
 － 1 － 

平成２４年第１回浦幌町議会定例会（第３号） 

 

平成２４年３月１２日（月曜日） 

開議 午後 ６時００分 

延会 午後 ７時５６分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議案第３１号 平成２４年度浦幌町一般会計予算 

 

〇出席議員（１３名） 

    １番  関  井  雅  明     ２番  差  間  正  樹 

    ３番  安  藤  忠  司     ４番  中  尾  光  昭 

    ５番  二  瓶     隆     ６番  福  原  仁  子 

        ７番  森     秀  幸     ８番  杉  江     博 

    ９番  河  内  富  喜    １０番  阿  部     優 

   １１番  髙  橋  利  一    １２番  野  村  俊  博 

１３番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   門  馬  孝  敬 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   上  村  健  二 

     まちづくり政策課長   鈴  木  宏  昌 

          町 民 課 長      大  山  則  幸 

     保健福祉課長   横  田  孝  志 

          産 業 課 長      亀  山     昇 

     施 設 課 長   新  川  寿  雄 

     上浦幌支所長   小 路 谷  守  昌 

     会計管理者   前  田  治  紀 

          診療所事務長      菅  原     敏 

 



 － 2 － 

    教育委員会 

     教育委員長   松  田  泰  一 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   山  本  輝  男 

 

    農業委員会 

     会    長   山  本  和  義 

          事 務 局 長      賀  下  利  幸 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   前  田     勇 

     議 事 係 長   中  田     進 



 － 3 － 

開議 午後 ６時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

します。 

 

    ◎日程第１ 議案第３１号 

〇田村議長 日程第１、議案第31号 平成24年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 ３月９日に引き続き、予算審議を行います。 

 初めに、３款１項１目社会福祉総務費から３款１項７目後期高齢者医療費までの説明を

求めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 47ページをごらん願います。３款民生費、１項社会福祉費、１目社

会福祉総務費、本年度予算額２億9,092万5,000円、この目につきましては社会福祉全般に

係る経費、各種社会福祉団体に係る補助金、障がい者の訓練等サービス給付に関する経費

及び国民健康保険特別会計繰出金等に係る経費でございます。増額の主なものは、５カ年

計画の第２期浦幌町地域福祉計画策定に伴う経費として１節報酬の地域福祉計画策定審議

会委員報酬11万円、９節、費用弁償１万5,000円、11節需用費の消耗品費２万5,000円、印

刷製本費６万3,000円、これらを合わせまして計画策定経費総体で21万3,000円の増額の内

容でございます。減額の主なものは、20節扶助費は給付対象者の増により障害介護等給付

費558万1,000円の増、自立支援医療給付費の更生医療給付費は人工透析者の減により

1,154万円の減のほか、扶助費総体で688万4,000円の減、28節繰出金は国民健康保険事業特

別会計の一般会計からの繰出金等で3,241万5,000円の減額の内容でございます。１節報酬、

13節委託料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費、28節繰出金につきましては、予

算説明資料17ページから18ページに記載のとおりでございます。 

〇大山町民課長 ２目国民年金事務費、本年度予算額20万4,000円、この目につきましては

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

ません。 

〇横田保健福祉課長 50ページをごらん願います。３目厚生委員費、本年度予算額310万

6,000円、この目につきましては民生委員児童委員24名の活動に係る経費でございます。

13節委託料につきましては、社会調査委託料として北海道からの委託料、１人当たり５万

8,200円が町に交付され、同額を民生委員各位にそれぞれ交付するものでございます。１節

報酬、13節委託料につきましては、予算説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 ４目青少年健全育成費、本年度予算額28万3,000円、この目につきましては青少年問題協

議会委員９名、少年補導委員会委員11名、青少年健全育成事業に係る経費でございます。
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１節報酬につきましては、予算説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 次に、５目社会福祉施設費、本年度予算額253万8,000円、この目につきましては浜厚内

生活館維持管理及びアイヌ生活相談員１名に係る経費でございます。増額の主なものは、

11節需用費の修繕料でトイレの大便器を和式から洋式への取りかえ及びトイレ内の間仕切

り改修等に係る修繕料40万円の増額の内容でございます。１節報酬、11節需用費、13節委

託料につきましては、予算説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

〇大山町民課長 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費、本年度予算額1,997万

2,000円、この目につきましては重度心身障がい者48名、障がい老人121名、ひとり親家庭

等の親45名、子ども65名の医療費の助成に要する経費でございます。20節扶助費につきま

しては、予算説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 ７目後期高齢者医療費、本年度予算額１億1,223万円、この目につきましては本町が負担

すべき療養給付費等負担金、後期高齢医療特別会計に対します事務費及び保険料軽減分を

繰り出すものでございます。19節負担金、補助及び交付金、28節繰出金につきましては、

予算説明資料19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。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 50ページの３目厚生委員費についてお伺いします。この中で社会調査委託料、

