長。 

〇長屋施設課土木係長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 静内８号線になりますが、字静内にあります町道でございます。カタサル川にかかるカ

タサル橋のたもとより東側に位置します町道でございます。こちらにつきましても現状は

砂利の道路でございまして、こちらも先ほどの下頃辺川沿線同様砂利はいじらず、舗装の

２層舗装８センチを予定しております。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 もう一度確認しますけれども、距離235メーターですか、それだとほぼ平らな

部分だけかなと、山へ登る部分には刺さらないので、今後その後どうするのでしょう、そ

れも確認しておきたい思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 静内８号線につきましては、一部分、昨年暫定的ではありますが、舗装

を住宅前のみ行わせていただいております。それで、路線の防じん処理について以前お答

えをさせていただいたこともあろうかと思いますけれども、急勾配の場所が道路沿線上に

はございます。そちらにつきましては、舗装化をすることによりまして冬期間のスリップ

ですとか、そういった安全性が確保できないということが懸念されますので、今現在防じ

ん処理として考えているのは平らな部分、人家の張りついております平らな部分のみ防じ

ん処理を整備して、この路線については終了というふうな形で考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいまの件についてはわかりました。 

 それで、関連してなのですが、ご承知のように産業課担当して下浦幌の防災事業をやり

ました。防災事業のときに防じん処理として６路線、防じん処理だということで開発に念

を押されまして、舗装を１層かけてあります。６路線、結構な距離あります。ご承知だと

思いますけれども、冬期間の工事やったところが多くて、全部の路線ではないですが、非
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常に輪形になっている。トラックの跡がすぐ冬の間で、春にもう下がり出した。そういう

状況があります。それから、除雪車でめくって穴があいている。そういう状況になってき

ています。こういう維持費の中でやれる範囲であれば、今少しずつ計画してもう一層かけ

ていけば、あれは１枚ですから、後で大きなお金かからないでこの路線が維持できるので

ないかなと私常に思って見ているのですが、この辺今後の課題として検討していただけた

らいいのでないかなと思っています。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 過去に国営防災事業でやりましたそういったところも現状としては私た

ちも維持管理の中で把握をさせていただいているところでございます。今回こちらの維持

の工事の中で予算計上させていただいておりますけれども、統剛線改修工事という項目が

ございます。こちらも過去に防じん処理としてやりました若干弱い舗装、防じんでござい

ました。こちらにつきましては、複数年かけまして一定区間完了いたします。その後同様

な場所が多数ございますので、計画性を持って、今議員がおっしゃられた場所も含めまし

てこれから全体的に、維持費限られた範囲ではございますが、効率的にそういった対応に

当たってまいりたいと考えておりますので、ご理解いただければと思います。 

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 質疑がないようですので、次に３項１目河川管理費から11款１項１目公共土

木施設災害応急費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 それでは、予算書の84ページをお開き願います。あわせまして、説明資

料は31ページをごらん願います。３項河川費、１目河川管理費、本年度予算額3,346万

2,000円、この目につきましては町が管理いたします215河川の維持管理及び道管理河川に

係ります樋門樋管管理委託業務、国所管の救急排水施設管理委託業務に要する経費でござ

います。増額の主なものは、町管理河川におきます維持工事のための15節工事請負費600万

円の増でございます。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。 

 85ページをごらん願います。４項都市計画費、１目都市計画総務費、本年度予算額11万

4,000円、都市計画に係る経費でございます。こちらにつきましては、特に説明を加える事

項はございません。 

 ２目公共下水道費、本年度予算額１億7,417万3,000円、公共下水道特別会計への繰出金

でございます。 

 ３目公園緑地管理費、本年度予算額1,031万2,000円、この目につきましては中央広場、

駅前広場、児童公園などに係る維持管理及び森林公園遊歩道、道の駅駐車場周辺など町有

地の除草管理に係る経費でございます。増額の主なものは、管理業務委託内容の見直しに
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伴います13節委託料45万4,000円の増でございます。13節委託料、15節工事請負費につきま

