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開議 午後 １時００分 

○森委員長 開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。本委員会に付託されまし

た議案は１件です。浦幌町第３期まちづくり計画は、平成 23 年度から平成 32 年度までの

10 年間で策定されました。本計画につきましては、基本計画構想で定められた目標と施策

の大綱を実現するための重要な施策を示すものであります。また、社会情勢の変化に対応

するため、中間で見直すこととなっております。このたびの提案につきましては、浦幌町

の将来を見据えて、後期５カ年計画の一部改正でありますので、委員各位の活発なるご意

見、議論をいただき、審議されますようお願いを申し上げまして、委員長挨拶といたしま

す。よろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席委員は９名です。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから浦幌町第３期まちづくり計画審査特別委員

会を開催いたします。 

 これより２の議題に入ります。議案第 78 号 浦幌町第３期まちづくり計画の一部変更に

ついてを議題といたします。 

 審議の進め方でありますが、基本計画は第１章から第 6章までありますが、各章ごとに

区切り、説明と質疑を行いたいと思います。次に、重点プロジェクトの審議を行い、続い

て財政計画、最後に全体の総括の質疑の場を設けることといたします。 

 それでは、早速審議に入ります。質問、答弁につきましては、簡潔かつ的確にお願いい

たします。 

 附帯事件、議案第 78 号 浦幌町第３期まちづくり計画の一部変更についてを議題といた

します。 

 基本計画第１章、郷土の発展を支える活力ある農林水産業のまちについて説明を求めま

す。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 第３期まちづくり計画の基本計画は、分野別に施策の目的や

現状と課題、主要施策、成果指標、参画と協働の指針から構成されておりますが、計画策

定から５年が経過することから、新規事業の追加や数値及び字句の見直しを行ってまいり

ました。 

 それでは、別冊の浦幌町第３期まちづくり計画基本計画新旧対照表の１ページをごらん

願います。右側が変更前、左側が変更後となっています。変更部分はゴシック文字にアン

ダーラインで表示を行っております。 

 第１章、郷土の発展を支える活力ある農林水産業のまち。 

 第１節、農業の振興。 

 施策の目的と現状と課題は、変更がありません。 

 主要施策、（２）農畜産物の安定生産の推進、変更前は良質な自給飼料の増産に対する取

り組みや優良な繁殖雌牛導入の取り組みなど畜産の振興に係る取り組みと浦幌町鳥獣被害
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防止対策協議会と連携して鳥獣被害対策を推進することを記載していますが、変更後は生

産性の向上と高品質な農産物を生産する取り組みを加え、繁殖雌牛導入だけではなく、酪

農、畜産全体として酪農、畜産の生産維持、拡大のための取り組みを推進するものとし、

鳥獣被害対策について平成 25 年に立ち上げました浦幌町鳥獣被害対策実施隊との連携を

追加しております。（６）都市と農村との交流促進、修学旅行生の受け入れを中心に活動し

ておりますうらほろ子ども農山漁村交流プロジェクト、こちらの名称がうらほろ子ども食

のプロジェクトに変更となっておりますので、変更を行います。次のページをごらん願い

ます。（８）食育の推進、食育推進計画を策定することを追加しております。 

 成果指標、成果目標は各成果指標の平成 21 年度実績に基づき、平成 27 年度の中間目標

と平成 32 年度の目標を数値または矢印で表示していますが、今回はそれぞれの平成 26 年

度の実績を追加しています。農業の振興では、認定農業者数、農業粗生産額をそれぞれ平

成 26 年度の実績を追加しております。 

 第２節、林業の振興。 

 現状と課題ですけれども、森林総面積、一般民有林の面積、一般民有林における人工林

の割合をそれぞれ最新の数値に変更をしております。 

 次のページをごらん願います。林業の振興の成果指標につきましても、平成 26 年度の実

績を追加しております。 

 第３節、水産業の振興。 

 主要施策、（１）から（３）までございますが、４ページ、（３）漁業経営の安定化対策、

これにつきましては漁業経営の近代化と浜の活力再生プランに基づく取り組みを推進し、

経営の安定化対策を図りますと変更いたします。浜の活力再生プランは、町、漁協、漁業

者団体が再生委員会をつくって浜の活力再生プランを策定し、漁業所得のアップを目指す

ものでございます。 

 成果指標、同じく平成 26 年度の実績を追加しております。 

 第４節、商工業の振興。 

 主要施策は、（１）から（４）までありますけれども、次のページをごらん願います。新

たに（５）として、持続的な事業継承に向けた後継者対策の推進を追加いたします。商工

会との連携により、事業継承を円滑に推進するため、事業継承者への中小企業融資（町融

資）などを活用した支援を行ってまいります。 

 成果指標は、平成 26 年度の実績追加と平成 32 年度の目標の一部見直しを行っておりま

す。 

 第５節、観光の振興でございます。 

 変更前は、道の駅の活用や留真温泉の再開発等の取り組みを一体的に推進することとし

ておりますけれども、変更後は森林公園、道の駅、留真温泉が一体となった取り組みを推

進することに変更しております。次のページをごらん願います。ふるさとのみのりまつり、

これまでは平仮名表記や漢字表記、両方使っている場合がございましたが、祭りの部分を
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漢字に統一をいたします。 

 主要施策、（１）観光・交流資源の充実・活用については、道の駅を基点とした交流人口

の増加を目指すものですが、今年３月に白糠インターチェンジが開通したことによりまし

て、観光バスを中心とする車の流れが変わっていることから、ごらんのとおり本町の観光

施設への影響を注視し、道の駅うらほろを中心とした誘引、魅力アップを図ることを追加

しております。（３）広域観光体制の充実、こちらにつきましては観光協会主催事業である

ふるさとのみのり祭り、うらほろ収穫祭、うらほろ物産フェアの事業について支援してま

いりますと変更を行います。 

 次のページをごらん願います。観光の振興の成果指標、同じく平成 26 年度の実績を追加

しまして、平成 32 年度の目標をそれぞれ変更しております。 

 第６節、雇用・勤労者対策の充実。 

 ８ページになりますけれども、成果指標、平成 26 年度の実績を追加し、指標のうち、共

済加入者数を福利厚生共済加入者数に変更を行っております。 

 以上で第１章の基本計画変更の説明を終わります。 

 次に、第１章の後期実施計画につきましては、企画振興係長の川上よりご説明申し上げ

ます。 

○森委員長 まちづくり政策課企画振興係長。 

〇川上まちづくり政策課企画振興係長 それでは、私のほうから別冊、参考資料、浦幌町

第３期まちづくり計画、平成28年度から平成32年度の実施計画についてご説明をさせてい

ただきます。 

 なお、説明する事業につきましては、新規追加事業及び継続事業の中で一部変更と説明

が必要な事業についてのみご説明をさせていただきます。 

 それでは、資料５ページをごらんください。こちらは第１章、第１節、農業の振興に係

る実施計画について掲載されております。事業のご説明をいたします。事業番号２番、栄

穂地区畑地帯総合整備事業、事業番号３番、恩根内地区畑地帯総合整備事業、この２つの

事業は新規追加事業となります。平成30年度に計画樹立、平成31年度に調査測量を行い、

平成32年度に区画整理、暗渠工事を実施してまいります。 

 次に、資料８ページをごらんください。事業番号19番、基幹水利施設管理事業です。こ

の事業につきましては、前期からの継続事業で、浦幌太及び豊北の排水機場の管理を行う

事業でございますが、平成29年度及び平成30年度において事業費の増加がございます。こ

の２カ年においては、２つの排水機場のポンプ設備等の分解整備を行うことから、事業費

が増加してございます。 

 次に、９ページをごらんください。事業番号21番、模範牧場作業用機械購入事業です。

この事業につきましても前期からの継続事業になります。平成28年度にトラクター１台の

購入を初め、模範牧場における作業用機械を年次計画に基づいて進めてまいります。続い

て、事業番号25番、生乳生産基盤強化対策事業です。こちら新規追加事業となってござい
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ますが、この事業につきましては平成27年６月の補正により事業は進めてございます。後

期実施計画掲載に当たりましては、新規事業として掲載をさせていただきます。なお、事

業概要につきましては、記載のとおりとなってございます。 

 次に、資料11ページをごらんください。11ページからは第１章、第２節、林業の振興に

係る実施計画になります。事業番号１番、町有林森林環境保全整備事業です。この事業に

つきましては、前期からの継続事業となります。平成28年度におきましては、事業費7,785

万1,000円で、事業概要については人工造林34ヘクタール、下刈り95ヘクタール、準備地拵

40ヘクタール、除間伐等160ヘクタールの事業を進めてまいります。なお、平成29年度以降

については、記載のとおり事業を進めてまいります。 

 次に、12ページをごらんください。事業番号６番、町有林内森林作業道等整備事業です。

こちらは、新規追加事業となります。平成28年度においては、1,310メーターの整備を計画

しております。平成29年度以降につきましては、掲載のとおりの整備を実施してまいりま

す。 

 次に、資料13ページをお開きください。13ページからは第１章、第３節、水産業の振興

に係る実施計画になります。事業番号１番、地域水産物供給基盤整備事業（厚内漁港修築

事業）、事業番号２番、広域漁場整備事業（漁場・産卵礁造成事業）、この２つの事業はと

もに北海道が事業主体の継続事業になります。厚内漁港の修築、漁場の整備について掲載

のとおり事業を進めてまいります。続いて、事業番号３番、さけ増殖事業、事業番号４番

種苗中間育成事業、事業番号５番、ヒトデ駆除対策事業、この３つの事業につきましては、

大津漁業協同組合が事業主体の事業となります。前期からの継続事業となります。後期に

おきましても、継続して事業を進めていきます。 

 次に、14ページをごらんください。事業番号９番、沿岸漁業経営近代化促進事業です。

こちらにつきましては、新規追加事業となります。この事業につきましても平成27年６月

補正により事業は進めておりますが、後期実施計画掲載に当たりましては新規事業として

取り扱い、掲載してまいります。なお、事業概要につきましては、掲載のとおりとなって

ございます。 

 次に、16ページをごらん願います。16ページからは第１章、第４節、商工業の振興に係

る実施計画になります。こちらの商工業の振興に係る実施計画、掲載は４事業になってご

ざいますが、全て継続事業となってございます。事業番号２番、コスミックホール運営事

業ですが、平成28年度のみ事業費のほうが大きくなってございます。こちら平成28年度に

つきましてはコスミックホールの建物の償還が終了することから、平成29年以降の事業費

は減額となります。続いて、事業番号４番、地場工業等振興補助金事業です。こちらも前

期からの継続事業となってございますが、平成29年度及び平成30年度において事業費の増

額がございます。こちらにつきましては、対象企業１社におきます施設の新設、増設施設

における固定資産税の減免が平成28年度で終了することから、それ以降の固定資産税の補

助を実施するため、事業費が増加となってございます。 

 続いて、資料18ページをごらんください。18ページからは第１章、第５節、観光の振興
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に係る実施計画になります。事業番号１番、浦幌町観光協会運営事業、こちらも前期から

の継続事業になりますが、平成31年度において事業費が若干ですが、増額してございます。

この部分につきましては、平成31年度が開町120年の年に当たることから、周年事業を考え

ているため、50万円を上乗せして計上しております。続いて、事業番号２番、うらほろ森

林公園管理運営事業、事業番号３番、産業交流施設管理運営事業、事業番号４番、留真の

里交流施設管理運営事業です。この３事業につきましても前期からの継続となります。３

施設の管理に係る継続事業になりますので、後期におきましても事業を実施してまいりま

す。 

 続いて、資料19ページをごらんください。事業番号８番、留真温泉バス運行事業です。

こちらにつきましても前期からの継続事業となりますが、平成29年１月からコミュニティ

バスへ移行する予定でございます。このため、事業費につきましては平成28年４月から平

成28年12月までの経費の計上をしてございます。 

 次に、資料21ページをごらんください。21ページは第１章、第６節、雇用・勤労者対策

の充実に係る実施計画になります。掲載事業は１事業で、前期からの継続事業となります。

事業番号１番、中小企業勤労者福利厚生共済加入奨励事業です。こちらも前期からの継続

事業として平成28年度以降においても同様に事業を実施してまいります。 

 以上で第１章における実施計画の説明を終わります。 

○森委員長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 河内委員。 

〇河内委員 それでは、実施計画参考資料の９ページ、番号25、生乳生産基盤強化対策事

業、このことは29年まで一応予定として掲載されております。基本的に浦幌の場合、地元

での浦幌乳業、今は変わって森永乳業ですか、ということで、搾乳農家の育成ということ

で基盤強化を図っていかなければならないということは以前からも行政として申し上げて

いたところだと思うわけですけれども、このことについて小手先の方法で今後もこぅいっ

た基盤整備をきちっと強化していけるのかということについて疑問を持っております。や

はり理想としては酪農の農業法人を設立していくという方向へ考えていかなければならな

いのではないかなと思うわけですが、その辺についてこの事業の継続性と、また搾乳農家

の基盤整備、こういったことに対してどのようなお考えをお持ちかお聞きしたいと思いま

す。 

○森委員長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問に関しましてご説明申し上げます。 

 まず最初に、生乳の生産基盤につきましては29年までなのかということでございますけ

れども、農業予算につきましては基本的に３年間の時限ということで、その都度見直しを

するということですので、29年ですっぱり切るということではございませんので、その時々

で必要な施策が出てくれば、拡充したり、また別なものに変えたりということで考えてご

ざいますので、今回の６月の補正で承認いただきました生乳基盤整備につきましては、29

年を一旦めどとしてまた見直すということで考えてございます。 
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 また、法人設立等の基盤整備の基本的なところをどう考えるのだということであります