これにつきましては民生委員の方24名分で139万7,000円、これは道の補助で10分の10の中

でこれらの事業をやるということですが、本町にとって、先般の一般質問でも十分に調査

をしながらという中で、これ昨年と同じ金額なのです。さらに充実した中で高齢者の方々

も含めて民生委員の方にお願いするとはいい、民生委員の方に大変な負担をかけると思う

のですが、この金額の中でさらに要望だけして、町として例えば何がしか補てんしてでも

十分にやっていただくのだという、その方向づけというものがあるのか、あくまでもこの

中で民生委員の方にお願いするということなのか、ちょっとその辺伺っておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 ただいまのご質問ですけれども、社会調査委託料ということで各民

生委員さんに同額をそれぞれ支出しております。これにあわせて、町としては厚生委員と

いうことでかねてご委嘱申し上げております。厚生委員報酬として、会長、そしてそれぞ

れ委員の皆さんに年額報酬を少額ではございますが、毎年支出してございます。ただ、昨

年と社会調査の委託料の額も同じですし、厚生委員の報酬も年額同じでございます。いず

れにいたしましても、民生委員さんの役割というのは人口が減っていっても年々役割は多

くなってきているのかなと思っています。高齢化率高くなってきていますし、それぞれ要

援護者の安否の確認、通常の日常の業務、民生委員さんの活動の中で取り組んでいただい

ているところでございますけれども、その中で旅費等を含めて民生委員さんの活動も知識
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も広げていただきたいということで研修の機会を設けてございます。ただ、民生委員さん

のそれぞれのお仕事の関係で、予算をとってございますが、ご都合に合わせての研修受講

ということになりますので、旅費等の予算を確保していてもそれぞれの委員さんが全員が

出席ということはなかなか現実的には無理かと思っています。ただ、現状の日常の担当区

域の活動につきましては、鋭意民生委員活動を進めていただいているところでございます。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいま説明をいただいたわけですけれども、改めてちょっと町長にもお答

えをいただこうかという部分の中で、執行方針の中でも言われていたように、安心して暮

らせる町、そして本当にこの町にいてよかったと、そのことのためには民生委員の方々に

は今説明にあったように大変な苦労をかけると。そういった中では、お金を払えばいいと

いうものでは当然ないとは思いますけれども、町として何がしかの経費がかかるときは町

が負担してでもこれらを進めていくのだという、その気持ちをちょっと伺っておきたいな

と思いますけれども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 民生委員さんの報酬ということでご指摘がございました。民生委員の報酬に

ついては年報酬ということで、町として支出をさせていただいています。また、道の補助

ということも含めて民生委員の皆さんには活動していただいているということでありまし

て、先日も一般質問でもありましたけれども、高齢者の皆さんの実態調査を全員に当たっ

て調査をさせていただくということで今年度取り組ませていただくわけでありますけれど

も、当然民生委員の皆さんのご協力もいただくということでありますけれども、主に包括

支援センターの職員が中心になって実態調査に当たるということであります。その中で民

生委員の皆さんにもお手伝いをいただくということでありまして、特段これで報酬を上げ

てどうこうするということは私どもも今のところは考えておりません。今議員ご指摘のと

おり報酬を払えばいいというものではなくて、やっぱり地域のお年寄りが本当に安全、安

心な暮らしができるかどうかという実態調査でありますから、日ごろの民生委員の皆さん

の活動も含めてご支援を賜りたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 今同僚議員の方の質問に対して私のほうでちょっと確認をさせていただきた

い。実は今の民生委員の方なのですけれども、何か活動の中で相手の方とのトラブル、そ

れから万が一事故があった場合の補償というのはどの程度されているのか、あるのかない

のかも含めてお聞きしたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 
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〇横田保健福祉課長 民生委員さんにおかれましては、町の厚生委員も兼ねているという

ことで、非常勤特別職員ということで発令してございます。そういった中身で補償につき

ましては十分なされるかなと思います。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 例えば地震があって民生委員の方が駆けつけたと、民生委員の方ばかりでは

ないのですけれども、相手の方が助けようとするときけがをしたと、そういう場合の補償

というのはいかがなものでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 損害賠償ということになるかと思いますけれども、ご自分がけがさ

れる場合もあれば、過って救護に当たった、あるいは要援護者を保護する、あるいは救助

するといったときにけがを負わせてしまったということもございます。そういった損害賠

償も含めて補償するということでございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、次に３款２項８目子育て支援センター費までの説明

を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 52ページをごらん願います。２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、

