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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 議事については、配付しております日程表により進めますので、よろしくお願いをいた

します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 議案第１９号 

〇田村議長 日程第１、議案第19号 平成25年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 昨日に引き続き、予算審議を行います。 

 昨日は、５款１項１目労働諸費から２項５目林道上厚内線開設事業費までの審議の中で

延会いたしましたので、引き続き質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ７番、森議員。 

〇森議員 74ページ、畜産振興費の中で質問させていただきたいと思います。和牛に関し

ましては、優良牛の繁殖導入ということで計上していただいております。和牛組合のほう

も昭和57年に導入されまして、昨年度で30年を迎えました。また、昨年度は全道の共進会

におきましても未経産の部で最高位をとりました。これにつきましては、生産者の努力も

ありましたけれども、行政からのご指導あったことを厚くお礼を申し上げたいなと思って

おります。今和牛の状況でございますけれども、ご承知のように宮崎県で口蹄疫がござい

ました。そんな関係では、今復興をしている最中ということと、あと全国的に小規模の和

牛を飼っているところが後継者もいないということからやめていく農家もありまして、全

国的に和牛自体が少なくなっております。そんな関係では、年が明けまして素牛の市場は

非常にいい値段で推移をしている状況でございますけれども、ご承知のように今配合飼料

が非常に高くなっております。素牛はいい値段なのですけれども、中身的にも非常に厳し

いというような状況が続いておりますし、特に肥育をやられている方々、これは素牛は高

い上に、また食べさす餌も高いということで非常にこれも厳しい状況なのかなというふう

に思っております。また、枝肉価格もご承知のように２年前の東日本大震災に伴います福

島原発事故、これを機に肉に関しての風評的なこと、また景気が本当に低迷している状況

でなかなか枝肉の価格には上乗せができないというような状況でもございます。本当に肥

育をやられている方は、今後大変な時期を迎えていくのかなというふうに思っております

けれども、昨年政権がかわりまして景気回復に向けての政策がなされておりますけれども、

どうかこちらのほうにも期待をかけて少しでも景気が回復することを願っているところで

もあります。 

 次に、模範牧場の整備事業、こちらのほうをご質問をしたいと思います。模範牧場の整

備事業につきましては、昨年はバンカーサイロを建設しました。そして、今年度は畜舎の
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建設ということで9,600万計上されております。そして、これに伴う給餌機と思います。餌

の機械ですね、これとトラクターですか、1,400万が計上されておりまして、また次年度、

来年哺育舎の建設ということでそれぞれ予算が計上されております。畜舎の関係につきま

しては、前回所管で現場を見せていただきました。非常に建てるところが斜面だったと思

います。この関係につきましては、この中に土地の整備も含まれているのか、また整備を

する金額が別にあるのか、そのことと機械の導入に関しましてはどのような方法で購入さ

れているのか質問したいと思います。 

 それと、模範牧場の使用料、預託の頭数ということで資料をいただきました。頭数的に

は、夏期につきましては昨年よりも減っているような状況でもございます。また、冬期に

つきましては、舎飼いにつきましてはふえているようですけれども、この夏場の昨年から

見ましたら減っている状況というのはどのような状況で減っているのか、また預け入れて

いる方の酪農家は町内は何戸が利用されているのか、また町外は何戸利用されているのか、

それぞれ尋ねたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 今４点ほどのご質問かと思いますが、まず１点目の畜舎建設に当たりま

して造成分も含まれているかどうか、別にかかるのかどうかというふうなことでございま

すが、造成工事分も含まれての金額というふうに考えていただきたいと思います。 

 次に、機械の購入についてどのような方法でということでお尋ねでございましたが、こ

れにつきましては指名競争入札によりまして実施したいというふうに考えております。 

 それと、夏期入牧減の要因といたしましては、まず町内牛の減につきましては農協の豊

北牧場との関連がございまして、農協の豊北牧場では平成23年度までいわゆる安愚楽牧場

からの肉用牛が入っておりました。大体１万7,220頭です。それが平成24年度はゼロになっ

ております。しかし、平成23年度に乳牛は9,017頭であったものが平成24年度は２万7,287頭

ということで、１万8,270頭ふえているということで、料金的にも１日１頭当たり11円の差

があると、農協は231円、模範牧場は242円ということで11円の差が生じているということ

で、農協も当然安愚楽の分が減っているということの中で勧誘はされているということも

あると思います。牧場を埋めるということの中では、そういうこともあると思いますし、

また料金的な部分で牧場のほうが若干高いということで酪農の経営環境を考えたときに少

しでも安くという部分もあるのかなというふうに思います。 

 それと、町外につきましては、基本的には町外から入牧のためにやってくるわけでなく

て、基本的には哺育から育成、夏期入牧に回っていくというふうなことの中でございます

ので、あと舎飼いの町外というのはおりませんでしたし、そういう部分では減っている要

因としてはそういう状況であるということで、冬期舎飼いも減っているということが要因

だということでございます。 

 あと、町内と町外の利用戸数ですが、町内が21戸、町外が３戸、豊頃町でございますが、
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そういうような内訳となっております。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 畜舎の整備、また機械の導入につきましてはわかりました。 

 飼養頭数の関係でありますけれども、以前に酪農家の皆さん、所有者の方、また生産者

の方と模範牧場の信頼関係というのですか、この辺についてはどのように持たれているの

か、周りから出てくる話によりますと、どうも余りまだ改善の余地がなされていないよう

なことを聞くのですけれども、生産者、所有者の方と模範牧場の信頼関係ですか、これは

一番大切なことだと思うのですけれども、この辺につきましてはどのようになっているの

かお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 模範牧場と預託者との信頼関係の構築という点のお尋ねでございます

が、これにつきましては先般、３月15日でございましたが、模範牧場の預託先との意見交

換会ということで開催されております。そして、その中でやはり預託者の方からはいろん

な何点かのご意見もありました。もちろん預託先としては、庭先へ帰ってくるときは丸々

と太って帰ってきてほしいという思いがあります。模範牧場としては、一定の基準の中で

育てていけばいいのかなというところのそういう違いが明らかになっております。ただ、

これらを解決するための手段として、退牧前２カ月前には別飼いしているというような中

で、一度退牧前に別飼いしている状況のときに預託先のほうから見に来てもらって、この

状態ではどうなのかということでご指導いただくと、そういう中で預託先の方が描いてい

るような体型の牛に仕上げて退牧させるというふうなことを今後していきましょうという

改善点がございました。また、いわゆる人工授精の関係でございますが、それについても

やはりとまりの悪い牛がいたりなんかする場合に、３回やってもだめであれば、預託先の

ほうに連絡して、このあとホルモン剤の投与をするのか、もしくは退牧させるのか、その

辺も預託先との意見交換をしながら進めていきたいということ、またあと哺育牛の預かり

について不定期であると、現時点では、そういう中では定期的に哺育牛を連れていっても

らいたいということの中で毎週月曜日という日を設定して１週間に１度は哺育牛の集荷と

いいますか、そういうふうな形をとっていくということで、それぞれ要望のあった点につ

いては解決策を見出して今後進めていくというふうになってございます。また、去る昨年

の10月22日には農業振興対策委員会の畜産部会を催しまして、これは委員さんと町の関係

者というふうな形の中で意見、その中で議題としては畜舎等の施設整備の関係でございま

したが、その他の中で意見交換もさせていただいております。そういう中でいろいろな意

見もいただいた中、今回と同じような意見はございました。そういう中では、指定管理者

のほうにもお伝えしながらこれまでやってきているという状況でございます。 

 以上です。 
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〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 生産者との意見交換が３月の15日に行われたと、そのことによってお互いが信

頼を持てるようにひとつ今後やっていただきたいなというふうにも思っております。 

 また、今町内では21戸の酪農家の方が利用しているというようなことでございましたけ

れども、浦幌町内には１月の末現在で54戸の酪農家があります。それぞれ形態は違います

けれども、やはりこれだけの模範牧場、これから大方２億近くもかけて整備を行うという

ことでございますので、やはり54戸の方それぞれに案内を差し上げて一件でも多く利用し

ていただくような体制をとっていただきたいなというふうにも思っております。 

 また、昨年はバンカーサイロができましたし、また聞いてみますと、今使用しているい

ろんな機械あたりも古くなってきているということも聞いてございますので、私どもの委

員会もまた再度現地を確認をしていただきながら所管をとらせていただきたいなというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 今のお尋ねは、54戸ある酪農家に再度利用促進を図っていただきたいと

いうふうなことかと思いますが、これは指定管理者のほうにお願いしなければならない部

分だと思いますが、やはり成績、そういうものを数字を示した上で、増体だとか受胎率の

状況だとか、そういうものを数字を示しながら、こういう状況ですから、ぜひとも入牧さ

せてくださいというふうな形の案内をしていただくようなことで考えていきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 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。 

〇亀山産業課長 それでは、予算書の80ページの中ほどをごらん願います。あわせまして

一般会計予算説明資料26ページから28ページ、災害応急費の関係は34ページになります。 

 それでは、説明させていただきます。３項水産業費、１目水産業総務費、本年度予算額

867万4,000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係る経

費でございます。増額の主なものは、人件費で21万1,000円増額の内容でございます。 

 ２目水産業振興費、本年度予算額1,987万2,000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、11節需用費の修繕

料で厚内共同作業所外壁塗装修繕及び厚内漁港横断無名川開閉ぶた修繕で60万6,000円の

増、12節役務費で流木等の沖合漂流物処理手数料66万円の増、14節使用料及び賃借料で平

成24年度に実施した桜の木植えかえの機械借り上げ料60万円、昆布刈石取りつけ道路整備
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機械借り上げ料12万円の減、今年度新たに行う漁港東側海浜地流木押し上げ機械借り上げ

料84万6,000円、平成24年度にも実施している漁港横断無名川の土砂及び氷の除去を行う機

械借り上げ料７万6,000円の増、これらを合わせまして20万2,000円の増、15節工事請負費

で平成24年度に実施した厚内共同作業所改修工事390万円の減、今年度新たに行う十勝太共

同作業所の電動シャッターモーター２台取りかえ100万円、冷蔵用冷房室外機１台取りかえ

540万円、外構舗装工事を行う工事費600万円の増、これらを合わせて850万円の増、19節負

担金、補助及び交付金で厚内漁港の生産施設整備事業費割が新たにふえることにより北海

道漁港漁場協会負担金23万4,000円の増、12月第１日曜日に開催されております大津港大漁

祭は今年第10回の節目を迎えることから広告宣伝の拡充を図ることとなり、豊頃町ととも

に支援することから第10回大津港大漁祭運営事業補助金20万円増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、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、一般会計予算説明資料26ページから27ページをご参照

願います。 

 82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１億1,983万

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、人件費で414万7,000円の増、19節負担金、補助

及び交付金で商工会が新たに取り組みを行うご当地グルメ開発事業、地域の自然や生活、

イベントなどを題材としたフォトコンテスト、首都圏近郊商店街で特産品の産直フェアを

行う販路開拓事業などにより商工業振興事業補助金136万円の増、光熱水費の電気料金及び

利用者の要望によるブルーレイレコーダーの備品購入、気軽に休憩していただくための玄

関サイン看板の設置などによりコスミックホール運営事業補助金42万3,000円の増、町内業

者からの購入に対して５万円のハマナス商品券を上乗せする太陽光発電システム設置補助

金50万円の増、同じく町内業者からの購入に対して５万円のハマナス商品券を上乗せする

木質ペレットストーブ購入費補助金25万円の増、来年４月から消費税の税率アップが予想

されることから地元商店街での購買を促すプレミアム商品券発行事業補助金1,045万円の

増、町融資に係る融資枠の拡充を図り、これに伴う利子補給補助の拡大を行う中小企業融

資利子補給補助金300万円増額の内容でございます。減額の主なものは、平成24年度まで本

科目で計上していました新産業創造等活用事業審査委員会委員の報酬及び費用弁償は３目

工業対策費に計上がえを行っております。19節負担金、補助及び交付金で今年度から１社

が新たに対象となり、36万2,000円の増、平成23年度から補助している１社に係る土地、建

物固定資産税相当額の補助対象経費の減により379万円の減、合わせまして地場工業等振興

補助金342万8,000円減額の内容でございます。８節報償費、19節負担金、補助及び交付金、

21節貸付金については、一般会計予算説明資料27ページをご参照願います。 

 ２目観光費、本年度予算額2,904万9,000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、11節需用費で消

耗品費８万6,000円の減、留真温泉宣伝用ポスターの印刷製本費６万4,000円の増、レスト
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ラン施設配水管修繕などの修繕料23万7,000円の増などを合わせまして需用費総体で22万

7,000円の増、12節役務費で留真温泉ほか観光施設の広告宣伝に係る広告料161万5,000円の

増、同じく役務費の手数料で留真温泉源泉送水ポンプ、源泉槽清掃に係る手数料及び木質

チップボイラーばい煙測定手数料59万8,000円の増、15節工事請負費で観光案内看板照明器

具増設、留真温泉源泉１号井上屋改築、留真温泉誘導看板２基の設置により310万円の増、

18節備品購入費で駐車場警備などに使用するイベント用トランシーバー10台を購入する備

品購入費78万6,000円の増、19節負担金、補助及び交付金で新たにトランシーバー購入に係

る電波利用料7,000円、浦幌町観光協会が行う観光物産事業に対して釧路産炭地域発展機構

から交付される補助金は市町村の会計を経由するために釧路産炭地域観光物産振興支援事

業補助金50万円増額の内容でございます。減額の主なものは、13節委託料で節の変更によ

る留真温泉源泉槽清掃に係る保守業務委託料15万円の減、旧留真温泉テレビアンテナ撤去

完了による15万7,000円の減などで合わせて28万3,000円減額の内容でございます。12節役

務費、13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金につ

いては、一般会計予算説明資料27ページをご参照願います。 

 ３目工業対策費、本年度予算額145万8,000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。増額の主なものは、１目商工振興費の科目で計上していま

した新産業創造等活用事業審査委員会委員の報酬及び費用弁償は本科目に計上がえを行い

ました。11節需用費で、誘致企業向け社員住宅２棟４戸は年数経過に伴い小破修繕が発生

することから、修繕料20万円増額の内容でございます。１節報酬は、一般会計予算説明資

料28ページをご参照願います。 

 予算書の113ページをごらん願います。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24万5,000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。15節工事請負費については、一般会計

予算説明資料34ページをご参照願います。 

 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。14節使用料及び賃借料、19節負担金、

補助及び交付金については、一般会計予算説明資料34ページをご参照願います。 

 以上で11款災害復旧費、２項農林水産施設災害復旧費、２目水産業施設災害応急費まで

の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。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 それでは、何点か質問させていただきます。 

 まず、商工振興費の中のプレミアム商品券について質問をさせていただきます。来年度

25年度に消費税が上がるというような事柄から、この事業をしていただけるということで

すから、行うということでありますから、商工事業者にとっては大変ありがたい話だなと

いうふうに思います。ただ、通常考えますと、消費税が上がるということは上がる前は駆
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け込みの需要があるはずなのです。上がった後落ち込むのです。落ち込んだところをプレ

ミアムで補うというのが本来の形かなというふうに思うのですけれども、このプレミアム

の部分について、ただそれは大きな町の考え方でもあるから、消費税が上がるという部分

にプレミアムを載せ込んで25年度の来年の部分について消費を促すというような考え方も

一つあるのかなと思うのですけれども、一番心配なのはやっぱり上がった後です。この対

策というのが私は不可欠かなというふうに思いますけれども、この辺の考え方についてま

ず１点お伺いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 今中尾議員おっしゃるとおり、駆け込み需要が平成25年度はあるだろう

ということもそうですが、やはりその中でも地元商店街に取り込んでいく、このためには

せっかくの消費意欲を地元商店街に取り込んでいく必要があるのではないかということで

今年度計上させていただいております。 

 また、消費税上がって消費動向が落ち込むという状況の中で、この後またそれに対する

対策はどうなのかと、26年度からの対策というお尋ねでございますが、これにつきまして

はやはり関係団体ともその辺は相談しながら決定していかなければならない、町だけの思

いであったり、関係団体の思いだけであったりしてはいけないし、このプレミアム商品券

を発行したその実績の内容も分析しながら、やはりこれが有効なものであるという、有効

であることはもう間違いはないのですが、ただその検証もしながら26年度については改め

て考えていきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われましたように、需要を取り込むという考え方も、それも理解できま

すし、これは商工会にとってみれば、業者にとってみれば、それやってくれるにこしたこ

とないわけですから、ただやっぱりその後の需要の落ち込みということは、これは当然で

すから、今までもそういうことあったわけですから、例えばテレビの地デジに変わる、こ

の需要だって家電はあのときは爆発的に売れたけれども、その後のテレビ業界の落ち込み

の惨たんたるものなんていうのはご承知のとおりでありますから、そういう先食いした需

要の後というのがここが一番肝心ですから、今回この事業については私は何も決して反対

するものではないのですが、やはりこの反動ということもしっかりと考えていただきたい

し、今課長言われましたけれども、その内容の精査もするということで、これは前にもそ

のような話をしていただいておりますので、これが本当に有効な形の中で商工会、業者に

なっているのかどうかというような部分についてもぜひよく精査をした上でまた対応をと

っていただきたいと思います。この件につきましては、理解をいたしました。わかりまし

た。 

 それで、続きまして、次は観光費であります。観光費の中で２点ほど質問したいと思っ

ておりますけれども、ちょっと関連があるのですけれども、観光費の中の広告料、観光施
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設等ＰＲで197万2,000円上がっています。この部分と工事のほうの請負の中で看板設置で

200万円、これふるさとづくりの寄附金の事業ということです。これも一つのＰＲ、広告的

な部分も、要素もあろうかなというふうに思います。この部分で私は、以前から観光の部

分についての広告、宣伝がちょっと足りないなと、やはりもっともっと打って出ていくべ

きだろうと。今商工会関係もいろんな取り組みをしています。ロングトレイルに始まり、

お正月に日の出をやったりとか、いろいろやっています。そういうような浦幌のいいもの

をそういう団体がやっていますし、やっぱりそういった部分でまだまだ私は広告、宣伝を

する部分が足りないのではないかなというふうに思っています。私は、この広告の部分に

ついてはぜひもっともっと打って出てほしいなというふうに思っています。いろんなメデ

ィア等の媒体も使いながら、私はぜひもっとやっていただきたい。これをぜひ増額をして

取り組んでいただきたい。 

 それと同時になのですが、留真温泉の看板、これは一番後ろに載っていますけれども、

ふるさとづくりの寄附金の活用事業です。ふるさとづくりということで、こういう気持ち

でご寄附をいただいた中で、こういうような形で今までずっと基金に積んできていました。

ずっと基金に積んできて、留真温泉の里の部分で事業を行うといってきて、ずっとどうい

うふうに使うのですか、いつ使うのですかというような質問も私してきたのですが、ずっ

とそんなことをしながらきて、25年度出てきた事業が看板設置といったら、ちょっと余り

知恵がなさ過ぎませんか。看板が決して要らないとは言わないけれども、もっと留真温泉

で違う、看板はこれは町がするべきことで、寄附をいただいた方々に対しては私はもっと

斬新的な知恵が出なかったのかなと、ちょっと残念な気持ちするのです。この看板に至っ

た経緯というのでしょうか、もっとこれ、金額も200万という、ずっと待っていて200万で

看板というのが私はちょっとこれ不十分ではないかなと。そういういろんな寄附をいただ

いた人方の気持ちを考えると、もっとやっぱり留真温泉の中で新たな取り組みができなか

ったのかなと。この辺のどういう経緯の中でこういう看板になったのかとかいう部分も私

は説明をいただいて、このことについてもうちょっと審議を深めたいと思いますけれども、

説明求めます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 まず、広告料の関係でございますが、中尾議員からもっと広告を打って

出たほうがいいのではないかと、いろんな媒体も含めてということでございますが、今回

予算計上しておりますのは月刊誌、またこれも月刊誌ですが、「北海道じゃらん」、旅の雑

誌、そして十勝管内で「Ｃｈａｉ」という勝毎が発行している雑誌があります。それらに

ついて、合わせまして197万1,000円という内容でございます。以前から、昨年のこの審議

の中でももっと広告料をふやしたほうがいいのではないかというご指摘をいただいており

ます。そういう中で、やはり本町の観光振興のために積極的にＰＲしていきたいという思

いの中で今回大幅にふやさせていただきました。 
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 それと、看板200万円、ふるさとづくり寄附金の、これは知恵なさ過ぎるのではないかと

いうご指摘ですが、今国道38号線を通ってみますと、ちょうどこの38号線から、光南から

いわゆる道道本別浦幌線に入ってくるところに大きなものがないのです。それで、まずそ

こに１カ所つくりたい。それと、道の駅の北町のところ、あの交差点の手前に大きな看板

をつくって、小さいのはあるのですけれども、それでは非常に目立たなさ過ぎるなという

ところで、やはり国道からの誘引を図っていくためにも町の中を通りながら留真温泉に引

っ張っていくというための広告の看板ということでございます。１つには、もちろん留真

温泉もそうでしょうし、町の中を通らせるということの２つの意味合いがございます。そ

ういうことで、留真温泉の看板については200万を使わせていただきたいということの内容

でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、広告につきましては、どんどんとまだまだ打って出ていくと、浦幌を

もっとＰＲしていくと、そういう意思は持っていると、今回はそういう意味も込めて「じ

ゃらん」なり「Ｃｈａｉ」なりのという部分でそういう手を打っているということで、私

は決してこれを悪いと言っているわけではないのですけれども、もっともっと出ていくべ

きだろうし、また出すのもこういう雑誌に載せるだけではなくてもうちょっと知恵が必要

なのかなという気するのです。だから、こういう部分もやはりそういう各団体と知恵を出

し合いながら、いろんなそういう取り組みしているところにうまく乗っかっていくだとか

というような、私はここの部分のまだ連携がちょっと不足している部分があろうかなとい

う気がいたします。この広告につきましても、そういう気持ちあるということですから、

まだまだこれからもいろいろ精査をしていただいて浦幌のＰＲに努めていただきたいと思

います。この件につきましては、わかりました。 

 それで、次の観光の工事請負費の留真温泉の看板の件でありますけれども、私は看板が

今言われるようにそことそこに足りないのだということで温泉に導くためにその看板を設

置するということは、看板を要らないと言っているわけではないのです。看板も必要なも

のは必要でいいのです、それで。設置すればいいのです。だけれども、看板、ずっと待っ

てきて、どういうものに使われるのかなと待っていたら、看板だけというのではちょっと

肩透かし食ったなと私思うのです。もうちょっと知恵出なかったのかなと思うのです。皆

さん方いて、ここら辺もどういうような経緯で看板に落ちついたのか、指定管理者も含め

てそういうような部分でいろんな会議なりなんなりした上でこの看板に落ちついたのかど

うなのか、そこら辺の部分が、看板もいいのですが、私はもう一ひねりが欲しかったなと

いう思いがずっとするのです。だから、これに至った経緯の、指定管理者とかも含めての、

商工業者も含めて、ちょっとこれ一ひねりもむ必要があったのかなと思うのですが、その

辺の議論というのはされているのですか。私の聞いているところでは、そういうのはなか

ったように聞いているのですけれども、この辺の経緯についても改めてお伺いしたいし、

それと今後まだお金もあるわけだから、指定管理も終わりますし、留真温泉についても大
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事な観光産業だし、せっかく順調にいっている部分もあるわけですから、私はもっともっ

とせっかくのお金やっぱり出して使っていくべき、使うものは使っていくべきかなという

ふうに思いますが、いかがでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 ふるさと寄附の基金の活用について私のほうから若干説明さ