けれども、おっしゃるとおり法人化というのは非常に大切な部分だということで農協含め

て認識をしているところでございます。水面下ではそういうことがなかなかできないのか

という部分については、酪農家さん個人に当たったりしている部分ということはあります

けれども、なかなか事情があって進んでいかないということがございます。引き続きそう

いうような活動を続けていきながら、そういうような動きになってきた場合についてはま

た新たな支援というのも当然考えていきたいと思っております。また、国のほうでは、畜

産クラスター事業ということで根本的に畜産事業で基盤を強化しようという動きもありま

すので、そちらのほうも一緒に、町のほうでも計画を立てますので、そういうものも活用

しながら基盤のほうは強化していきたいというふうに考えてございます。 

○森委員長 河内委員。 

〇河内委員 産業クラスター事業については、資料等、農協のほうから説明を受けたいき

さつもありますけれども、今後どのような、ある程度方向性を持って年次ごとに積み上げ

ていくような計画性とか、そういうのがあるのかどうかお聞きしたいと思います。 

○森委員長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 クラスターに関しましては、国のほうも具体的にどのような目標を持っ

てどのような成果を上げるのかということで、今見直せということで通知が来ておりまし

て、今農協さん等を含めてクラスター協議会の中で検討して、最中でございます。詳細は

まだ固まっていないのですけれども、より具体的な目標を掲げた成果というものを出して

いかなければならない計画になってくるのではないかなというふうに思っております。具

体的に何年に何をやるということではなくて、個々の農家さんがどのような事業をやって

いくことによって地域としてどれぐらいの成果を上げていくのか、生産量を上げていくの

か、収入を上げていくのかという部分になっていきますので、そういうものを網羅した計

画になっていくということでございます。 

○森委員長 河内委員。 

〇河内委員 それでは、質問項目を変えて、もう一点、16ページの２番、コスミックホー

ルの運営事業費ということで、これで28年度でコスミックホールの償還が終わるというこ

とでございます。このことと関係はあると思うわけですけども、コスミック商店街という

商店街組織があるわけですけれども、そのことについても実は今いろいろ将来的にどうす

るかというようなことで協議をしている経緯がございます。浦幌の商店街、近代化から20

年という月日がたった中で、今後の商店街の後継者問題もあるわけですけれども、活力の

ある商店街をつくるために、コスミックホールは存続して、事業費は削減されるわけです

けれども、コスミック商店街の事業ということでの支援ということをぜひ今後とも考えて

いただきたい。コスミック商店街、当初近代化を目的につくった商店街組織でございます

が、商店街が一段落した後に今度は後継者問題、また商業の活性化ということで大事な商

店街活性化事業は、私は商店街も考えていかなければならないし、行政にもご支援を伺わ

なければならないのかなと考えておりますけれども、その辺の考え方についてちょっとお
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聞きしたいと思います。 

○森委員長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問についてお答えします。 

 まず、１点目のコスミックホールの運営費に関しての部分ですけれども、おっしゃいま

したとおり、償還金が終了するということで償還金の分を差し引きさせていただいたとい

うことで、かかる経費につきましては従来どおりということで考えてございます。また、

年数もたってきまして、補修等も出てきますので、そういう部分については年次計画を持

ちながら改修していくということで、商工会とも協議しながら進めているというところで

ございます。 

 また、商店街の活性化に向けたということでございますけれども、今おっしゃられたと

おり、後継者不足ですとか、商店が減っていくという部分では非常に危惧しているところ

でございまして、後ほど説明があると思いますけれども、重点プロジェクトの中で新たな

施策のほうもご用意させていただきました。 

 それから、３点目のコスミック商店街の振興につきましてですけれども、具体的な要請

等がこちらのほうに来ておりませんので、どのような対応ということでは今具体的に考え

てございませんけれども、商店街のほうからそういうようなアクションがあれば、いろい

ろ検討していきたいというふうには思っています。 

 以上です。 

○森委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 私は、18ページの観光協会運営事業、この費用について、前期のほうでは400

万円、それで27年度が450万円ということで、多分何か事業があって400万円でなくてもう

少し上げたのでないかという記憶はあるのですが、28年度からの分が550万円ということで

大幅に上がってきているわけなのです。この辺についてちょっとお聞きしたいと思います。

○森委員長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまの観光協会の運営事業に関してのご質問でございますが、ご存

じのようにみのり祭りが一応メーンという事業で考えてございまして、従来ボランティア

ですとか、皆さんの協力をいただきながらやってきた部分というのがあったのですけれど

も、人も減ってきて、協力してくれる人も減ってくるという部分で、どうしても賄わなけ

ればならない部分というのが、人に経費をかけてお願いしてという部分が出てきていると

いう部分ですとか、例えば備品関係もその都度修理していかなければならないという部分

が出てきまして、そういう部分を加味して550万円ということでやっていこうということに

考えてございます。 

○森委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 計画にのっていない部分でありますけれども、農業関係についてお伺いした

いと思います。 

 ご承知のように、農林漁業のロボット実証試験というものが国の予算で26年の補正で事

業対象になって、浦幌も大きな事業ではありませんが、対象になりました。今ご承知のよ
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うに、全国的にＧＰＳ使った事業、農林漁業と言っていますから全国で１カ所漁業も対象

になりましたけれども、農業関係は大々的にこの事業が推進されている状況にあります。

これは、ここ一、二年で精度が高くなって実用化される状況になったということがありま

すから、一挙に普及しているのですが、管内でも自治体が支援している、あるいは農業団

体が支援している、そういう状況にあります。私もいろいろ調べておりますが、新年度に

ついてこの事業が継続されるか、あるいは実証試験でなくて単独の新たな事業として出さ

れるのかは全然わかっていないです。私の時点ではまだわかっていません。浦幌もこれか

らの農業のために、このまちづくりの後期計画の中でそうした議論、支援するような議論

があったのか、なかったのか、今後どのようにこの支援事業についてお考えか、支援する、

しない、国の事業に任せるのかということですが、その辺についてお伺いします。 

○森委員長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問でございますけれども、ロボット化というか、ＩＣＴ

の部分については農水省のほうも力を入れてございまして、私のほうも新しい事業が出て

こないのかというのは情報収集しているところでございますけれども、今回浦幌で取り組

まれている実証試験に関しましては、農協さんを主体としながら、普及センター、それか

ら私どもも入りながらコンソーシアムを組んでやってございます。実証試験の結果を今集

計をしているというところでして、これからその実証結果というものが出されて、その中

で今後どうしていくのかという話は進んでいくと思いますので、その辺を注視していると

いうところでございます。あとは、それを聞きながら、今後それをどうしていくのか、そ

れから国のほうも中心的にそれを推進していくという部分出ていますので、その辺の補助

の情報も収集しながら今後の対応を検討していくという部分と、それから今回実証に参加

された皆さんのご意見も聞きながら考えていきたいというふうに思っております。 

○森委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 今説明ありましたように、実証を集計しているという時点だということは私

も十分承知しています。それで、私がこのことを取り上げるというのは、浦幌の場合は消

防の広域化でもご存じのように、非常に無線というか、電波の受信状況がよくない町です

よね。今回浦幌がこの実証試験受けたのも、基本的には受信の基地を設置することで非常

に精度が高くなったということがございます。浦幌の場合は、本年度やった分については

下浦幌、吉野と上浦幌に１カ所受信基地をつけたと。しかし、浦幌の場合は、これからた

くさんその受信基地つけないと精度のいい利用はできないと思うのです。農業関係におい

ては非常に電波状況がよくないということですから。ですから、今年度の受けた事業もそ

の基地、受信基地については100％国の補助でできたと、それから戸別の受信機については

当初はＥＺパイロットと言われているものは２分の１補助だと、それからオートパイロッ

トというもう少し高度なものですが、それは３分の２の補助だということで事業申請した

わけですけれども、実際は全国で申し込みが殺到して、オートパイロットの200万円もする

やつも２分の１に減らされたのです。そういう事情がございます。使っては、間違いなく

高いオートパイロットが性能いいわけで、そういうものも順次、実際使っている人たちは
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１台でなく２台、３台とふやしていきたいという要望もありますし、また浦幌の場合は実

際参加したのは12戸です。ある村では、農業団体の支援も得て５年間で120戸導入するとい

う計画進めている。そういう時代になっています。これは、自動操縦とか、そういうだけ

でなくて、ＧＰＳ使ったいろんな熟度の検査とか、畑の栄養分の検査とか、こういうこと

に利用できるだけの精度になっていますから、今後ぜひ、今説明あったように国の制度も

十分利用しながら、浦幌も取り組める分は、もちろん町村の負担も出てくるのだと思うの

ですけれども、注視して対応していってもらいたいなと思っているところです。 

○森委員長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご意見というか、ご質問ですけれども、私も実際に見せてい

ただいて、直接衛星から受信とった場合と基地局からとった場合の誤差が全然違うという

部分は見せていただいて、よく存じ上げています。また、実際に使われている方は非常に

作業も楽になったというふうに言っておりましたので、効果というのは触れながら非常に

私も感じています。実際にこれからどれぐらいの農家さんがそういうのを必要とするのか

という部分も実際農協さんとも話をしておりませんので、その辺の周知と希望という部分

を把握しながら、農協さんと協議しながら、実証結果も見ながら検討していきたいという

ふうに思っています。 

○森委員長 福原委員。 

〇福原委員 11ページの林業関係のことでお聞きしたいと思います。 

 町有林が28年度、人工造林34ヘクタール、その次が40ヘクタールとかとあります。この

造林に苗木が要るのです。それで、苗木のほうの出入りというか、そういったものは町の

ほうで今後どのように考えていっているのでしょうか、お聞きしたいと思います。町有林

はいろいろと財源的にも国やら、それから一般財源も使って7,000万円、8,000万円という

事業をやっていくということですが、民間のほうはなかなか苗木に対して、ないと言われ

たらそれっきり何の手はずもとれないのです。それで、そういったものにぜひ民有林も含

めて、苗木のほうの長期の展望というか、そういったものを町のほうで出していただきた

いというふうに思っております。 

○森委員長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 今１番に関連したご質問だと思いますけれども、苗木に関しましては特

段今町のほうで主体的に確保するようにどうしようというところまでは考えてございませ

ん。森林組合とも協議をしながらということで、苗木不足になってきているという部分は

話としては聞いておりますけれども、最近は大分解消されてきたという話も聞いています

ので、苗木が確保できないために造林ができないということは今のところ緊急性の部分は

ないというふうに思っていますので、その辺も情報を確認しながらやっていきたいという

ふうに思っています。また、いろんな方法も出てきて、苗木をつくる方法も出てきていま

すので、今後また確保されてくると思いますけれども、今のところ苗木に関しては協会の

ほうが割り当てという形でやっていますので、その分をうちでどうのこうのという部分で

言えるという立場ではございませんので、造林に支障のあるようなことがないということ
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では情報を収集しながら対応していきたいというふうに思っています。 

○森委員長 福原委員。 

〇福原委員 民有林については手出しも何もできないということで、大体もうそろそろマ

イマイガが発生する時期に近づいております。多分ここ二、三年の間にはマイマイガがこ

ちらの十勝のほうにも来るような気配でございます。発生した後に非常に苗木が不足する

ということが、それが何年も響くということで、事前にそういう情報を把握しながらやっ

ていかないと、町のせっかくの予算化した５年の計画も計画倒れにならないように事前の

措置をしていっていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくどうぞお願い

いたします。 

○森委員長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 今おっしゃられたことに関しましては、そういうようなマイマイガとい

うふうになれば非常に苗木の生産に困るという部分もありますので、そういうところは事

前に予知できる部分は情報収集しながら、関係機関とも協議しながらアンテナ立てていき

たいというふうに思っています。 

○森委員長 質疑のときには、資料のページ数、そして事業名の番号をおっしゃってから

質疑をしていただきたいと思います。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○森委員長 これで質疑を終わります。 

 次に、第２章、安心して子どもを育て、いつまでも暮らせるまちについて説明を求めま

す。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 新旧対照表の９ページをごらん願います。第２章、安心して