本年度予算額1,714万3,000円、この目につきましては、児童福祉、保育園、幼稚園等の入

退園及び保育料納付事務等に係る経費及び出産祝金等に係る経費でございます。増額の主

なものは、13節委託料は子育てガイドブックの製作、印刷に係る印刷業務委託料154万

4,000円の増額の内容でございます。１節報酬、８節報償費、13節委託料につきましては、

予算説明資料19ページに記載のとおりでございます。 

〇大山町民課長 ２目児童措置費、本年度予算額7,376万8,000円、この目につきましては

子ども手当の支給に要する経費でございます。平成24年４月以降の手当を支給するため、

現在法案が国会に提出されておりますが、その法案に基づき予算措置をしてございます。

手当支給額につきましては、昨年の10月以降の子ども手当の支給額と同額でございます。

３歳未満１人につき月額１万5,000円、３歳以上小学校修了までの子ども、第１子、第２子

につきましては１人月額１万円、第３子以降につきましては１人１万5,000円、小学校修了

後中学校修了までの子ども１人月額１万円の予定でございます。また、平成24年６月から

は所得制限の導入が予定されております。所得制限の対象となる世帯につきましては、中

学校修了までの子ども１人につき月額5,000円の支給予定となってございます。現在法案に

ついて国会において審議されてございますが、手当の名称についても子どもという言葉を

使うか使わないかも決まってございません。また、所得制限をされている世帯に対する
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5,000円の支給につきましても、暫定的な経過措置というようなことも言われてございま

す。それらを踏まえまして、受給者の方が混乱しないよう情報の収集と周知を図ってまい

りたいと考えてございます。増減の主な内容につきましては、13節委託料、これにつきま

しては所得制限等制度改正の予定に伴いますシステム改修業務委託料200万円の増、20節扶

助費、昨年の２回の制度改正によります2,400万2,000円の減の内容でございます。20節扶

助費につきましては、予算説明資料19ページに記載のとおりでございます。 

〇横田保健福祉課長 ３目認可保育園運営費、本年度予算額9,127万5,000円、この目につ

きましてはしらかば保育園の管理運営及び園児70名の保育及び一時保育に係る経費でござ

います。増額の主なものは、７節賃金の臨時保育士賃金は、２歳児で障がいがある園児１

名と３歳児で障がいがある園児１名の支援のための特別支援担当補助員１名分、賃金158万

6,000円の増、４歳児で運動発達障がいがある園児１名と５歳児で就学に向けた経過観察が

必要な園児４名の支援のための特別支援担当補助員２名分、賃金317万2,000円の増。この

特別支援を要する園児の対応につきましては、園児の生活がよりスムーズに行える環境づ

くりと支援体制の充実を図るため補助員を増員配置するものであります。一時保育担当補

助員賃金ほかで100万4,000円の増のほか、合わせて賃金総体で571万7,000円の増額でござ

います。11節需用費の燃料費は単価高騰により18万8,000円の増、光熱水費は電気料、上下

水道料、プロパンガスは前年度使用実績に基づき、合わせて23万3,000円の増、賄い材料費

は園児給食材料費等で34万7,000円の増、これらを合わせて需用費総体で76万8,000円の増

額であります。15節工事請負費は、消防法の改正に伴いまして消防署への直通の自動通報

装置新設工事30万円の増額の内容でございます。減額の主なものは、18節備品購入費は保

育室４室に設置する加湿空気清浄機４台、28万4,000円、消火器は消防法の改正により製造

年から10年を経過する消火器は耐圧性能試験として水圧検査が義務づけとなり、耐圧検査

手数料及び薬剤取りかえ手数料と消火器の買いかえを比較すると買いかえが安全管理面及

び経費節減になることから、消火器買いかえ４本分４万7,000円のほか備品整備を行います

が、前年度と比較し33万3,000円の減額の内容でございます。13節委託料、15節工事請負費、

18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料19ページに

記載のとおりでございます。 

 55ページをごらん願います。４目へき地保育所運営費、本年度予算額3,295万8,000円、

この目につきましては上浦幌ひまわり保育園の管理運営及び園児16名の保育に係る経費で

ございます。増額の主なものは、７節賃金の臨時保育士賃金は、３歳児に障がいの疑いの

ある園児１名の支援のための特別支援担当補助員は半年分の臨時賃金87万6,000円の増。こ

の障がいの疑いのある特別支援を要する園児の対応につきましては、園児の生活がよりス

ムーズに行える環境づくりと支援体制の充実を図るため補助員を増員配置するものでござ

います。保育パート賃金ほかで79万1,000円の増。合わせて賃金総体で166万7,000円の増額

であります。11節需用費の燃料費は、単価高騰により10万4,000円の増。18節備品購入費は、

保育室２室に設置する加湿空気清浄機２台、14万2,000円、遊戯室用遮光カーテンの更新
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20万円のほか備品を整備しますが、前年度と比較し、備品購入費総体で20万3,000円の増額