せていただきます。 

 ふるさと寄附につきましては、平成20年度から実施してございまして、23年度で約860万

ほどの基金を積んできたという状況にあります。その中で、当初から1,000万円を超えた中

で使い道については検討していきましょうというお話だったかと思います。その中で昨年

来からまず各課に対しまして、まちづくり計画なり今既存で予算持っている以外の部分で、

新たな部分で何とか提案はないかということでいろいろ協議をしてきてございます。その

中でいろいろご意見もありましたが、今言いましたようになかなか寄附金になじまないも

のもあるのでないかとか、いろいろありました。それで、この留真の関係につきましては、

一定程度施設が整備されてきているということもございますので、今回この基金を使って

ということにつきましてはやっぱり温泉をＰＲするという中で最終的には町のほうでは判

断をさせてもらっております。国道を通る方にわかりやすいような形で、その誘導するこ

とによってまた町の中を通っていただけるような形ということで、看板というより、温泉

を含めて町をＰＲするのに使わせていただくということで最終的に判断をさせていただい

たということでございます。町としては、有効に使わせていただいているというふうにこ

の留真の里の寄附者に対しては言えるのではないかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 町の考え方はわかりました。決して私も看板が無駄な、余計なものつくった

とか、こんなの全く無駄だったとかという思いはないのです。確かに今言われたような部

分の看板も要所要所のポイントですから、そこに観光スポットの設置看板をする、私は決

してそれをだめとは言わないのです。ただ、やっぱり今言われるように、ずっと３年、４

年待ってきて25年度に向けたときに看板だけかなという部分がちょっと私は、ちょっと私

自身で、これ皆さん方はいいと思ったのかもしれないけれども、私としてはちょっと物足

りなかったなと。ただ、先ほどもちょっと聞いたのですが、これを決めていく上で、看板

にしましょうという部分については今各課についてもいろいろ意見を聞いたのだというこ

とですけれども、やっぱりここに指定管理者なり商工会なり商店街なり、そういうような

ところの知恵も１つ加えるべきだったかなと思うのです。ですから、その辺の看板にした

という決定過程の部分についての決め方についてを最後に私はお聞きをしたいと。そうい

うものがなかったとするならば、まだあるわけだから、まだもう一ひねり二ひねり知恵を、

新たな斬新な民間の知恵をぜひ入れて、こんなのやったのかなんていうような、そういう
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ような事業をぜひ取り組んでいただきたいなというふうに思うものですから、これ改めて

質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 今お尋ねの件でございますが、この決定に至る経過で指定管理者なり商

工会と協議した経過はございません。それで、今、後半の部分はご意見だというふうに解

釈しますが、こちらのほうも予算の範囲は決まっておりますが、そういう中で協議させて

いただきながら、民間の知恵もいただきながら進めていきたいというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 私のほうからは、説明資料の27ページの商工費について伺います。先ほど同

僚議員からもお話ありましたように、商工業に対する支援も含めた中でプレミアム商品券

を計上していただいたことに対しましては、本当にありがたい事業の一つだなと思います。

先ほどからお話あるように、その商品券による一時的な売り上げはされるとは思いますけ

れども、その後の継続的なものというのはなかなか難しいものがある、そういった中で商

店街としましてもご承知のようにスタンプ事業等も行っております。そういった中におい

ては、いかにこの商店街、商工会も含めて既存の状態を続けられるかどうかというのは、

不安を抱えている商店街もたくさんございます。そういった中で、スタンプ事業において

もスタンプの使う機械が老朽化をしているという中にあって、なかなか入れかえするにも

各商店、そしてまた自腹を切っての入れかえというのもなかなか厳しいものがあるという

中であって、何とかこういったものも将来的に向けた中で町としてこれらに対する補助と

いうようなものを考えられるか考えられないか伺っておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 今二瓶議員お尋ねの件は、ハマナス商店街のポイントカードを打つ機械

の更新というふうなことであろうというふうに思いますが、この点については何か補助事

業ないのかということの協議は商工会ともさせていただきました。その中では、やはり計

画なりを持って売り上げ増という目標を掲げて、それを達成しなければならないというと

ころでいうと、なかなか難しい問題もあるのかなというところで補助事業の活用という点

については困難であるという判断をしたというふうに聞いております。それで、今度は町

単費での補助という、更新に対する補助はどうなのかというお尋ねになるかと思いますが、

現時点で総額といいますか、そういう部分も全く新しいものにしたときに幾らぐらいかか

るのかというところも商工会との打ち合わせの中では出ていましたけれども、この辺の十

分なすり合わせといいますか、その辺のことも必要かなというふうに考えております。商

工会との打ち合わせの中でもそういう要望ありました。そういう中で、補助事業何か活用

した中でできないのかなというふうにも進めてきましたけれども、それがないとすれば、
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そのとき全額補助だなんていう話もございましたけれども、そういうことにもちょっとな

りにくいというような、そういう中では今後やはりハマナス商店会、商工会ともその辺に

ついては検討していかなければならないのかなと。やはりハマナス商店街の方々が経営が

苦しいのだから、全額町で見てくれというふうなことにはちょっとならない。その辺のい

わゆる補助率、そういうものも勘案しながら今後両者と検討してまいりたいというふうに

考えております。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 水産振興費のことでお聞きしたいのですが、浦幌町も人口が減ってきてどの

産業においても後継者不足とか新規産業の減少とかありますが、前ちらっと言ったと思う

のですけれども、水産振興のほうでも後継者、あるいは新規の漁業者の漁業支援ぜひお願

いしたいな、いろいろな面で、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 以前も関井議員のほうからそのお話は出てございました。いわゆる全産

業について言えるわけですが、やはり後継者不足、そして後継者を確保していくというこ

との対応であるというふうに思いますが、現在農業のほうではそういう人材銀行等を使い

ながら確保されてきていると、これは人材銀行の中で農業が全てオーケーだということで

はございませんが、それでもやはり後継者不足は否めないというふうな状況もございます。

そういう中で、町全体として後継者対策として何ができるのかということは今後検討して

まいりたいと。また、新たな水産業に従事、新規に従事する方、経営という部分で支援で

きることがあるのかどうかと。いわゆる乗り子と言われますそういう部分ではなくて、や

はり経営開始するという部分については今後の中で考えていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 83ページ、観光費の指定管理者、これは道の駅と留真温泉が対象になるわけ

ですけれども、留真温泉の利用状況、この辺について現在今年はどういうふうになってい

るかお知らせ願います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 先般議長名で資料要求がございまして、留真温泉の利用状況報告書とい

うのをお渡ししておりますが、お手元には行っていないのでしょうか。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 議会での答弁でございますので、きちっとした報告をいただきたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 産業課長。 

〇亀山産業課長 留真温泉の利用状況については、平成23年の３月14日オープン以来、平

成22年度が3,606人、平成23年度が４万887人、平成24年度の１月末で２万6,449人というこ

とで、平成23年度の同月期１月末時点と比較しますと9,432人減っているというふうな状況

でございます。ただ、平成23年度につきましては、非常に当初４月、５月爆発的に利用者

が多かったということの中で、その開業当初という時点と一つ落ちついた段階という状況

の中では非常に相違が出てくるのかなというふうには思っておりますが、ただ年間３万人

ぐらいという目標を掲げておりますので、それらについては今年度については先般２周年

の事業もやってございますが、その辺の状況を見ないと３万人超えているかどうかという

のはちょっと状況的にはつかめないという状況ではございます。 

 あと、留真温泉の利用料金は、当然利用者の人数によって変わってまいりますので、数

字的には約400万、500万近く減という状況にはなってございます。 

 あと、コテージの利用者数につきましては、大体前年度とほぼ並びかなと、455対415と

いうことの中では横並びと見ていいのかなというふうに考えております。 

 それと、送迎バスの関係でございます。市街地区の利用者数につきましては、23年度ま

では日曜日と木曜日の週２回２便体制で運行しておりました。そういう中で１月末時点を

見ると629人、平成24年度は月曜日と木曜日の１日１便体制で548人ということで、80名ほ

ど減っているという状況ではございますが、日曜日から月曜日に変わったことによる利用

者数は余り減っていません。ただ、木曜日の中で若干80名ほど減っているというような状

況でございます。 

 それと、無料送迎バスの各地域からの４方向からの利用者数につきましては、平成23年

度までは町の直営バスが定期的に各地区を週１回ずつ回っておりました。しかし、24年度

からは事前申し込み制をとりまして、その方の申し込みのあったところの近くまでお迎え

に行く体制をとりました。そういう中で厚内、直別地区につきましては、ほぼ前年度並み

の人数は確保されているのかなと、前年度以上になりますか、そういうふうな状況が続い

ております。しかし、ほかの上浦幌、吉野、幾千世地区、下浦幌地区、これらについては

激減しているということでございます。広報等でもお知らせはしてはおりますが、やはり

なかなか利用していただけないというふうな状況がございます。これにつきましては、か

なり町のほうとしては利便性を図ったつもりではありますが、定時運行ということから家

族の方に停留所まで送り迎えしてもらわなくてもいいようにということの中で配慮したつ

もりですが、なかなかその辺が浸透し切れていないのか利用者が伸びていないという状況

でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 一通りのことご説明いただきました。それで、この留真温泉というのは、私

たちもこの温泉建設の際に相当賛否両論いろいろあった中で留真温泉というのが町民の福
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利厚生、または浦幌町の産業としてやはり必要であるという最終的な判断の中で議会も承

認したという経緯がございます。その中でやはり一番危惧されたところとしては、留真温

泉が果たして建設して当初の目的どおり、その目的を達成できて、またそういった入浴者

数も目標の人数をクリアできるのかなと、この辺が一番やはり危惧されたことであるけれ

ども、この辺のことについてもう少し、指定管理者も当然ですけれども、町もできるだけ

指定管理者とこの辺の努力、指定管理者としての努力をいろいろ本当にしているのかとい

うことの私は確認、対応ということをもっと今まで以上にしていただきたいなという気持

ちがあるわけです。その辺についてはどうでしょうか。指定管理者とこの売り上げが落ち

ている、入浴者数が落ちているということについての話し合いだとか打ち合わせだとかと

いうのは、どういったところで対応していますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 指定管理者の努力を促すために町としてどういう対応しているかという

お尋ねでございますが、町としては昨年の11月に対前年比約３割減という状況の中で指定

管理者のほうと打ち合わせをしまして、何らかの方策を打たないといけないということも

もちろん言っておりますし、そういう中で12月からは、12月の広報にも載せたのですが、

留真温泉にも通常のワゴンタイプの車がございます。それで、５人以上であれば、留真温

泉のほうへ申し込みいただければ、好きな時間に、営業時間の範囲内ですが、好きな時間

に迎えに来ていただいて、好きな時間にお帰りいただくようなサービスもできますよとい

うことを広報しました。しかし、それだけでは足りないのか、まだ利用がないというふう

な状況はあります。ただ、１回だけ、町民向けのバスを乗らないで帰りその留真温泉の車

で送っていただいたと、もう少しゆっくりしてというところで、そういうのが１回あった

というふうには実績としては聞いております。あと、先週も指定管理者のほうとは、今後

25年度で指定管理が切れるということもございますので、その利用促進についての打ち合

わせを行っております。今年度末の状況を見ながら、やはりさらに指定管理者とは協議し

ていかなければならないものというふうに考えております。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 今いろいろその辺のことについての改善については鋭意努力しているという

ことでの説明だったと思いますが、この指定管理者を受けるに当たってたしかいろいろ主

なポイントがあったと思うのですけれども、例えば宿泊棟の建設についてはやはりいろい

ろな知恵を絞った中で企業努力というのか、そういう形で進めていきたいというような話

があったと思います。それと、パーク場の整備も同時に進めていきたいという、その話も

あったと思いますが、その辺についてはどのようなことになっていますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 まず、指定管理者からの提案があったコテージの建設でございますが、
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これはオーナー制というふうな中で建設していきたいという部分も話としては聞いており

ます。場所が留真温泉、橋渡って左側の場所と、いわゆる行政財産でない普通財産の場所

でしたらいいですよという話はされてきております。そういう中で指定管理者のほうで下

水道、いわゆる合併浄化槽の問題、水道の問題等もありますので、それらについては何と

か町のほうで施設をしてほしいなという要望はありました。しかし、それは町としては指

定管理者のほうでやっていただくことというふうなことの中で話は終わっておりまして、

今の時点では建設のめどは立っていないという状況になっております。 

 それと、パークゴルフ場の造成の関係でございますが、これにつきましては先週の打ち

合わせの中で芝生の軽微な変更であれば可能という状況が見えてきましたので、いわゆる

軽微な変更というのはパークゴルフのホールをつくるという、あとまたスタートの台を置

くという程度の変更であれば可能であるということも申し上げまして、それについては今

後指定管理者のほうで検討したいという回答で終わっております。できれば自主事業の範

囲内ででもやっていただきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 今その辺聞かれたことについて対応して、できるものとできないものと今あ

るのだということでの説明だったと思いますけれども、私やはり指定管理者を受けたとい

うことの中でその辺の努力というのはもう少しきちっとやっていただかなければ、こうい

った落ちたときにどうしてこうなったのかということの一つのポイントとしてその辺が大

きな問題になってくると思うのです。きちっとやっぱり宿泊棟についてもやる方向で努力

をするということでの確認があったと思うのですけれども、パーク場についてもやはりつ

くったからには利用者があそこのパーク場行って温泉入りながら楽しんでパークしようか

なという、そういったレベルぐらいまで努力してもらわなければ意味がないと思うのです。

その辺について私はもう少し指定管理者のほうにきちっと申し入れをしていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 コテージについては、そういう状況で平行線、指定管理者のほうでは町

のほうで施設をつくってほしいと、そういう上下水道の関係だとかということもあります

し、町としてはそれはできないよという、ここはちょっと平行線たどっているところでご

ざいます。ですから、その辺のところがありますので、この調整はちょっと時間がかかる

ものかなというふうに考えております。 

 また、パークゴルフ場を使っての利用者増ということのお考えだと思いますが、この辺

についても経費的にそんなにかけなくてもできるのでないかというふうにもこちらでは考

えられるところでございます、軽微だというところでいいますと。その辺については、新

たにその辺を説明しながら十分促してまいりたいというふうに考えております。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 
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（「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。 

 あわせましてお諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時０６分  休憩 

午前１１時２０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。 

〇新川施設課長 35ページをお開き願います。あわせて予算説明資料14ページをごらんく

ださい。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1,217万2,000円、

この科目につきましては施設課で維持管理している車両41台分の経費でございます。公用

車の管理台数につきましては、説明資料14ページに記載のとおりでございます。増額の主

なものは、燃料単価高騰による11節需用費の燃料費16万8,000円、バッテリー購入増に係る

18節備品購入費９万5,000円の増でございます。減額の主なものは、車検整備台数が32台か

ら22台と減少することによる11節需用費の修繕料58万4,000円、12節役務費の手数料32万

1,000円、自動車損害共済及び賠償責任保険料21万6,000円、27節公課費の自動車重量税40万

2,000円の減でございます。 

 63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531万4,000円、町民バスの運行に関する経費でございます。増額の主なものは、

燃料単価高騰による11節需用費の燃料費５万5,000円、14節使用料及び賃借料で団体の研

修、視察バス借り上げ料25万円、バッテリー購入に伴う18節備品購入費６万5,000円の増で

ございます。 

 76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、営農用水施設の土地借り上げ料と簡易給水施設設置補助にかか

わる内容でございます。 

 引き続き同ページをごらん願います。あわせて予算説明資料25ページをごらんください。

９目地籍調査費、本年度予算額5,132万6,000円、この科目につきましては地籍調査に係る

経費でございます。本年度は、継続事業地区で帯富の一部地区9.14平方キロメートルが２
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年目となります。増額の主なものは、一筆地調査に伴う筆界ぐいの増加による11節需用費

の消耗品費55万4,000円、測量器具の修繕料５万円、筆界基準ぐい埋設に係る13節委託料

270万円の増でございます。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25ページに記載のとおりでございます。 

 84ページをお開き願います。あわせて説明資料28ページをごらんください。８款土木費、

１項土木管理費、１目土木総務費、本年度予算額1,778万1,000円、人件費、事務費及び道

路台帳修正業務に係る内容でございます。減額の主なものは、道路台帳修正に係る13節委

託料130万円の減でございます。13節委託料につきましては、説明資料28ページに記載のと

おりでございます。 

 次のページをごらん願います。２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、本年度予算額

4,564万5,000円、この科目につきましては維持係の人件費、建設機械13台の年間維持管理

費の内容でございます。増額の主なものは、道路維持除雪用トラックグレーダーのタイヤ

購入に係る11節需用費の消耗品費120万6,000円、燃料単価高騰による燃料費24万5,000円の

増でございます。減額の主なものは、車検整備台数が10台から４台に減少することによる

11節需用費の修繕料90万円、12節役務費の手数料60万1,000円、自動車損害共済及び賠償責

任保険料20万4,000円、27節公課費の自動車重量税28万6,000円、また18節備品購入費につ

きましては昨年度除雪トラックを購入したため3,821万8,000円の大幅な減額となってござ

います。 

 ２目道路維持事業費、本年度予算額5,143万4,000円、この科目につきましては町道255路

線、実延長303キロを維持管理する内容でございます。増額の主なものは、道路維持作業に

係る７節賃金22万6,000円、過疎ソフト事業債の対象の道路改修に係る15節工事請負費

200万円の増でございます。13節委託料及び15節工事請負費につきましては、説明資料28ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ３目道路建設補助事業費、本年度予算額２億3,493万6,000円、この科目につきましては

社会資本整備総合交付金事業により町道の改良舗装などを実施する経費でございます。増

額の主なものは、設計指針等購入に係る11節需用費の消耗品費13万6,000円、調査測量設計

及び橋梁点検に係る13節委託料1,750万円、水道管移設工事に係る19節負担金、補助及び交

付金146万8,000円、水道管移設補償に係る22節補償、補填及び賠償金1,090万円の増でござ

います。減額の主なものは、事業路線の新規、継続に伴う15節工事請負費4,140万円の減で

ございます。なお、13節委託料、15節工事請負費、19節負担金、補助及び交付金、22節補

償、補填及び賠償金につきましては、説明資料28ページに記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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、中尾議員。 

〇中尾議員 それでは、自動車管理費についてでありますけれども、公用車の無償貸し出

し事業、今回の町長の執行方針にもこれを引き続き実施するというようなお話がございま
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したけれども、昨年からの部分についての実績等、これも私もいろいろ聞いている部分で

すと余り浸透がされていないのではないかなというような、今までずっと事前に使わせて

いただいているところはそのままなのですが、なかなか新規の部分での利用という部分が

まだそこまでいっていないのかなというような認識を私は持っていますけれども、実績等

も含めて考え方お伺いをします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 これにつきましては、去年協働のまちづくりの一環として要綱をつくり

まして行っていますが、中尾議員言われたように実績としては少なくて、１件にとどまっ

てございます。去年予算に、町長の執行方針にも盛り込んでいただきましたけれども、周

知の方法としては広報なんかも出しましたけれども、あとホームページ、そのぐらいなの

ですけれども、あとは教育関係とか、そういうところにもこれについてはお話はしており

ますので、学校の例えばＰＴＡの行事とか、そういったものとか、あとは行政区の行事関

係、ボランティアで草刈りだとかあります。そういったものいいですよということで周知

はさせていただいているつもりではございますが、ただまだやっぱり皆さんに行き届いて

いないかなということで、結果として１件の利用ということになっているかなと思います

ので、この点につきましてはこれからもどういった方法で利用を多くしてもらえるかちょ

っと考えていかなければならないかなというのは思っております。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 執行方針にもありましたけれども、協働のまちづくりを進めていくという上

において、このためにわざわざ買うものではないですから、今あるものの有効利用という

ことですから、決してこれをやるもやめるもないです。続けて、あとはどれだけ利用して

いただくかということで、ただ需要がないのであればという部分なのですが、やはり今言

われたように、何でもそうなのですが、せっかくいいことをやっているのだけれども、伝

わらないという部分があって、今の部分でも実績が１件ということであれば、この事業も

せっかくいいことやっているのだけれども、町民に伝わっていない最たるものかなという

ような気が、私もいろいろ聞いてみても、そういう部分で利用されている方がちょっと少

なかった部分で、これから広報されていくということですけれども、ただこの広報の部分

が、ほかの部分もそうなのですけれども、今までもホームページだとかメルマガ、いいの

ですよ、ですけれどもこれだけではだめなのです。だから、これも必要なのですけれども、

これだけではせっかくやったもの伝わらないということは、やっぱり利用者のもっと近い

ところでの対話が必要なのかなというふうに思うのです、私は。だから、やっぱりこの辺

のせっかくのやっていることをきちっと伝えるという意味での広報の部分というものを、

この部分についてもいま一つ考えていく必要があろうかなと思いますので、もう一度答弁

いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 施設課長。 

〇新川施設課長 周知方法につきましては、一般的な周知方法ですので、確かにちょっと

浸透が足りないところがございましたので、これから庁舎内もまちづくり政策課ともいろ

いろ協議しながら、また教育委員会とも協議しながら進めていきたいなと思いますが、あ

と繰り返し、同じような宣伝かもしれませんが、やっぱり繰り返し繰り返し広報とかに流

さないと、まだまだ多分浸透していないと思いますので、その辺も継続してやっていきた

いと思いますので、今後ともその辺のところ努力していきたいと思いますので、ご理解願

います。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 今の周知の方法でございますが、いろんな部分で今ご指摘が

あったように町はいろんなことをやっているのですが、なかなか情報伝わっていないとい

うことについてはまちづくり出張説明会等の中でも実感してございます。そんな中で公用

車の貸し出しについても市街地の行政区については一部お話しした部分もございます、こ

ういうのもやっておりますとか。ただ、今後次年度以降もまちづくり出張説明会を進めて

いくということで、町民の方と行政側のお互いの情報交換なり情報提供していきたいと考

えてございます。その中でどういうような形で、24年度については町民参加条例を主体に、

また自主防災組織を主体に各行政区をお回りさせていただきましたが、来年度以降どうい

う形、その辺の情報提供含めてどういう形がいいのかという部分もちょっと検討させてい

ただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 説明資料28ページです。道路建設補助事業費の関連で橋梁長寿命化修繕計画

策定業務委託料、これ800万とっていますけれども、既にご承知のように防災の関係で避難

路の確定ということで橋梁の検査に関しましては22年から24年までですか、３年間かかっ

て終了した結果について報告を、資料をいただいております。その避難路についての対応

は当然優先されるべきだと思いますが、この800万でとりあえず107橋の全部の補修計画を

つくっていくのか、一部避難路を優先してどこまでの対応ということにしていくのか、ま

ずそこから伺いたいと思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今のご質問ですが、橋梁の長寿命化点検委託料ということで平成21年か

ら24年まで107橋を点検完了しました。それで、25年度ここに予算書に盛り込ませていただ

きました今度は長寿命化の修繕計画策定ということでございます。これは、800万というこ

とを25年度計画いたしましたが、これにつきましてはここから資料出していただいたＡか

らＤランク、点検表できましたので、あとこれに基づいて例えば状況の悪いもの、そうい

ったものを整理しながら修繕計画を立てるということになりますが、ただ、今言われたよ

うに防災の関係で避難経路とか、そういうの決まりましたら、またそれはそれで優先順位
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ですか、そういったものも変わるようなことになるかとは思います。 

 この辺の資料を出させていただいたもの、うちの土木のほうの担当係長からご説明させ

ていただきます。 

〇田村議長 担当課。 

〇鳴海施設課土木係長 それでは、橋梁点検の結果についてご報告させていただきます。 

 点検結果につきましては、国の定めている点検要領に基づきまして５段階評価としてお

ります。その中で浦幌町で管理する107橋のうち、最低のランクとなりますＥランクの危険

な橋梁、損傷が著しく、安全確保のために今すぐ通行どめをして補修しなければならない

橋梁というものはございませんでした。ただ、今後詳細な調査をして補修の検討が必要な

橋梁というものが一部の橋梁でございました。これらの橋梁につきましては、今後平成25年

度に長寿命化修繕計画を策定しまして、損傷ぐあいと路線の重要性、避難経路等の路線の

重要性も考慮しながら、経済性等も加味して修繕計画を平成25年度に策定しまして修繕し

ていく予定となっております。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほどお聞きした中で、800万の中で全部の補修計画をつくるのか、優先して