子どもを育て、いつまでも暮らせるまち。 

 第１節、子育て支援の充実。 

 現状と課題の部分ですけれども、次世代支援対策推進法に基づきましてこれまでは計画

を策定しておりましたけれども、平成27年度以降は子ども・子育て支援法に基づき計画を

立てることになりましたので、ごらんのとおり変更を行っております。 

 また、主要施策、（１）総合的な子育て支援の充実につきましても同様でございます。 

 10ページをごらん願います。成果指標ですけれども、平成26年度の実績追加と平成32年

度の目標の一部見直しを行っております。また、成果指標のうち２歳半、４歳、５歳児相

談の受診率を、平成28年度から２歳半が乳幼児健診へ移行するため、この成果指標を削る

ものでございます。このほか、１歳６カ月児の齲歯保有率の減少と３歳児の齲歯保有率の

減少をそれぞれ齲歯保有率に変更いたします。 

 次のページをごらん願います。第２節、保健・医療の充実。 

 現状と課題ですが、変更前は平成21年度の高齢化率、介護認定率の状況及び要介護３以

上の重度の人の原因疾患について記載していますが、変更後は平成25年度の高齢化率、介
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護認定率の状況及び要介護３以上の重度の人のうち、74歳未満の若い方の原因疾患につい

て記載をしています。また、本町の平均寿命と健康寿命の状況、入院と外来の受診割合、

入院日数、入院の原因疾患など現状の追加を行っているものでございます。12ページをご

らん願います。引き続き現状と課題となっておりますけれども、変更前は40歳代の特定健

診受診者のうち、異常なしが１割を切っていることから、未受診者の中に生活習慣病予備

群がいることや特定健康診査を国の目標の65％に引き上げる活動を実施していく必要があ

るとしていますが、変更後は65歳未満の早世が多いことと健康寿命が低いことから、医療

にかかっていなかった方が脳卒中などを発症している可能性があることなど、特定健康診

査の受診率を国の目標の60％に引き上げる活動を継続実施することとしております。また、

今年の３月末で多田医院が閉院となりましたので、本町の医療の現状の変更を行っており

ます。 

 次のページをごらん願います。主要施策の（９）医療費の適正化等、データヘルス計画

の実施により、被保険者の健康づくりや予防活動を促進し、さらに適正なレセプト点検等

を行うことにより、医療費の適正化に努めることとしております。データヘルス計画につ

きましては、保険者が保有するレセプトや事業主から提供された健康診断データなどの情

報を活用し、加入者の健康づくりや疾病予防、重症化予防を行う事業でございます。 

 次のページをごらん願います。第３節、地域福祉の充実。 

 成果指標では、平成26年度の実績を追加するとともに、平成32年度の目標を矢印から数

値表示に変更しております。 

 第４節、高齢者福祉の充実でございます。 

 介護保険法の改正により、予防給付から市町村が取り組む地域支援事業へ移行すること

などを踏まえた変更を行っております。 

 現状と課題ですが、次のページをお開き願います。変更前は、要介護等の状態とならな

いための介護予防対策の推進が重要となっていますとなっておりますが、変更後は要介護

等の状態とならないため、認知症施策を含めた介護予防対策の推進が重要となっています

と変更いたします。また、高齢者福祉計画を老人福祉計画に改めます。 

 主要施策の（１）高齢者支援推進体制の整備でも高齢者福祉計画を老人福祉計画に改め

ます。施策の（２）地域包括支援センターの充実、これを地域包括支援センターの機能強

化に改めます。また、文章の中で高齢者の実態を把握しという部分を高齢者の総合相談、

また後段になりますけれども、関係機関と連携したネットワークづくりを行い、事業を効

果的に推進します、こちらのほうを変更後は関係機関と連携した地域ケア会議の充実を図

り、住みなれた地域での生活が継続できるように事業を効果的に推進しますに変更いたし

ます。次のページをごらん願います。（４）地域支援事業の推進でございます。こちらのほ

うは、全文変更を行っております。介護予防・日常生活支援総合事業を実施し、介護予防

に努めながら、包括支援事業として在宅医療、介護連携の推進、認知症施策の推進、生活

支援サービスの体制整備、任意事業の充実を図ります。（７）生きがいづくりと社会参加の

促進、こちらのほうは追加を行います。また、生活に支障を来している方に対し、高齢者
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が生きがい活動としている支える側になり、支え合い事業に従事することができるように

支援をします。以上の文章を追加します。（８）高齢者が住みよいまちづくりの推進、こち

らにつきましては変更前は関係部門、関係機関、団体が一体となってとなっておりますけ

れども、前段に地域住民を加えます。また、見守り活動を見守りネットワークと改めます。 

 次のページをお開き願います。成果指標ですけれども、平成26年度の実績を追加すると

ともに、指標の中で介護予防ケアマネジメント利用者数を削りまして、新たに介護予防事

業の参加者数に改めます。 

 次の18ページをごらん願います。参画と協働の指針につきましても、町民の欄、それか

ら地域、団体、事業者の欄にそれぞれ追加をいたします。 

 第５節、障がい者福祉の充実でございます。 

 こちらのほうは、障害者自立支援法の一部が改正されまして、平成25年４月から障がい

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律として障害者総合支援法と名称

が変更となったことに伴いまして、字句の変更を行っております。 

 現状と課題では、今説明のとおり、障害者自立支援法等を障害者総合支援法等に改めて

おります。次のページをごらん願います。同様の変更を行っておりまして、成果指標です

けれども、こちらのほうは平成26年度の実績を追加するとともに、指標の児童デイサービ

スセンター延べ利用者数を子ども発達支援センター延べ利用者数に改めます。 

 20ページをごらん願います。第６節、アイヌ住民福祉対策の充実。 

 現状と課題の部分ですが、北海道アイヌ協会浦幌支部の名称が平成26年４月から浦幌ア

イヌ協会に変更となっておりますので、変更手続を行います。 

 次のページをお開き願います。成果指標では、平成26年度の実績を追加しております。 

 また、参画と協働の指針では、浦幌アイヌ協会と名称の変更を行います。 

 22ページをごらん願います。22ページは、第２節の保健・医療の充実の成果指標となっ

ておりますが、平成26年度実績の追加と成果指標のうち、特定健康診査受診者のうち、糖

尿病疾患者のヘモグロビンＡ１ｃ7.0以上の割合と特定健康診査受診者のうち、糖尿病で治

療していない人のヘモグロビンＡ１ｃ6.5以上の割合を削りまして、特定健康診査受診者の

うち、ヘモグロビンＡ１ｃ6.5以上の割合と１人当たりの国保医療費の伸び率を国並みで維

持する。そして、糖尿病の入院費を抑制するの３つの指標に変更するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○森委員長 企画振興係長。 

〇川上まちづくり政策課企画振興係長 それでは、参考資料22ページをごらんください。

こちら第２章、第１節、子育て支援の充実に係る実施計画になります。22ページに記載の

ある事業番号１番から事業番号５番までは、前期からの継続事業となります。保育所、幼

稚園など子育て支援施設の運営について引き続き実施してまいります。 

 次に、23ページをごらんください。事業番号９番、予防接種事業です。この事業につき

ましても前期からの継続事業になりますが、平成28年度より事業概要について追加がござ

います。ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチン、水痘ワクチン、子宮頸がんワクチンの４
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つの予防接種が後期より追加となります。ヒブワクチンを初めとしたこの４つの予防接種

につきましては、前期においてはそれぞれ重点プロジェクトに掲載されておりました。し

かし、この接種事業が任意接種から国の法定接種に移行したことに伴いまして、後期から

は本予防接種事業に組み込み、後期においても継続して事業を進めていくものであります。 

 続いて、資料24ページをごらんください。事業番号15番、認定こども園新築事業です。

こちらは、新規追加事業となります。平成31年度に実施設計を行い、平成32年度より建築

工事を始めてまいります。 

 次に、資料26ページをごらんください。26ページは第２章、第２節、保健・医療の充実

に係る実施計画になります。事業番号１番、特定健康診査、事業番号２番、特定保健指導、

事業番号３番、各がん検診、この３つの事業につきましては、前期からの継続事業となり

ます。後期におきましても、引き続き事業を実施してまいります。事業番号５番、患者輸

送バス運行事業です。この事業につきましては、留真温泉バスの送迎バス同様、平成29年

１月よりコミュニティバスへの移行を予定しております。よって、事業費につきましては

平成28年４月から平成28年12月までの経費を計上してございます。 

 次に、資料27ページをごらんください。事業番号６番、町立診療所医療機器整備事業で

す。こちらも前期からの継続事業となります。平成28年度においては、自動血球計数装置

１台、滅菌装置１台、生態情報モニター、多機能心電計１台を整備してまいります。事業

費につきましては、740万円となってございます。続いて、平成31年度にはエックス線ＣＴ

スキャナー１台を整備してまいります。事業費につきましては、2,500万円となっておりま

す。続いて、事業番号７番、保健福祉センター修繕事業です。こちらは、後期の新規追加

事業となります。平成28年度に保健福祉センターにおける検診室の暗幕交換を実施いたし

ます。 

 次に、28ページをごらんください。28ページからは第２章、第３節、地域福祉の充実に

係る実施計画になります。この３節、地域福祉の充実に係る実施計画につきましては、こ

ちらにある掲載４事業となります。この４事業が全て継続事業となっております。各種団

体の運営、活動に対する支援につきまして、後期におきましても継続して実施してまいり

ます。 

 次に、資料30ページをごらんください。30ページからは第２章、第４節、高齢者福祉の

充実に係る実施計画になります。高齢者福祉の充実に係る掲載事業につきましては、18事

業がございます。そのうち17事業が前期からの継続事業になります。介護用具の貸与や高

齢者団体への運営の補助など、高齢者福祉に係る事業を引き続き実施してまいります。 

 資料32ページをごらんください。事業番号12番、介護予防事業、事業番号13番、地域包

括支援センター運営事業、両事業とも前期からの継続事業になってございますが、平成29

年度以降事業費が増額されてございます。この部分につきましては、平成29年度以降、制

度変更によります事業量の増加によりまして事業費のほうが増加となってございます。 

 続いて、33ページをごらんください。事業番号18番、福祉車両購入です。こちらは、新

規追加事業となります。平成28年度において老人ホーム入所者の送迎用の車両１台の購入
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を行います。 

 次に、資料35ページをごらんください。35ページからは第２章、第５節、障がい者福祉

の充実に係る実施計画になります。障がい者福祉の充実に係る実施計画につきましては、

35ページから37ページにわたり、13の事業を掲載してございますが、新規事業はございま

せん。障がい児等の療育施設等での訓練通園費の補助を初め、重度障がい者の医療費助成、

また障がい者関連団体の運営支援、障害者総合支援法に基づく各種事業を継続して実施し

てまいります。 

 次に、39ページをごらんください。39ページからは第２章、第６節、アイヌ住民福祉対

策の充実に係る実施計画になります。事業番号１番から事業番号５番までについては、前

期からの継続事業になります。後期におきましても、引き続きアイヌ住民福祉対策に係る

事業を継続して実施してまいります。 

 資料40ページをごらんください。事業番号６番、浜厚内生活館屋根・外壁改修工事です。

こちらは、新規追加事業となります。平成32年度におきまして浜厚内生活館における屋根

の板金塗装、外壁のモルタル修繕を実施いたします。 

 以上、第２章における実施計画の説明を終わります。 

○森委員長 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。 

 差間委員。 

○差間委員 質問いたします。 

 主に資料30ページ、31ページ、こちらに関係すると思うのですけれども、介護事業も含

めてこの４月から介護報酬が事業所においては引き下げられて、今後とも介護事業を取り

巻く環境は大変な状況が予想されると思うのです。町としても、浦幌町としてはいろいろ

な施設を経営している中で、民間の事業者に対して、また民間の事業所で働く人に対して

何か方策、従業員がいろいろな資格を取る、教育を受けるという面に対する支援も含めて、

それから事業所がお年寄りを引き受けるということに対しても、町のほうから何か国の事

業とは別に考えるということはないのか、そういったことについてちょっと質問いたしま

す。 

○森委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいま差間委員からのご質問ですけれども、介護報酬の引き下げ

に伴いまして、確かに各事業所、特に通所ですとか、それから訪問介護ですとか、そうい

うような事業につきましては大きな影響が出てくるかと予想されます。その中で、事業所

で働く方々のご支援というようなご質問でございましたけれども、働く方々のご支援につ

きましては、各事業所の中で働く方々の改善というような形のものの方策もとられており

ますし、また介護報酬の中にいろんな加算というものがございまして、その介護事業所が

行う事業によりましては、そこで働く方々の研修費ですとか、そういうようなものも介護

報酬の中で見れるというものがございますので、その中では各事業所の方々がそれぞれの

事業の運営の努力を行いながら実施しているようなところでございます。町におきまして

は、今後各事業所の介護報酬の引き下げによりましてどのような影響が、27年度から引き
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下げですので、どのような影響が出てくるかというところを調査、把握しながら、町とし

ての支援というものにつきましては今後においては調査研究していきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いします。 