の内容でございます。減額の主なものは、13節委託料は隔年で実施の温水ボイラー保守業

務委託料10万円の減額の内容でございます。13節委託料、18節備品購入費、19節負担金、

補助及び交付金は、予算説明資料20ページに記載のとおりでございます。 

 56ページをごらん願います。５目児童館運営費、本年度予算額58万4,000円、この目につ

きましては常室児童館管理運営に係る経費でございます。減額の主なものは、18節備品購

入費36万8,000円の減額の内容でございます。13節委託料につきましては、予算説明資料

20ページに記載のとおりでございます。 

 ６目児童デイサービスセンター運営費、本年度予算額1,751万4,000円、この目につきま

しては児童デイサービスセンターの運営及び言葉や心身の発達におくれがある児童の療育

に係る経費で、本年度の通室見込み児童数は16名でございます。 

 次に、57ページをごらん願います。７目学童保育所費、本年度予算額459万6,000円、こ

の目につきましては放課後児童対策として開設している学童保育所の運営及び児童45名の

保育に係る経費でございます。 

 58ページをごらん願います。８目子育て支援センター費、本年度予算額1,817万8,000円、

この目につきましては親子の遊び等を通じて子育て家庭の育児の不安や悩みの相談、子育

て情報等を子育てする親に提供する子育て支援センターの運営に係る経費でございます。

増額の主なものは、７節賃金の育児休業の代替賃金130万7,000円の増額の内容でございま

す。減額の主なものは、８節報償費の子育て支援センター10周年記念ファミリーコンサー

ト謝金10万円の減額の内容でございます。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 それでは、まず１点目ですけれども、出産祝金150万円ですけれども、この出

産祝金につきましてはお祝金１人５万円という、この金額についてはハマナス商品券も含

めて選択制をもって支給をさせていただくということで、条例改正までしてなりましたけ

れども、実際に昨年も含めてその辺の実績等をまずお知らせをいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 ただいま質問ありました出産祝金について説明させていただきます。 

 昨年度から出産祝金に関しまして条例を改正した中で、第１子、第２子、１万円を５万

円にして、すべての出産された子どもに対して５万円を支給するということに改正をさせ

てもらって、実施してございます。その中で、現金または商品券をどちらか選択できます

よというような形で条例を改正させてもらっております。今年度の見込みでございますけ

れども、今のところ30件ほどあります。その中で、現金のみを希望された方が24名でござ

います。現金と商品券という方が１名。商品券のみという方は５名ほどおられました。あ
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くまでこれは本人の希望により、窓口で確認させてもらった中でうちのほうで贈呈をさせ

てもらっている中身でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今の30名の中の24名は現金だけだったと、それで１名は両方、５名の方が商

品券だけというような方がいらっしゃったということで、この数字を聞いたときに私は多

いと思います。商品券は５名もいたのかなというような思いがありました。何もプレミア

ムがない状況の中において、その５名の方々が地元の商品券にということでのご理解をい

ただいたたのだなということで、それは私は本当にありがたい。地域の活性化のこともし

っかり踏まえてやっていただいたのかなと。あと行政とかそういういろんな部分に携わる

方がやむを得ずというようなところもあるのかなというような、その辺の内容まではちょ

っと私わかりませんけれども、しかしこの部分については当初から条例改正した中におい

ても地域の活性化というようなことは念頭に置かれた部分でありますから、ぜひこの部分

については、これ地元のハマナス商店会との打ち合わせもありますけれども、何がしかの、

また今後お話をしていただいてこの部分にプレミアムをつけていただいて、商品券の利用

をというような方がふえることを望みたいというふうに思います。この部分につきまして

は、実績の部分と私のお願いの部分なのですけれども、この辺どうでしょう、今後も含め

てハマナス商店会、またこれ商工会も絡んでくると思いますけれども、その辺どうなので

しょうか、そういった取り組みの考えがあるのかないのかお聞きをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 ハマナス商品券の利用ということで、出産祝金に限らず、お年寄りの敬老

祝金あるいはまちづくり計画の重点プロジェクトにあります新築住宅等に絡みましてハマ

ナス商品券を地域の活性化につなげようということでいろいろと利用させていただいてい

ます。この商品券の利用に当たりましては、商工会あるいはハマナス商店会と打ち合わせ

をしながらこういう形で進めてまいりました。まず、１つは、商品券の利用について本来

ですとハマナス商店会の加盟店のみの利用ということであったのですが、この商品券の利

用に当たりましていろいろと幅広く、それに限らず、町の商店街の方々に声をかけて、ま

ずそれを幅広く使えるようにしてきたというのが第１段階かなというふうに思っておりま

す。あと、プレミアムの関係につきましては、ハマナス商店会の運営という中で、これが

利活用が進めば進むほどそういう状況が生まれてくるのかなというふうに思っております

けれども、これについては今後においてもいろいろと協議してやりましょうというお話に

なっておりますので、これらについてもハマナス商店会のいろんな内部実情もあるでしょ

うけれども、お話は継続してやっていきたいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 
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〇中尾議員 その辺につきましては、行政の一方的な話にも当然なりませんので、しかし

町の活性化のことも含めてぜひ今後とも協議を継続しながら、町民の方々に商品券のさら

なる利用を促すような対策をとっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお

願いをいたします。 

 それと、もう一点、子ども手当についてお聞きをいたします。子ども手当も国のほうで

制度がたくさん変わっていますので、先ほども言われたように支給も１万3,000円が１万

5,000円になったりとかといろいろ変わっています。そこで、昨年変更の手続がありました

ですよね、役場のほうに手続を出すという形がありましたけれども、その辺で浦幌町の子

ども手当を支給される方々についてはその手続漏れというような部分というのがないのか

どうなのか、もしそういうのがあったときの対応というものがどういうふうになっている

のか、この辺質問させていただきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今のご質問ありましたことに対して説明させていただきます。 