例えばこの報告ですと浦幌の場合Ｄランクまでしかありませんから、Ｃ、Ｄの部分を優先

して幾つまで修繕計画立てるかということをお聞きしたのですが、それについてお答えな

いので、再度お聞きしたいと思います。 

 また、それに関連して特にこの点検表見ますと、やはり下浦幌地区、平成15年にあった

地震によるコンクリのひび割れ、あるいは橋梁部分の裂け目とか、そういう部分が指摘さ

れているものが多いと思います。もちろん古いものについてはＤ、Ｃというものはありま

すが、そういう面では私は特にこの下浦幌の避難路を早く確定していただきたいと思って

いるのです。確定してほしいというのは、地域の報告会、懇談会でもありましたように町

が示した避難路よりもまだ養生橋１、２、３についてはそこを通る避難路になっていない

と、地域の懇談会でもその辺の要望も、それも避難路に入れてはどうかという要望もあっ

た中では、それらについても対応していかなければならなくなりますから、特にあわせて

お聞きしますが、これはあくまでも橋、橋脚、橋梁の点検であって、南浦幌の防災の説明

会でもありましたように、取りつけ、前後の取りつけで段差がついて通れなくなる町道が

多いよと、実際に15年のときにたくさんあったではないかと、その辺のことについての対

応、これは橋部分だけの評価だと思うのです。ですから、その辺どこでどうやって取りつ

け状況の改善等について取り組むのか、それもあわせてお聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 防災の関連で私のほうから多少説明させていただきたいと思います。 

 昨日の予算審査の中でも９款１項消防費の中の４目の災害対策費の中でもご説明させて
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いただきましたけれども、避難路の特定にかかわりましては防災計画の見直しにおける避

難計画の策定という手順がございまして、このことにつきましては住民の皆さんとともに

協議を重ねながら避難路の特定という分を進めてきたということで、この避難計画につき

ましても３月末をもって策定をするという手順を踏んでおります。今のところ住民の皆さ

んとの大筋の合意をいただきましたので、あとは計画の内容の詳細についての詰めの整理

がありますけれども、避難路、避難場所の特定が合意を得ましたので、このことにつきま

しては当初の予算編成時には当然間に合わないという分がございましたので、追ってこの

ことについては精査をさせていただき、その中で次期町議会におきまして精査した分につ

いてはご提案を申し上げたいということで、現在も作業中であるというふうにご説明させ

ていただきました。今般のこの橋梁にかかわります点検の分につきましても、当然当初予

算には間に合わない部分がございましたので、これは通常の点検にかかわる修繕計画とい

うことでご理解を賜りたいと思います。当然ランクにかかわってはこの中で優先すべき点

が、今後津波避難計画にかかわる分としての中では対策としては考えざるを得ない分もご

ざいますが、現在の当初予算についてはそういう状況があるということでご理解を賜りた

いと思います。 

〇田村議長 施設課長。 

〇新川施設課長 先ほどの答弁でちょっと漏れましたので、この修繕計画につきましては

107橋全部を計画策定をするということで、補修ですとか補強、また落橋防止ですか、そう

いったことも加味して全部の107橋を計画策定するということでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 総務課長からの説明、当然今後補正によって対応していくという説明がござ

いました、消防の説明の中でもあったと思いますが。今の施設課長の説明ですと、107橋全

部修繕計画出すということですけれども、当然避難路になっている対象になる橋梁につい

て先に手をかけると思うのです。それが１年かかって107橋できるのはいいのだけれども、

順序を間違うと避難路に当たる橋梁の手かけるの遅くなったり、そういうことがならない

のかなと。 

 それから、先ほど質問しました取りつけに関する点検というのはどういう形でやるのか、

先ほど聞いたのですが、それについても説明いただきたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課土木係長。 

〇鳴海施設課土木係長 それでは、今の質問に対して説明させていただきます。 

 まず、橋梁の前後の取りつけの関係だったのですけれども、そちらの部分につきまして

は、今回の点検については橋梁の部分、構造物の部分のみの点検となっておりまして、取

りつけの部分がどのような被災を受けるかというのはその地域の土質等にもよりますの

で、それらを考慮して今後その橋梁、橋梁ごとに地震に対しての耐久性等を検討しながら、
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修繕計画に基づいて橋梁の修繕とあわせて検討していく予定でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 今この段階に来ても防災計画、総務担当ですから、直接施設課の方聞いてお

られないと思いますが、地域での防災の説明会でも取りつけ道路大丈夫なのか、取りつけ

道路大丈夫なのかと何回も出ていると思うのです。防災に関しては、議会の報告会でも南

浦幌のほうからそういう意見がありました。この取りつけ道路の点検について、現状今点

検した中で生剛橋についてもＤランクです。しかし、下のほうではＤランク結構あるので

すが、橋梁部分は落ちなかったけれども、前後で段差ついて通れなくなったという橋が多

いのです。その対応をいまだに、先ほどから何回も聞いていますけれども、その対応につ

いて技術者を呼んで、当然自分たちではできないと思います。その対応をどうするのかと

いうことを何回もお聞きしているのです。どうしますか、これ。聞くところによると、国

道なんかは橋のコンクリにつばを出して道路の取りつけをするので、段差ができない、町

道においては、近ごろのはわかりませんよ、町道においてはそのコンクリートのつばがな

いからすぽんと、橋脚との間ですっぽり落ちるのだというふうに聞いています。この辺の

点検、対応、対策、絶対やらなかったら、橋の点検、修理やったって意味ないです、通れ

なくなりますから。これ考えていないのだったら、大至急この点検計画持って対応してい

っていただきたいと思うのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 防災避難路、特に橋梁に関しては前々回からご質問ありまして、これについ

ては順次防災計画、避難路が確定次第準備、改善をしていくというお話をさせていただい

ております。当然今お話をされたように橋の維持が肝要でありますから、これに対しては

今答弁させていただいたように橋ごとに土壌等も違いますから、防災避難路についての橋

についてはそういう土壌も検査しながら、落下しない、また段差がつかないと、そういう

対応について早急に避難路の橋については行っていくということでありますから、その考

えについては以前から変わっておりませんので、確定次第行っ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 ７番、森議員。 

〇森議員 76ページの地籍調査の関係で質問をしたいと思います。先ほどの説明の中では、

何年目というのがちょっと聞き逃したのですけれども、地籍調査につきましては何年から

始まって、今の進捗率、それとあと全町終了させるということになれば何年かかるのかお

聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 地籍調査についてのご質問なのですが、まずこの計画につきましては平

成５年度から始まってございます。それで、今24年度終わろうとしていますが、ちょうど
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20年を経過したような形でございます。進捗率におきましては45.1％ということで、面積

は全体の496.88平方キロの中の223.86ということで、進捗率は45.1％ということでござい

まして、全体計画が最後まで、川上が最後のような予定になっていますが、そこまで終わ

るのは平成の73年度と、今のままでいくとそういうような予定になってございます。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 平成５年から始まって全部で全町が終わるのが平成73年と、まだこれから四十

何年もあるのですね。48年あるのですね。そのころになりますと、私はこの世に存在しな

いのかなというふうに思っております。ただ、今地籍調査を行ったところは、こういうこ

とがあるのです。先祖代々親の土地をもらいまして、農地あたりは特に農地の中に住宅が

あるということで、今農地と宅地を分筆するのに以前から見ましたらすごく負担があるの

です。何十万もかかるというふうにも聞いております。今まで整備がなされたところは、

地籍調査の中で分筆、また登記に関しては負担がなくて行ってきたのですけれども、やら

れたと思うのですけれども、今後につきましてはまだ未整備地区についてはあくまでもこ

の分筆に関しては個人の範疇であろうというふうにも、個人の責任であろうというふうに

も考えておりますけれども、これから整備を行うところにつきましてはまだまだ負担が出

てくるのかなというふうに思っております。それで、やはり国からの予算がほとんどだと

いうふうに思いますし、また担当されている方も１人でやられているということも聞いて

ございます。もうちょっと国に要請をしていただいて、スピードアップをしていただきた

いというふうに思いますし、また担当の方も登記の面だとかいろいろ大変だと思いますけ

れども、この辺どうなのでしょうか、もうちょっと短縮できるものであれば短縮していた

だきたいのと、人員が大変であればそちらのほうも何か考慮するというような考えという

のはないものなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 地籍調査に関して平成73年までかかるというのが実態でございます。これ森

議員言われるように国の、本来であれば私は地籍調査というのは国がやるべきことだと、

国土を確定するわけですから、やるべきだというふうに思っています。ただ、そうはいっ

ても実際には国の助成、補助を受けながら各地方自治体がやるということでありまして、

どうしても能力的な限界があるということであります。もちろんスピード上げてやるとい

うことは一つの方法かもしれませんけれども、国の予算もありますし、我々自治体として

の人的なこともありまして、いろいろありまして、残念ながらこれだけの時間がかかって

しまうということであります。その点は、ぜひご理解をいただくしかないのかなというふ

うに思っております。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっと話また戻ってしまいます。先ほどの橋梁及び道路の件なのですけれ

ども、先ほど災害、防災のときの避難路ということの中であったのでありますが、橋梁ば
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かりを目にしていますと、道路がやはり私は避難路と確定された部分については狭いので

はないのかなという思いがあります。それを今後例えば狭いのであれば、要所要所を例え

ば拡幅するというような考えはお持ちなのかどうか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。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 先ほどから、昨日からもお話しさせていただいたとおり、防災計画につ

きましてその見直しの中で避難計画を策定をしたい、またするということで、このことに

つきましても沿岸控えてございますので、沿岸の地区の住民の方々とお話を進めてまいり

たいと、そして一緒に避難計画もつくっていきたいということをご説明させていただきま

した。その中でも避難路の特定ということが大事な部分がございます。あわせて橋の耐震

の関係、また橋の両端の道路部分の対策ということが大きな部分として要望といいますか、

ご意見を賜りました。そういった中で避難計画を策定に至ったということで経過がござい

ます。そういった分としまして、ただいまご質問ありました避難路に特定した避難路にか

かわって拡幅という分については、特に具体的な話という分はこちらも持ち合わせており

ませんですし、今のところはその分は考えてございませんし、また協議の中でもそういっ

た形ではなかったというふうに捉えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 何でもできてしまってからでは遅いのでありますので、避難ということにな

りましたら、町民の方はもちろん、住民の方はもちろんなのでありますけれども、国道336等

を控えている場合においてはやはりそれ以外の車両等も僕は走ると思うのです、自分たち

の町民にかかわらず。そのときに対して、あの道路どっちかというと大型車両が多いと私

は思うのです。そのときに例えば一斉に避難ということになりましたら、現在の道路では

私絶対にもたないと思うのです。そういうことも考えまして、国と道とか、そういうとこ

ろ等にも検討の課題として、やはり道路については極力広くできるところは避難路として

確定して広くしていただきたいというのが私の願いであります。その辺をこの後検討して

いただければ、多少は住民の方たちの安心にもつながるかなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまの避難路にかかわって町道以外の国道、また道道ということで、

それぞれ道路管理者が違うわけでありますけれども、このことにつきましても町長のほう

からそれぞれの道路管理者に対して強く要請をしてまいりたいということのお話をしてご

ざいますので、拡幅等につきましてはそれぞれの道路管理者の判断にもよりますけれども、

あわせて避難路の確保という面の中では強く要請してまいりたいというふうにお話しさせ

ていただいておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 質疑がないようですので、お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時５７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、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。 

〇新川施設課長 次のページをごらん願います。あわせて説明資料28ページから29ページ

をごらんください。３項河川費、１目河川管理費、本年度予算額1,180万3,000円、この科

目につきましては町が管理している215の河川の維持管理及び道河川の樋門管理委託業務、

国所管の救急排水施設管理委託業務に係る経費でございます。増額の主なものは、事業割

負担金に係る19節負担金、補助及び交付金の治水砂防促進同盟負担金12万3,000円の増でご

ざいます。13節委託料、14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料28ページに記載

のとおりでございます。 

 ４項都市計画費、１目都市計画総務費、本年度予算額14万2,000円、都市計画に関する経

費でございます。特に説明する事項はございません。 

 次のページをお開き願います。２目公共下水道費、本年度予算額２億2,838万8,000円、

公共下水道特別会計への繰出金でございます。 

 次の公園緑地管理費に入る前に、まことに申しわけございませんが、予算説明資料のご

訂正をお願いいたします。説明資料28ページの一番下段になります。15節の工事請負費の

事業内容でございますが、光南児童公園と記載しております。正しくは寿町児童公園の誤

りでございます。まことに申しわけありません。以後このようなことはないように気をつ

きます。よろしくお願いします。 

 ３目公園緑地管理費、本年度予算額1,431万2,000円、この科目につきましては中央広場、

駅前広場、ポケットパーク、児童公園、遊園地の維持管理及び森林公園遊歩道、道の駅駐

車場周辺など町有地の草刈りに係る経費でございます。増額の主なものは、町有地等草刈

り整備に係る７節賃金30万円、芝刈り機用タイヤ購入に係る11節需用費の消耗品費19万

3,000円、芝刈り機等に係る修繕料30万5,000円、新規自走式芝刈り機購入に係る18節備品

購入費400万円の増でございます。減額の主なものは、児童公園フェンス事業量減に伴う
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15節工事請負費の40万円の減でございます。なお、13節委託料、15節工事請負費、18節備

品購入費につきましては、説明資料28ページから29ページに記載のとおりでございます。 

 ５項住宅費、あわせて説明資料29ページをごらんください。１目住宅管理費、本年度予

算額5,281万8,000円、この科目につきましては町営住宅495戸、雑種家屋62戸、町有住宅10戸

の維持管理及び町営住宅運営委員会に係る報酬、職員の人件費でございます。増額の主な

ものは、昨年度設置した貴老路公営住宅の浄化槽の電気代等に係る11節需用費の光熱水費

21万2,000円、町営住宅営繕に係る修繕料30万円の増でございます。減額の主なものは、灯

油メーター取りかえ件数減に伴う15節工事請負費25万円、消火器購入件数減に係る18節備

品購入費25万4,000円の減額でございます。１節報酬、13節委託料、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、説明資料29ページに記載のとおりでございます。 

 ２目公営住宅建築費、本年度予算額１億2,715万8,000円、この科目につきましては昨年

度から整備している公営住宅買い取り事業及び既設公営住宅水洗化に係る経費でございま

す。減額の主なものは、南町団地駐車場等設計調査完了に伴う13節委託料400万円、既設公

営住宅の浄化槽設置完了等に伴う15節工事請負費1,350万円、買い取り住宅購入費の減額に

よる17節公有財産購入費46万4,000円、移転補償件数減による22節補償、補填及び賠償金

21万円の減でございます。なお、13節委託料、15節工事請負費、17節公有財産購入費、22節

補償、補填及び賠償金につきましては、説明資料29ページに記載のとおりでございます。 

 100ページをお開き願います。あわせて説明資料31ページをごらん願います。10款教育費、

３項中学校費、４目スクールバス管理費、本年度予算額5,860万1,000円、この科目につき

ましてはスクールバス９路線に係る人件費及び運行管理費でございます。増額の主なもの

は、職員の退職に伴いスクールバス運転手を嘱託として業務することによる１節報酬300万

円、燃料単価高騰に係る11節需用費の燃料費７万8,000円、学校の行事等登下校外運行の増

に伴う13節委託料31万9,000円、バッテリー購入に伴う18節備品購入費７万6,000円の増で

ございます。減額の主なものは、11節需用費のタイヤ購入減に係る消耗品費86万1,000円で

ございます。なお、13節委託料につきましては、説明資料31ページに記載のとおりでござ

います。 

 112ページをお開き願います。あわせて説明資料34ページをごらんください。11款災害復

旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害応急費、本年度予算額34万

9,000円、災害が発生したときの応急費でございます。15節工事請負費につきましては、説

明資料34ページに記載のとおりでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 私のほうから河川管理費の中の樋門管理委託料、委託料というわけではない

のですけれども、きのう同僚議員も言っていましたけれども、夜中樋門のところに行くと

いうことで、懐中電灯で照らして危険なところを行くということで、あと樋門のところ行
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くとハンドルで操作をしなければならないということで、できたら土現というか、北海道

のほうに今太陽光で、ＬＥＤの電気もあるので、外灯をつけるとか、何か方策をとっても

らうように要望できたらいいかなと思います。その辺町のほうとしてもどういう考えかと

いうか、その辺聞きたいと思います。 

 それと、浦幌川なのですが、その樋門まで行く間の管理道路ぐるっとついているのです

けれども、草が伸びて乗用といいますか、車は通れない状態になっていると。その辺もや

はり委託を受けているのは町なので、町のほうでもその辺少し回って、草が道路のほうに

倒れていたりすると車が走れませんので、どちらにしても徒歩で行かなければならないと

いうような感じのところもあるものですから、その辺少しパトロール、道の施設ですけれ

ども、パトロールをしていただきたいと思います。 

 それと、もう一つ、公園緑地管理の備品購入費、草刈り機、芝刈り機400万、結構高額な

草刈り機だと思うのですが、この関係についてもう少しどういうものを購入するのかお聞

かせ願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長補佐。 

〇小川施設課長補佐 ただいまの安藤議員の質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目、樋門管理における、夜間ばかりではありませんけれども、洪水時におけ

る危険な状況、その改善及び照明設備等の設置が可能かどうかということにお答えさせて

いただきます。まず、樋門管理の危険な場合という点につきまして、昨年要領のほうが改

訂になってございます。改訂前におきましては、巡視を徹底するといいますか、必ず巡視

に行くという文言でしかございませんでしたけれども、東日本大震災の後そういった危険

な場所に委託員を配置するということは好ましくはないということで、要領の中では危険

な状況があれば無理に点検にまず行くということは強制をするということではなくなりま

した。 

 次に、照明設備等の要望についてですけれども、他管内、私の聞く範疇ではありますけ

れども、そういった施設が設置されているということをお聞きしたことはございません。

ただ、今おっしゃられるように、確かに夜間懐中電灯で増水した河川、その堤防の上を歩

き、歩行者として通行することは大変に危険な状況であるということは認識してございま

すので、その辺については北海道、河川管理者とも協議をして何らかの対策が可能かどう

か今後検討してまいりたいと思います。 

 次に、同じ管理用道路における草刈りについてでありますけれども、その部分につきま

しては年間を通して管理委託人さんのほうから管理委託に支障になっている場所、その報

告を受けております。私たちも全ての樋門を常に点検をしているわけではありませんけれ

ども、やはり草の生い茂る状態というものも確かに把握はしております。北海道のほうに

も事あるごとにそういったところの改善はこれまでも要望しておりますけれども、今後に

おいてはより強く要望してまいりたいと思います。 



 － 30 － 

〇田村議長 施設課長。 

〇新川施設課長 次の質問で公園緑地に関しての備品の購入ということでございますが、

それについてお答えさせていただきます。 

 ここで400万の予算をいただいておりますが、これにつきましては自走式の草刈り、集草

機つきというのですか、そういったものでございます。それで、機械の更新ということに

なりまして、今あるやつが平成６年の購入したもの、老朽化によって毎年修繕料が今年も

30万以上かかるような状況でございます。それで、利用といたしましては、公園管理以外

にパークゴルフ場ですとか、あと森林公園とか健康公園ですか、そういったところでも自

走式で草刈りをするような形になっております。草刈り自体は、指定管理者のほうでやっ

てはおりますが、機械自体は町の管理のものでございますので、備品として買うような形

になっております。それで、これは老朽化ということで、もし壊れた場合にこういう管理

がすぐできないということでございますので、修繕費もかさむということで、ここで新年

度で買わせていただくような形になってございます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 ちょっと樋門管理の関係で、危険なときには操作しないということなのです

が、実際管理人数十名委託されていると思いますけれども、その辺の周知については終わ

っているのかどうか。それと、樋門の上げ下げ、水が多くなる100ミリ以上降ったときだと

か、逆流するときとか、危険だからと全部役場に連絡すればいいのかどうか、その辺につ

いてちょっとお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長補佐。 

〇小川施設課長補佐 現在浦幌町内北海道管理河川といたしまして管理人さん委託をさせ

ていただいている方、72名ございます。125の樋門を管理しております。それで、それぞれ

の管理人さんにつきましては、例年ではありますけれども、今時期３月の中旬をめどに新

年度についても新たに、更新という形が基本ではありますけれども、管理委託をお願いす

るということから、文書におきましてその管理の操作方法、それとあと操作する体勢、姿

勢ですね、その状況等については文書ではありますけれども、通知を申し上げております。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 その辺の周知はわかるのですけれども、あと増水したとき、水が逆流したと

きは危険を伴うときはもう後は役場のほうに連絡すればいいのかどうか、その辺です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長補佐。 

〇小川施設課長補佐 危険な状態を管理人さんが認識しまして、その後役場のほうに報告

するという指示といいますか、そういった事柄は基本的には今のところは周知は徹底され

てはおりません。人命を第一に尊重するという観点から、昨年度要領が改訂になりました

ので、その当該の場所、場所においてそれぞれの操作員さんの判断にはなってはしまうの
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ですけれども、そういった中で対応をお願いしまして、本人さんが一番その状況というの

を把握していただいているというふうに考えることが根本にありますので、その判断に従

って、その状況が発生した場合には町のほうに連絡をいただくということも一つの方法と

して今後各操作員さんと連絡を密にしてまいりたいと思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 90ページの住宅リフォーム補助金のことで質問いたします。３年目に入って、

23年度、24年度、２カ年ともこの事業が始まって12カ月はたっておりませんけれども、現

在時点での利用者の数、それから補助金の金額を教えていただければと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 実績でございますが、23年度からおっしゃるとおりに始まりました。23年

度につきましては、決算のときにご報告一応しましたが、22件で655万円という金額でござ

います。それで、24年度、今２月末現在というか、３月上旬現在と申しましょうか、その

時点では23件ということで、金額につきましては727万5,000円ということで、予算この前

補正にしましては３月いっぱいの一応工期がありますので、留保100万円ですけれども、実

績としては23件で727万5,000円というような状況でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 時期の関係もあるのか、利用者がふえております。しかし、この制度が始ま

ったとき私も非常に期待しておりましたが、期間は短くても応募者がたくさん来るだろう

と思って考えていたのですけれども、なかなかそうはならず、例えば宮古市の場合、この

事業始まったときにそれはそれはたくさんの方が応募されていて、各事業者が、市内の中

小業者が町を離れている自分の息子たちを呼んでまでこの事業に当たったというふうに伺

っております。浦幌町でこの事業始めるに当たって、この50万の金額の限定というのは僕

はちょっと高かったのではないかなと思うのです。もうちょっと金額低くても利用できる

ような体制にするべきではないかなと思うのです。その点についてはどうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 その点につきましては、前も議論したかと思いますが、50万円という金

額はやはり住宅リフォームということで壁とか屋根とか窓枠とか、そういう建物自体を修

繕というか、リフォームするということで、備品的なもともと考えというか、要素ではご

ざいません。そういうことで例えば壁少しやる、屋根やるといっても金額的には50万は超

えるような状況になっております。それで、言われるように金額を少なくすれば、自費も

少ない形でも利用できるというような多分意味合いもあるかとは思いますが、それは理解

できなくはないのですが、ただこれリフォーム事業ということで、あくまでも住居を、住

んでいる居住の住居を住み心地よいように、長寿命化も兼ねまして長く住むためのものの

改修ということの物の考えから50万円というふうにさせていただいています。 
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〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 このリフォーム補助、この事業は関係する事業者、それから住民、双方にと

ってよいばかりではなく、この補助金によって、商品券をこの補助金で利用することによ

って町内の業者にもまた還元される、そういうすばらしい事業だと思います。例えば22年

の655万の利用にしても、単純に20％で割れば、これは1,230万ぐらい、実際には補助金い

っぱい50万を超えて利用される方もいらっしゃいますから、もっともっと波及効果という

のは大きくなると思うのです。ですから、何とかこの限度額を下げることを要望いたしま

す。 

 それと、もう一点、この事業は５年間に切ってあるのですけれども、１度利用された方

はこれは５年間、今からですと２年か３年利用できなくなるということなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 まず、利用１度きりかというご質問のほうなのですが、これにつきまし