○森委員長 差間委員。 

○差間委員 重ねて質問いたします。 

 事業所においては働いている方の報酬を上げる、こういった努力もされているようです

が、なかなかそれもうまくいかず、言い方にもよるのですけれども、やらなくてもいい講

習会を開いて、その職員から講習料をいただいて、前段として報酬をふやして、そして働

く人に報酬を出す形をとって、それで講習を開いてそれを講習料としていただく、こうい

ったことも実際に行われているようです。サービスを受ける、そういう施設に入れる方は

まだいいのですけれども、公立で行われている施設に入られた方は、ああ、よかったなと、

周りからも、私たちも本当によかったねということになるのですけれども、民間の方がや

っている事業所に入っていろいろなサービスを受ける方たちはやっぱり大変な負担も多い

ようです。最初からそういうところに入るのをあきらめて、遠くに働いている子どもを呼

んで、その子どもに介護をやってもらって、自宅で介護する。こういった形態がやっぱり

全国的にもふえているようです。国がどういう体制で介護に向かってくるか、その中で自

治体として私は大変難しいことがあると思っております。総合事業に関しても、29年度ま

で引き延ばしているのかなと思ったら、やっぱり町としてはそうもいかず、早くそれを繰

り上げて実施するようですけれども、民間のほうもかなりそういう苦しい状態でやってい

るという面を考えた場合、自治体運営、それは大変なのはわかるのですけれども、なおか

つ浦幌町内にある、また各地域にあるそういった民間の事業者とともに手を携えて進んで

いくという体制にならないと、私は介護事業というのはこれはとんでもないところに向か

っていくのではないかなと危惧しているのです。予算的にも本当に大変だということはわ

かるのですけれども、いま一度働いている人たちの資格を取るためのそういったことに関

しても事業者とよく相談して、その部分について自治体からも援助していくということは

難しいのかどうか、もう一度質問いたします。 

○森委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまのご質問ですが、確かに差間委員のおっしゃるとおり、今

後民間の方々、そして行政がそれぞれともに介護制度というものを考えながら、平成27年

度に介護保険制度が改正になりまして、これからさまざまな高齢者を含めた地域づくり、

そして高齢者を支援していくというような事業を展開していかなければならないというよ

うな状態でございます。そんな中で、そこで事業所で働く方々の研修ですとか、そういう

ような費用というようなご質問でございますけれども、先ほども私のほうから申し上げま

した内容とまた重複するような形になりますけれども、今後民間の事業所の運営状況を見

ながら、そして町としてどのような支援が適切なのかというような部分を考えていきなが

ら調査してまいりたいと考えておりますので、何とぞご理解お願いいたします。 

○森委員長 福原委員。 
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〇福原委員 24ページの認定こども園新築事業についてお伺いしたいと思います。 

 ４億7,000万円という巨額なお金をつかいまして、ほとんど地方債と一般財源で建設をす

るということで計画が出されております。これは国で奨励している事業だと思います、認

定こども園というのは。それで、これ国の補助などはいただけない状況なのかどうか、そ

れとも31年、32年に予定として少しは補助をもらえるのか、その点を伺っておきたいと思

います。 

○森委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 認定こども園に関するご質問でございますけれども、認定こども園

につきましては32年度に建設予定ということで後期計画の事業計画に掲載させていただき

ました。その中で、国からの補助というようなご質問ですけれども、現在のところ公立の

認定こども園に対する国からの補助メニューというのはございません。32年に建設という

ことで、今後国がどのような施策を講じてくるかわかりませんが、現在のところは公立の

認定こども園に対する補助金はないということでご説明いたします。 

○森委員長 福原委員。 

〇福原委員 大変大きな事業ということですが、ほかの町村ではこの事業は委託事業とし

て、建物は町村で建てるのかもしれません。内部につきましては、職員ということではな

く、外部から専門家にお任せするという事業に移行してきているような状態ではないかと

いうふうに思っておりますが、その辺について町としてはどのようにお考えになっていく

のかお伺いしておきます。 

○森委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまお話ございました。指定管理も含めた委託というようなことの内

容かと思います。確かに町村、自治体によりましては指定管理によりまして保育事業にお

いても行っているというところがございます。その中にありましても、形態としては、例

えば幼稚園と保育園がございまして、それを一つにして認定こども園という場合と、それ

を残して認定こども園という場合があります。残した場合において新たに認定こども園を

つくった際に、委託という事業の展開をしている自治体もあるというふうに聞いてござい

ます。ただ、いずれにいたしましても、本町におきましては認定こども園については新た

に現在ある保育園、幼稚園を残したまま建設するということではなくて、幼稚園、保育園

をあわせた形での認定こども園ということで考えておりますので、現職員の対応等も考え

なければいけないということで、今のところ、将来的にはどうかといいますとこの段階で

はまだ申し上げられませんけれども、今の段階ではそういった中で進めたいというふうに

思っておりますので、委託事業については今後の行財政改革、これらの検討をしながら、

一つの課題ということでなっていくのかというふうに思いますけれども、現在のところは

そういう考えだということでご理解いただきたいと思います。 

○森委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 今の認定こども園の関係なのですが、このことについて昔から幼稚園と保育

園と一緒にという話は出てきていました。今後どういうふうな、今副町長からいろいろ説
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明されましたけれども、保育園なのか、幼稚園なのか、その辺どういうふうな考え持って

いるか、もう一度お聞きしたいと思うのですが。 

○森委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 認定こども園につきましては、幼稚園の機能を持ちながら、なおか

つ保育園の機能を持つと、両方の機能をあわせ持った施設でございます。浦幌町の市街地

区におきましては、しらかば保育園、それから浦幌幼稚園と、今この２つの幼稚園、保育

園がありますが、それぞれ保育園、幼稚園とも、保育園は昭和51年、それから幼稚園は昭

和52年に建設されたということで、建物の耐用年数もそれぞれたってきております。その

中で、保育園、それから幼稚園の機能をあわせ持った施設を建てることによって、浦幌町

のそれぞれ保育園、幼稚園に通園していた子どもたちが一つの認定こども園に通園できる

というような内容になります。よりまして、認定こども園というのは幼稚園、それから保

育園の機能、両方をあわせ持つ施設ということでご理解いただきたいと思います。 

○森委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 話はわかるのですけれども、そうしたときには国のほうでは文科省になるの

か、厚生省になるのか。それとあと、これをつくることによって特区か何かでやられるの

かどうか。それとあと、今保育料をいただいていますよね、認可保育所の場合は保育料、

そういう基準とか、そういうのも持っていくのか、それとも浦幌独自の保育料でやってい

くのか、その辺についてお聞きしたいと思います。 

○森委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 まず、子ども・子育て支援法が平成24年の８月に公布されました。

今年度子ども・子育て支援法が施行されたということで、この中で認定こども園法という

法律があります。その法律の中で、認定こども園というものが設置されて運営されていく

というような内容になります。 

 そしてまた、保育料につきましては、それぞれ幼稚園、それから保育園機能を持つと、

あわせ持つというような施設でございますので、幼稚園に該当する子ども、それから保育

園の入園に該当する子ども、それぞれの保育料というのはやはりある程度区分をつけない

とならないかなというふうに考えております。その辺につきましては、今後におきまして

幼稚園、保育園の保育料の設定については今現在既にこども園を整備されている、そうい

うような町村がございますので、それらの町村を視察、または参考にしながら検討してま

いりたいと考えております。 

○森委員長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○森委員長 これで質疑を終わります。 

 次に、第３章、うらほろスタイルを創出する教育・文化のまちについて説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 新旧対照表の23ページをごらん願います。第３章、うらほろ

スタイルを創出する教育・文化のまちは、主に今年４月から始まりました小中一貫、コミ
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ュニティ・スクールや岩手県洋野町との相互交流、設立準備を進めております総合型地域

スポーツクラブにつきまして追加を行っております。 

 第１節、生涯学習社会の確立。 

 主要施策の（７）学校支援地域本部事業の推進、こちらのほうでは学校支援地域本部事

業のさらなる充実を図るとともに、学校と地域がともに支援し合う仕組みであるコミュニ

ティ・スクールを基盤とした小中一貫教育を推進することとしております。 

 次のページをごらん願います。成果指標ですけれども、平成26年度の実績を追加すると

ともに、平成32年度の目標のうち、公民館の利用者数を矢印から数値目標に変更しており

ます。 

 次のページをごらん願います。第２節、生涯スポーツの振興。 

 主要施策、（２）多様なスポーツ活動の普及促進、こちらは変更前は後段のほうに、さら

に誰もが気軽に楽しめるニュースポーツの普及を図りますとなっておりますが、変更後は、

さらに誰もが気軽に楽しめる環境づくり、スポーツを楽しむ機会を促進するため、総合型

地域スポーツクラブの設置、普及を図り、町民が主体的に参画する地域の環境を整備しま

すと変更を行います。（３）スポーツ団体、指導者の育成、こちらにつきましても後段の部

分に、少子化傾向に対応するため、コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育と

連携した新たな組織体制を模索し、全ての子どもがスポーツを楽しむことができる環境の

整備に努めてまいりますと文章の追加を行っております。 

 26ページをごらん願います。成果指標、平成26年度の実績を追加するとともに、平成32

年度の目標を矢印から数値表示に変更を行っております。 

 次のページをごらん願います。参画と協働の指針では、町民の項目の欄に、住民が主体

的に参画する地域の環境を整備するため、総合型地域スポーツクラブの育成や設立に参加

しますの項目を追加しております。 

 第３節、幼児・学校教育の充実。 

 現状と課題ですけれども、中段の部分に、小中一貫、コミュニティ・スクールの調査研

究を進め、平成27年４月より全小中学校をコミュニティ・スクールに指定し、小中一貫教

育を推進していること、また後段の部分に、あわせて、地域とともにある学校づくりを目

指し、学校、家庭及び地域の連携をさらに強めていく必要があるという文章を追加してお

ります。 

 主要施策、（１）から（７）までそれぞれございますが、次のページをごらん願います。

（８）コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育の推進、児童生徒の義務教育９

年間におけるよりよい学びの実現や生徒指導上のさまざまな課題の解決のため、コミュニ

ティ・スクールを基盤とした小中一貫教育を推進します。 

 成果指標では、平成26年度の実績を追加しております。 

 次のページをごらん願います。第４節、青少年の健全育成。 

 現状と課題では、コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育という項目を追加

するとともに、昨年友好の町絆協定を締結しました岩手県洋野町との相互交流事業を追加
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しております。 

 次のページをごらん願います。主要施策、（１）青少年の活動促進、こちらのほうにも洋

野町との相互交流事業の部分を追加しております。 

 次のページをごらん願います。成果指標ですけれども、平成26年度の実績を追加すると

ともに、平成32年度の目標を矢印から数値で表示を行っております。また、変更前、道外

派遣事業を相互交流事業と変更を行っております。 

 第５節、地域文化の振興。 

 次のページをお開き願いたいと思います。成果指標ですけれども、平成26年度の実績を

追加するとともに、平成32年度の目標を矢印から数値表示へ変更を行っております。 

 以上で説明を終わります。 

○森委員長 企画振興係長。 

〇川上まちづくり政策課企画振興係長 参考資料41ページをごらんください。41ページか

らは第３章、第１節生涯学習社会の確立に係る実施計画になります。こちら41ページから

42ページにかけては、社会教育事業及び図書館事業について掲載してございます。団体活

動の支援や各種講座の開催など、前期計画に引き続きまして事業を進めてまいります。 

 次に、43ページをごらんください。事業番号11番、中央公民館改修事業です。こちらの

事業は、新規追加事業となります。平成28年度から平成30年度の３カ年におきまして、１

階和室内装の改修や１階、２階トイレの改修工事、２階ホール、階段、廊下のタイルの張

りかえなどの改修事業を実施していきます。事業番号12番、吉野公民館改修事業、こちら

も新規追加事業となります。平成29年度において２階研修室の壁クロスの張りかえなどを

実施いたします。事業番号13番、上浦幌公民館改修事業、こちらも新規追加事業となりま

す。平成30年度において、玄関ポーチ、スロープタイル撤去、ゴムチップ舗装等の改修事

業を実施いたします。事業番号14番、図書館視聴覚機器更新事業です。こちらも新規追加

事業となります。平成30年度から平成32年度の３カ年において、図書館内のＤＶＤ再生機

器の更新を実施していきます。事業番号15番、教育文化センター設備保守事業です。こち

らも新規追加事業となります。平成31年度において、昇降機保守事業、主ロープの取りか

えなどの保守事業を実施してまいります。 

 45ページをごらん願います。45ページからは第３章、第２節、生涯スポーツの振興に係

る実施計画になります。事業番号１番から５番につきましては、スポーツ団体等への補助

や体育施設の維持管理に係る事業について前期に引き続き実施をしてまいります。 

 46ページをごらん願います。事業番号６番、総合スポーツセンター設備改修等工事です。

こちらは、新規追加事業となります。平成29年度、平成30年度の２カ年におきまして、温

水ボイラー、給湯ボイラーの取りかえやアリーナ南側の暗幕８カ所の更新などの改修を実

施してまいります。事業番号７番、スイミングプールボイラー取りかえ工事、こちらも新

規追加事業となります。平成28年度において、温風ボイラー１基、温水ボイラー１基の取

りかえ工事を実施してまいります。事業番号８番、アイスアリーナ表面削製機更新です。

こちらも新規追加事業になります。平成32年度におきまして、アイスアリーナの表面削製
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機の更新を実施いたします。事業番号９番、浦幌パークゴルフ場改修工事、こちらも新規