 子ども手当、昨年10月以降制度が変わった中で、届け出を出していただきたいというこ

とですべての皆さんに通知をさせていただいております。その中で、１件届け出が出てこ

なかった方がいました。その方については、うちのほうから電話で確認をさせていただき、

今現在うちの確認できている中では届け出が出ていない方はいないというふうに理解して

ございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。１件の方が今そういうように手続が済んでいなかった方も電

話連絡をして、浦幌町においては手続が済んでいなくて子ども手当がいただけないという

ような方はだれもいないというお話でしたので、こういった部分で国の制度というのは変

わっていきますので、ニュースとかいろんな部分でも広報はされていくのでしょうけれど

も、なかなかすべて100％ということにはならないと思いますので、今のように電話なりな

んなりの形での通知をしながら、しっかりとしたそういうサポートをしていくということ

は今後もぜひお願いをしたいと思います。 

 それで、最後にもう一点だけお願いしたいと思います。認可保育園の運営の工事委託料

の30万、これ消防法が変わって自動通報装置を設置をしなければならないということであ

りました。私も最初聞いたときに、今さらこういう装置をお金をかけてつけるのかなとい

うことでちょっと疑問に思ったのですが、今のお話ですと消防法という法律が変わったこ

とによってこの装置をつけなければならなくなったということで、先ほどの説明で理解を

したところだったのですけれども、それであるならば、ほかにもありますよね、幼稚園だ

とかそういう施設がありますよね。だから、今回しらかばだけという、この部分、ほかの

ほうはもうきちっと整備がされていて、ここだけがなっていなくて、それでこの部分だけ
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が今回予算計上されていることなのか、ほかのほうの部分の幼稚園とか、学校もそうです

よね、小学校だって全部そういうことですから、そういった部分の対応というものがどう

いう形になっているのか、今回しらかばだけがここに上がってきているという部分、この

辺の説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 このたびの消防法の改正によりまして、警報システムのある部屋に

固定電話があって、その固定電話から通報すればいいという形でした、消防法改正前は。

今回消防法の改正では、通報システムの中に電話回線を組み込むということでの改正でご

ざいます。それで、今回工事ということになりました。しらかば保育園以外の施設につき

ましては、もともとそのシステムに緊急時の消防車への通報ということができるような形

になっておりますので、今回しらかば保育園のみの工事ということでございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 52ページの児童福祉総務費の中の13節の委託料、子育てガイドブック製作、

印刷業務委託料ということで154万4,000円計上されています。これについてもう少し詳し

くお知らせください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 子育てガイドブックの製作の関係でございますが、まちづくり計画

重点プロジェクトに位置づけしております子育て支援サービスの中で、きめ細かな相談体

制の周知手段として子育てガイドブックの製作を行います。印刷に当たりましては、子育

て支援に関する制度や各種事業がわかりやすく、かつ読みやすいものを製作し、子育ての

一助となるようにガイドブックの製作について編集技術のある業者に委託を行うことによ

ってよりよいものを製作できると考え、編集も含めて印刷業務を委託するものでございま

す。なお、印刷部数につきましては1,500部、そして配付対象につきましては就学前及び小

学生のいる世帯、中学生及び高校生のいる世帯、母子手帳交付時に配付、あるいは転入者

への配付、そして関係機関等への配付を考えてございます。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 そうしますと、単年度で1,500部つくって、配付してしまうということなので

すね。せっかくこうやってつくるのでしたら、これと連動するかどうかわからないのです

が、うらほろスタイル、教育のほうと何か連動させる方法はないのかなとふと思っている

のですが、その辺は全く考慮しないで業者任せというのか、そういったことをするのか、

ちょっと確認しておきたいと思いますので。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 
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〇横田保健福祉課長 ただいまのご質問につきましては、次世代の行動計画、後期計画今

ございます。そこに掲載されております事業、あるいは保健福祉課以外の教育委員会、そ

して関連のある町民課、それぞれ子育てに関する情報、そういったものをこのガイドブッ

クに掲載する予定でございます。作成に当たりましては、原稿を含めて保健福祉課から各

課連携をとらせていただきまして、そして掲載し、作成していく考えでおります。今言わ

れましたうらほろスタイルも含めて今後作成していく中で協議をさせていただいて、作成

していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 これ24年度の予算ということなのですけれども、完成というか、配付できる

のはいつごろの予定でしょうか。それと、1,500部というのは本当にこれだけ必要なのかど

うか、ちょっと確認しておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 まず、印刷業務そのものは24年度ということでございますが、年内

には完成させて、それぞれ配付したいと考えています。それで、全戸配布ということで当

初考えておりましたが、今回につきましては就学前及び小学生のいる世帯約300、そして中

学生及び高校生のいる世帯300、母子手帳交付時に配付ということで約100部、転入者への

配付ということで予備も含めまして約100部、そして関係機関等に300部、この関係機関に

つきましては議会、役場、小中学校、公共施設等を含めて300でございます。残り予備とし

て400部を保健福祉課で保存し、それぞれ不足分が生じたときには各関係機関あるいは各部

署に不足分につきましては補充をさせていただくという考えでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 予備が400ということで非常に多い数で、いろんな意味を含めまして何かちょ