ては一応当初第３期まちづくり計画の５年間ということでさせていただきまして、これに

つきましては時限的な要綱を定めまして、まちづくりの中で定めさせていただいています。

その中で利用は数多くの人に利用していただきたいということがございまして、この中で

は１回利用した方についてはもう２回目というのは利用できないというような形でなって

ございます。 

 そして、もう一つの限度額の関係なのですが、これにつきましては今私ここで50万円を

下げるとかということは申し上げることはできませんが、これにつきましては要望的なも

のとか、そういったものもいろいろ状況を把握しながら、また内部、あと理事者ともいろ

いろそれについては検討の場というのですか、検討というか、調査の場というのですか、

そういう要望関係も調査いたしたいなと思っております。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 この事業が始まって、私はその限度額の問題だけを随分頭の中で考えて、ま

た私たちのところに相談に来られる方もこの限度額について随分言及されておりました。

それで今まで質問していたのですけれども、最近になって、これいい事業だな、もう一回

利用したいのだけれども、どうだろうという声がやっぱり寄せられております。くどいの

ですけれども、確かに12カ月対象にまだなっておりません。ですから、24年度については、

今後もふえて1,000万円いくかもしれません。ただ、最初の年の655万、これはやっぱり345万

ほどまだ余裕があります。これからまだ期間もありますけれども、727万5,000円にしても

272万5,000円ほどまだ余裕があります。この部分について執行が全部されないまんま終わ

るというのは、この事業の性格上大変残念だなと思うものですから、やっぱり限度額の面

についても、それから１度利用された方はもう一度利用できないかなという面についても

何とか再考いただければということで要望いたして、この質問を終わらせていただきます。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 町長。 

〇水澤町長 住宅リフォームの事業でありますけれども、この事業自体が23年から始まっ

たばかりでありまして、５年後どうする云々という話はまだちょっと早いのかなというふ

うに思っています。多くの方にご利用いただいているということでありまして、また町内

業者が少ないということで常に多くの件数を手がけることがなかなかできないという事情

もあります。そういう面では、23年22件とか、この程度で終わっているということも一つ

あるのかなというふうに思っているところでありますけれども、いずれにしましても今こ

の制度設計が始まったばかりでありますので、これについてはもう少し見させていただき

たいなというふうに思っています。また、これはあくまでも町としては定住対策といいま

すか、長く浦幌町に住んでいただく、そのための改修をしていただくという、そのための

補助を出すということでありまして、本当に個人財産にそういうものを出すということ自

体が珍しい話でありますけれども、そういう制度設計は移住、定住の中の一環としてこう

いう制度をつくったということでありますので、まずご理解をいただきたいと思いますし、

50万というのは要するに修理をすれば50万超えてしまうというのが現実問題でありますの

で、定住していただくということになると50万以下の修理ということではなくて、根本的

に長寿命化といいますか、家をそのまま長く住んでもらうための事業でありますので、こ

の限度を下げるということにはちょっと無理があるのかなと、事業自体の考え方に無理が

出てくるのかなというふうに思っています。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 質問終わりますと言って申しわけありません。質問いたします。この事業の

考え方として、町内に住所を有しております小規模事業者、私の家族もそういう、この町

ではないのですけれども、そういう事業に携わってはいるのですけれども、やはり事業を

通じて住民の方と接する、住民の声を聞く、住民はそういう町の中に住んでいる事業者の

声を聞いてまた住民も考える、いろんな関係が町の中にはできております。この事業につ

いては、浦幌町内の事業者からも、個人に補助する、そんなことできるのかいなんて言わ

れたこともあります。でも、やってみると、やはり小さな工事を通じて業者のためにもな

る、住民のためにもなる、もちろんその工事に携わるそういう方たちだけではなしに商工

会にとっても大変力になる、本当にこれは１つの事業やることによってたくさんの効果が

生まれる事業だと私は思っております。ですから、何とかそういう小さな工事、そういう

面にもこの住宅リフォーム補助金が目を向けてくれればなと思います。何とか限度額を下

げてもらえないか、もう一度質問いたします。 

（何事か声あり） 

〇差間議員 50万以上の工事をやる人でなければこの対象にならないという面について、

その50万のことを私言っているのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 
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〇水澤町長 先ほど答弁させていただいたとおりでありますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 公営住宅のことでお聞きしたいと思います。今年も公有財産購入費と１億

500万あたり計上されております。この建設場所のことについて住民からいろいろと意見が

あります。高齢化率が非常に高い浦幌町にとりまして、だんだん公営住宅が市内の中心地、

医療の場所、それから買い物をする場所、生活圏が離れていくようなところになぜ建設さ

れていくのかちょっと疑問に思う、町の中にも空き地があるのに、なぜ生活に便利なとこ

ろに建設ができないのかということを町民の皆さんから声が上がっておりますので、これ

からの都市計画のことも含んでおりますでしょうけれども、その辺の見直しをかけた住宅

の建設はこれから考えられないのかどうか確認をしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今のご質問なのですが、今南町住宅のほう引っ越しに当たって説明会を

やった中ではそういう個人的な意見を言っている方もございました。東山に住んでいる方

が南町ということになると、役場もそうですし、商店も遠くなります。事情はよくわかり

ます。ただ、今やっている南町団地の公営住宅につきましては、第３期まちづくり計画を

策定する段階でやはり土地的なもの、あと都市計画的なまちづくりの中身、あともちろん

敷地もそうですが、あと住宅も一極集中というのですか、あちこち散らばる形ではなかな

か管理もしづらいというのもございます。そういった全体的なそういう位置づけの中から、

公営住宅の用地、公営住宅の場所というのは南町ということで箇所づけさせてやらせてい

ただいています。場所につきましては、今27年度まで４カ年で４棟建てますが、そこまで

は南町団地ということで位置づけがされてございます。その後につきましては、当然そう

いう敷地的にあいたところとか、建て壊しも順次できますので、そういったことも今度は

考慮に入れながら次の建てる候補地というのですか、そういったものを視野に入れながら

今度はそういう建てやすいところを選ぶのかなということはあるかとは思いますが、ただ、

今ここで次どこ建てますということは申し上げることはできません。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 すばらしい住宅を建設されるということで、住民の皆さんも喜んではいるの

です。でも、２階に住むのも嫌な人がふえてきています。現実に２階に住んでいる人が下

におりたいと言っても、なかなか町のほうで認めてくれないというか、それでどうしてだ

ろうねということも伺っています。足が痛い、膝が痛いということで階段上りおりも容易

でないという方もいましたし、それからずっとこれ27年、４カ年、４棟ということは全部

２階づくりの同じような建て方をするということ、せっかくお金を何億もかけてやってい

くのであれば、町民が利用しやすいやっぱり住宅づくり、現にそこの東山の目の前の宅地

がありますよね、そういったところも計画の中には今のところは入っていないかもしれま
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せんけれども、なぜここに建ててくれないのという素朴な質問が多いのです。でも、多分

計画が南町ということになっているので、私も聞いてみますけれども、ちょっと無理かも

ねという話、ではこの町を離れますという人もいます、はっきり言って。ということは、

人口が減っていくということです。同じ身の回りを整理して出ていくのであれば、お医者

さんのしっかりした町に行きたいという方も現実におります。なるべく残っていただきた

い、人口を減らしたくないという思いが私も強いのですが、でも現実にはそういう声が多

いということは見逃してはいけないというふうに私は思いますので、再度このことについ

て住みやすいまちづくりを目指している浦幌町についてこれからの考え方をお聞きしたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 私のほうからは、さきのほうにご質問あった、現在住んでいる方だと思

うのですが、２階から１階に移りたいという方はちょっと担当含めて聞いてはございませ

ん。ただ、考えられるのは、高齢化になってきて階段の上りおりとか、そういうのがつら

いとかということだとは思います。それで、今建てている住宅は２階建てではございます

が、アンケート調査前もってとりまして、住居を移動する方にアンケート調査をとりまし

て、移りかわりたいという希望と、あと家族構成とか全部聞きまして、そういうアンケー

トの中身で、今つくっているのは１階につきましては１ＬＤＫ、家族構成の少ない高齢者

の方という形で３戸、２階については家族がいる方で２階でも大丈夫ですよということで

３戸というようなつくりに24、25はなっています。この先27年まであと２年あるのですが、

それにつきましては毎年アンケート調査移り住む方にしてございます。その中で聞き取り

をしまして、例えばエレベーターというのは無理ですけれども、例えば大きさについては

ひとり住まいの方が多いということであれば１ＬＤＫを逆に言ったら４戸、あと２ＬＤＫ

２戸とか、そういった形も毎年対応はするような形にはしてはございます。町の場所につ

いては、繰り返しになるかもしれませんが、長寿命化計画でもこの中でも住宅の位置は位

置づけられてございますので、今すぐ変更とか、この先についてはわかりません。今建て

ているものの27年度においては、変更というのは考えておりません。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 変更は無理で、考えていないという、浦幌町の発展には多分なっていかない

だろうと私は思います。せっかくのすばらしい住宅建てていただいても、何か寂しい気持

ちでこの町を去る方が出てくるのではないかなというふうに思っております。そういうこ

とでもいいのであれば、このまんま継続してやっていくしかないということなのでしょう

けれども。２階から１階にということ、その方は失意のまま亡くなってしまいました。今

の話ではないのです。でも、何回もお願いしてもだめだったと生前に聞いていました。北

町に住んでいた方です。言っても心が届かないというか、町民サイドに立った考え方をし

てあげられないというのか、できないというのか、そこら辺が行政の何かの壁があるので
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はないかなというふうに思っています。やはり優しい住みやすいまちづくりを目指すため

には、町民に沿った行政をしていただきたいというふうに思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員おっしゃること、反発するわけではありませんけれども、我が町と

しては公営住宅建てかえながら、やっぱり安心して暮らせるまちづくりを進めたいという

ことで、今長寿命化計画を立てながら公営住宅の５年間計画で、スパンで今建てかえを進

めているところであります。そういう面では、町民の声届かないというふうに言われると、

まさに心外なわけでありますけれども、これも審議会の皆さんでいろいろな協議をしてい

ただきながら、審議をしていただきながらこの計画を立ててきた経緯があります。そうい

う面では、今南町に現在住んでいる方もいらっしゃるわけですから、その人たちが本当に

不便なのかどうかということも含めて我々としては公営住宅の建設を進めているところで

あります。そういう意味では、亡くなられた方いらっしゃるというお話でしたけれども、

私どもは１階はやはりお年寄りの方、２階は若い人たちと、要するに老若男女といいます

か、本当に同居するような形で暮らしの安全を守っていただきたいなという思いを持ちな

がら、今この公営住宅の建設を進めているところでありまして、議員からそういう言葉を

お聞きするということ自体がちょっと私としては大変遺憾な思いをしますけれども、いず

れにしましてもいろんな声が住民サイドからはあるだろうというふうに思いますけれど

も、まちづくりについてはこれからも住民の声をよく聞きながら進め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 ６番、福原議員。 

〇福原議員 浦幌町も高齢化しております。入った時点では、確かに体も元気で２階上が

りおりは大丈夫だということで入ったのだと思います。入った以上は５年、10年、15年、

20年という長い期間で入っていて、その間にやっぱりいろんな生活条件が変わってくると

思います。そういう変わったときにやはり心に沿って、体に沿ってあげられるような行政

をしてほしいと私は思うわけです。町長の言うことは、本当にごもっともなお話だと思い

ますが、環境が変わった時点でもう少し温かい気持ちの行政が必要であるのではないかな

というふうに私は皆さんの声を聞きながら思ったわけで、このようなことを言わせていた

だきました。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 人間でありますから、年齢の経過とともに環境が変わっていくということは

当然であります。そういう面では、公営住宅という性格上町の人たちに住んでもらうと、

長く住んでもらうということでありますから、お年を召していくといったときにその場所

が、その部屋が適当なのかどうかということは当然出てくるのかもしれません。そのとき

はそのときでやはりきちんと対応できるような体制であれば一番いいのだろうなというふ
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うに思っていますけれども、町としては今５カ年計画の中で建てかえ計画を進めて、本当

に老朽化した施設、これについてはやはりちゃんとした施設に住んでいただきたいという

思いを込めながら今進めているところでありまして、できるだけ町民のそういういろんな

ご意見を賜りながら今後とも計画立案を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 ７番、森議員。 

〇森議員 87ページの河川費の中に入ろうかというふうに思います。浦幌川の河川改修、

これは平成12年に期成会を立ち上げまして、合流境と貴老路の境ですか、藺草橋から第１

貴老路橋までということで期成会を立ち上げて河川改修をお願いしているところでござい

ます。14年度から工事が始まりまして、つい最近貴老路大橋までが完成できたのかなとい

うふうに思っております。現在の進捗状況と今後の計画についてお話をいただきたいなと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 今ご質問あったことは、道河川の単独事業の関係かというふ

うには思いますけれども、それで今議員のほうからありましたように、平成21年度から暁

橋から貴老路大橋との間を今年度24年度までの事業ということで実施してきておりまし

て、今年度完成の予定でございます。この事業については、当初さらに上流部の貴老路第

１橋までの要望があったかというふうに聞いてございます。ただ、どうしても道のほうで

はある程度区間を区切ってということで事業が進んできたというふうに聞いてございま

す。今年も春先、去年ですか、春先期成会のほうの事業説明会等も参加させていただきま

したが、その中でも25年度以降の事業について強く要望があったということを受けまして、

町のほうといたしましては昨年の４月にそれ以降の部分について要望を上げてございま

す。その中で今道のほうから回答をいただいている中身では、25年度において調査費がつ

いたというふうには聞いてございます。今後調査をしながら実施設計がされていくのでは

ないかと、ですから事業については実施するということになれば、26年度からというふう

になるのではないか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、中尾議員。 

〇中尾議員 私も２点ほどお伺いをいたします。 

 まず、住宅管理費の中の木造住宅の耐震診断について、まずこの実績、状況を確認した

いと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 実績につきましては、ゼロ件でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 
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〇中尾議員 ゼロとまでは思わなかったのですが、少ないというか、これも私も周りにお

聞きしても、そう言っている自分もそうなのですけれども、本当にこれも今年初めてでは

ない中においても、やっぱりこういう部分が少ないということが、町の庁舎も今耐震診断

行ったりとかいろんなことをして防災、防災と言っているのですが、やはりいま一つ町民

の認識のところまでは深く掘り下がっていないのではないのかなと、その結果のあらわれ

の一つがここではなかろうかなというふうに思っています。 

 そこでなのですけれども、先ほどの住宅リフォームの補助金もございましたけれども、

きのうですか、ニュースやっていましたら、南海トラフの地震で200兆も何兆もなって、た

だそういうような地震で何もしなければかかるけれども、やっぱり防災、減災をすると減

額になるというようなことの中ではきちっと耐震診断をして補強するなりということをし

なければ、することによって町民の皆さん方にも自分の身は自分で守ってもらうというこ

とがまず第一義にあるということを認識してもらわなければならないと思うのです。そう

いった意味からも、やっぱり自分の家にいて地震が起きる確率というのは高いです。逃げ

るとか云々くんぬん言ったって、家の中でつぶれてしまったら何にもならないわけですか

ら、やっぱりこういう耐震診断をしっかりして自分の今住んでいるところが本当に丈夫な

のかどうなのかということの認識というのはしていただく必要が私はあるのだろうと。そ

の中でこういう補助を出していても、ないと。実際２件という自体で今までの実績からし

てさほどないだろうということがわかる状況なのですが、だからこれを推進していくとい

うためには例えば耐震診断に補助出しますと、その中で耐震診断でおたくの家はだめだよ

と、ここはだめだよということになったときには当然補強するわけですから、補強のとき

には先ほどの住宅リフォームのように耐震診断で補強するときにはもっと出しますよと

か、例えばこの住宅リフォームも先ほど同僚が言っていました50万、それはあくまでも１

回だけですよということですけれども、この耐震診断をした後の補強については規定から

外しますよとかと、そんなような、ちょっと私もこの辺の規定はよく読んでいるわけでは

ないのですけれども、やっぱりそういうようなことの何か新しい施策を打った中でこの耐

震診断の部分についてはもうちょっと進めていく施策が必要ではなかろうかなというふう

に思いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課建築住宅係長。 

〇早瀬施設課建築住宅係長 今の説明させていただきます。 

 まず、耐震診断の内容なのですけれども、この木造耐震診断にかかわる費用につきまし

てはかかる費用の３分の２を補助するというような形で、限度額13万円を限度として、そ

れにかかわる３分の２という形でまずは耐震診断にかかわる費用ということで計上させて

いただいております。 

 あと、ＰＲのほうなのですけれども、うちのほうといたしましてもＰＲ不足という部分

も否めない部分もあるかと思いますので、今後につきましては十分耐震診断、結構地震等
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も起きているものですから、個人の住宅についても皆さん気にしているところだとは思う

のですけれども、それについてちょっとＰＲもさせていただきたいと思います。 

 あと、改修のほうなのですけれども、耐震診断があった後の耐震改修ということなもの

ですから、まずは耐震診断の予算を計上しておいて、その後で耐震改修の、耐震診断が件

数があれば耐震改修の部分についての補助について補正をするというような形で考えてい

たものですから、制度的には耐震診断の補助金と耐震改修にかかわる補助金の交付要綱と

いうのは別々にありますので、うちのほう、施設課の担当しているリフォーム補助金の前

に、それよりも前に耐震改修の補助金交付要綱というのがありまして、それについては３

分の１の補助があるのですけれども、耐震改修の補助金をもらった人についてはリフォー

ムのほうは対象にならないということで、ダブルにはならないというような形で考えてお

りますので、あくまでもその住宅をリフォームで直すのか耐震改修で直すのかというのに

ついては個人のほうの人に任せるような形になるのですけれども、耐震改修の補助金につ

きましてはあくまでも耐震診断をした後のどういうふうな形で耐震補強をするかというの

で出てくるものですから、それにつきましては耐震診断した設計士なりと検討して、どう

いうふうな直し方をするかというのは検討させていただいてという形になりますので、ご

了承願いたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 耐震診断、これからもどんどんＰＲをしていくということで、ただ実際に耐

震診断でだめですよというようなことになってくると、当然だめだと言われた、知らない

で住んでいるうちはいいのですが、調べてだめだとなったときにそこに住むというのもま

た気持ちの悪いもので、実際それで今言われていましたけれども、３分の１ということで、

ですからその３分の１補助をもらうと、そのときに例えばお風呂なりなんなりもよろしく

ないので、一緒にやるということではリフォームと、これは一緒に合算してもやっていけ

るという、それとこれとは全く別物だという考え方ということでよろしいのか。だから、

この１つの建物に耐震診断で３分の１もらいながらリフォームの50万ももらうということ

について、それは全然別物だから、それはそれとしていいということで、そういう説明で

よろしいですか、確認させてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今のご質問ですが、耐震診断で改修するという場所は耐震診断を受けた

ものについての場所ということになりますので、それはそれで耐震診断の補助は受けれま

す。リフォームにつきましては、それとあわせて風呂もやる、窓もやるとかということで

したら、それは別物ですから、それは重複補助という形にならないので、それは大丈夫だ

と思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。この住宅のリフォーム含めて、そういったこともセットでや



 － 40 － 

っぱり町民に対してのＰＲというものも必要だろうというふうに思いますし、実際に今こ

ういう形でやっていても実績がゼロということであれば、同じことを同じふうに続けても

また今年も25年度もゼロということになってくると思うのです。ですから、今防災でこう

いうふうにやっている最中ですから、この辺についてもぜひ町民の方に利用していただけ

るようなＰＲをしっかりとやっていただきたいなと思いますので、この件についてはわか

りました。 

 それと、もう一点お聞きをいたします。スクールバスの関係でお聞きをいたします。ス

クールバス管理費の部分であります。先ほどの説明では、スクールバス運転業務報酬とい

うことで、これも新たに雇い入れたというお話ですよね。これ要するに委託もしています

よね。ですから、今後の浦幌町としてのスクールバスの運転手さん方のこういう対応につ

いて、この指定管理者の部分と自分でもってドライバーさんをそういうふうにする、この

辺の対応についての基本的な考え方をお知らせいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今のご質問のスクールバスということで、予算書100ページになります

が、今年度報酬で300万という予算を組ませていただきました。今のまず現状ということな

のですが、スクール路線は９路線ございます。それで、そのうちの７路線が委託になって

ございます。あと２路線が町の直営ということで、町の職員が運転してございます。それ

で、今回組ませていただいたのは、２人のうちの１人が退職ということになります。それ

で、その１路線について、行革の中身では２路線とも委託ということに将来的にはなって

はございますが、一遍にということで、まだ職員がいますので、退職になった分をどうす

るかということでございますが、それにつきましていろいろ検討しました。結局今２台バ

スはありまして、登下校以外にも、それ以外の要は９時に戻ってきたら下校の時間の２時

まで空き時間とかありますので、そういった時間にはその町有バスがあることによって例

えば夏だったらプールの送り迎えですとか、あとそれ以外の学校の行事、いろんな行事あ

りますので、そういったものにも利用してございます。そういったものには、今まで委託、

町の職員で手及ばないところありますので、委託業務でやると登下校以外の分も予算、業

務外業務で200万というのを組ませていただいて、今回ちょっとふえましたけれども、その

委託料で補っているような状況であります。それにつきましては、例えば上から浦幌でも

１回輸送するごとに４万、５万という費用がかかったり、帯広だと部活なんかで使ったり

とかすると委託だとそれこそ７万、８万とかかかるような状況です。そういったコスト計

算もいろんなことを考えました。今回こういう嘱託というのを組ませてもらった理由は、

今言った業務外の委託で費用かかるということで、例えば職員退職１名しましたと、新規

の正職員ですか、それを採用するということになれば長期的に多額の費用が発生します。

まず、そういったこと１点と、あと考えたことは現在委託していると同じような形で入札

をかけながら業者さんに委託するという方法、３点目はバスは所有したいという考えのも



 － 41 － 

とに、所有したいというのは今言った業務もできますし、バスを今度買うといったら大変

ですから、そういった中身で業者さんに町有バスの貸借ということで運転手さんも含めて

町有バスを貸しますよと、町のもので貸しますよという形のもの、あとそれと今ここに予

算上げさせてもらったバスを持ちながら嘱託員ということで通年雇用ですか、といった形

ということで３点を検討しました。その結果、バスを所持はしたいという結論は出ており

ます、今言ったコスト的なものがありますから。その中身で、あと全くの今と同じような

借り上げの委託契約か、あと町有バスの借り上げ契約、運転手も含めて、それがいいかと

いうことで計算をいたしましたら、その結果コスト的なことを考えたところ、バスの維持

管理ですか、そういった考慮をしましたら、通年雇用の嘱託員ということで対応するとい

うようなことになってございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 要するに浦幌町として自前のバスは、すぐスクールバスで送り迎えのほかに

も２台のバスは、いろんな細かいことをやるためには２台は自社の車が欲しいのだと。委

託でそれをよそに出してしまうとお金がかかるので、２台は持ち続けると、ここですよね。

町として委託をしていくといっても、でもいろいろ精査した中でやっぱり自社で２台は持

つことがいろいろとそういうトータルの経費を見たら安いと。だけれども、そうすると今

言ったように今後ずっとこういう形が続くのではあれば、２人いた人の１人が定年になっ

たから嘱託にした、もう一人の人も定年になったらまた嘱託、だからこういう形で浦幌町

としては嘱託という体制の中で自社便は２台持って７台、こういう形にするようにいろい

ろ検討した結果なったのだと、こういうことでよろしいのですか。だから、今後は当初は

全部委託にしていこうとしたけれども、いろいろ経費的なことも精査した結果、今回こう

いう形、だから今回定年になったというのは急になったわけではないわけですから、いつ

いつでなるということがわかった状況でこうなっているわけですから、その上で町として

スクールバスについては嘱託をして今後こういう形で自社便で２台持った中で運営、運行

をしていくと、こういう考えに変わったと、こういうような認識を持ってよろしいのです

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 本当に将来的なことを言いますと、この後も退職者が毎年ございます。

そうなった場合には、今施設課で例えば道路の維持管理の人間もいます。あいている時間

は、バスを２台保有することによってやりくりしております。それを考えると、これスク

ールバスに限らず、維持管理とか、そういった運転手、運転技術員のこともございますの

で、将来的なことを言いますと、ここで一生例えばバスを２台保有してやっていけるかと

いうことについては限定できません。やっぱりそういう維持管理も全部含めて、運転技術

員につきましては包括的に将来的なことは考えていかなければならないと思っています。

ただ、今年につきましては嘱託員という形で、バス運転手を嘱託員で通年で雇用するとい
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うような形でさせていただいています。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうしますと、将来的なことはこれからまだ検討していくけれども、あくま