追加事業になります。平成30年度から平成31年度の２カ年におきまして、テラス床の改修、

バンカー補修工事等の改修工事を実施してまいります。事業番号10番、厚内パークゴルフ

場改修工事、こちらも新規追加事業になります。平成31年度において、スタート台の張り

かえ修繕などの改修を実施してまいります。 

 資料48ページをごらん願います。48ページからは第３章、第３節、幼児・学校教育の充

実に係る実施計画になります。事業番号１番から10番につきましては、学校教育関連事業

を掲載してございます。いずれも前期からの継続事業になりますので、後期におきまして

も引き続き事業を進めてまいります。 

 資料50ページをごらん願います。事業番号11番、学校施設整備事業です。こちらは、新

規追加事業となります。平成28年度から平成31年度にかけまして、学校施設の整備を実施

してまいります。平成28年度におきましては、上浦幌中央小学校屋内放送設備の更新を行

います。事業費につきましては、550万円となっております。平成29年度には、浦幌小学校

屋内放送設備の更新を実施します。事業費につきましては、550万円となっております。続

いて、平成30年度には、浦幌小学校の屋外放送設備の更新、上浦幌中学校屋内運動場屋根

の改修工事を実施いたします。事業費につきましては、2,250万円となっております。平成

31年度におきましては、上浦幌中央小学校のグラウンドの改修工事を実施いたします。事

業費につきましては、1,500万円となっております。続いて、事業番号12番、教員住宅整備

事業です。こちらも新規追加事業となります。平成28年度以降、上浦幌中央小学校及び浦

幌小学校の教員住宅の建てかえを実施してまいります。事業番号14番、スクールバス更新

事業、こちらも新規追加事業になります。平成29年度において、大型バス１台の更新を行

います。事業番号15番、学校ＩＣＴ整備事業です。こちらも新規追加事業になります。平

成28年度から平成31年度の４カ年にかけまして、町内小中学校の普通教室へのＩＣＴの整

備についてを実施してまいります。 

 続いて、51ページをごらんください。事業番号16番、学校給食センター改築事業、こち

らも新規追加事業となります。平成28年度に実施設計の委託を行い、平成29年度に建築工

事を実施いたします。また、平成30年度には外構工事と進めてまいります。 

 次に、52ページをごらん願います。52ページからは第３章、第４節、青少年の健全育成

に係る実施計画となります。事業番号２番、相互交流事業、こちら新規追加事業となりま

す。こちらは、前期におきましては道外派遣事業としまして富山県氷見市のほうへ子ども

たちを派遣しておりましたが、平成27年度より友好の町絆協定を結びました岩手県洋野町

へ子どもたちを派遣してございます。28年度以降は、洋野町の子どもたちを本町へ受け入

れる、またそれ以降浦幌町の子どもを洋野町へ派遣するなどの事業を隔年で実施してまい

ります。 

 次に、53ページをごらんください。事業番号６番、青少年健全育成事業です。こちらは、

前期からの継続事業になってございますが、平成30年度においてのみ事業費のほうが大幅

に増額となってございます。こちらにつきましては、人権啓発活動市町村地域事業といた
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しまして、人権の花運動や人権に係る講演会など、そういった人権啓発活動について各市

町村が順番で事業を実施しているものがございます。平成30年度においてはその事業が本

町において行われることにより、人権啓発活動市町村地域事業委託料の交付を受け、事業

を実施していくことから、事業費が増加してございます。 

 続いて、資料54ページをごらんください。こちらは第３章、第５節、地域文化の振興に

係る実施計画になります。こちらにつきましては、文化祭事業や子ども文化鑑賞会など、

文化振興に係る事業を前期に引き続き継続して実施してまいります。 

 資料55ページをごらんください。事業番号10番、博物館展示室映像データシステム改修、

こちら新規追加事業になります。平成29年度において博物館展示室における映像データシ

ステムの改修を実施いたします。 

 続いて、56ページをごらんください。事業番号11番、文化財標識看板改修事業、こちら

も新規追加事業となります。平成28年度以降、文化財案内の看板の改修を随時実施してま

いります。 

 以上、第３章における実施計画の説明を終わります。 

○森委員長 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。 

 差間委員。 

○差間委員 地域文化の振興ということで、ページはどちらとも、55とも54、53、ここら

辺にわたっている。また、先ほどの章の最後のアイヌの問題にもちょっとかかわるのです

けれども、地域文化を振興するということで、浦幌町にはいろいろ指定文化財もございま

す。それから、まだまだ表に出てこない文化財もいろいろ私はあると思うのです。お年寄

りの話を、アイヌ語ではウチャシクマと言うのですけれども、昔語りというのですか、今

ではそういった話を聞けることもどんどんなくなってきているのですけれども、私たちの

先祖にかかわって、遺骨を北大から返してもらうということで私たちもいろいろ頑張って、

今裁判も進んでいるけれども、今私の言いたいのは、この土地をめぐって過去からいろん

なことがあった。そういったことを掘り起こしてくれたり、または開拓以来いろいろな文

化も浦幌でできてきていると思うのですけれども、そういったことをまとめたり、私はも

うちょっと人材的にそろえるべきではないかと思っているのです。私たちアイヌのことに

関しても、ぜひそういった面からの人材も欲しい。それから、浦幌自体の文化をいろいろ

理解する上でも、より強く私たちに発信してくれる、そういった人材が欲しい。常々思っ

ておりました。この点に関して、私はもう少し人材に金をかけるべきだと思うのです。こ

の点に関してちょっと質問いたします。 

○森委員長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまの質問でございます。 

 本町には博物館がございまして、今年度から学芸員を１人、準職員という形で採用させ

ていただいております。その学芸員がアイヌだけではないのですけれども、さまざまな分

野において専門的な知識を持っておりまして、その学芸員を中心に、今言われたような、



- 24 - 
 

一人ではなかなか広がりというのは難しいわけでありますけれども、とりあえず学芸員の

知識をもとに、そこから今言われたような事業を進めていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○森委員長 差間委員。 

○差間委員 この浦幌町にも本当にすばらしい学芸員が来てくれたと思って、私は大変喜

んでおります。ただ、この方は専門が私が希望するようなアイヌではないのですけれども、

やっぱりそれなりに博物館の学芸員ということで、私は博物館の学芸員という名前のつい

た方は大変尊敬しております。博識である。もちろんいろいろなことに関してよく研究さ

れている。私たちと話ししていても、本当に勉強になるな、楽しいなと。それから、今各

地の博物館で持っているいろいろな文化財、いろいろな資料を持ち回りで全道でやってい

ると、今そういった展示もやっております。私は、この動きはやっぱり絶え間なく進めて

いくべきだと思うのです。私たちの歴史に関しても、戦前のことはもちろん、戦後のこと

に関しても本当に忘れてしまっているようなことがまだまだたくさんあると思います。ぜ

ひ博物館の学芸員、今言葉が出たので、私は要求いたしますけれども、またこの件に関し

て質問しますけれども、博物館の学芸員を常駐的に浦幌に置く考えはあるかどうかお聞き

いたします。 

○森委員長 教育長。 

〇久門教育長 ただいまのご質問でございますが、今年度平成27年度から、今おっしゃい

ましたように学芸員を常駐という形をとっております。ただ、それはアイヌの文化専門と

いうことではございませんが、しかしこれまでの対応とは違いまして、生物というか、植

物が専門ではありますけれども、非常にアイヌの文化についても造詣が深い人間を常駐し

ているということでございます。例えば今年度の事業を見ましても、アイヌ文化の伝承、

これの展示会、またアイヌ文様の手芸の講座、これも講師もお招きしながら、アイヌの刺

しゅうの講座を行っておりますし、それからアイヌの文化体験教室ということで、今年は

ドングリを用いた料理教室とか、あるいはムックリ、これを使って特に子どもたちを対象

にそういうアイヌの文化伝承をしていくということ。それから、この学芸員は私たちの町

だけにとどまらず、いろんなところで全国でアイヌ文化の展示会がございますが、そうい

うところにも呼ばれて、アイヌの生活を伝えていくというような仕事もしておりまして、

その成果を私たちの町にもいただいているということでございます。それから、最初のほ

うでおっしゃっていました昔のこと、アイヌだけでなくて、戦前、戦後、戦中、このあた

りのお話を古老の方から聞いて今に伝えていくと、こういうことも非常に大事でございま

して、ただいま第８期の社会教育の推進計画を作成中であります。その中でもこの話が出

ておりまして、予算化はしておりませんけれども、年度の中でそういうものも取り入れな

がら進めていきたいと、このように考えております。 

○森委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 基本計画、28ページになります。幼児・学校教育の充実という第３節の続き
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ですが、主要施策の中で（１）の学校教育の充実とありますが、この点について今回新た

な施策として盛り込まれたことはないようです。それで、第３期の計画の当初の内容を読

んでみますと、学校教育の充実ということで、基礎的、基本的な学力の向上と個性や創造

性を伸ばすことを基本に個に応じた指導方法の工夫改善に努めながらということで、教育

内容の充実を図りますということになっています。 

 お伺いしたいのは、ご承知のように毎年出されております教育委員会の権限に属する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価、これ出ていますね、こういうもの毎年教育委員

会から出されております。その中見ますと、小学校の学力、中学校の学力の報告があるの

ですが、26年の調査結果で、非常に浦幌の学力が下がったということではないのですが、

道、国のレベルが上がってきて、格差が広がっているという報告になっています。私は、

この計画にのっていない、予算も特殊に必要かもしれない内容についてのっていないこと

が非常に気になるのですが、この辺の対応について教育委員会もＣＳとか社会教育、そう

いったことに力入れているのですが、学校教育の充実強化についての記述がないことを非

常に心配をしているのです。その辺のことについて今後の対応、これは１年でどうしよう

といったって改善しない内容ですから、そういう協議検討が、もちろんこの報告書出す以

上は毎年教育委員会で学校のカリキュラムも含めた検討はなされていると思うのですが、

今後に対するそういう協議の経過、考え方について伺いたいなと思います。 

○森委員長 教育長。 

〇久門教育長 学力の向上につきましては、本町におきましては大変重要な課題でござい

ます。ただいまいろいろご指摘いただいておりますが、今回提案しておりますのは、新旧

対照ということで、特に変わったところだけを出しておりますので、この表には載ってお

りませんけれども、例年、今年もそうでしたけれども、学校教育を進めるに当たって５点、

重点項目を各現場に指し示しております。総合的には生きる力を育むということでありま

すけれども、１番目にはやっぱり特色のある学校教育と、この中にはコミュニティ・スク

ールが入っているわけでありますが、２点目は学力の向上です。３点目は心の育成、４点

目は体力の増強と、そして５点目はそれを支える上での教職員の資質を高める研修と、こ

ういうことを例年指し示しておりまして、これを本当に力強く進めるのが小中一貫、コミ

ュニティ・スクールでございます。特に現場に指し示している中で、まずは教職員の資質

を高めるということが最も大事だと思っておりますので、これは各種の研修会、今小中合

同の研修会というものが学園ごとに始まってまいりました。町内だけでの研修ではなかな

か資質は伸びません。そこで、十勝管内で十勝教育研究所というのがございますが、ここ

で32項目の講座がございます。そこに私たちの町では積極的に教職員を送り出すと、３年

平均をとっておりますが、今年で見ますと管内では一番そこに出席をして、そして学んで

くると、こういう実績を持っております。 

 それから、子どもの学力につきましては、これは例年出て、やがて12月号の広報紙にも

載せるわけでありますが、その年度によりまして大変変動が激しゅうございます。二、三

年前は全国平均を超えておりました。しかし、下がる年もある。残念ながら、今回少し下
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がっておりますが、絶えず下がっていくということではございませんで、その年度の学年

の一つの特徴といいましょうか、そういうこともございます。それと、学校だけでなくて

家庭の力もかりなければならない。読書、そして家庭学習、これは家庭の力をおかりしな

がら、これもコミュニティ・スクールでだんだん中に浸透していく。そういうことで、学

力の向上には大変力を入れて進めているところでありますが、すぐには成果が出ないので、

いろいろご心配の向きもあろうと思いますが、そのことは最重点で取り組んでおりますの

で、ご報告したいと思います。 

○森委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 教育長説明のとおり、変更部分について主に記載されたということで、特殊