っと、冊数が多い少ないにかかわらず、印刷代というのはそんなに変わらないということ

は聞いていまして、理解はできるのですが、そういうつくり方を前例としてとらえるので

はなく、環境とかエコとかいろんなものに配慮しながら必要な冊子をつくっていくという、

役場みずからそういう姿勢でやっていただきたいという思いからこういう質問をいたしま

した。 

 以上です。 

〇田村議長 答弁はよろしいのですか。 

〇福原議員 何かできれば。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 当初全戸配布を考えておりました。その中で、子育て中あるいは子
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育てに関係するそれぞれの関係機関、最低の分で1,100見込みました。予備ということで

400ということでお話をさせていただきましたが、単年度で製作、仕上げて単年度ですべて

配付するという考えではございません。予備については、２年目以降、３年目も使える。

また、制度改正になればその部分を改めて、そこのところを直さないとならないというこ

とも出てくるかと思います。そういったことで、私としては当初予算編成時からこの部数

については最少の必要部数と考え、1,500部ということで今回発注させていただくこととい

たしました。 

 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 質疑がありませんので、次に３款３項５目町民バス管理費までの説明を求め

ます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 59ページをごらん願います。３項老人福祉費、１目老人福祉総務費、

本年度予算額１億6,496万円、この目につきましては高齢者福祉及び在宅福祉支援事業、介

護保険特別支援事業、介護保険特別会計繰出金に係る経費でございます。増額の主なもの

は、８節報償費は敬老祝金は88歳が１人当たり３万円の祝金支給で５名増で15万円の増、

100歳が１人当たり10万円の祝金支給で２名増で20万円の増、合わせて報償費総体で35万円

の増、13節委託料は在宅福祉支援事業委託料の軽度生活援助費用は利用実績見込みにより

25万8,000円の減、生きがい活動支援通所事業93万6,000円の増、外出支援事業159万4,000円

の増、給食サービス事業ほかで48万6,000円の増、合わせて委託料総体で275万8,000円の増、

18節備品購入費は要介護者入浴介助用浴槽購入42万円ほかで、前年度と比較し、備品購入

費総体で23万9,000円の増、要介護に必要な要介護者入浴介助用浴槽につきましては、現在

上浦幌公民館ふれあいセンターで介護予防事業として実施しています生きがいデイサービ

スにおいて、既設の大浴槽での入浴が困難な利用者様がいることから、利用者様が安心し

て入浴でき、また介護者が入浴介助しやすい置き型の個別浴槽を購入するものでございま

す。20節扶助費は、新規事業であります入退院時の介護タクシー代の２分の１相当分を扶

助する要援護高齢者交通費扶助費８万円の増、28節繰出金は介護保険特別会計への一般会

計からの繰出金369万2,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、第５期老人

福祉計画・介護保険事業計画策定経費で、１節報酬で計画策定委員報酬12万2,000円の減、

11節需用費の印刷製本費33万6,000円の減、12節役務費の通信運搬費16万円の減のほか、合

わせて計画策定経費64万8,000円の減額の内容でございます。１節報酬、８節報償費、13節

委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金、20節扶

助費、28節繰出金につきましては、予算説明資料20ページから21ページに記載のとおりで

ございます。 

〇大山町民課長 61ページをごらん願います。２目老人医療対策費、本年度予算額51万円、
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この目につきましては法令で平成22年度まで設置を規定されておりました老人保健特別会

計の廃止に伴いまして、平成20年３月までの診療分で第三者行為による裁判抗争中の事案

があった場合に対応する科目でございます。参考までに申し上げますと、今年度につきま

しては２月末時点で請求はございません。22年度につきましては１件、21年度につきまし

ては８件の請求がございました。 

〇横田保健福祉課長 ３目老人福祉施設費、本年度予算額8,257万6,000円、この目につき

ましては養護老人ホーム入所措置等及び３施設の入所者44名に係る経費でございます。増

額の主なものは、老人ホーム入所者の３名増に伴う措置費494万1,000円の増額の内容でご

ざいます。20節扶助費につきましては、予算説明資料21ページに記載のとおりでございま

す。 

 ４目老人ホーム費、本年度予算額１億7,823万9,000円、この目につきましては養護老人

ホームらぽろの管理運営及び入所者50名に係る経費でございます。増額の主なものは、７

節賃金の臨時看護師賃金188万4,000円の増、介護職員随時雇用賃金158万4,000円の減、こ

れらを合わせて賃金総体で30万円の増、11節需用費の消耗品費の職員被服費は２年に１回

の更新で18万4,000円の増、燃料費は単価高騰により216万1,000円の増、13節委託料は暖房

設備保守業務21万円の増、18節備品購入費は平成15年度に購入の多目的ホール設置のテレ

ビ、ビデオに使用する液晶プロジェクターが劣化し、故障修理の際の交換部品の調達が困

難なことから、液晶プロジェクター更新で17万3,000円、介護報酬改定に伴う介護保険等業

務管理用ＣＤ―ＲＯＭ20万円、20節扶助費の介護サービス利用者負担加算費で加算単価の

変更により59万7,000円の増額の内容でございます。13節委託料、20節扶助費につきまして

は、予算説明資料21ページに記載のとおりでございます。 

〇新川施設課長 ５目町民バス管理費、本年度予算額494万9,000円、この目につきまして

は町民バスの運行及び年間の維持管理費に係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、ボディーのさび塗装等の修繕料でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