でも25年度１年間に限っては嘱託と、こういう形でさせていただいて、また今後も退職者

も出るということの中では今後の体制についてはこういう形を続けるのか、全く委託する

のかということをまたいろいろ検討していかなければならないというようなことなのかな

というふうに思います。今言われたように、何せスクールバスですから、子どもたちが乗

るスクールバスですから、そんな誰でも彼でもということにも当然なりませんし、いろん

なあいている間の業務、また当然除雪とかいろんな部分で絡めてやっています。そうする

と、それなりの技術も必要ということになったときには、やっぱりこれは本当に長期的な

部分、定年なんていうのは急に来るわけではないですから、急にやめる人は別としても、

そうするといついつに誰々がやめてという計画立つわけですから、やっぱりこの辺の人員

計画というものは立てた上で進めていかないと、そういう人命にかかわるような業務です

から、本当に事故があってからでは遅いので、この辺についてはしっかりとした検討を望

みたいと。それも毎年退職者が来るということであれば、やっぱりこの25年度中にはその

辺の長期的な計画もしっかりと立てた上で私たちに示していただく必要があるのかなとい

うふうに私は思いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今回スクールバスの関係については、嘱託員の配置ということで対応する

ということでありまして、この内容につきましては先ほど施設課長のほうからお話ししま

したけれども、特にスクールバスについては基本的には委託でいこうというふうに思って

おりました。ただ、やっぱり学校の行事が非常にありましてという言い方おかしいのです

けれども、学校行事がありまして、その都度委託をお願いしてやっているという中で、ど

うも今後そういうやり方が本当にいいのかどうかというところを考えたときに、先ほど言

いましたコスト計算も含めましていろいろ検討した結果、総合的に判断して今回嘱託でや

っていこうという形になりました。あと、スクールバスについては、厚内直別線というか、

が今直営で走っております。その関係については、今後どうするのかということでありま

すけれども、基本的には委託ということでは考えているのですけれども、今お話ありまし

たように道路維持の関係含めてこれから退職者が続いていくという状況がありますので、

それら運転手全体を考えまして今後の配置についてはいろいろ検討していきたいなという

ふうに思っています。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 私もスクールバス管理費について聞きたいと思います。今説明ありましたと

おり、お金の面でもやっぱり嘱託、委託というほうに持っていったこの業務なので、今予
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算が何ぼかふえたと説明ありましたが、予算がもし足りなくなった場合、やっぱりこの業

務は補正予算してでもやらなければならないというのが基本だと思うのですが、もし予算

がないからバス出せないとか、スクールバス以外の業務外行事についてもし予算がないか

らバスが出せないとか、そういうことはあり得るのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今のご質問なのですが、年間の行事、教育委員会からも年末にいただき

まして、そういった意味である程度予算づけはしてございます。ただ、予算も限りござい

ますし、できるだけは対応したいというふうに施設課としても考えています。とはいって

も、いろんな例えば部活というか、そういう大会とかでも勝ち進むごとに、それ以外に当

初予定以外のものというのもたくさん出てきます。そういった中身で当初予算で絶対足り

るかというと、そういうことは限りません。そういう中身で町の職員でできる分につきま

しては、直営の運転手いますので、それはできるだけ対応していきます。それ以外でもい

ろんな分で教育委員会から依頼受けたもの、全て対応はできていないのも事実でございま

す。そういう中身で同じ団体が何度も使う場合には、３回に１回もしかするとちょっと行

ってくださいということもあったかもしれません。今年もそういった中身で予算査定を受

ける中身で、事実上のことの実績を出した中身でどうしても予算が足りないということで

ございましたので、今年は登下校以外、業務外ですね、それにつきましては50万ほど上乗

せさせていただきました。その中身で対応できるものというふうに思ってはいます。どう

してもという場合は、さっき言ったように町有バスというか、町の運転手がその辺は対応

しながらやりたいと思っています。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 今の答弁で対応していきたいということなのですが、これは本当に予算ある

なしの理由でバス出せないという問題ではないと思うのです。もし例えば予算がないから

バスが利用できないと、公式戦とか子どもたちの部活の場合バスが出せないという状況に

なったときに親が対応して送り迎えした場合にもし事故があったり、何か対処、そういう

場合は部活という教育の一環としてやっぱり出すべきではないかなと思うので、それに基

づいてちゃんと適用して対処していただきたいということですが、答弁お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問に対してお答えいたします。 

 予算がない場合の対応とかにつきまして、先ほど施設課長からも答弁申し上げておりま

すけれども、昨年まではいろんな中で日程の調整とか、そういった部分で対応をお願いし

た面がございましたけれども、新年度につきましてはそういったことも踏まえながら実績

を踏まえて予算措置等も行っております。その中で対応できるものというふうに考えてお

りますし、さらにそういった場合でも不可能な場合は町の直営のバスを利用するというよ
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うな形で段階的に追っていくような形で、決して授業や部活動の中でバスが出せないとか、

そういったことのないような形で施設課と連携をとりながら対応してまいりたいというふ

うに考えておりますので、ご理解のほどお願いいたします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 スクールバスのことでいろいろとお話を伺っておりました。ちょっと前にな

りますが、クラブ活動している子どもたちの帰宅する時間が長くなるというか、遅くなる

場合に父兄の方から、父母の方から何とか、小学生なのですけれども、スクールバスの時

間を延長してでも送っていただけないかという依頼の文書をいただいたことがあります。

いろいろ委員会にちょっとお話を聞きましたら、非常に難しいということで、父兄の方は

中学生のスクールバスに乗せていただいてもいいようなことを話してきたのですけれど

も、それも委員会の段階では難しいということでなかなかうまく調整がとれないなと思っ

て、本当にクラブ活動に喜んで参加している子どもたちがバスの関係でなかなか時間を気

にしながら活動をしている姿を見ていると、何かかわいそうな気がするな、何かもっと幅

のあることができないのかなと思いながらずっと考えていたのですが、なかなかこれも教

育の指導者のほうとしても改善するというか、難しいのか、ごく一部の生徒さんですから、

その子たちに対してのみのバスということになれば、また問題が生じるのかな、でも将来

的に何とかできないのかなということを伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 まず、確認なのですけれども、ただいま福原議員からご質問のありましたクラブ活動と

いうのは中学校の部活動のことなのか、それとも少年団活動のことなのか、そのことにつ

いてちょっとご確認申し上げたいというふうに思います。 

〇田村議長 はい。 

〇福原議員 私のところに文書来たのは、小学生のコーラスの父母の方二十数名連名で依

頼文書が来たのが事実です。今そういうバスの関係で子どもたちも本当に少なくなって

10人ちょっとぐらいに、今現在で活動しているということで、バスが原因か何が原因かわ

かりませんけれども、減ってきているということは事実です。せっかく楽しんで釧路行っ

たり帯広行ったりして活動している子どもたちもいるということで、日ごろの練習の時間

がなかなかとれない、スクールバスの対応でということでなかなかとれないということで、

何か話聞いていたら何とかならないのかなと思いながらずっとここ１年以上考えていたの

ですけれども、この場でお聞きしていいかどうかわからないのですけれども、何かいい解

決策があるのなら、どうしてもだめなときは親御さんが釧路行ったり帯広行ったりという

ことで本当に事故らないかなと心配しながらいたのですけれども、今までのところはそう

いうことで問題はなかったのですが、将来的にはやはり無理な話なのかな、何とかできな

いのかなというふうに思っていますが、いかがでしょうか。 
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〇田村議長 教育次長。 

〇山本教育次長 まず、この場でどうのこうのという結論は出せないということでご理解

を願いたいというふうに思います。バスの便につきましては、小学校２便、それから中学

校２便ということになっています。小学校につきましては、まず低学年の早い便、それか

ら２便目は６時間目が終わってと、この小学校の２便目と、それから中学校の１便目が同

じで、中学校の最終便が、後の便が部活動とか終わった後の便ということになります。た

だいまちょっと福原議員のほうから説明がありました例えばコーラスや何かにつきまして

も、どの時間帯で練習をしているのかとか、どの程度時間を費やしているのかということ

に関してはちょっと把握できておりませんけれども、今中学校の２便、それから小学校の

２便というそれぞれ登下校に合わせての時間設定を行っているということで、基本的には

少年団活動についても放課後の時間帯の中では行われていると思うのですけれども、その

行われている時間と登下校の便のバスの時間帯との兼ね合い等もございますので、そうい

った少年団活動の時間に合わせてバスの便を設定するということも従来からの流れでいく

と難しいということでございます。また、逆にそのバスに乗せるということで少年団活動

が終わってからも例えば学校の中で児童が時間を費やすとか、その件に関しましてもそう

いった時間があると学校の中で果たして安全な状態というか、子どもたちを見守ることも

やはり難しいところがあると思いますので、そういった時間帯的なこと、そして子どもた

ちをきちんと家庭に送り届けるまで、帰るまでの見守ることも含めた中の総体的なことも

踏まえながら、現段階では非常に難しい問題ではあるというふうに捉えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

 

午後 ２時１６分  休憩 

午後 ２時１８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。 

〇佐藤上浦幌支所長 予算書39ページ、あわせまして一般会計説明資料15ページをごらん

願います。２款総務費、１項総務管理費、８目支所費、本年度予算額1,784万1,000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。増額の主なものは、職員

人件費で21万9,000円、支所事務室電話機老朽化に伴います電話機借り上げ料で14節使用料

及び賃借料11万2,000円増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につ
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きましては、一般会計説明資料15ページ記載のとおりでございます。 

 予算書73ページから74ページ上段、あわせまして一般会計予算説明資料24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626万6,000円、この目につきましては農業団地センターの維持管理に要する経費で、管

理費の７割につきましては浦幌町農業協同組合に負担をいただいております。減額の主な

ものにつきましては、平成24年度農業団地センター玄関ポーチ改修ほか完了に伴います

15節工事請負費減額の内容でございます。13節委託料につきましては、一般会計予算説明

資料24ページ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。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

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。 

〇賀下農業委員会事務局長 予算書70ページをごらんください。６款農林水産業費、１項

農業費、１目農業委員会費、本年度の予算額3,026万1,000円、この目は農業委員13名と職

員の活動及び人件費並びに農業者年金加入促進等の事務費の内容でございます。減額の主

なものは、人件費でございます。そのほかにつきましては、特に説明する内容ございませ

ん。 

 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 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 ２時２１分  休憩 

午後 ２時３５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11目成人式費から10款３項３目特別支援教育振興費までの説明を求めま

す。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 一般会計予算書の40ページをごらん願います。２款総務費、１項総務管
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理費、11目成人式費、本年度予算額25万3,000円、この目につきましては平成26年浦幌町成

人式に要する経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

 続いて、ページが飛びます。92ページをごらん願います。10款教育費、１項教育総務費、

１目教育委員会費、本年度予算額254万4,000円、この目につきましては教育委員４名の報

酬、費用弁償、交際費など教育委員会の運営に要する経費でございます。１節報酬につい

ては、一般会計予算説明資料30ページをご参照願います。 

 ２目事務局費、本年度予算額6,514万円、この目につきましては教育委員会事務局の運営

や職員人件費などに要する経費でございます。増額の主なものは、７節賃金で厚内小学校

に配置する町費負担教員賃金369万5,000円の増、９節旅費は費用弁償で５万2,000円の増、

普通旅費として小中一貫教育先進自治体研修視察旅費44万円の増、これらを合わせて49万

2,000円の増額という内容でございます。減額の主なものは、職員の人件費で201万2,000円

の減額でございます。７節賃金、19節負担金、補助及び交付金については、一般会計予算

説明資料30ページをご参照願います。 

 93ページをごらん願います。２項小学校費、１目学校管理費、本年度予算額6,945万

2,000円、この目につきましては小学校３校、児童数212名、教職員数26名に係る学校経営、

施設維持に要する経費でございます。増額の主なものは、職員の人件費で15万5,000円の増、

11節需用費のうち消耗品費で53万4,000円の増、燃料費で90万8,000円の増、修繕料で34万

円の増、これらを合わせて178万2,000円の増、13節委託料は保守業務委託料で44万9,000円

の増、管理業務委託料で８万5,000円の減、学校施設非構造部材耐震点検委託料が50万円の

増、これらを合わせて86万4,000円の増額という内容でございます。減額の主なものは、12節

役務費の通信運搬費で28万9,000円の減、手数料で５万8,000円の増、これらを合わせて23万

1,000円の減、15節工事請負費が909万1,000円の減額という内容でございます。11節需用費、

13節委託料、15節工事請負費については、一般会計予算説明資料30ページをご参照願いま

す。 

 95ページをごらん願います。２目教育振興費、本年度予算額921万5,000円、この目につ

きましては小学校３校の教育振興のための事務委託や関係団体への事業支援に要する経費

でございます。減額の主なものは、20節扶助費は要・準要保護児童学用品等扶助費で対象

児童数の減少で45万3,000円の減額という内容でございます。１節報酬、13節委託料、19節

負担金、補助及び交付金、20節扶助費については、一般会計予算説明資料30ページから31ペ

ージをご参照願います。 

 96ページをごらん願います。３目特別支援教育振興費、本年度予算額287万1,000円、こ

の目につきましては特別支援教育推進のための事業費と特別支援学級を浦幌小学校に３学

級開設し、その運営に要する経費でございます。学級の内訳は、知的障がい１学級、言語

障がい１学級、情緒障がい１学級でございます。１節報酬については、一般会計予算説明

資料31ページをご参照願います。 

 ４目簡易水泳プール管理費、本年度予算額75万3,000円、この目につきましては厚内小学
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校、上浦幌中央小学校の２校に設置しております学校プールの維持管理に要する経費でご

ざいます。特に説明を加えることはございません。 

 97ページをごらん願います。５目学校保健費、本年度予算額291万5,000円、この目につ

きましては小中学校の児童生徒及び教職員の健康診断等に要する経費でございます。増額

の主なものは、本年２月から町内全小学校で実施しておりますフッ化物洗口に係る経費で、

11節需用費の消耗品費でフッ化物洗口用紙コップが４万6,000円の増、13節委託料の学校薬

剤師委託料で３万円の増、18節備品購入費でフッ化物洗口用保管庫購入経費が10万円の増、

これらを合わせて17万6,000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

託料の児童生徒健康診断等委託料で４万8,000円の減額という内容でございます。13節委託

料、20節扶助費については、一般会計予算説明資料31ページをご参照願います。 

 ３項中学校費、１目学校管理費、本年度予算額5,985万円、この目につきましては中学校

２校、生徒数131名、教職員数28名に係る学校経営、施設維持に要する経費でございます。

増額の主なものは、13節委託料の保守業務委託料で117万4,000円の増、管理業務委託料で

42万1,000円の増、これらを合わせて159万5,000円の増、15節工事請負費で735万円の増額

という内容でございます。減額の主なものは、11節需用費のうち消耗品費で143万円の減、

燃料費で72万3,000円の減、光熱水費で69万4,000円の減、これらを合わせて284万7,000円

の減、12節役務費の通信運搬費で18万9,000円の減、手数料で8,000円の減、これらを合わ

せて19万7,000円の減、使用料及び賃借料の教育用コンピューター借り上げ料が本年８月で

５年間リース契約が終了するため395万4,000円の減額という内容でございます。１節報酬、

13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費については、一般会計予算説明資料

31ページをご参照願います。 

 99ページをごらん願います。２目教育振興費、本年度予算額894万5,000円、この目につ

きましては中学校２校の教育振興のための事務委託や関係団体等への事業支援に要する経

費及び外国語指導助手の配置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、

補助及び交付金の対外競技出場交付金が70万円の増額という内容でございます。減額の主

なものは、20節扶助費は要・準要保護生徒学用品等扶助費で143万円の減額という内容でご

ざいます。１節報酬、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費については、一般会計予

算説明資料31ページをご参照願います。 

 100ページをごらん願います。３目特別支援教育振興費、本年度予算額135万5,000円、こ

の目につきましては特別支援教育推進のための事業費と特別支援学級を浦幌中学校に４学

級開設し、その運営に要する経費でございます。学級の内訳は、知的障がい１学級、病弱

障がい１学級、言語障がい１学級、情緒障がい１学級でございます。１節報酬については、

一般会計予算説明資料31ページをご参照願います。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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。 

 12番、野村議員。 
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〇野村議員 まず、事務局費の中の７番、賃金369万5,000円についての内容についてお伺

いしたいと思います。教育委員長の施政方針の中にも厚内小学校の臨時職員町単費で設置

すると、これに該当する金額だと思うのですけれども、まず最初にこの複式を設置する場

合の基準というのか、これによると１年生と４年生ということで飛びの複式編制となって

改めて設置してあるわけですけれども、基本的な複式学級の設置の基準というのはまずど

のようなものなのかお伺いしたいと思うのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 このことにつきましては、学校教育の菅野係長のほうからご説明申し上

げます。 

〇菅野教育委員会学校教育係長 それでは、野村議員さんのご質問にお答えいたします。 

 まず初めに、学級編制、特に複式学級の組み方についてご説明いたしますが、今の話題

は厚内小学校の町費負担の教職員の話題につながるのですけれども、厚内小学校の先ほど

言いました俗に言う飛び複式というのは複式学級の中でもちょっと複雑な部類に入ります

ので、まず標準的な複式学級の組み方をご説明をして、その後厚内小学校では実際どうな

のかということをお話を進めてまいりたいと思います。 

 それで、この春実は浦幌町でいわゆる複式学級の典型的な例が、宝生の上浦幌中央小学

校が人数もクラス編制もご説明するのにちょうどいい例がありますので、具体的なその数

字を使ってお話をさせていただきます。中央小学校は、この春新１年生が４人、２年生、

３年生も４人ずつ、それから４年生が３人、５年生６、それから６年生が４と、合計25人

の学校なのですけれども、この場合北海道が定めている学級編制基準によりますと完全複

式といいまして、１年生と２年生で１クラス、以下３と４、５と６を１つずつにまとめま

して合計３クラスの複式を組んでおります。これが標準的な複式学級の組み方なのですが、

複式学級の組み方の唯一の決定事項は子どもの数であります。中央小学校の場合ですと、

１年生と２年生がそれぞれ４人ずつで合計８、この下から、低学年から順にクラスを組む

というルールがあるのですが、１年生を含む学年で最寄りの直近の学年、例えば２年生と

クラスを１つに組む場合には２つの学年の合計が８人を超えてはならないと。それから、

さらに２年生以降２と３であるとか、３と４、５と６のような形は２つの学年の合計が16人

を超えてはならないということがあります。ですので、先ほどの中央小の例でいきますと、

今年は１年生と２年生は４、４で８なので、ちょうど基準満度で２学年で１学級になりま

す。これがもし新１年生が５人であるとか２年生が５人、足すと９人になるような場合で

すと、下から順に組むルールと２つの学年合わせた合計が８という基準の８人の基準を超

えてしまいますので、まず１年生を１クラス組みます。次に２年生と３年生の合計で基準

をクリアしているかどうかを見るのですが、２年生、３年生以降は基準は16人ですので、

先ほどの例ですと２年、３年が４と４ですので、仮に１年生が５人もしくは２年生が５人

だと、１年生を１つ、それから２と３で１クラス、以下４と５でもう一クラス、最後に６
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年生が残って１クラスで、合計４というちょっと変則の複式学級になる場合もございます。

これが標準的な複式学級の組み方。さらに、今回の俗に言う飛び複式という厚内小学校の

ケースでは、新１年生が今回１人入ります。それから、２年生と３年生は現在児童がおり

ません。４年生に３人ということで、下から組む原則と最寄りの学年と組むという原則で

いきますと、１年生と４年生を足すと４なので、１年生を含んでも８人以下ですので、こ

れは学級が組める状態になります。残り５年生と６年生でさらに１クラスを組み、厚内小

学校は２クラス、うち１と４が飛び複式ということになります。これが北海道が定めた標

準的な組み方になります。 

 さらに、今話題になりました町費負担の教職員を採用するという理由にもつながります

けれども、学級編制はイコールその学校に配置される道費負担の教職員の人数になります。

同じ根拠で算出されます。厚内小学校の場合ですと、この春１年生と４年生を複式１クラ

スに組み、５、６年を１クラスで組みますと都合学校の中に２学級、２学級のある小学校

の場合は教員の数、校長と教員、養護と事務を除きまして教員の数が３人というふうにな

ります。これは、今も３人です。３、４と５、６で複式２学級なので、教員の数は３人に

なります。ただ、飛び複式というのは、１年生と４年生を１つのクラスに入れて１人の担

任が45分間の授業の中でそれぞれのこまを展開して１年間継続して指導していきますが、

４年生ですと社会や理科の教科があるのですけれども、１年生は生活という科目があって

理科と社会がないとか、特に４教科の部分もかなり指導内容に差がありますことから、そ

のまま飛び複式を学級編制をして教員の数が３人のままですと学校の指導がなかなか難し

いということになります。そこで、今北海道は、道費で教職員の給与を負担するに当たっ

て学級編制の基準を定めて適正な規模ができるように指導とか助言をする立場にあるので

すが、町村が弾力的な運用できるという決めがございます。それが実は標準ではなくて実

学級という考え方になりまして、浦幌の今回の厚内小学校の場合は新１年生１人で１クラ

ス、次に４年生で１クラス、最後に５、６年生を複式にして１クラス、都合３クラスにし

て学級を組みたいということで道教委のほうに届け出を出しております。この場合３クラ

スですので、基本的には道費負担職員は５人になるのですが、この地域の実情に応じた弾

力的運用では北海道教育委員会は道費負担の教職員を定数で配置することはありませんの

で、残る道は町村が単独で教員免許を持っている職員を任用して学校に配置するという道

しか残されておりません。学校を円滑に進め、子どもたちの指導が十分に行き渡ることを

目的に今回の学級編制を行い、さらに町費負担の教職員を任用するという、この運びにな

ったものでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 ありがとうございます。基本的な話から今現状の厚内の問題、よくわかりま

した。なるほど。ということは、簡単に言えば、複式ではないと、１年と４年生は。あく

までも制度的な道教委に対しては複式対応ということだけれども、今言った内容的によく
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子どものこと考えれば、町費単費で１名出すから、１年生と４年生は１人ずつ、そうする

と簡単に言えば複式にはならないということですね。はい、わかりました。 

 それで、問題は、24年の７月の広報によると、小中学校の児童生徒の推計というこの資

料私も先ほどいただいて、厚内の問題がここに出て、この賃金も絡んできますので、23年、

24年が欠員というか、入学児童いなかった、これがずっと今の３年生が卒業するまでその

下はいないことが続くわけです、よっぽどの転入者がなければ。そうなってくると、今言

ったような状態がたまたま今年は今言ったように１年生が１人入ったから２学級あいて４

年生、この数字でいくと来年は２人の入学の予定があるということになると、来年のまた

編制も変わってくるだろうけれども、上が出ていってしまうと、その次、例えば27年にな

るのですか、そうすると６年生が３人になって、今年入学する人がまた２級あいて１人と、

その後２人、２人となってくると今言ったようにまた飛び級編制をしなければならない状

態に陥るということになるのかな、そうなってきたときにまたこれと同じような対応をせ

ざるを得ない、またするのかどうか、今言ったように１年生と４年生ということで科目だ

とかカリキュラムの問題で児童的な対応、配慮したということでしましたけれども、これ

があと２年先、27年になると同じような状態になると思うのですけれども、そのときには、

まだ２年先ですから、今言ったような児童の配慮、発達段階を考慮してという文言をその

まま使ってまた町単費で１人配置するようなことになるのかどうか、その辺についてまた

お伺いしたいと思うのだけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 野村議員のおっしゃるとおり、24年度、現在は１年生と２年生が欠学ですので、３年生