に協議されたり検討されたりしていない部分があれば大変なのですが、今説明十分ありま

した。積極的な研修ということで、その部分についての研修費等が計上されているのだと

思うのですが、なかなか議論しにくいといいますか、せっかくの後期５カ年の検討の内容

ですから、その内容を伺った中で私も十分理解もしますし、今後も引き続き、本当に教育

の最重要課題だと思うのです。十分検討して進めていただきたいと思っています。 

○森委員長 意見としてよろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 二瓶委員。 

〇二瓶委員 同僚委員からいろいろ質問されて、私とかぶる面があるので、かぶらない部

分で申し上げたいと思いますけれども、まず25ページにある。いずれにしても、細かいこ

とは別として、コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育と連携した新たな組織

体制をということございますけれども、今同僚委員からいろいろ質問があり、答弁された

とおり、確かにコミュニティ・スクール等で教育費の関係の中でもいろいろ私どもにお知

らせをいただき、そのことについてはまことにすばらしいものがあるのかなと。しかし、

そういった中で、この地域と連携したという中で、一般ＰＴＡの方々と関連する方とはそ

れぞれ近しくなっている部分もあろうかと思います。しかしながら、地域となるとまだそ

こまではいかないのかなと。これは地域性もあるのかもしれませんが、地域を取り込むと

いいますか、一緒になって考えていかなければならない大きな問題だと思います。先ほど

同僚委員の話にもありましたように、昔のことを探り、これからのことをやるのも結構で

しょう。しかし、未来ある子どもたちです。先のことを考えたらどうでしょう。そういっ

たことで、地域で少しずつでもいいから子どもたちとお年寄りが交わるような、そんな機

会が、例えて申しますと、先般上浦幌の30周年記念ありました。その中で、高齢者の人方

と一緒に、花壇だったか、何かやって、それから食事をする。そんな中で、隣近所のお父

さん、お母さんとか、またそういう人方もどこどこの子どもさんだなということが少しで

もわかることが、最優先とは申しませんけれども、重要ではないかなと。そうしたことも

含めて、教育委員会として今後の進め方といいますか、地域にお願いするものはしていか

なければならないでしょうけれども、教育委員会としての考え方を伺っておきたいと思い

ます。 
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○森委員長 教育長。 

〇久門教育長 小中一貫コミュニティ・スクール、今年度４月から全５校で取り組みまし

た。鋭意会合を持っていただいて、学園ごとに会合を持って、この浸透の度合いはどうな

のだろうかと、それから地域の動きはかなり出てきましたが、まだ家庭とのかかわりが弱

いという私も話の中で確認をしているであります。実は、昨日もＣＳ委員会の推進の特別

委員会を雪の中開きました。この中でも似たようなお話が出ておりました。ただ、皆さん

の委員の中からの評価では、ＣＳに取り組むことによって一段と学校の中に地域が入って

くるようになったと。例えて申し上げますと、運動会、それから文化祭、学芸会、これは

外部から来られる方は上浦幌地区は非常に昔から多うございました。その影響が今度町場

にも非常に取り入れられるようになったと。せんだっての学習発表会も30名ぐらいの、こ

れは来賓の方です。今まで来賓というとどうしても教育委員会ぐらいなのですが、それが

地域の方々が、かかわっている方々が来賓として来られるという形が１つ出てまいりまし

た。それを次第にふやしていくということと、今例に出されました給食を食べるという。

地域の皆さんに学校の花壇を一緒につくりましょうと、老人クラブに呼びかけをいたしま

す。寿大学。花を植栽をした後に、今度は子どもたちと一緒に昼食をとりましょうという

ことを２回ほどやりました。そうしますと、これまでの参加から見ますと数倍ふえて、ど

んどん入ってきて、来てくださったお年寄りも本当に喜んで、孫のようだという、そうい

うようなお話をしていただいているということで、徐々にこれが入ってきておりますので、

当事者意識を持っていただくためにはまずは学校に入っていただくということをいろいろ

工夫を重ねながら、そしてそれは学校だけが努力するのではなくて、学校運営協議会とい

うのができましたので、校長の運営方針を承認するという役割があります。承認したから

には、連帯責任でございます。皆さんとともに家庭、学校、地域一体となった地域づくり、

学校、人づくりをしていくということで今進めているところでございます。 

○森委員長 福原委員。 

〇福原委員 51ページの学校給食センターのことについてお伺いをいたします。 

 給食センター、９億2,500万円という膨大な予算で来年度から実施設計ということで、こ

れの大まかな目的というか、今アレルギーとかいろんなことで子どもたちの食生活も非常

に大人が見守ってやらなければ命にかかわることも生じるかもしれないという現状でござ

います。どのようなことに重点を置いてというか、子どもの給食ですから、大変重要だと

いうことはわかりますが、こういうふうな８億3,900万円という事業費、この内訳がもしわ

かれば、大まかなので結構ですが、お聞きしたいと思います。 

○森委員長 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまの質問でございます。大まかな事業の内容ということでござい

ますが、ここに事業概要ということで載せさせていただいている内容が現在考えている内

容といいますか、実を申しますと基本構想というものを立てて、基本設計という形で給食

センターを建てていくという流れで今考えているのですが、基本構想は今年度中に立てる

ということで、この事業費はなぜこういう事業費なのかといいますと、本別、足寄、今現
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在池田町が建設中でございますが、最近近隣町村が建設された給食センターを参考に出さ

せていただいた事業費でございます。その中には、今ご質問の中にもありましたアレルギ

ーの対策のコーナーとか部屋とか、先日足寄町、本別町のセンターを視察に行ってまいり

まして、それぞれの町村の考え方によっては、コーナー、また部屋というふうな考え方が

ございまして、それも含めて12月から３回程度の運営委員会の中でこの構想を策定して、

そこら辺を明確にしていきたいなというふうには今考えております。そういうことで、事

業概要につきましては28年度は実施設計、29年度につきましてはその実施設計に基づきま

して建物の工事等、30年度は解体工事、または外構工事と、主な内容はそのようになって

おります。 

 以上でございます。 

○森委員長 福原委員。 

〇福原委員 帯広市を初め、近隣の町村で給食センターを建設されております。非常にい

ろいろと気を使いながら、それぞれの実情に応じたような、子どもの食育に対する本当に

真摯な気持ちで多分よその町村もやっておられるのだろうと思いますので、ぜひともそれ

らを参考に、浦幌町もそれに匹敵するような給食センターであっていただきたいというこ

とで質問をいたしました。建設場所は今の中学校のところになるのか、ちょっと確認をし

ておきたいと思います。 

○森委員長 教育次長。 

〇鈴木教育次長 先ほどお話しさせていただきましたとおり、基本構想がまだ策定はされ

ておりませんけれども、給食センターという建物は工場というものになります。そうなり

ますと、都市計画上、用途地域といいますか、それが限られてしまいますので、今の建物

の横はちょうどその用途地域、白地といいますか、そういうところでもございますので、

そこが中心に、そこから構想が始まるのではというふうに今の段階では考えております。 

○森委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 今の給食センターのことでちょっとお聞きしたいのですが、これは今センタ

ーを建てるという計画で持ってきていると思うのですが、指定管理者というか、一部委託

とか、試食だけ委託だとか、そういうことは考えておられなかったのか。それとあと、起

債が７億6,800万円ということでなっていますが、これについては過疎債なのか、どういう

起債を持ってきているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○森委員長 教育次長。 

〇鈴木教育次長 指定管理等につきましては、今調理員等おりますので、また職員も所長、

事務職員、また栄養教諭とおりますので、今の体制で引き続き運営していくというふうに

現段階では考えております。地方債につきましては、補助金を除いた地方債ということで

過疎債というふうに今の段階では考えております。 

 以上でございます。 

○森委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 今のところは過疎債だということですけれども、これ過疎債でなければやめ
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るのですか、どうなのですか。 

○森委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問について私のほうからお答えをさせていただきたいと思

います。 

 現行の過疎法に基づいた中で給食センターが対象になるというふうなことで把握をして

ございますので、現在は、後々この説明の中で財政計画の推計の件もさせていただきます

けれども、そんな中で財政推計も立てましたので、この負担としては今のところ計画どお

り進めるのかなというふうな捉え方をしております。 

○森委員長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○森委員長 これで質疑を終わります。 

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

（「異議なし」の声あり） 

○森委員長 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５３分  休憩 

午後 ３時１３分  再開 

 

○森委員長 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、第４章、優れた自然をいつまでも誇れるまちについて説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 新旧対照表の 34 ページをごらん願います。第４章、優れた自

然をいつまでも誇れるまち。 

 第１節、環境施策の総合的推進。 

 施策の目的、現状と課題、主要施策は、変更がございません。 

 成果指標に平成 26 年度の実績を追加しております。 

 次のページをごらん願います。第２節、エネルギー自立型社会の形成、次のページの第

３節、公園（墓園）・緑地・水辺の整備につきましても平成 26 年度の実績の追加となって

います。 

 以上で説明を終わります。 

○森委員長 企画振興係長。 

〇川上まちづくり政策課企画振興係長 参考資料 57 ページをごらん願います。第４章、第

１節、環境施策の総合的推進に係る実施計画になります。第１節に係る実施計画につきま

しては、掲載４事業ともに継続事業となってございますが、事業番号４番、し尿処理事業
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につきまして平成 28 年度及び平成 29 年度について事業費のほうが他と比べ増額となって

ございますが、この 2カ年においては汚水処理施設の共同整備に伴います負担金があるこ

とから、他の３カ年に比べて事業費が多くなっております。 

 資料 59 ページをごらん願います。こちら第４章、第２節、エネルギー自立型社会の形成

に係る実施計画になります。掲載は１事業で、前期からの継続事業となります。事業番号

１番、新エネルギー普及事業について、太陽光発電システムの導入、木質ペレットストー

ブの導入に係る支援を引き続き実施してまいります。 

 60 ページをごらん願います。第４章、第３節、公園（墓園）・緑地・水辺の整備に係る

実施計画になります。事業番号１番、墓地管理事業、こちらも前期からの継続事業になり

ますが、平成 28 年度におきましては浦幌、厚内両墓園の墓園内にあります通路の整備事業

を実施してまいります。事業番号２番、葬斎場維持管理事業でございます。この事業にお

きましても前期からの継続事業になりますが、葬斎場の維持管理のほか、平成 28 年度にお

きましては排気筒、換気扇更新、トイレの水洗化、２号炉耐火物、霊台車修繕、29 年度に

おきましては１号炉耐火物、霊台車修繕、平成 31 年度におきましては２号炉主、再燃焼炉

耐火物の修繕、平成 32 年度におきましては１号炉の主、再燃焼炉耐火物の修繕をあわせて

実施してまいります。その他、61 ページまでの掲載にございます事業番号７番、公園施設

維持管理事業まで、第４章、第３節につきましては７事業を掲載してございますが、いず

れも前期からの継続事業となりますので、後期におきましても引き続き事業を実施してま

いります。 

 以上、第４章の実施計画の説明を終わります。 

○森委員長 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。 

 二瓶委員。 

〇二瓶委員 自然エネルギーのことで伺いたいと思います。 

○森委員長 何ページですか。 

〇二瓶委員 35 ページ、自然エネルギーをここで伺いと思います。 

○森委員長 基本計画書のほうですね。 

〇二瓶委員 計画書の２節、エネルギー自立型社会の形成という項目の中でございますけ

れども、自然エネルギーのことについてちょっと伺っておきたいと思いますけれども、平

成 16 年度の京都議定書の中で発表があったときに、本町においてもすばらしい冊子をつく

られて、この地域における自然というものを有効活用した中で取り組みたいというような

お話がございました。16 年に立派な書冊をつくられて、その後太陽光発電等のことが話題

になりながら、少しずつそれらには取り組んでおりますけれども、本町における自然エネ

ルギーの中でまだ使えるものがあるかどうかというものも検討したことがあるかどうか、

そのことについてちょっと伺っておきたいと思います。 

○森委員長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまの自然エネルギーのほかに使えるものがということでございま
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すけれども、おっしゃったようにエネルギービジョンに沿いましてペレットストーブです

とか太陽光のシステム補助を行っておりまして、そのほかの自然エネルギーに関しては特

段検討は行ってございません。 

○森委員長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○森委員長 これで質疑を終わります。 

 次に、第５章、心にゆとりを持って安心して生活できるまちについて説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 新旧対照表の 37 ページをごらん願います。第５章、心にゆと

りを持って安心して生活できるまち。 

 第１節、道路・交通網の整備。 

 現状と課題では、町道の路線数と延長を最新数値に変更しております。また、建設後に

おいて相当の年数が経過している道路、橋梁、道路構造物の老朽化対策及び耐震対策の再

整備を課題として追加をしております。 

 38 ページをごらん願います。主要施策の（２）町道の整備は、ただいま現状と課題で追

加しました道路、橋梁、道路構造物の老朽化対策及び耐震化の推進につきまして追加をし

ております。また、（４）公共交通機関の充実では、これまで行政報告をさせていただいて

おりますが、コミュニティバス導入の実証調査結果に基づき、患者輸送路線バスと留真温

泉バスの一部とを再編、統合し、市街地内を運行する新たなコミュニティバスの導入につ

いて追加をしております。 

 成果指標は、平成 26 年度の実績を追加をしております。 

 次のページをごらん願います。第２節、住宅・市街地の整備。 

 現状と課題、平成 26 年 11 月に空家等対策の推進に関する特別措置法が公布され、本年

２月から施行されております。追加となりますけれども、空き家等対策については町内の

倒壊等のおそれがある危険な建物について、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づ

き、町民の生命、身体、財産の保護及び生活環境の保全を図るための対応が必要となって

きていますという課題を追加しております。 

 主要施策は（１）から（５）までありましたが、次の 40 ページをごらん願います。新た

に（６）として、適切な管理が行われていない空き家等の解消を追加しております。ただ

いま現状と課題で説明のとおり、この施策を新たに追加するものでございます。 

 成果指標は、平成 26 年度の実績を追加するとともに、平成 32 年度の目標の変更を行っ

ております。 

 第３節、上下水道の整備。 

 次のページをごらん願います。成果指標の部分で平成 26 年度の実績数値を追加しており

ます。 

 第４節、交通安全・防犯体制の充実。 
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 こちらにつきましても、次のページになりますけれども、平成 26 年度の実績を追加して