しては、説明資料31ページに記載のとおりでございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費、本年度予算額9,148万6,000円、この目につきましては建

築業務関係職員に係ります人件費、事務費、町営住宅489戸、町有住宅10戸の維持管理、町

営住宅運営委員会及び住宅リフォーム補助金などに係る経費でございます。増額の主なも

のは、消火器更新購入のための18節備品購入費21万4,000円の増。減額の主なものは、火災

報知機取りかえ工事が完了したことに伴います15節工事請負費860万円の減でございます。

１節報酬、13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金

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。 

 予算書87ページをごらん願います。２目公営住宅建築費、本年度予算額4,565万円、この

目につきましては浦幌町総合振興計画及び公営住宅等長寿命化計画に基づく公営住宅整備

事業に係ります経費でございます。減額の主なものは、公営住宅水洗化など整備事業に係

ります13節委託料700万円、15節工事請負費2,500万円、建てかえに伴います移転が完了し

たことに伴います22節補償、補填及び賠償金46万5,000円の減でございます。13節委託料、

15節工事請負費につきましては、説明資料31ページから32ページに記載のとおりでござい

ます。 

 予算書109ページをお開き願います。説明資料は37ページをごらん願います。11款災害復

旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害応急費、本年度予算額26万

5,000円、こちらにつきましては災害が発生した場合に備えます応急費でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 87ページ、公営住宅建築費の中で説明資料32ページ、工事請負費、公営住宅

水洗化改修工事、厚内２棟４戸、これ場所はどこになりますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長補佐。 

〇早瀬施設課長補佐 ただいまの質問にお答えいたします。 

 水洗化工事につきましては、厚内公民館横の２棟４戸の公営住宅の予定となっておりま

す。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時２９分  休憩 

午後 ４時３０分  再開 
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〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 次に、２款１項８目支所費から６款１項４目農業団地センター管理費までの説明を求め

ます。 

 上浦幌支所長。 

〇小島上浦幌支所長 それでは、予算書38ページ、あわせて予算説明資料17ページをごら

ん願います。２款１項８目支所費、本年度予算額1,975万4,000円、この目につきましては

上浦幌支所の業務に係る経費でございます。減額の理由は、職員人件費によるものであり

ます。13節委託料、14節使用料及び賃借料につきましては、予算説明資料に記載のとおり

でございます。 

 次に、予算書71ページ、あわせて予算説明資料26ページをごらん願います。６款農林水

産業費、１項農業費、４目農業団地センター管理費、本年度予算額617万6,000円、この目

につきましては浦幌町農業団地センターの維持管理に係る経費でございます。管理費のう

ち、歳入の農業団地センター使用料８万円を除いた７割分を管理負担金として浦幌町農業

協同組合に負担をしていただいております。増額の主なものは、11節需用費の燃料費の燃

料単価増高によるものでございます。13節委託料につきましては、予算説明資料に記載の

とおりでございます。 

 以上で説明を終わります。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 質疑ないようですので、次に６款１項１目農業委員会費の説明を求めます。 

 農業委員会事務局長。 

〇前田農業委員会事務局長 予算書の68ページから69ページをごらん願います。あわせま

して、予算説明資料25ページをお開き願います。６款農林水産業費、１項農業費、１目農

業委員会費、本年度予算額3,576万円、この目は農業委員会の運営、事業活動及び農業者年

金加入促進に関する経費を計上してございます。増額の主な内容ですが、９節旅費の研修

旅費で19万5,000円の増でございますが、本年７月に農業委員の改選があり、任期中に１度、

改選時に委員の実務研修を行うため、増となったものでございます。13節委託料につきま

しては、予算説明資料25ページに記載のとおりであります。そのほか特に説明を加える事

項はございません。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 審議の途中でありますが、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にし
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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、本日はこれをもって延会とすることに決定をいたしました。 

 なお、再開は明日午前10時ですので、よろしくお願いをいたします。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ４時３４分 