と４年生、そして５年生と６年生の複式学級になっております。そして、25年度は、先ほ

ど説明したとおり、１年生と４年生の飛び複式、そして５、６年生になります。26年度、

現在の推計でいきますと、26年度も１年生が入学しますので、今度は１年生と２年生の複

式、そして３、４年生が欠学で、５、６年の複式ということで２クラスが編制されます。

さらに、27年度は、今度はまた新入学児童がおりますので、１年生と２年生の複式、そし

て今度は３年生と６年生の飛び複式というような流れに、現在の入学の児童数を考えると

25年度と同じような状況の飛び複式が27年度にもなるという予定でございます。現時点で

は、来年はそれは解消されるのですけれども、27年度も同じように飛び複式という形にな

りますので、現時点の考えでは25年度と同じような考えで町費負担職員を配置してまいり

たいという予定でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 子どものために考えると、教育にかける費用というのは私は糸目をつけない

ほうがいいと思うのですけれども、そこで問題なのはさっき言ったように十勝なり道なり
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の基本的なルールがありながら町単費で職員を採用して経費は町で出しますよということ

になりますと、これはいいことだと思うのですけれども、そうすると来年は今言ったよう

に要らなくなる、次の年はまた必要になってくるとなったときのその職員というか、教員

の人事の問題については、こういうふうに町単費で設置した職員、教員というのは当然免

許持っているだろうし、その辺の人事交流というか、それはどのような形になるのか。ま

た、その職員の立場というのは、町教育委員会が、浦幌町が頼んだ単独の教員免許持った

教員でなくて、やっぱり全道、十勝全体の中での人事配置における配置だと思う。ただ、

経費的にだけは今言ったように道費が出てこないから、町単費で出すよということだけだ

と思うのですけれども、そんな考え方でいいのか。来年度は、今言ったように飛び級ない

し、設置する、町で出して職員を採用する何物もないわけですから、今の説明でいくと。

そうすると、職員が余ると。そうしたら、その職員は今度は異動はどのような形で、その

職員の置かれている立場は十勝全体的、全道的な人事異動の中に組み込まれて、そういう

中での動く職員ということになるのですか。それについての考え方というか、制度的なも

のをお伺いしたいと思うのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 野村議員のおっしゃるとおり、そういったあくまでも臨時職員ですから、１年間の任用

というような中身となっておりますけれども、通常道費負担職員につきましては一定程度

の年数で人事異動ということの年数が決まっております。現在臨時職員で雇用するとする

職員につきましては、教員免許は持っておりますけれども、まだ道費の正式な職員にはな

っていないというような職員でございますので、その職員を１年間雇用するというような

形で考えております。ただ、その職員自身の仕事の関係、25年度は厚内小学校に勤務にな

るけれども、26年度はそういった飛び複式の学級が編制されないので、その雇用というも

のがなくなりますけれども、また翌年度、27年度には飛び複式が復活するということです

ので、現時点では予算的な確約がございませんので、続けて例えば25年度から27年度まで

雇用するよとか、そういったことは申し上げられませんけれども、学校運営の中身とか、

それから児童とのかかわりとか、そういったことも勘案しながら今後具体的な形を考えて

いかなければならない問題であるというようなことで考えておりますので、そのような形

でご理解願いたいというふうに思います。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 本当にちょっと身分的にかわいそうだと思うのですけれども、よく言われる

産休だとか、いろんなことにおいて臨時講師的な形で採用する、そのような職員の採用と

いう考え方で捉えていいのかなと思うのですけれども、できればまた、１年置いてまた次

の年も必要だとなれば、これから進める小中一貫、コミュニティスクール、いろんな形で

今教育委員会は大変なときを迎えると思うので、何かいい雇用ができればなと思いますの
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で、それは答弁よろしいですけれども、ひとつ前向きに考えていただきたいと。わかりま

した。よく制度的にわかりましたので、ありがとうございます。 

 もう一点だけお伺いします。その下の先ほども次長の説明の中で旅費の中の普通旅費の

82万6,000円の内訳、それとあわせて教育振興費の負担金、補助及び交付金の中で201万

2,000円の中にここに小中一貫教育推進と、これはいろんな経営の実践の交付金という形

で、この説明資料によりますと学校経営、校内研修、総合学習推進、キャリア教育推進、

特別支援教育推進、一番最後に小中一貫教育推進、201万2,000円で全部隠れてしまってい

ますけれども、小中一貫教育、23年度から24年、25年、教育委員長の行政執行方針には必

ず出ております。この内容だとかいろんな検証については、また改めた機会を設けて私は

質問したいと思いますので、きょうはそこまでいきませんけれども、具体的にこの今言っ

た研修視察とお伺いしましたし、またその交付金、補助金の中での小中一貫教育推進、201万

2,000円で全部で消えていますけれども、どのぐらいの金額でどのような内容やるのか、そ

こだけお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 小中一貫教育に係る経費の関係でございますけれども、今回教育振興費

の中にあります負担金、補助の中のこの小中一貫教育推進交付につきましては平成24年度

から予算化をさせていただいておりまして、今年度につきましても内訳は載っておりませ

んけれども、この小中一貫教育の推進交付につきましては30万ということで予定しており

ます。これにつきましては、各学校の教職員がいろいろ先進地視察とか、そういった研修

に要する経費ということで、旅費とか、それからそういった教材関係も含めながらこの交

付金の中で研究を行うということの中身でございます。また、今年度から事務局費の中に

小中一貫教育の部分の事業費予算ということで旅費の関係を計上しております。先ほど私

の説明の中でも先進地視察の旅費ということでご説明申し上げましたけれども、平成24年

度につきましては北海道の三笠市、それから東京の品川区や三鷹市のそれぞれ先進地視察

を行っております。新年度につきましても同様に、今年は三笠市はこういった公開研究会

とか予定していませんけれども、同じく先進地であります豊浦町に私ども事務局職員、そ

れから教育委員、それから学校管理者も含めながらお邪魔したいなというふうに考えてお

ります。また、道外につきましても同様に、昨年は東京のほうを視察しておりますけれど

も、同じように小中一貫教育で取り組んでいる市町村ございますので、そちらのほうに職

員を派遣する予定でございます。またあわせまして、本年１月に全国サミットということ

で、それぞれ全国の中で小中一貫教育を進めている町村が集まった中でサミットというこ

とで、今年は京都市のほうで行っておりましたけれども、同様に次年度につきましてはつ

くば市でそれが行われますので、そういったところに職員を派遣する中で情報を収集した

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。 
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〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 学校管理費に入りますが、実は予算計上されていないということでのお尋ね

をしたいと思います。ご承知のように、新学習指導要領、これによって平成25年より言語

活動重視の方向性が示され、その手段として新聞を教材として活用することの方向性が示

されたというふうに私も認識しているところですが、新聞を教材に活用するということは

予算化しても20万、30万になるかどうかという、全員が読むわけでもないと思いますし、

その教材を持って授業に利用するということなのだろうと思いますが、このことの本町の

対応について伺いたいと思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 学校図書館への新聞配備の費用についてというご質問だと思いますけれども、現在小学

校３校、それから中学校２校の現状の中でいきますと、浦幌中学校が平成23年度と平成24年

度２カ年間で学校図書館の整備を行ってきております。これにあわせまして、平成24年度

からになりますけれども、学校独自という形で図書館のほうに新聞を配備しているという

状況となっております。しかしながら、ほかの小学校とか中学校につきましては、従来か

ら学校ごとに新聞購読は行っておりますけれども、各学校図書館に配備するというような

ところまでは至っていないという状況でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 中学校に配備しているということですが、それをどのような形で言語活動の

要素として利用してきたのか、それから小学校について配備していないということなので

すが、先ほど申し上げましたが、その辺についての考え方。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまの再質問の関係なのですけれども、中学校につきましては学校

図書館の整備とあわせまして生徒たちがそれぞれ本の登録を行う、それからあわせまして

新聞をそちらの図書館のほうで読むということで実際授業とかでは活用はまだできていな

い分がありますけれども、図書館の中でほかの本と同様に新聞を見ながら最近の社会情勢

とか、そういったものを自分たちで勉強しているという状況となっております。また、配

備されていない小学校とか中学校の上浦幌中学校とかの関係になりますけれども、いずれ

にしても読むこととか聞くこと、それから話すことということの育成につきましては新聞

の活用が有効であるというふうに考えております。このような中で新学習指導要領の中で

も位置づけられまして、授業の中にも積極的に取り入れていくということの指導でござい

ますけれども、浦幌町は現在教育の日の取り組みを進めております。その中で平成24年度

につきましては読書活動ということで進めてまいりましたけれども、やはり朝読、家読の
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推進、そして学力向上と読書というのが深いつながりがあるということで、先般推進協議

会の中で打ち合わせを行って、平成25年度の予定について今打ち合わせを行ったところな

のですけれども、平成25年度につきましても同様に読書活動を推進していくということで

決定しております。また、この中では積極的に新聞を活用した授業ができないかというこ

とで、新聞を読んだり見たりすることもあるのですけれども、ご家庭で例えばスクラップ、

新聞を切り抜いて、そういった記事を題材にご家族の中で話をしていただくとか、そうい

ったことも新聞活用の中の一つではないかというご意見もいただいている中でございます

ので、各学校での学校図書館における新聞配備につきましても今後そういったことも踏ま

えながら前向きに検討してまいり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 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 現状の取り組みについて、よくわかりました。ただ、中学校も全部配備され

ていない、その辺についての決定というか、方向性については各学校それぞればらばらに

取り組みを決めるということなのですか。例えば浦幌の教育委員会が中学校はこういう取

り組みだよ、小学校はこういう取り組みだよということをきちっとどこかで協議があって

進めていることなのか。今のお話ですと、協議会ですか、で読書活動進める、新聞も取り

組むようにするということなのですが、学校によって取り組みが違うというのは学校に任

せてあると、指導要領という、こういうものが出ても学校に取り組みを任せてあるという

ことでこういうばらばらな取り組みになっているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいま杉江議員からご指摘のあったとおり、それぞれ学校独自という

のが現状でございまして、浦幌中学校の図書館に配備されているというのも学校配当予算

の中で学校独自に取り組んでいるところでございますけれども、やはり新学習指導要領に

基づいてということで今後につきましては小学校、中学校同じような条件の中で子どもた

ちにそういう環境を与えていくことが大事であるというふうに考えておりますので、教育

委員会の中でも議論をした中で統一的な取り組みをしてまいり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 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 小学校費の耐震診断調査委託料についてお聞きしたいと思います。学校施設

の非構造部材耐震点検ということなのですが、これについてどういう調査をするのか、調

査する方が誰なのか、それ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。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 この点につきましては、正保次長補佐のほうからご説明申し上げます。 
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〇正保教育次長補佐 それでは、今のご質問に対して私のほうから説明させていただきま

す。 

 まず最初に、非構造部材とはどういうものかといいますと、天井材、照明器具、バスケ

ットゴールなどの建物本体ではなくて、それに附属する設備を総称して非構造部材と言っ

ております。それで、２年前に発生いたしました東日本大震災では、東北地方などの学校

体育館の天井とか照明器具などが落下いたしまして児童生徒が負傷するという事例があり

ましたことから、国のほうでは非構造部材の耐震対策を早急に進めなければならないとい

うことで、非構造部材の耐震化を進めるには、まずは耐震点検を行って対策を必要とする

箇所を見つけることが始まりだということで、平成22年の３月に文部科学省のほうで学校

施設の非構造部材の耐震化ガイドブックというものを作成しまして、それに基づいて耐震

点検を実施するように今求められております。それで、点検内容につきましては、ボルト

やビスなどの取りつけ金具に腐食や緩みはないか、照明器具は支持材などにしっかり固定

されているかなど71の点検項目となっております。それで、耐震点検につきましては、可

能な限り平成25年度中、遅くても平成26年度中に完了して、問題があるところについては

平成27年度までに速やかに落下防止対策を完了するように文部科学省が目標年度を設定さ

れているところでございます。それで、点検業者のほうについては、民間のほうで業務委

託をするということになっております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 点検する業者ですけれども、これは設計事務所なのか、民間ということは建

設業者なのか、その辺ちょっとお聞きしたいのと、あと文教施設もそうですし、ほかの施

設もそうなのですが、いろいろな公共施設あると思うのですけれども、その辺については

どのように考えておるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問ですけれども、基本的に設計事務所ということの委託

の内容でございます。 

 また、ほかの施設の関係ですけれども、教育委員会の中でも学校施設のほかに社会教育

施設とか体育施設がございます。現時点では文部科学省から示されているのは、まずは学

校施設ということになっておりますので、追っかけ社会体育施設とか、そういった施設に

ついてもそういった通知に基づいたものがあるのではないかなというふうに現在のところ

は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 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまの公共施設全般という意味合いの中でのご質問かと思いますの

で、そのことについてをご説明させていただきます。 
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 ただいま教育次長のほうから説明ございましたとおり、まず学校施設という分が文科省

のほうでは示されたということで、ただほかの公共施設については現在のところそういう

分については指導的なことはございません。役場庁舎についても耐震診断の中でどのよう

に進めていくかということもございますけれども、構造的な分としてどういう取り扱いに

なっていくのかなということについて現在のところは進めているという分でご理解いただ

きたいと思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 この予算50万ということで、わずかなのですけれども、これ全小中学校とい

うことですが、これは小学校費と中学校費と分けないで一発ということなのですね。 

 それとあと、先ほど言われた27年までにある程度改修といいますか、直していくという

ことですけれども、結果出たら補正でも何でもすぐ対応できない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。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 まず、予算の関係ですけれども、小学校３校、それから中学校２校とい

うことで、小学校費の中で予算組みしておりますけれども、中学校も含めた中の５校とい

うことでご理解願いたいと思います。 

 また、診断結果に基づきます対応ですけれども、いろいろな診断結果の度合いというか、

ランクがあると思いますので、その中で中身を吟味した中で早急に対応しなければならな

いものが出てくるかもしれませんし、安藤議員のおっしゃるとおり、そういったものがあ

るかどうかも含めながら、あわせて27年度までということもございますけれども、そうい

った診断結果に基づきながらまた対応してまいり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、中尾議員。 

〇中尾議員 私も１点質問いたします。先ほども同じ質問をいたしました。工事請負費の

680万、ふるさとづくり寄附金であります。この寄附金で学校施設の遊具の改修をするとい

うこと、これも余りに知恵がないのではないでしょうか。せっかく寄附をして新しい事業

をしようというのに、今まである既存の施設の改修費に使うというのは、これは私はこう

いう部分について適さないと思うのです。今まであるものの改修は、それは普通の予算で

やればいいことであって、こういう子どもたちが健やかに育つ環境づくり事業として寄附

をいただいているわけですから、これはやはりもうちょっと知恵を使って新たな事業を、

子どもたちに対しての新たな事業をするということ、いろんな改修をするということは私

はだめというわけではないのです、決して。当然するべきことです。しかし、ずっと寄附、

先ほども同じこと言ったのですけれども、寄附をいただいて24年まで待って、25年度新た

にということでやるときに改修という話には私はならないと思うのです。それは、ちょっ

と余りにも知恵がなさ過ぎると。この辺についてもどうなのですか。事務局の中でやられ
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たのですか。教育委員会のほうでもどういう、民間の知恵も出されたのか、決定事項。次

の図書館も関連するのですけれども、図書購入も今までも指定寄附とかいろいろあるでは

ないですか、だから今までのをなぞっているだけで、せっかくこういう事業、寄附という

形で民間の気持ちをいただいているのだけれども、それを形にするときに余りに安易とい

うか、ちょっと知恵がなさ過ぎるし、これに関連すると一番下の大いなる田舎だって事業

なしと、科目がなかったので、どこかなと思ったら、よくよく考えたらこれまちづくり事

業だから、まちづくり政策課なのですか。ちょっと私もあれなのだけれども、こういう事

業がなしとか、せっかくこういう形で今まで寄附していただいた形が、今まで待って25年

度となったときの形が今までの部分の壊れたものの改修というのでは、私は寄附していた

だいた方が何だ、そんな改修に使われたのかというようなことに思う人もいるのではない

かなと思うのです。もっと知恵を使って新たな事業、この中では道外交流事業、これはい

いと思います。子どもたちをどんどん出して視野を広めてもらう、これは私いいと思いま

す。やっぱりそういうような形で私は使うべきではないかなと思うのです。根本的に全体

的にちょっと知恵が足りないなと、全体的な部分ですよ、今回もこれ教育委員会の部分で

もありますので、私はこれちょっとどうかなと。先ほどもそうでしたけれども、やっぱり

いろんな人方の知恵が入っていっていないのではないかなと。予算が足りないから今この

事業使ってというような形の中で、そういう全体的な知恵が入っていっていないような気

がしてならないのですけれども、この辺の決定事項の過程も含めてどうなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問の関係ですけれども、先ほど留真温泉の看板の関係で

ご質問ございましたので、同じく教育委員会の関係についてもどうなのかなというふうに

考えていたところなのですけれども、基本的に寄附をいただいたお金を利用するというこ

とで教育委員会としても新規事業とか、それからもともとある事業を例えば拡大するよう

な、そういった事業ということで模索はしたわけなのですけれども、中で相談した中では

そういった事業がなかなか見出せなかったというのが実態でございます。その中で当初か

らまちづくり計画の中では学校施設の遊具の整備ということで、改修という言葉にはなっ

ていますけれども、実際浦幌小学校、それから中央小学校、厚内小学校と年次計画で進め

る中でもともとの遊具を撤去して、そしてもともとの遊具というのは学校が建設された当

時からの古いものですので、今どきの新しい形の複合型の遊具とか、そういったものを更

新するというような内容でしたので、ちょっとイメージ的に24年度も整備しておりますの

で、浦幌小学校に足を運んでいただいて見ていただければ、ごらんいただけるかなと思う

のですけれども、昔とはないような形の遊具を設置したというような状況ですので、25年

度につきましてもそういった中で活用させていただきたいということの中身で進めている

ということなものですから、ご理解いただきたいということと、あわせまして図書の購入

につきましても例年同じ金額を上程しながら図書の購入を行っております。中尾議員のお
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っしゃるとおり、町内の方から寄附をいただいて購入している分もございますけれども、

そういった中であわせまして全体金額は変わりませんけれども、この寄附を活用しながら

使っていくということの中で整理をさせていただきました。このようなことで不十分かも

しれませんけれども、ご理解のほどお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 もう一つ、決定過程の部分でどういうような審議の状況の中でこういうよう

なことになったのかなというところももう一度答弁いただきたいというふうに思っていま

す。 

 それと、要するに屋外の遊具の改修ではなくて更新ということですね、そうすると。新

しくね。改修だから、壊れたものを直したとか、ペンキ塗ったとか、こういうようなイメ

ージがあるのですが、そういうことではなくて、全く新しい今までと違う状況の中でのそ

ういう屋外の施設を整備したと、こういうことであれば、説明資料の部分も表現の仕方を

ちょっと変えられたらいいかなというふうに、改修ということだとやっぱりペンキ塗った

とか、壊れたところ直したとかというような感じになりますし、そういったことで新たに

考え直してそういう場所、屋外施設をつくったということであれば、また捉え方も違うの

かなというような気がいたします。その辺については、わかりました。ただ、どっちにし

ても先ほども言ったのですけれども、やっぱり本当にいろんな民間の知恵とか、教育委員

長さんも含めての教育委員さんのいろんな意見を含めて私はもっと独創的な、浦幌そんな

ことやるのというような、せっかく寄附していただいた人も私たちの寄附がどういうふう

に使われたかとやっぱり思うではないですか。浦幌町内、町外、道外の人もいるではない

ですか。ホームページとか、そういうものを見たときに俺たちの寄附がこういうふうに使

われたのだなと、そしたらまたしようということになってくるわけだし、そういういいプ

ラスのイメージ、印象を与えることが私はやっぱり本当にせっかくこういうやろうとして

いることにはプラスになると思います。ですから、私今後ぜひ、ちょっと過程のこと今聞

いていませんけれども、過程のことをお聞きしながら、もし前回と同じように事務局レベ

ルの中で決めているのなら、やっぱりせっかくこういう部分についてはいろんな人の意見

を取り入れるような形の中で事業計画を組んでいただきたいということをお願いしたいと

思いますけれども、答弁求めます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 まちづくり交付金事業全体のことについてだというふうに思いますし、先ほ

ど留真の看板のお話も出ました。いろいろ庁内、中で検討させていただきました。庁外に

声を聞いていないというご指摘はありますけれども、庁内で検討させていただきました。

私は、今までふるさとづくり寄附については1,000万超えた段階で考えましょうという話を

議会の皆さんにお話をさせていただきました。25年、急速に伸びたふるさとづくり事業費

を使ってやるということでありました。まず、第１に考えるのは、これは継続事業はでき
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ませんよというお話をさせていただきました。これは、短期の、寄附金でやるものですか

ら継続事業ではないもの、これを選ばないとならないだろうというふうに思っていました。

それと同時に、全体にやっぱりふるさとづくり寄附金ですから、浦幌町を応援していただ

いたという皆さんの厚意が集まったものだろうというふうに捉えさせていただきました

し、もともとこの３つの事業の中から選択しようということでそれぞれ指定していただい

ている寄附金でありますから、この３つの事業の中でどういうことが寄附金を使うのが一

番いいのかなということでいろいろ検討させていただきました。余りにも知恵がないので

はないかというお話でありますけれども、私はやっぱりまちづくり全体で予算の中で活用

させていただきたいということでありまして、先ほど言ったように継続事業はできないと、

ソフトではないということから、ハード事業を選択させていただいていました。先ほど留

真の看板のことについてもお話をさせていただいたところでありまして、町の活性化含め

てそういうものを活用していこうということでありました。この図書館の学校教育につい

ても、やはり基本的にはそういう感覚の中で今町全体の教育振興とか観光とか、そういう

もの含めてどのような使い方があるのかということを検討させていただいて、今お話しし

たような中でこの事業を選択したということであります。ほかの町の事例もいろいろ調べ

させてもらいましたけれども、やっぱりほかの町もそのような使われ方をしているという

ことでありまして、特段すばらしいものというのはいいのかもしれませんけれども、そう

なるとソフト事業とか継続事業になってしまうというのはちょっとできないなということ

から、こういう事業に使わせていただいたということであります。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 小学校と中学校の教育課程の中でアイヌ民族に関する歴史と現在、こういっ

た教科書の副読本用に財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構が用意してあります。こう

いった教師用の指導書と子ども用の本と用意されていると思うのですけれども、その利用

実態、小学校の場合何年で利用されるか、中学校の場合は何年で、学年でですね、利用さ

れるか教えていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 ただいま差間議員からご質問のありました副読本、これにつきましては財団法人アイヌ

文化振興・研究推進機構から発行されている副読本だというふうに思いますけれども、こ

れにつきましては平成13年から各学校に配置されておりまして、現在は小学校４年生と、

それから中学校２年生に全員配付ということの内容でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 配置されて子どもたちに配られた後、授業ではどのように取り上げているか

ご質問いたします。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 それぞれ小学校４年生と中学校２年生に配置されておりますけれども、

町がつくっております副読本、これは３、４年生に配付しております。これと同様な形で

各学校の中の歴史とか文化、それから社会科の授業などでそれぞれの学年に応じた中で教

材として活用しているということでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 この内容については、以前も申し上げたのですけれども、道議会でも、それ

から国の参議院議員でも取り上げられておりまして、非常に難しい内容をたくさん含んで

いると思います。こういった教育を指導する場合、先生たちの何か共通した見解、それと

こういった教育をするときに先生たちの研修、そういったことは今までやられているので

しょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいまのご質問ですけれども、特にアイヌの人たちの歴史とか文化にか

かわりましては大変重要な学習課題であると思います。それで、まず研修の主体は道教委

でございまして、この道教委の中では５年研とか10年研とか各種の研修がございまして、

その中にはそちらのほうで今機構が出されたものも参考にしながら、まずは先生方に正し

い理解をしていただくということでやっております。それがそのまま十勝管内にもおりて

きておりますので、同じように取り組みをさせていただいております。特に毎年出してい

るのですが、直近では23年の３月に北海道教育委員会のほうから北の大地に根ざした豊か

な学び推進事業というのがございまして、総合的な学習の時間の中で北方領土の学習、そ

れからアイヌの学習、それを事細かに何年生ではこういうような流れでやりましょうとい

うことのモデルケースが出ておりまして、学習指導案のような形で出ておりまして、これ

は各現場にも渡っております。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 大変手がけるにも難しく、理解するのにも難しい内容がたくさんございます。