おります。 

 第５節、防災・消防・救急体制の充実でございます。 

 現状と課題では、変更前は消防の広域化や電波法の改正に伴う消防救急無線のデジタル

化などの動向を踏まえとなっておりますが、平成 27 年度にとかち広域消防事務組合が設立

されたことなどから、ごらんのとおり文章の変更を行っております。 

 次のページをごらん願います。主要施策の（５）常備消防、救急体制の充実でございま

す。主要施策、こちらにつきましても変更前は今後の十勝圏消防広域化の検討結果に基づ

き、常備消防体制の整備の推進と消防救急無線のデジタル化について記載をしておりまし

たが、ただいま現状と課題で追加しておりましたとおり変更するものでございます。 

 成果指標は、平成 26 年度の実績を追加しております。 

 44 ページをごらん願います。第６節、情報化の推進です。 

 現状と課題では、地籍調査事業につきまして経過年数、調査完了面積、進捗率を最新の

数値に変更をしております。また、地籍調査事業の計画的な事業実施について、本町の主

要産業である１次産業の促進を図るため、山林、農地の基盤整備として調査を実施してい

く必要性について追加をしております。 

 次のページをごらん願います。主要施策の（２）町民への情報発信の強化、町民への情

報発信は、広報紙、ホームページ及び災害時の情報提供や防災情報の伝達に必要なコンテ

ンツの整備を図ってまいりましたが、これに情報端末機器の普及に伴います通信環境の整

備を追加してまいります。（５）地籍効果の利活用では、防災計画の推進、災害対応につい

て追加をしております。 

 第７節、消費者対策の充実。 

 こちらにつきましても成果指標、平成 26 年度の実績を追加しております。 

 以上で説明を終わります。 

○森委員長 企画振興係長。 

〇川上まちづくり政策課企画振興係長 参考資料 62 ページをごらんください。62 ページ

からは第５章、第１節、道路・交通網の整備に係る実施計画になります。事業番号４番、

光南３丁目通、こちらは新規追加事業になります。平成 29 年度及び平成 30 年度の２カ年

において整備を進めてまいります。事業番号５番、雪寒機械更新、こちらは前期からの継

続事業になります。平成 28 年度には除雪ドーザー１台、平成 31 年度には除雪トラック１

台を更新してまいります。 

 63 ページをごらんください。事業番号 10 番、北栄５条通、こちらも新規の追加事業と

なります。こちらは、平成 29 年度、平成 30 年度の２カ年において整備を進めてまいりま

す。 

 続いて、64 ページをごらんください。事業番号 11 番、光南１丁目通、こちらも新規追

加事業です。平成 29 年度において整備を進めてまいります。事業場号 12 番、北栄２条通、
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こちらも新規追加事業です。平成 30 年度及び 31 年度の２カ年において整備を進めてまい

ります。事業番号 13 番、光南３条通、こちらも新規追加事業で、平成 31 年度において事

業を進めてまいります。事業番号 14 番、北栄６条通、新規追加事業になります。平成 31

年度及び 32 年度の２カ年において事業を進めてまいります。事業番号 15 番、光南５丁目

通、こちらにつきましても平成 32 年度において事業を進めてまいります。 

 65 ページをごらん願います。事業番号 16 番、北栄１条通、こちらも新規追加事業とな

ります。平成 32 年度において事業を進めてまいります。 

 66 ページをごらん願います。こちらからは第５章、第２節、住宅・市街地の整備に係る

実施計画になります。事業番号１番、公営住宅整備事業です。こちらも前期からの継続事

業となります。平成 30 年度より公営住宅の新築等の事業を行ってまいります。事業番号２

番、公営住宅等ストック総合改善事業です。こちらも前期からの継続事業として、平成 28

年度より十勝太、厚内に係る水洗工事を実施してまいります。 

 67 ページをごらん願います。事業番号８番、公営住宅等整備事業です。こちらも新規追

加事業になります。平成 28 年度より基本計画、測量、また実施設計と監理について進めて

まいります。 

 続いて、資料 69 ページをごらん願います。69 ページからは第５章、第３節上下水道の

整備に係る実施計画になります。４事業ございますが、全て継続事業となっております。

事業番号１番、浦幌町簡易水道事業（統合簡易水道）、こちらも継続事業になります。28

年度以降につきましても浄水場の整備、更新を進めてまいります。事業番号２番、浦幌町

公共下水道施設更新事業です。こちらも前期からの継続事業となります。処理場機械設備

の更新を進めるとともに、平成 30 年度から汚水管耐震化、平成 32 年度には汚水管の更新

をあわせて実施してまいります。 

 資料 71 ページをごらんください。こちらは第５章、第４節、交通安全・防犯体制の充実

についての実施計画になります。掲載は５事業になりますが、５事業全て前期からの継続

事業になります。後期におきましても交通安全、防犯に係る事業を継続して実施してまい

ります。 

 続いて、73 ページをごらん願います。こちらは第５章、第５節、防犯・消防・救急体制

の充実についての実施計画となります。事業番号１番、消防車両等購入事業、こちらも継

続事業となります。平成 28 年度におきましては消防ポンプ自動車１台、こちら第１分団に

配置する計画でございます。29 年度におきましては指揮車１台、こちらは本署に配置する

計画です。平成 30 年度、31 年度におきましては小型動力ポンプつき積載車１台、それぞ

れ第３分団及び第２分団に配置する計画でございます。平成 32 年度におきましては、作業

車、２トンの４輪駆動車につきまして本署に配置する予定でございます。なお、平成 30

年度及び 31 年度の年度別事業概要におきまして、小型動力ポンプつき積載車のシャという

字が者という字になってございますが、こちらは車という字の誤りでございます。大変申

しわけございませんが、訂正方よろしくお願いいたします。 
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 続いて、資料 75 ページをお開き願います。75 ページからは第５章、第６節、情報化の

推進に係る実施計画になります。こちら４事業が掲載されてございますが、４事業全て前

期からの継続事業となります。後期につきましても事業の実施を進めてまいります。 

 参考資料 77 ページをごらん願います。77 ページは第５章、第７節、消費者対策の充実

に係る実施計画になります。こちらも掲載３事業については全て継続事業となっておりま

す。平成 28 年度以降におきましても、消費者対策に係る事業を引き続き実施してまいりま

す。 

 以上、第５章における実施計画の説明を終わります。 

○森委員長 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） 

○森委員長 質疑なしと認めます。 

 次に、第６章、みんなでつくる参画と協働のまちについて説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 新旧対照表の 47 ページをごらん願います。第６章、みんなで

つくる参画と協働のまち。 

 第１節、町民参画のまちづくりの推進。 

 現状と課題では、昨年７月に岩手県洋野町と友好の町絆協定を締結して交流を進めてい

ることと災害時相互応援の協定を締結して互いに防災に向けた協力体制をつくったことを

追加しております。 

 主要施策、（１）から（５）までございますが、次のページをごらん願います。新たに（６）

国内交流の推進を追加しております。岩手県洋野町と産業、教育、文化、スポーツなどさ

まざまな分野で交流する団体等の活動を支援することを追加しております。 

 成果指標は、平成 26 年度の実績を追加しております。 

 第２節、男女共同参画・人権尊重社会の形成。 

 次のページをお開き願います。成果指標に平成 26 年度の実績を追加しております。 

 第３節、自立した自治体行財政運営の推進。 

 主要施策、（１）行政改革の推進、情報システムによる行政業務改善を追加しております

が、これは役場庁舎内の電算事務に係るもので、第５章、第６節の情報化の推進から移行

したものでございます。 

 次のページをごらん願います。成果指標に平成 26 年度の実績を追加しております。 

 以上で説明を終わります。 

○森委員長 企画振興係長。 

〇川上まちづくり政策課企画振興係長 参考資料 79 ページをごらん願います。こちら第６

章、第１節、町民参画のまちづくりの推進に係る実施計画になります。こちら第１節に係

りましては、79 ページから 81 ページにかけ 11 事業を掲載しておりますが、全て継続事業

となってございます。地域コミュニティ推進から国内交流推進事業まで、平成 28 年度以降
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におきましても引き続き事業を実施してまいります。 

 続いて、82 ページをごらん願います。82 ページは第６章、第２節、男女共同参画・人権

尊重社会の形成に係る実施計画でございますが、掲載事業は１事業で、前期からの継続事

業となってございます。男女共同参画講演会開催経費ということで、28 年度以降につきま

しても男女共同参画、人権尊重社会形成に向けた講演会等を実施してまいります。 

 続いて、83 ページをごらん願います。83 ページからは第６章、第３節、自立した自治体

行財政運営の推進に係る実施計画で、掲載は９事業ございます。そのうち８事業が継続事

業となっており、１事業が新規となっております。 

 84 ページをごらん願います。事業番号９番、公用車更新事業、こちらが新規で追加され

た事業になります。平成 28 年度より公用車の更新を計画的に実施してまいります。 

 以上、第６章における実施計画の説明を終わらせていただきます。 

○森委員長 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） 

○森委員長 質疑なしと認めます。 

 これで６章までの審議を終了いたします。 

 次に、重点プロジェクトについて説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 定住対策推進のための重点プロジェクトは、本町における定

住促進と人口減少を克服するため、子どもを産み育てる環境の整備充実、雇用機会の新規

創出、居住環境の整備充実の３つの柱から成る施策を平成 23 年度から進めてまいりました。

後期実施計画では、継続事業が医療費無料化など９事業、新規事業が男性への特定不妊治

療助成や店舗等リフォーム補助金など 11 事業、拡充事業が出産祝金と女性への特定不妊治

療助成事業の２事業、合計 22 事業となっています。 

 実施計画につきましては、課長補佐の正保よりご説明を申し上げます。 

○森委員長 まちづくり政策課長補佐。 

〇正保まちづくり政策課課長補佐 それでは、私から定住対策推進のための重点プロジェ

クトについてご説明させていただきます。 

 説明に当たりましては、前期計画からの継続事業につきましては説明を省略させていた

だき、継続事業でも事業内容を拡充したものと新規事業についてご説明させていただきま

す。 

 それでは、参考資料の 86 ページをごらんください。重点プロジェクト１、子どもを産み

育てる環境の整備充実です。ナンバー１、出産祝金です。継続拡充となっておりますが、

前期計画では１子につき５万円でしたが、後期計画では第１子が 10 万円、第２子が 20 万

円、第３子が 30 万円、第４子が 50 万円、第５子以降が 100 万円と事業内容を拡充してお

ります。事業費については、各年度 850 万円としています。 

 続いて、ナンバー４、特定不妊治療助成事業、女性への治療費助成分です。新規拡充と
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なっておりますが、前期計画では第２章、安心して子どもを育て、いつまでも暮らせるま

ちの第１節、子育て支援の充実にのせておりましたが、後期計画からは新規として重点プ

ロジェクトに位置づけ、また事業内容も１人５万円２回を 30 万円２回に拡充しております。

事業費については、各年度 180 万円としております。 

 続いて、ナンバー５、特定不妊治療助成事業、男性への治療費助成分です。先ほど女性

の不妊治療助成について説明しましたが、後期計画については男性も対象とするもので、

助成額を 20 万円の２回としております。事業費につきましては、各年度 120 万円としてお

ります。 

 87 ページをごらんください。ナンバー６になります。高等学校等生徒遠距離通学費等補

助事業です。この事業は、もともと前期計画に第３章、うらほろスタイルを創出する教育・

文化のまちの第３節、幼児・学校教育の充実にのせておりましたが、後期計画からは新規

事業として重点プロジェクトに位置づけるものです。 

 続いて、ナンバー７、高等学校等就学費補助ですが、これもナンバー６と同様、もとも

と前期計画に第２章、安心して子どもを育て、いつまでも暮らせるまちの第１節、子育て

支援の充実にのせておりましたが、後期計画では新規事業として重点プロジェクトに位置

づけるものです。 

 続いて、ナンバー８、学校給食費補助金です。この事業につきましては、本年６月の議

会において予算補正され、本年度から既に実施されておりますが、後期計画では新規事業

として重点プロジェクトに位置づけるものです。事業費については、各年度 1,514 万 5,000

円としております。 

 続いて、ナンバー９、紙おむつ購入費助成事業です。この事業も学校給食費補助金と同

様、６月の議会において予算補正され、本年度から既に実施されておりますが、後期計画

では新規事業として重点プロジェクトに位置づけるものです。事業費については、各年度

240 万円としております。 

 89 ページをごらんください。重点プロジェクト２、雇用機会の新規創出になります。ナ

ンバー３、新規創業等促進補助金です。新規創業等に要する費用の２分の１以内で上限額

を 300 万円として補助する内容で、商工業対策として新たに取り組む事業となっておりま

す。事業費については、各年度 300 万円としております。 

 ナンバー４、新事業創出・育成支援組織構築事業です。この事業については、本年度か

ら既に実施されている事業ですが、起業、創業を考えている若者や移住候補者を対象に、

浦幌町の第１次産業や商業に触れながら地域滞在型の人材研修を行い、新しい浦幌町での

働き方、暮らし方のきっかけをつくる機会を提供するとともに、その事業を展開していく

上で本町にとって最善な新事業創出、育成支援組織を構築するための実証事業を行うもの

で、平成 29 年度までの事業となっております。事業費については、各年度 650 万円として

います。 

 91 ページをごらんください。重点プロジェクト３、居住環境の整備になります。ナンバ
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ー４、店舗等リフォーム補助金です。店舗等のリフォーム費用の 20％を上限額 100 万円と