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 60ページの緊急通報システムに関連して伺いたいと思いますが、ご承知のよ

うに先般十勝管内でもこの通報システムの作動の不備により痛ましい火災事故で亡くなっ

た方がおられます。この辺のことについて、浦幌町でもきちっと作動しているかどうかと

いうことの点検どの程度やられているのでしょう。現状で確実に作動しているかどうかに

ついても伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 現在浦幌町で高齢者緊急通報システムにつきましては、札幌の北海

道健康づくり財団、そこにございます高齢者緊急情報センターと委託を結びまして現在進
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めております。委託の中で管理につきましては、毎月の通報システムが確実に作動するか

どうかという確認をこの高齢者緊急情報センターから各自宅のほうに連絡を入れまして、

作動するかどうかの点検を行っているところでございます。そのほか毎月高齢者緊急情報

センターに通報のありました件数につきましては、どういう内容の通報がなされたか、こ

のセンターから浦幌町に報告がございます。その中で緊急を要する要請、あるいは今まで

は誤報ということで、いろんな熱、ガスは全くないのですが、熱感知器に反応した場合の

誤報といいますか、流し台のところで魚焼きの煙を感知して作動ということで、火災と感

知してセンターに通報が行きますので、本人に確認がとれる場合は受話器を通して本人と

お話をさせていただいていると、そういった中身でもきちんと作動がされているかの確認

がその誤報の時点でされると。そして、間違って押してしまったという場合も誤報でござ

います。その場合もこのセンターから受話器を通してどうしましたと、本人は間違って押

してしまったというようなことも含めまして、誤作動ということではなく間違って押して

しまった誤報の通報がほとんどでございます。通常の管理の中ではＮＴＴを通して維持管

理面委託してございますので、正常にこの緊急通報システムについては作動しているとい

うことでございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 今の説明ですと、委託料を払っている北海道健康づくり財団、そこに委託を

して保守管理をしているということですから、誤報とかその辺の対応はここがやっている

ということでよろしいのですか。そういうことになりますと、例えば広尾町でしたね、こ

れは誤報でなくて誤作動だったのだということですけれども、それの対応については、基

本的には例えば誤作動があったけれども、浦幌へ連絡もらって、消防が誤作動なのか火災

なのか調べに行って、ようやく火災だということがわかったということですよね、今回の

広尾町の場合はそういうことなのでしょう。私はそういうふうに理解しているのですが、

浦幌も誤報だったらすぐわかっても、誤作動だったらそういう対応しなかったら誤作動か

どうかわからない。行ってみたら誤作動でなくて火災だったと、こういう報道ですから、

そういう手順が要るということですよね、今間違いなく浦幌町の75基、きちっと今の報告

ですと確実に作動しているということですが、大丈夫なのですか、再度伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 浦幌町におきましては、先ほどお話ししました札幌の北海道健康づ

くり財団に委託しているものでございます。今回事故のあったところの委託先はどういう

システムを使っているか、ちょっとご存じないのですが、北海道健康づくり財団に十勝管

内で契約をして委託をしているというところにつきましては浦幌町のほかに３町ございま

す。ただ、先ほど言われました広尾町さんについては第１通報が消防に入る仕組みになっ

ていたのではないかと思います。浦幌町におきましては、緊急時要請ということでボタン

あるいは熱感知センサーが作動して健康づくり財団の緊急情報センターに接続され、第１
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的には協力員の方、本人と連絡がとれない、あるいは本人がどうなっているかわからない

という状況があれば、まず本人がいれば本人に確認し、どうだったのか現場を確認してい

ただくと、そして本人と連絡がとれない、本人が何と言っているか意味がわからないとい

った場合は第１の協力員に出向いていただいて現場を確認してもらう、そういった取り組

みになっています。協力員につきましては３名、そして順番に緊急情報センターから協力

員１名、２名、３名と、３名が連絡がとれない場合については保健福祉課、そして消防に

連絡が入ることになって、現地を確認するということになってございます。ですから、今

回広尾さんがこういった火災が起きて、第１番目に現場確認というところが消防さんのほ

うでなされていたということでありますけれども、浦幌におきましても、こういった協力

員３名配置してご協力をいただいているところですけれども、協力員の皆様がいない場合

はすぐに保健福祉課が連絡受けまして現場の確認、そして消防と同時に現場確認というこ

とになります。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 このシステムにつきましては、今課長のほうから説明ありましたように、実