とりあえずは、私どもアイヌ協会本部主催しております北海道大学、札幌医大、そのほか

我々のような各地に存在しておりますアイヌが主催している行事が多々あります。とりあ

えず北海道大学の遺骨に対する慰霊祭、札幌医大の遺骨に、我々の骨が残されてきたその

遺骨に対する慰霊祭、こういったことにも教育委員会としてもぜひとも参加していただい

て、私たちがどういうふうにお祈りをしているか、こういったことももし理解する機会が

あれば、私たちを理解するのにも大変大きな助けになっていくと思います。今年もまた行

事が予定されております。今後ともこういった我々が主催する行事に教育委員会として教

員またはいろいろな教育に携わる人たちを派遣する意思があるかどうか、それをお聞きし
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ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいま初めてそういったご提案をいただきました。この場でそれに参加

するとか、教育委員会として参加するとか教員を送るとかいうことをお示しすることはで

きませんし、その立場でもないというふうに考えております。いずれにしましても、まず

はアイヌの人たちの歴史や文化を正しく伝えていく、そういう研修を重ねていく、そうい

った教職員が子どもたちの教育に当たっていくということがまず私たちに求められている

仕事なのかなと思っておりますので、この場ではその考え方については差し控えさせてい

ただきます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 答弁大変ありがとうございます。私たちの存在は、先住民族と認められまし

た。先住民族と認められることによって、いろいろな権利がその国との間で発生してまい

ります。それについては、国連は非常に気にかけておりまして、国際先住民年、これ10年

間行いまして、世界中で啓発を行ってきたのですけれども、これがなかなか権利宣言にま

とまらず、続いて10年間延長してやっと国際先住民の権利宣言ができました。もちろん私

たちの国、衆参両院でも私たちのことを先住民族と認めてくれております。政府もそのこ

とを受けまして、表現は違うのですけれども、民主党政権の中で認めていただきました。

しかし、それ以降全く国の政策は進んでおりません。私たちは、ここの場でもちろん要求

する問題ではないのですけれども、大変歯がゆい思いをしてアイヌ協会本部として今動き

出そうとしております。私たちがこの日本にこの辺境の地、北海道に存在しております。

このことをぜひ子どもたちに教育していただけますよう要望いたしまして、私の質問とい

たします。返答は要りません。ありがとうございます。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 確認という形になろうかと思いますけれども、97ページの学校保健費、その

中の13節、教職員の方々の健康診断ということがありますけれども、これ教職員全員が健

康診断を受けられたということでよろしいのかどうなのか、まずそこから聞きたいと思い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 基本的には、教職員全員の予算ということで計上しているところでござ

います。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 説明資料見ますと、ごく一般、身体にかかわる問診から始まってエックス線

まででございますけれども、今学校の中でもいろいろな問題が提起されている中で、子ど

もたちにとっては危険行為も含めて最悪の場合自殺までなるのかなという中にあっては、
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現場にある先生方というのはかなりな配慮も含めて大変な思いをしているのかなと、そう

いったことの中でこういった検査も含めた中でもう一歩進んで精神面といいますか、そう

いったことまでも診てもらうという言い方も失礼かもしれませんけれども、そういった健

診というか、そういうことも必要なのかなと思いますけれども、委員会としてはとりあえ

ずはこの予算の中でやるのでしょうけれども、今後においてそのような考えはあるのかな

いのか、ちょっとそれ聞いておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問ですけれども、基本的には一般的な血圧測定から始ま

りまして、そういった検査ということで行っておりますけれども、二瓶議員がおっしゃっ

たメンタル面の研修、それから確認につきましては十勝教育局を通じながらそういったと

ころの機会を利用しているところでございますので、引き続き局とも連携をとりながら教

職員がそういったことで悩んだり、それからそういったものを抱えたりしないような状況

を引き続き取り組んでまいり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 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５項１目社会教育総務費から６項３目給食セ

ンター管理費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 103ページをごらん願います。５項社会教育費、１目社会教育総務費、本

年度予算額3,291万6,000円、この目につきましては社会教育、文化振興及び文化財保護並

びに関係団体への事業支援、そして職員人件費に要する経費でございます。減額の主なも

のは、職員の人件費で343万2,000円の減、旅費は費用弁償で４万4,000円の減、普通旅費で

６万9,000円の減、研修旅費で24万8,000円の減、これらを合わせまして36万1,000円の減、

18節備品購入費で17万円の減額という内容でございます。１節報酬については、一般会計

予算説明資料32ページをご参照願います。 

 104ページをごらん願います。２目公民館運営費、本年度予算額4,096万8,000円、この目

につきましては町内４つの公民館の管理運営と施設維持に要する経費でございます。増額

の主なものは、７節賃金で常勤の上浦幌公民館長の賃金229万2,000円の増、11節需用費の

うち燃料費で65万7,000円の増、印刷製本費で88万1,000円の減、光熱水費で３万円の減、

修繕料で36万6,000円の増、賄い材料費で5,000円の増、これらを合わせまして11万7,000円

の増、13節委託料は保守管理業務委託料で54万4,000円の増、管理業務委託料で11万4,000円

の減、これらを合わせて43万円の増、15節工事請負費で890万円の増額という内容でござい

ます。減額の主なものは、１節報酬は公民館長報酬で100万7,000円の減、12節役務費は手

数料で23万5,000円の減、18節備品購入費で73万6,000円の減額という内容でございます。
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１節報酬、７節賃金、11節需用費、13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費につい

ては、一般会計予算説明資料32ページをご参照願います。 

 105ページをごらん願います。３目博物館費、本年度予算額199万6,000円、この目につき

ましては博物館の企画展や資料収集及び保存などの管理運営に要する経費でございます。

１節報酬、11節需用費については、一般会計予算説明資料32ページをご参照願います。 

 106ページをごらん願います。４目高齢者学級開設費、本年度予算額50万6,000円、この

目につきましては高齢者を対象として４つの公民館ごとに開設している４寿大学の運営費

と寿大学生が一堂に会する４寿大学交流会の事業に要する経費でございます。特に説明を

加えることはございません。 

 ５目青少年教育費、本年度予算額362万5,000円、この目につきましては子ども会活動奨

励や少年教育に要する経費でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につ

いては、一般会計予算説明資料32ページをご参照願います。 

 107ページをごらん願います。６目家庭教育学級開設費、本年度予算額29万6,000円、こ

の目につきましては小中学校の校下に開設されている家庭教育学級４学級の運営に要する

経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

 ７目図書館管理費、本年度予算額3,753万5,000円、この目につきましては図書館の管理

運営及び教育文化センターの維持管理に要する経費でございます。増額の主なものは、７

節賃金で181万5,000円の増、11節需用費のうち燃料費で22万5,000円の増、印刷製本費で１

万3,000円の増、修繕料で４万1,000円の増、これらを合わせて27万9,000円の増、13節委託

料は保守管理業務委託料で33万3,000円の減、管理業務委託料で36万7,000円の増、警備保

安業務委託料で３万2,000円の増、書誌データ作成業務委託料で６万円の増、これらを合わ

せて12万6,000円の増、15節工事請負費で180万円の増額という内容でございます。減額の

主なものは、職員の人件費で479万8,000円の減、12節役務費は通信運搬費で5,000円の減、

手数料で26万4,000円の減、これらを合わせまして26万9,000円の減額という内容でござい

ます。１節報酬、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、18節備品購入費

については、一般会計予算説明資料32ページをご参照願います。 

 109ページをごらん願います。６項保健体育費、１目社会体育総務費、本年度予算額752万

4,000円、この目につきましては社会体育事業及び関係団体への事業支援と職員人件費に要

する経費でございます。増額の主なものは、職員の人件費で14万1,000円の増、９節旅費は

費用弁償で３万9,000円の増、普通旅費で１万3,000円の増、これらを合わせて５万2,000円

の増、18節備品購入費で４万5,000円の増、19節負担金、補助及び交付金は青年等対外競技

出場奨励費補助金で50万円の増額という内容でございます。減額の主なものは、11節需用

費は消耗品費で３万3,000円の減、12節役務費は手数料で１万5,000円の減額という内容で

ございます。１節報酬、19節負担金、補助及び交付金については、一般会計予算説明資料

33ページをご参照願います。 

 110ページをごらん願います。２目社会体育施設費、本年度予算額7,760万8,000円、この
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目につきましては町民球場、アイスアリーナ、町民スケートリンク等及び学校開放事業並

びに指定管理者に管理を委託しているパークゴルフ場、総合スポーツセンター、浦幌スイ

ミングプール、健康公園に要する経費でございます。増額の主なものは、７節賃金で36万

円の増、11節需用費のうち消耗品費で40万2,000円の増、燃料費で972万9,000円の増、光熱

水費で90万3,000円の減、修繕料で119万2,000円の減、これらを合わせまして需用費総体で

803万6,000円の増、15節工事請負費は225万円の増額という内容でございます。減額の主な

ものは、13節委託料は管理業務委託料で５万2,000円の増、指定管理委託料705万5,000円の

減、これらを合わせまして委託料総体で700万3,000円の減、18節備品購入費で60万9,000円

の減額という内容でございます。昨年の予算審議でご説明しておりますが、昨年の当初予

算では総合スポーツセンターの燃料費を指定管理料に含んでおりましたが、Ａ重油が高ど

まりに推移していることや冬期間の夜間運転に伴うＡ重油使用量が当初計画よりふえたこ

となどを総合的に勘案しまして、指定管理者と協議の結果、平成24年度から平成27年度ま

での指定管理期間の総合スポーツセンターの燃料費につきましてはＡ重油に係る経費を指

定管理料から除き、町が納入業者に直接支払うことになっております。このため、昨年６

月の第２回定例会におきまして燃料費を追加補正しまして、指定管理料から当初の燃料費

相当分を減額したため、当初予算につきましても燃料費が増額、また指定管理料が減額と

いう内容でございます。11節需用費、13節委託料、15節工事請負費については、一般会計

予算説明資料33ページをご参照願います。 

 111ページをごらん願います。３目給食センター管理費、本年度予算額9,091万1,000円、

この目につきましては学校給食センターの管理運営及び施設維持に要する経費でございま

す。増額の主なものは、職員の人件費で21万7,000円の増、７節賃金で13万3,000円の増、

13節委託料は保守業務委託料で34万3,000円の増、管理業務委託料で７万8,000円の増、検

便検査委託料で３万6,000円の減、学校給食用食材放射能検査委託料で７万2,000円の増、

健康診断委託料で６万円の増、これらを合わせまして委託料総体で52万1,000円の増、18節

備品購入費で37万6,000円の増額という内容でございます。減額の主なものは、９節旅費の

普通旅費で３万9,000円の減、11節需用費のうち消耗品費で12万5,000円の増、燃料費で４

万2,000円の減、光熱水費で80万3,000円の減、修繕料で11万3,000円の増、賄い材料費は児

童生徒数の減少によりまして40万6,000円の減、これらを合わせまして需用費総体で101万

3,000円の減、15節工事請負費で50万円の減額という内容でございます。１節報酬、13節委

託料、15節工事請負費、18節備品購入費については、一般会計予算説明資料34ページから

35ページをご参照願います。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 以上で歳出の審議を終了いたします。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 
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午後 ３時５２分  休憩 

午後 ３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。 

 これより歳入の審議を行います。 

 初めに、昨日説明を受けた第３表、地方債までで質疑を許します。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１款町税から12款使用料及び手数料までの説

明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 12ページをお開き願います。また、予算説明資料２ページから３ペー

ジをご参照願います。２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人、本年度予算額１億8,295万

円、本年度の積算につきましては平成24年度の確定金額をもとに秋サケ漁の不振による漁

業所得の減、経済動静からの給与所得等の減を見込み、推計いたしました。 

 ２目法人、本年度予算額2,344万5,000円、この目につきましては法人数146法人に係るも

のでございます。前年度当初予算比で218万2,000円の減につきましては、国の法人税にお

いて中小法人等の軽減税率等の特例措置により税率の引き下げに伴いまして法人町民税の

課税標準が減となるものでございます。 

 ２項１目固定資産税、本年度予算額２億5,055万円、現年度課税分で69万7,000円の増で

ございます。この税額の内訳につきましては、土地で4,157万2,000円、前年対比で0.1％の

増、家屋で１億1,080万円、4.83％の増、償却資産で9,735万3,000円、4.40％の減でござい

ます。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額86万円、この目につきましては国等が

所有する固定資産の貸付資産に対する固定資産税相当額分として市町村に交付されるもの

でございます。 

 ３項１目軽自動車税、本年度予算額1,169万4,000円、この目につきましては原動機付自

転車を初めとする軽自動車11種類3,080台の登録に係るものでございます。前年度当初予算

対比で登録台数10台の増、税額では現年度課税分14万5,000円、1.26％の増で、主なものと

いたしましては４輪乗用自家用車の増でございます。 

 ４項１目町たばこ税、本年度予算額4,760万円、この目につきましては紙巻きたばこで

900万本、旧３級品紙巻きたばこで68万本のたばこの消費を見込んでいるものでございま

す。710万円の増につきましては、平成25年４月１日からの税率改正によりまして1,000本

当たり税額が紙巻きたばこで644円、旧３級品で305円引き上げられることによるものでご

ざいます。 

 ５項１目入湯税、本年度予算額199万5,000円、この目につきましては留真温泉において
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中学生以上の入浴者１人につき70円を納付していただくものでございます。入浴者数につ

きましては、２万8,500人を見込んでいるものです。 

〇鈴木総務課長 続きまして、引き続き13ページから説明させていただきます。 

 ２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税、本年度予算額2,800万円、前年度比200万

円の増でございます。１節地方揮発油譲与税につきましては、説明資料３ページに記載の

とおりでございます。 

 ２項１目自動車重量譲与税、本年度予算額7,230万円、前年度比530万円の増は、１節自

動車重量譲与税で説明資料３ページに記載のとおりでございます。 

 ３款１項１目利子割交付金、本年度予算額130万円、前年度比40万円の減は、１節利子割

交付金で説明資料４ページに記載のとおりでございます。 

 ４款１項１目配当割交付金、本年度予算額30万円、前年度比５万円の増は、１節配当割

交付金で説明資料４ページに記載をしてございます。 

 ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、本年度予算額10万円、前年度と同額の内容でご

ざいます。１節株式等譲渡所得割交付金につきましては、説明資料４ページに記載のとお

りでございます。 

 14ページをお開き願います。６款１項１目地方消費税交付金、本年度予算額5,000万円は、

前年度比同額でございます。１節地方消費税交付金につきまして、４ページに記載のとお

りでございます。 

 ７款１項１目自動車取得税交付金、本年度予算額1,600万円、前年度比300万円の増は、

１節自動車取得税交付金で説明資料４ページに記載のとおりでございます。 

 ８款１項１目地方特例交付金、本年度予算額40万円、前年度比660万円の減は、１節地方

特例交付金の内容で説明資料４ページに記載をしてございます。 

 ９款１項１目地方交付税、本年度予算額33億7,000万円、前年度比１億6,000万円の増は、

１節地方交付税におきまして普通交付税31億7,000万円は前年度比１億4,000万円、4.62％

の増の内容であります。また、特別交付税２億円につきましては、前年度比2,000万円、

11.11％増の内容となるものでございます。 

 10款１項１目交通安全対策特別交付金、本年度予算額100万円、前年度比10万円の減は、

１節交通安全対策特別交付金になるもので説明資料４ページに記載をしてございます。 

 11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金1,503万円、前年度比116万

6,000円の減は、１節農業費分担金におきまして浦幌地区担い手支援型畑総整備事業受益者

分担金の内容でありまして、説明資料４ページに記載をしてございます。 

 ２項負担金、１目民生費負担金１億1,843万4,000円、前年度比117万4,000円の減は、１

節社会福祉費負担金410万円、内容につきまして重度心身障害者医療費負担金、ひとり親家

庭等医療費負担金、いずれも説明資料４ページに記載をしてございます。２節児童福祉費

負担金1,366万7,000円は、認可保育所保育料、学童保育所保育料、へき地保育所保育料、

一時保育保育料、それぞれにつきまして説明資料４ページから５ページにかけて記載をし
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てございます。３節児童福祉費負担金滞納繰越分20万円。４節老人福祉施設費負担金

1,195万2,000円は、老人福祉施設入所者費用徴収金でありまして、説明資料５ページに記

載をしてございます。５節老人保護措置費負担金8,851万5,000円は、事務費負担金と生活

費負担金から成るもので、説明資料５ページに記載をしてございます。 

 ２目衛生費負担金、本年度予算額50万円、前年度比20万円の増につきましては、１節保

健衛生費負担金で乳幼児医療費負担金に係るもので説明資料５ページに内容を記載してご

ざいます。 

 ３目農林水産業費負担金、本年度予算額2,419万3,000円、前年度比218万2,000円の減は、

１節農業費負担金において2,069万9,000円、内容につきましては農業団地センター管理負

担金、稲穂地区国営農地開発事業受益者負担金並びに食料供給基盤強化特別対策事業負担

金（浦幌地区）の内容で、説明資料５ページのとおりでございます。２節農業費負担金滞

納繰越分349万4,000円は、稲穂地区国営農地開発事業受益者負担金滞納繰越分の内容でご

ざいます。 

 ４目教育費負担金、本年度予算額2,245万3,000円、前年度比50万6,000円の減は、１節教

育費負担金におきまして2,235万2,000円、学校給食負担金及び幼稚園給食負担金につきま

しては説明資料５ページに記載のとおりとなってございます。次の16ページをお開き願い

ます。２節教育費負担金滞納繰越分10万1,000円は、学校給食負担金滞納繰越分と幼稚園給

食負担金滞納繰越分の内容となるものでございます。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料、本年度予算額118万5,000円、前

年度比１万円の減でございますけれども、１節町有バス使用料1,000円、２節行政財産使用

料113万4,000円は説明資料５ページに記載の内容となっております。３節地域会館使用料

５万円。 

 ２目民生使用料、本年度予算額2,882万4,000円、前年度比19万5,000円の増となるもので

ございます。１節社会福祉使用料は、生活館使用料の内容となっております。２節児童福

祉使用料252万1,000円は、児童館使用料及び子ども発達支援センター使用料の内容となっ

ており、子ども発達支援センター使用料につきましては説明資料５ページに記載となって

ございます。３節介護サービス使用料2,630万2,000円は、介護予防サービス計画使用料と

介護サービス使用料となるもので説明資料５ページに記載のとおりでございます。 

 ３目衛生使用料、本年度予算額50万4,000円は、前年度と同額の内容でございます。１節

保健衛生使用料50万4,000円で、内容といたしましては葬斎場使用料と墓地使用料の内容で

あり、説明資料６ページに記載をしてございます。 

 ４目農林水産業使用料、本年度予算額11万円は、前年度と同額の内容であります。１節

農業使用料11万円におきまして、農業団地センター使用料の内容となるものでございます。 

 ５目土木使用料、本年度予算額9,073万3,000円、前年度比213万2,000円の減は、１節公

営住宅使用料4,656万円、２節改良住宅使用料2,793万6,000円、３節特定公共賃貸住宅使用

料756万6,000円、４節公営住宅等駐車場使用料161万2,000円、５節住宅使用料滞納繰越分
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160万円、６節道路河川使用料545万8,000円、７節都市公園使用料1,000円となるものでご

ざいますけれども、１節から４節、そして６節につきましては説明資料６ページに記載の

とおりとなるものでございます。 

 ６目教育使用料、本年度予算額454万2,000円、前年度比32万4,000円の増につきましては、

１節幼稚園保育使用料において240万7,000円につきましては説明資料６ページに記載のと

おりでございます。２節幼稚園保育使用料滞納繰越分7,000円。３節社会教育使用料118万

8,000円は、中央公民館使用料、上浦幌公民館使用料、厚内公民館使用料、吉野公民館使用

料、各４館の使用料でございまして、説明資料６ページに記載のとおりとなってございま

す。４節保健体育使用料94万円は、浦幌町民球場使用料、アイスアリーナ使用料、軽スポ

ーツセンター使用料の内容となるもので、それぞれ説明資料６ページに記載のとおりとな

ってございます。 

 ２項手数料、１目総務手数料、本年度予算額305万9,000円は、前年度と同額の内容とな

るものでございます。１節総務手数料303万7,000円は、戸籍手数料108万8,000円、住民登

録手数料75万円、諸証明手数料119万円におきましては説明資料６ページに記載のとおりと

なるものでございます。次の18ページをごらんおき願います。２節税務手数料２万2,000円

は、臨板手数料の内容であります。 

 ２目衛生手数料、本年度予算額852万6,000円、前年度比33万4,000円の増は、１節衛生手

数料において25万6,000円、このことにつきましては畜犬登録手数料、注射済み票交付手数

料、いずれも説明資料７ページに記載のとおりとなるものでございます。２節清掃手数料

827万円は、ごみ処理手数料の内容でございまして、説明資料７ページに記載のとおりとな

ってございます。 

 ３目農林水産業手数料、本年度予算額１万2,000円は、前年度と同額となるものでござい

ます。１節農業手数料１万2,000円は、現地目証明手数料と耕作証明等手数料において説明

資料７ページに記載のとおりとなってございます。 

 ４目教育手数料、本年度予算額1,000円は、前年度と同額となるもので、１節図書館手数

料におきまして図書館資料複製手数料の内容となるものでございます。 

 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、ここで説明員が退席しますので、暫時休憩いたし

ます。 

 

午後 ４時０９分  休憩 

午後 ４時１０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 
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 次に、13款国庫支出金から20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 引き続き18ページをごらんおき願います。13款国庫支出金、１項国庫負

担金、１目民生費国庫負担金、本年度予算額１億2,601万8,000円、前年度比1,083万9,000円

の増は、１節障害者福祉費国庫負担金7,500万8,000円、このことにつきましては補装具給

付費国庫負担金、障害介護給付費国庫負担金、障害児施設給付費等国庫負担金、自立支援

医療給付費国庫負担金、それぞれにつきまして説明資料７ページに記載をしてございます。

２節国民健康保険事業保険基盤安定国庫負担金306万6,000円は、説明資料７ページに記載

をしてございます。３節児童福祉費国庫負担金4,794万4,000円につきましても説明資料７

ページに記載のとおりとなってございます。 

 ２目衛生費国庫負担金、本年度予算額78万1,000円は、新たな目として比較78万1,000円

の増となるものでございます。１節保健事業国庫負担金56万円は、がん検診推進事業国庫

負担金で説明資料７ページに記載のとおりでございます。２節保健衛生費国庫負担金22万

1,000円は、未熟児養育医療給付費国庫負担金で説明資料７ページに記載のとおりとなるも

のでございます。 

 次のページの老人医療費国庫負担金につきましては、廃目整理でございます。 

 ２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金、本年度予算額585万2,000円、前年度比132万

7,000円の減でございます。１節障害者福祉費補助金75万2,000円は、地域生活支援事業補

助金、障害程度区分認定等事業費補助金の内容で説明資料７ページに記載をしてございま

す。２節児童福祉費補助金510万円は、次世代育成支援対策交付金で説明資料７ページに記

載をしてございます。 

 ２目商工費国庫補助金、本年度予算額50万円、前年度比87万5,000円の減でございます。

１節商工費補助金50万円は、社会資本整備総合交付金で民間住宅施策の推進事業となるも

ので説明資料８ページに記載となってございます。 

 ３目土木費国庫補助金、本年度予算額１億8,035万5,000円、前年度比5,685万5,000円の

減は、１節土木総務費補助金１億8,035万5,000円で、内容といたしましては社会資本整備

総合交付金において地域活力基盤創造交付金１億2,910万円、住宅・建築物安全ストック形

成事業補助金８万6,000円、地域住宅交付金5,116万9,000円となるもので、説明資料８ペー

ジにそれぞれ記載をしてございます。 

 ４目教育費国庫補助金、本年度予算額10万円は、前年度と同額でございます。１節小中

学校費補助金９万9,000円は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補

助金で説明資料８ページに記載をしてございます。２節幼稚園費補助金1,000円でございま

す。 

 次の総務費国庫補助金につきましては、廃目整理でございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額５万1,000円、前年度比３万4,000円の増