して補助する内容です。今までは住宅のリフォーム補助はありましたが、新たに店舗等の

リフォームについて対象とするものです。事業費については、各年度 300 万円としており

ます。 

 続いて、92 ページをごらんください。ナンバー6、コミュニティバス運行事業です。コ

ミュニティバスにつきましては、患者輸送バスと留真温泉バスの一部を再編し、平成 29

年１月から運行するもので、事業については平成 28 年度はバス１台の購入費と１月から３

月までの運行経費、平成 29 年度からは運行経費を計上しているものです。 

 ナンバー７、民間賃貸住宅建設促進事業です。この事業につきましては、本年９月の議

会において予算補正され、本年度から既に実施されておりますが、１棟当たり４戸以上の

共同住宅等の建設に対して１戸当たり 70 万円を補助するもので、後期計画では新規事業と

して重点プロジェクトに位置づけ、平成 29 年度までの２年半の期間で実施するものです。 

 続きまして、93 ページをごらんください。重点プロジェクトの共通になります。ナンバ

ー２、婚活支援事業です。本年度初めて実施しましたが、平成 29 年度までの３年間実施す

るものです。事業費につきましては、各年度 500 万円としております。 

 以上で定住対策推進のための重点プロジェクトの説明を終わらせていただきます。 

○森委員長 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。 

 阿部委員。 

〇阿部委員 92 ページ、コミュニティバスの運行ということについて若干お聞きしたい。

これは実証試験もされたのですけれども、こうやって計画されたということは町長の好き

な費用対効果が相当あったのだろうなと私考えるのですけれども、その点についてちょっ

と伺わせていただきます。 

○森委員長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 コミュニティバスの実証調査の関係ですけれども、平成 25

年度と、それから平成 26 年度と期間限定で行ってまいりました。ただいま阿部委員から費

用対効果というお話でしたけれども、トータル的に見ますと有償を使った場合とか、それ

から予約型と運行したわけなのですけれども、総体的に利用は低調だったのですけれども、

市街地の中でも北の北栄地区とか、それから南側の光南地区から買い物に来られる方とか、

そういった方々の足の確保が必要であるということで判断したものですから、具体的な費

用対効果という数字的なものはお示しできませんけれども、そういった方々の足の確保と

いうことで、毎日の運行ではないのですけれども、週の中で限った運行ということで現在

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○森委員長 二瓶委員。 

〇二瓶委員 86 ページ、出産祝金のことでちょっと伺いたいと思います。 
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 産み育てるという意味では、育てる以前に一人でも多くの方に子どもさんをつくってい

ただかなければならないことは確かでございますけれども、５人目の方だと 100 万円とい

うことなのですけれども、まず最初にせめて３人ぐらいはと思えば、３人までのやつを手

厚くといいますか、そういった方法は考えられたのかどうか、その辺をちょっと伺いたい

と思います。 

○森委員長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 私のほうからお答えさせていただきたいと思います。 

 第１子が 10 万円、第２子が 20 万円、第３子 30 万円、第４子が 50 万円と、第５子以降

については 100 万円、１人当たりということで今回の計画とさせていただきました。ただ、

現在第１子にかかわらず一律５万円という状況がございます。これらを踏まえた中で、そ

ういった経過を踏まえた中では、数多くのお子さんがお生まれになったときのお祝いとし

てはこういう形でさせていただきたいなというふうに思った内容であります。確かに３子

について手厚いという考えはないのかという部分もあるのでしょうけれども、そういった

中で現在における少子化対策としては、やはり多くのお子さんを産める環境をつくるのが

定住対策になっていくだろうという観点から、こういう形にさせていただきました。また、

関連ございまして、医療費の無料化、それから保育料の関係、そういった中で子育てにか

かわる環境を、それぞれ有機的なと言ったらおかしいのですけれども、つながり、連携を

持てるような、関連が持てるような対策としてこの施策を拡充させていただいたという内

容でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○森委員長 二瓶委員。 

〇二瓶委員 内容については十分わかりました。私は５人より、まずとりあえずといいま

すか、３人ぐらいまでをもっと厚くしたらどうなのかなと思ったので、再度伺っておきた

いと思います。 

○森委員長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 おっしゃる意味としては、現状として４人のお子さん、５人のお子さんを

産み育てるのが環境的に難しいのだろうという意味合いだと思います。確かにその分があ

るのかもしれませんけれども、ただやはり今後少子化対策として多くのお子さんを産み育

てるといったことに対しての祝金ということでの性質を持っておりますので、このことに

ついてはご理解をいただきたいなと思います。 

○森委員長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○森委員長 これで質疑を終わります。 

 これで重点プロジェクトの審議を終了いたします。 

 次に、財政計画について説明を求めます。 
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 総務課長。 

〇大山総務課長 参考資料の実施計画の１ページをごらん願いたいと思います。第３期ま

ちづくり計画の後期５カ年における普通会計財政計画について説明をさせていただきます。 

 基本的な事項でございますが、歳入歳出とも実施計画に掲載されているものについては

全て計上し、経常経費等も見込んだ中で推計をしてございます。また、特別会計において

繰出金についても、それぞれ歳出で特別会計分を見ております。それにあわせまして、債

務負担行為等についても現在把握できるもの全て計上した中で推計をしているものでござ

います。 

 次に、普通会計におきます歳入の推計方法について説明をさせていただきます。町税で

ございます。町税のうち、個人町民税につきましては前年度比１％減で推計しております。

法人町民税につきましては、５カ年同額の推計でございます。固定資産税につきましては、

平成 28 年度は平成 27 年の評価がえを受け、同額を予定し、過疎地域における固定資産税

の課税の特例を受けた企業が平成 28 年度で終了し、29 年度 2,000 万円の増、平成 30 年度

が評価がえの年でございますので、平成 29 年度比約５％減で 30 年、32 年度を推計してご

ざいます。また、軽自動車税につきましては、28 年度より新税率が適用されますので、そ

れをもとに推計してございます。たばこ税につきましては、前年度比 4.8％減で推計して

ございます。入湯税については、５カ年同額で推計してございます。これらを合計いたし

まして、それぞれ各年度町税について推計をしてございます。 

 次に、地方譲与税でございますが、毎年 100 万円の減で推計してございます。 

 利子割交付金等、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車

取得税交付金、地方特例交付金につきましては、５カ年同額で推計をしてございます。 

 次に、地方交付税でございます。平成 27 年度普通交付税の実績並びに平成 27 年度特別

交付税予算額の合計額から、毎年度１％減で推計してございます。 

 次に、交通安全対策特別交付金でございますが、５カ年間同額で推計をしてございます。 

 分担金及び負担金でございますが、実施計画に掲載されている事業の受益者分担金等は

実施計画より転記してございます。経常的なものについては、過去の実績の平均値で推計

をし、５カ年同額で推計をしているものでございます。 

 使用料及び手数料でございますが、過去の実績の平均値で５カ年同額で推計してござい

ます。 

 国庫支出金、道支出金でございますが、この関係につきましても実施計画に記載されて

いる事業にかかわるものは実施計画より転記し、その他につきましては過去の実績により

推計をしてございます。 

 次に、財産収入につきましては、過去の実績値で５カ年同額で推計をしてございます。 

 寄附金でございますが、ふるさとづくり寄附金で５カ年間同額で推計をしてございます。 

 次に、繰入金でございます。ふるさと基金、地域振興基金、特別会計繰入金で平成 28

年度から 31 年度の４年間は同額、平成 32 年度につきましては基金からの 3,000 万円の増
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額を見込んだ中で推計をしてございます。 

 諸収入につきましては、実施計画に記載されております事業に係るものは全て記載して

ございます。その他につきましては、実績により推計し、５カ年同額で推計をしてござい

ます。 

 次に、町債でございますが、実施計画に記載されているものにつきましては実施計画よ

り転記してございます。また、臨時財政対策債につきましては、平成 27 年度の実績見込み

から毎年 500 万円減で推計をしてございます。 

 次に、普通会計の歳出の関係の推計でございます。人件費につきましては、退職者は同

職種の新規採用補充という形で給与計算をしてございます。給料表、各種手当、共済費負

担率は、平成 26 年度ベースで試算をしてございます。なお、定期昇給、定期昇格のみを加

味してございます。 

 次に、物件費、維持補修費、補助費等、扶助費につきましては、実施計画に記載された

事業にかかわるものは全て記載しております。その他につきましては、過去の実績等から

推計をしてございます。 

 普通建設事業費につきましては、実施計画に記載された事業に係るものを記載してござ

います。 

 災害復旧事業費でございますが、災害応急に係る費用を５カ年間同額で推計してござい

ます。 

 公債費でございますが、実施計画に記載されている事業につきましては、地方債を含ん

だ償還額により推計をしてございます。 

 積立金でございます。既存の基金の利子積み立て、ふるさと基金分を毎年 8,000 万円積

み立てる計画並びに毎年度収支において黒字となった場合、基金へ積み立てることを基本

に推計をしてございます。 

 貸付金につきましては、実施計画より転記し、５カ年同額で推計をしてございます。 

 繰出金につきましては、それぞれ特別会計の収支計画書から転記してございます。 

 各年度の収支計画で、平成 29 年度に給食センター、平成 32 年度に認定こども園を計画

しておりますので、歳入で町債、歳出で普通建設事業費の額が前年度よりふえている内容

となっています。なお、これに伴いまして、実質公債費比率につきましては平成 28 年度末

見込みで 10.8％、29 年度末見込みで 10.5％、30 年度末見込みで 10.4％、平成 31 年度末

見込みで 10.5％、平成 32 年度末見込みで 10.5％と推計をしているところでございます。

なお、平成 32 年度末の借入金残高につきましては、82 億 7,214 万円で推計しているとこ

ろでございます。ちなみに、平成 26 年度決算におきます借入金残高でございますが、80

億 2,413 万円でございます。 

 以上で普通会計に係ります財政推計についての説明を終わらせていただきます。 

○森委員長 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。 

 河内委員。 
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〇河内委員 確認をさせていただきます。 

 第３期まちづくり計画の前期計画のときに、私の持っている資料によりますと浦幌町過

疎地域自立促進市町村計画というのが同時に諮られたような気がするわけですが、今回は

その辺の過疎債とか含め、こういった計画というものは別な形で考えられているわけでし

ょうか。 

○森委員長 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 河内委員がおっしゃるとおり、本来であればまちづくり計画の後期５カ年計画と、それ

から過疎計画につきましても同じく５カ年計画ということで提案するところなのですけれ

ども、過疎計画につきましては北海道の方針が決まってから北海道と協議をしながら進め

ていくということで、北海道の過疎計画における方針というのが今 11 月末くらいに大体完

了するということで、事前には協議というのは行っているのですけれども、正式協議とい

うのが年明けになる予定でございます。このため、今まちづくり計画をつくっている中で

は本町としては過疎計画につきましては並行して進めているわけなのですけれども、道と

の協議が調わないものですから、改めまして提案をさせていただきというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○森委員長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○森委員長 これで質疑を終わります。 

 以上で各項目ごとの質疑を終了いたします。 

 これより議案第 78 号 浦幌町第３期まちづくり計画の一部変更について全体を通じて

総括質疑を受けたいと思います。質疑はありませんか。 

 河内委員。 

〇河内委員 確認をさせていただきます。 

 前期計画のときに行財政改革プランというのが 2011 ということで同時に取り組み実績

報告があったわけですが、今回の後期計画についてはこのような取り組みということはど

のように考えているのでしょうか。 

○森委員長 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 行財政改革プランにつきましては、アクションプラン等の計

画を策定しまして、今年度までの計画ということで進めておりますけれども、現時点でま

だ実績等の把握とか、それから次年度に向けての方向性というのもまだ策定ができていな

いような状況でございますので、今後この５年間の実績を踏まえながら、新たにまたご説

明する機会を設けたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○森委員長 ほかに質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○森委員長 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） 

○森委員長 討論なしと認めます。 

 これより付託事件、議案第 78 号 浦幌町第３期まちづくり計画の一部変更についてを採

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） 

○森委員長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり決定することに決定いたしました。 

 ここでお諮りいたします。報告書の内容及び作成につきましては、委員長である私に一

任したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○森委員長 異議なしと認めます。 

 よって、報告書の内容及び作成につきましては、私委員長に一任されました。 

 以上で浦幌町第３期まちづくり計画審査特別委員会を閉じます。 

 本計画につきましては、浦幌町のこれからの将来を見据えた最重要計画であります。こ

の計画につきましては、町長を初め理事者、そして職員の方に懇切丁寧な説明をいただき

ながら、十分な審議ができたと思っております。このまちづくり計画は 10 カ年であります。

後期５カ年計画、町民の皆様には浦幌に安心して住み続けていただけるよう、ぜひ実行し

ていただきたいというふうにも思っております。 

 本日は大変ありがとうございました。 

 これをもって浦幌町第３期まちづくり計画審査特別委員会を閉会いたします。 

閉議 午後 ４時０３分 