は、１節総務費委託金５万1,000円の内容で、自衛官事務委託金１万1,000円、中長期在留
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者住居地届け出等事務委託金４万円の内容となるものであります。 

 ２目民生費委託金、本年度予算額141万5,000円、前年度比９万5,000円の減でございます。

１節社会福祉費委託金140万4,000円は、基礎年金等事務費交付金の内容であります。次の

ページをお開き願います。２節児童福祉費委託金１万1,000円は、特別児童扶養手当事務取

扱交付金の内容であります。 

 ３目土木費委託金、本年度予算額530万円は、前年度と同額の内容であります。１節河川

費委託金530万において、救急排水施設管理業務委託金の内容でありまして、説明資料８ペ

ージに記載をしてございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金、本年度予算額2,912万4,000円、前

年度比7,000円の増でございます。１節地籍調査事業道負担金の内容でありまして、2,912万

4,000円は説明資料８ページに記載をしてございます。 

 ２目民生費道負担金、本年度予算額8,574万4,000円、前年度比274万4,000円の増でござ

います。１節社会福祉費道負担金160万3,000円は、民生委員経費道負担金で説明資料８ペ

ージに記載をしてございます。２節障害者福祉費道負担金3,750万4,000円は、補装具給付

費道負担金、障害介護給付費道負担金、障害児施設給付費等道負担金、自立支援医療給付

費道負担金におきましてそれぞれ説明資料８ページに内容について記載をしてございま

す。３節国民健康保険事業保険基盤安定道負担金1,882万5,000円につきましては、説明資

料８ページに記載のとおりでございます。４節後期高齢者医療保険基盤安定拠出金1,693万

9,000円につきましても説明資料８ページに記載をしてございます。５節児童福祉費道負担

金1,087万3,000円は、児童手当道負担金で説明資料８ページに記載をしてございます。 

 ３目衛生費道負担金、本年度予算額21万6,000円、前年度比９万6,000円の増でございま

す。１節保健事業道負担金10万6,000円は、老人保健事業費道負担金として説明資料９ペー

ジに内容を記載してございます。２節保健衛生費道負担金11万円は、未熟児養育医療給付

費道負担金で説明資料９ページに記載をしてございます。 

 次のページの老人医療費道負担金につきましては、廃目整理でございます。 

 ２項道補助金、１目総務費道補助金、本年度予算額10万5,000円、前年度比４万7,000円

の増で、１節総務費補助金10万5,000円におきましては土地利用規制等対策事業交付金10万

円、移動通信用鉄塔施設整備事業費起債償還費補助金5,000円となるものでございます。 

 ２目民生費道補助金、本年度予算額985万3,000円、前年度比310万円の減でございます。

１節社会福祉費補助金865万6,000円は、重度心身障害者医療費助成事業補助金から障害者

自立支援法円滑化特別対策事業補助金までにつきましての内容で、説明資料９ページに記

載をしてございます。２節児童福祉費補助金37万8,000円は、地域づくり総合交付金、発達

支援センター事業分と子ども発達支援事業補助金、専門支援事業分で、それぞれ説明資料

９ページに記載をしてございます。３節老人福祉費補助金81万9,000円は、老人クラブ運営

費補助金で説明資料９ページに記載をしてございます。 

 ３目衛生費道補助金、本年度予算額295万7,000円、前年度比180万1,000円の減は、１節



 － 72 － 

衛生費補助金におきまして295万7,000円で、乳幼児医療費助成事業補助金及び乳幼児医療

費助成事業事務費補助金の内容でありまして、説明資料９ページに記載をしてございます。 

 ４目農林水産業費道補助金、本年度予算額6,628万7,000円、前年度比2,210万1,000円の

増でございます。１節農業費補助金3,483万1,000円におきましては、経営所得等安定対策

直接支払推進事業補助金から大家畜経営活性化資金利子補給補助金まで、それぞれ説明資

料９ページに内容を記載してございます。次の22ページをお開き願います。同じく１節の

内容でございます。大家畜経営改善支援資金利子補給補助金２万2,000円は説明資料10ペー

ジ、消費・安全対策事業補助金11万3,000円は説明資料９ページ、浦幌太地区基幹水利施設

管理事業補助金から環境保全型農業直接支援対策事業補助金、推進活動支援事業分でござ

いますけれども、164万円から12万6,000円までにつきましては説明資料10ページに記載の

とおりとなってございます。青年就農給付金事業補助金600万円、戸別所得補償経営安定推

進事業補助金550万円につきましては、いずれも説明資料10ページに記載をしてございま

す。２節林業費補助金3,145万6,000円は、地域づくり総合交付金、未来につなぐ森づくり

推進事業補助金、林道上厚内線開設事業補助金、それぞれ説明資料10ページに記載のとお

りとなってございます。 

 ５目教育費道補助金、本年度予算額15万6,000円、前年度比５万6,000円の増となるもの

で、１節社会教育費補助金におきまして15万6,000円は学校・家庭・地域の連携による教育

支援活動促進事業補助金として説明資料10ページに内容を記載してございます。 

 次の労働費道補助金につきましては、廃目整理でございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額1,570万5,000円、前年度比688万2,000円

の内容となるもので、１節総務費委託金８万4,000円は北海道権限移譲事務交付金に係るも

ので、それぞれ電子署名認証等事務1,000円、一般旅券の発給申請等事務７万4,000円、そ

の他1,000円、特定非営利法人関係事務8,000円となるものの内容でございます。２節徴税

費委託金712万円は、道税の徴収取り扱い委託金で説明資料10ページに記載をしてございま

す。次のページの３節選挙費委託金794万3,000円は、参議院議員選挙費委託金として説明

資料10ページに記載のとおりでございます。４節統計調査費委託金55万8,000円につきまし

ては、工業統計調査委託金、学校基本調査委託金、住宅・土地統計調査委託金、漁業セン

サス調査委託金、経済センサス調査委託金、それぞれ説明資料10ページに記載をしている

内容となるものでございます。 

 ２目衛生費委託金、本年度予算額１万5,000円は、前年度と同額の内容で、１節環境衛生

費委託金１万5,000円におきましては北海道権限移譲事務交付金（公害事務）に係るものの

内容でございます。 

 ３目農林水産業費委託金、本年度予算額1,506万7,000円、前年度比119万6,000円の減の

内容でございます。１節農業費委託金1,437万6,000円につきまして、中山間地域等直接支

払交付金1,311万5,000円につきまして説明資料10ページに記載をしてございます。また、

家畜検診手数料取り扱い委託金８万2,000円、農地・水保全管理支払事業推進交付金13万
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4,000円につきましては、説明資料10ページに記載の内容となっております。２節林業費委

託金50万5,000円につきましては、北海道権限移譲事務交付金で鳥獣捕獲許可等事務に係る

ものの内容であります。３節水産業費委託金18万6,000円につきましても北海道権限移譲事

務交付金の内容で、漁港関係事務に当たるものの金額となるものでございます。 

 ４目商工費委託金、本年度予算額127万1,000円、前年度比８万4,000円の減でございます。

１節商工費委託金1,000円におきましては、北海道権限移譲事務交付金で商工事務に係るも

のでございます。２節観光費委託金127万円は、道道本別浦幌線美園駐車場清掃業務にかか

わる委託金で説明資料10ページに記載をしてございます。 

 ５目土木費委託金、本年度予算額239万2,000円、前年度比２万円の減額でございます。

１節道路橋梁費委託金8,000円におきましては、北海道からの権限移譲事務交付金で国有財

産法事務・道路にかかわるものの内容であります。２節河川費委託金232万4,000円は、河

川樋門管理業務委託金231万6,000円と北海道権限移譲事務交付金に係るものの内容となっ

ておりますけれども、河川樋門管理業務委託金につきましては説明資料11ページに記載の

とおりとなってございます。次の24ページをお開き願います。３節都市計画費委託金

4,000円につきましては、都市計画施設区域内建築許可事務委託金2,000円と北海道からの

権限移譲事務交付金に係る2,000円の内容であります。４節住宅費委託金５万6,000円につ

きましては、建設リサイクル法委託金２万円、建築物調査等委託金２万円、住宅金融公庫

融資住宅建設工事審査業務委託金1,000円と北海道権限移譲事務交付金に係る１万5,000円

の内容となるものでございます。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、本年度予算額4,032万3,000円、

前年度比689万3,000円の増となるものでございます。１節土地建物貸付収入1,603万

9,000円にかかわりましては、説明資料11ページに記載をしてございます。２節教員住宅貸

付収入471万7,000円、３節職員住宅貸付収入236万1,000円、４節町有住宅貸付収入297万

6,000円につきましても説明資料11ページに記載をしてございます。５節情報通信基盤設備

貸付収入1,423万円は、光伝送路貸付収入1,379万7,000円とセンター局舎貸付収入43万

3,000円から成るもので、いずれも説明資料11ページに記載をしてございます。 

 ２目利子及び配当金、本年度予算額179万1,000円、前年度比360万円の減でございます。

１節利子及び配当金179万1,000円は、勤労者生活資金貸付金預託金利子1,000円と基金の利

子にかかわります177万5,000円、配当金１万5,000円となるものでございます。 

 次のページをごらんおき願います。２項財産売払収入、１目不動産売払収入、本年度予

算額1,000円、前年度比９万9,000円の減でございます。１節土地建物売払収入1,000円の内

容となるものでございます。 

 ２目物品売払収入、本年度予算額159万円、前年度比99万2,000円の減となるもので、１

節物品売払収入につきましては説明資料11ページに記載のとおりとなってございます。 

 16款１項寄附金、１目一般寄附金、本年度予算額1,000円は、前年度と同額で、一般寄附

金の内容となるものでございます。 
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 ２目指定寄附金、本年度予算額700万1,000円、前年度比400万円の増となるもので、１節

指定寄附金につきましては1,000円となる内容でございます。２節ふるさとづくり寄附金に

つきましては、700万円を見込み、説明資料11ページに記載の内容となるものでございます。 

 17款繰入金、１項他会計繰入金、１目後期高齢者医療特別会計繰入金、本年度予算額

1,000円は、前年度と同額で、１節におきまして後期高齢者医療特別会計繰入金1,000円を

見込んでおります。 

 ２目介護保険特別会計繰入金につきましても前年度と同額の1,000円となるもので、１節

におきまして介護保険特別会計繰入金を見込むものでございます。 

 続きまして、２項１目基金繰入金、本年度予算額4,312万円、前年度比1,072万2,000円の

増となるもので、１節基金繰入金4,312万円は地域振興基金繰入金2,725万円、酪農ヘルパ

ー対策事業基金繰入金180万円、模範牧場施設整備基金繰入金360万円、ふるさとづくり基

金繰入金1,047万円となるもので、ふるさとづくり基金繰入金につきましては11ページに内

容について記載をしてございます。 

 次の26ページをお開き願います。18款１項１目繰越金、本年度予算額100万円は、前年度

と同額の内容で、１節前年度繰越金100万円の内容となるものでございます。 

 19款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額20万円は、前年度

と同額。 

 ２目加算金、本年度予算額1,000円につきましても前年度と同額でございます。 

 ３目過料、本年度予算額1,000円につきましても前年度と同額の内容となるものでござい

ます。 

 ２項１目町預金利子、本年度予算額10万円は、前年度と同額の内容で、町の預金利子と

なるものでございます。 

 ３項貸付金元利収入、１目中小企業融資貸付金元金収入、本年度予算額4,000万円は、前

年度と同額で、内容といたしましては１節中小企業融資貸付金元金収入で説明資料11ペー

ジに記載をしてございます。 

 ２目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入、本年度予算額22万5,000円、前年度比９万円の

減でございます。１節ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入滞納繰越分22万5,000円に係るも

のでございます。 

 ３目介護経営貸付金元金収入、本年度予算額200万円は、前年度と同額でございます。１

節介護経営貸付金元金収入となるもので、説明資料11ページに記載をしてございます。 

 ４目株式会社ユーエム貸付金元金収入、本年度予算額65万円は、前年度と同額で、１節

におきまして株式会社ユーエム貸付金元金収入とし、説明資料11ページに記載をしてござ

います。 

 ５目医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入、本年度予算額78万円は、前年度と同額

でございます。１節医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入78万円は、説明資料11ペー

ジに記載をしてございます。 
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 ４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入、本年度予算額366万6,000円、前年度比

8,000円の減でございます。１節総務費受託事業収入366万6,000円は、常室簡易郵便局業務

に係る受託金でございまして、説明資料11ページに記載をしてございます。 

 ２目民生費受託事業収入、本年度予算額35万円は、前年度と同額でございます。１節後

期高齢者医療広域連合受託事業収入35万円となり、説明資料12ページに内容を記載してご

ざいます。 

 ５項１目雑入、本年度予算額742万4,000円、前年度比27万6,000円の増となるものでござ

います。１節は、滞納処分費として5,000円を見込んでございます。２節741万9,000円にか

かわりましては、主に内容といたしまして未熟児養育医療費徴収金27万8,000円が新たな内

容となり、説明資料12ページに記載をしてございます。次の28ページをお開き願います。

また、町民文芸誌「樹炎」の売払収入４万円からいきいきふるさと推進事業助成金55万円

につきましては、説明資料12ページに内容を記載してございます。 

 ２目過年度収入、本年度予算額１万円は、前年度と同額の内容で、１節過年度収入とな

っているものでございます。 

 20款１項町債、１目総務債、本年度予算額２億1,900万円、前年度比480万円の増、１節

総務債２億1,900万につきましては、臨時財政対策債が２億円、移住・交流・若者の定住促

進対策事業債1,280万円、高等学校等就学費補助事業債400万円、建築物解体事業債220万円

はいずれも説明資料12ページに記載をしてございます。 

 ２目民生債、本年度予算額2,800万円、前年度比1,640万の増でございます。１節老人福

祉債1,790万円は介護事業運営補助事業債、２節児童福祉債1,010万円は保育施設環境改善

事業債で、いずれも説明資料12ページに記載をしてございます。 

 ３目衛生債、本年度予算額1,960万円、前年度比700万円の減でございます。１節保健衛

生債1,960万円で、患者輸送業務委託事業債と乳幼児等医療費助成事業債に係るもので、説

明資料12ページに記載をしてございます。 

 ４目農林水産業債、本年度予算額１億2,390万円、前年度比１億310万円の増でございま

す。１節農業債9,240万円は、模範牧場施設整備事業債で説明資料12ページに記載をしてご

ざいます。２節林業債3,150万円は、林道上厚内線開設事業債と観光施設環境改善事業債で、

それぞれ説明資料12ページに記載をしてございます。 

 次のページに移りまして、５目土木債、本年度予算額１億6,980万円、前年度比1,720万

円の減でございます。１節道路橋梁債8,670万円は、通学通道路整備事業債2,400万円から

共栄統太線道路整備事業債2,430万円までそれぞれ説明資料12ページに記載をしてござい

ます。２節町道維持補修事業債2,000万円につきましては、説明資料12ページに記載をして

おります。３節公営住宅建設事業債6,310万円につきましても説明資料12ページに記載をし

てございます。 

 ６目消防債、本年度予算額２億4,370万円、前年度比5,870万円の増でございます。１節

消防債２億4,370万円で、内容につきましては消防車両購入事業債から消防救急無線デジタ
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ル化共同整備事業債までの内容となり、それぞれ説明資料12ページに記載をしてございま

す。 

 ７目教育債、本年度予算額1,090万円、前年度比310万円の増となるもので、１節保健体

育債1,090万円でございまして、内容といたしまして給食センター真空冷却機外更新事業債

850万円、体育施設環境改善事業債240万円で、説明資料それぞれ12ページに記載をしてご

ざいます。 

 以上で歳入の全てにおきましての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。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 町債について伺います。単年度の借金が８億1,490万ですか、こういう数字に

なりました。比較のために申し上げますけれども、投資的経費が９億9,200万でしたか、ほ

ぼ10億まで投資的経費がふえてきたということはいろんな仕事をする、物をかえる、町内

の業者の人たちも仕事ができるということのあらわれだと思っていますから、そのことは

悪いとは思いません。ただ、せっかく公債費、借金が７億九千二百数十万に減りました。

ようやく７億台の数字が見えてきたという中で、単年度の起債８億1,490万、これは単年度

の公債費を上回ったのです。原因はあると思います。はっきりしているのです。災害対応、

あるいは広域消防のための大きな支出、ですからその辺のことはいいのですが、たくさん

の過疎債対応の事業が小さな数字でも過疎債、過疎債、過疎債ということで事業を起こし

ているということで、さきの補正の部分でも公共施設に供するための基金に13億積みまし

た。そういう関連から含めて仕事をふやそう、余り貯金してもしようないよ、使おうと私

も言ってきましたけれども、ただ将来的にまだまだ耐震の対応問題やら第３期まちづくり

の対応として給食センターとかいろんなことが目に見えています。そういうことを含める

と、小さな事業の起債が本当にいいのだろうかというふうに心配をされます。しつこく何

度も聞くつもりはありません。その辺の考え方について町長にお答えをいただきたいなと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 過疎債含めて財政計画ということだろうというふうに思います。今までは、

本当に公債費と借り入れということを含めていろいろ財政再建ということで行ってまいり

ました。今年初めて公債費を上回るということになりました。これは、今ご指摘のあった

とおりでありまして、防災関係が大変大きいということでありました。これにつきまして

は、東日本大震災以降浦幌町も防災としての喫緊の対策として取り組まなければならない

ということでありまして、特に今年度はその対策を組んで公債費以上に借り入れが大きく

なったという状況であります。このたび今後につきましても、当然今まではそういう財政

再建計画で行ってまいりましたけれども、今年度は特殊というわけにはいかない、特殊と
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いうことではありませんけれども、今後ともこの財政再建計画については旗をおろすこと

なく進めてまいりたいというふうに思っているところでありますので、今年度の喫緊の防

災に対する過疎債の増額ということで計画、予算組みをさせていただいたということであ

ります。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 ささいなことで１点伺います。商工会で23ページ、それから説明資料10ペー

ジ、それと支出のほうの27ページの説明資料なのでありますけれども、この差異について

お伺いしたい部分があります。観光費委託金の127万円というのは道から来ているのか、こ

れはほかに経費があってこういう数字になっているのかどうか、ちょっとお聞きしたいの

です。２つ比べたらわかると思うのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 商工費委託金の観光費委託金127万円は、北海道から美園駐車場の清掃業

務の委託金として参っております。そして、歳出のほうでは、いわゆるお支払いする部分、

委託している方にお支払いする部分、それと消耗品等、清掃に係る消耗品、これらのもの

も町のほうで支出しておりますので、これ以上の経費がかかっているという内容になりま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 以上で歳入の審議を終了いたします。 

 ここで議案第19号 平成25年度浦幌町一般会計予算全体を通じての質疑を受ける前に、

昨日審議いたしました高規格救急車購入について総務課長より補足説明の申し出がありま

すので、これを許します。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 補足的な改めての説明の機会をいただきまして、ありがとうございます。

昨日の９款１項消防費、３目消防施設費、18節の備品購入費にかかわりまして消防におけ

る高規格救急車の導入に係る備品購入費の関係でございますけれども、説明の部分が不足

しておりました。このことについておわびを申し上げます。改めて、ご指摘いただきまし

た現高規格、更新しようとする現在の高規格救急車にかかわりましてご説明をさせていた

だきたいと思います。 

 購入年月が平成14年11月ということで、走行距離も現在約13万8,000キロほど走行してご

ざいます。そういった中で改めて更新を図りたいという考えでございます。参考までに、

減価償却資産の耐用年数等に関する省令、大蔵省令でございますけれども、その中の耐用

年数にかかわる別表第１として機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表がござ

います。そこにおきます細目においては、救急車ということが明示されておりまして、そ
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の耐用年数が５年となっております。これは、減価償却資産の耐用年数にかかわる年数で

ございます。現在の高規格救急車につきましては、およそ10年を目安に使っていこうとい

うふうなことで従来から運用しております。また、ただしそうはいってもやはり走行距離、

またその状況にも、いわゆる老朽の状況にもよりますので、それらを総合的に判断した中

で今般の車両の更新ということでご計上申し上げた次第でございますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ただいま高規格救急車についての購入に関して総務課長から説明のあったと

おりでございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。 

 それでは、全体を通じて質疑はありませんか。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 個人情報保護についてちょっと質問いたします。個人情報保護というのは、

大変厳格に守らなければならないというのはわかるのですけれども、事福祉、それから経

済的に困窮されている方に対する政策を行うに当たっての税務情報も含めて、職員同士の

間でこの内容を共有するわけにはいかないのでしょうか、質問いたします。 

〇田村議長 差間議員の発言は、予算にかかわりのないことでございますけれども、答弁

だけはしていただきます。 

 答弁願います。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 今理事者のほうから前回答弁しているということで、予算審議の中で答弁し

ているということでご理解いただきたいと思います。 

 はい。 

〇差間議員 実は、室蘭市では個人情報保護審査会というのを開きまして、それで自分た

ちの市で行っている事業について、例えば福祉灯油、前回浦幌町でも行ったのですけれど

も、なかなかこれに対して手を挙げてお願いしますという方がおられないという状況にな

ったと思うのです。これを２カ月にわたって町のほうでもなかなか職員も苦労されて、民

生委員もやっぱり苦労されたと思います。この点についてその室蘭市の個人情報保護審査

会では、課税情報であるけれども、福祉またはそういった経済的に助けなければならない

人たち、そういう人たちに対してこういった予算を実行する際においてはほかの目的に使

用することがなければこの課税情報の共有も福祉課の職員、それからもちろん税務課の職

員も共有してもこれはやぶさかではない、その情報を利用することは相当の理由があると

いう結論を出しているのをたまたまネットでつかまえたのですけれども、福祉政策を行う

に当たっていろいろな情報を福祉課の職員が共有、税務課の職員と共有することも含めて

何か方法を模索していくべきではないかということで質問いたしました。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 



 － 79 － 

〇鈴木総務課長 ただいま個人情報の審査会というお話がございましたので、そのことに

かかわってご説明をさせていただきたいと思います。 

 個人情報保護審査会につきましては、個人情報にかかわって特定されたと申しますか、

異議を申し立てる方がおられた場合、そのかかわって自分の情報について正しく扱われて

いるかといったことについての申し立てがあった場合の審査というのが大前提となってご

ざいます。室蘭市とおっしゃいましたけれども、室蘭市の中でどのような審査がされたか

わかりませんけれども、課税情報については税務吏員のやはり守秘義務の範囲ということ

で、これは判例等の中でこちらとしても取り扱ってきておりますので、審査会においてそ

のことについてどう扱われたかということについては審査会そのものの目的からしてよく

理解できない部分もございますけれども、先ほどお話しさせていただいたとおり、個人情

報保護審査につきましては異議申し立てにかかわる審査というふうなことが大前提となっ

ておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっと私途中どこでと迷っていたのですけれども、大体総務費の諸費のと

ころで行政区のことに関してなのでありますが、行政区会館あります。その中で町の管理

条例のもとになされている会館の件もプラスなのですけれども、その中で玄関と上がりが

まちといいますか、その点に手すりが欲しいというお年寄りがふえてきました、利用する

に当たって。それで、もし今後そのことに対して予算措置をいただける、今年度ではあり

ません。その後にそういうことをちょっとお調べいただきまして予算措置をいただけるか

どうか、ちょっと伺っておきたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 地域会館に関しましては、うちのほうで所管しておりますの

で、確かに会館によっては手すりがある、スロープがある、いろいろあるところはありま

す。そのことに関しては、直接うちのほうに今要望等は来ているとは聞いてございません

が、若干中身を調べさせていただきながら、どうしても必要な分なりいろんな分について

はどのぐらいの事業費を含めてかかってくるか、また地域としてどうなのか、そのことを

含めて検討させていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 
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 これより議案第19号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎休会・延会の議決 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 審議の途中ではありますが、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

したいと思います。なお、明日３月20日は議事の都合により休会とし、３月21日午前10時

に本会議を開きたいと思いますが、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し、明日３月20日は議事の都合により休会し、３月

21日午前10時に本会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ４時４８分 