は私も協力員になっていた時期があったのです。ですから、そういうシステムだと思って

いたのです。ところが、広尾の新聞報道見て、近ごろシステム変わったのかなという認識

あったのです。でも、今の課長の説明だと従来どおり、浦幌の場合は協力員をもって連絡

を、手順を踏んでということのようですから、それは従来どおりだということがわかりま

した。ただ、委託料これだけ出して管理してもらっているのですから、確実にメンテナン

スされているということが最低条件ですよね、そこのところを任せっ放しにしないで、年

間どのぐらいの誤作動、誤報があったのか、そのことも含めてきちっと町としては把握し

ておく必要があると思うのです。そういう面では、先ほども報告ありました65歳以上の高

齢者の生活状況調査もそうですが、一年一年状況は変わるわけですから、確実に毎年状況

把握するということを要望しておきたいと思います。改めて聞きます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 現在75台保有している状態で、現在62台稼働しています。いずれに

いたしましても、緊急時のときにこの緊急通報システムが役に立たないということにはさ

せたくないという気持ちもございます。それで、誤報というのも、本来鳴ってはいけない

状態のときに鳴ってしまうのですけれども、私としてはその誤報も正常に動いている、稼

働しているということで把握しています。ですから、大したことない煙ですぐ感知してし

まうと使われている方はお思いになるかと思いますけれども、これくらいの煙でというと

ころが逆に、設置されている独居高齢者の方は安心が逆にあったのかな、あるのかなと思

います。そういった意味で、常時正常に稼働していくということを保守管理の中で確認を

させていただいた中でお使いになっていただきたいというふうに考えております。 
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 以上でございます。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 老人介護対策の説明資料20ページ、13節の委託料の関係で質問いたします。

在宅福祉支援事業委託料において1,164万でございましたが、昨年度は882万円、比較する

と275万8,000円の増となっております。この内容について説明を受けたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 ただいまのご質問ですけれども、13節委託料の在宅福祉支援事業委

託料につきましては軽度生活援助事業の軽作業、除雪、安否確認、安否訪問利用実績によ

りまして25万8,000円の減でございます。生きがい活動支援通所事業につきましては、93万

6,000円の増でございます。外出支援事業159万4,000円の増でございますが、町外受診123万

円の増、町内受診等で36万4,000円の増、合わせて159万4,000円の増額でございます。また、

給食サービス事業ほかで48万6,000円の増ということでございますが、ふれあい給食18万

3,000円の増額、いたわり給食27万円の増額でございます。合わせて委託料総体で275万

8,000円の増額ということでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 介護施設の整備、在宅介護支援等給付を受ける方の負担や保険料を負担する

方の負担額等を考えるとき、これらをバランスよく推進することが望ましいと思うわけで

ございます。仮に今後施設を整備し、入所者数の増加を図る場合保険料負担が現行よりふ

える。およそでよろしいが、入所者１人に年間にかかる費用と、それに伴い現在の１号被

保険者数、65歳以上で試算した場合年間の保険料は幾らになるのかお知らせを願いたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 今回介護保険料改正ということで月額4,500円ということでござい

ますが、4,500円のうち施設分が施設入所者が120人ございます。１人当たりにして23円29銭

ということで、第４期計画の策定のときも20円から30円というお話をさせていただいてお

りますが、今回4,500円に第５期保険料上がりましたが、１人当たりの単価については23円

29銭ということで、この変動がございますので、ご理解をいただきたいと思います。また、

老人保健施設、特別養護老人ホーム、介護療養病床につきましては、この３施設で67人を

見込んでございます。これに係る１人当たりにつきましては、27円９銭ということでござ

います。また、グループホーム、養護老人ホーム、あるいは浦幌でいえばグループリビン

グ麦、それ以外の施設ということで、今お話ししました以外の施設で53人見込んでおりま

す。これに係る１人当たりが18円49銭でございます。一番先に申し上げました120人があく

までも平均値の23円29銭でございます。これも変動ありますので、ふえたり減ったりとい
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うところがあるかと思います。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 平成24年度予算に計上している在宅介護に係る費用から、今後は施設整備は

難しく、在宅介護にかかわる対応を重点として進めるように思うが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 施設につきましては限られております。そういった中身で、できる

だけ自分のお住まいの地域で、そしてご自宅で過ごしていただきたい。あるいは、現実に

介護されている家族の皆さんも大変かと思いますが、そういった中身で在宅福祉支援とい

うことで町といたしましては、施設の待機者ということで入所待ちという方もいらっしゃ

るかと思いますけれども、ご自宅で在宅福祉支援事業を充実させることによって本人ある

いはご家族の負担を少しでも軽減させていただきたいということで、今年度以降も取り組

んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、次に４款２項２目し尿処理費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 63ページをごらん願います。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保

健衛生総務費、本年度予算額１億7,885万5,000円、この目につきましては各種健康診査、

検診委託料等及び簡易水道特別会計繰出金に係る経費でございます。増額の主なものは、

11節需用費の消耗品は自殺予防対策事業用パンフレット13万3,000円の増、13節委託料の妊

婦健康診査委託料16万1,000円の増、19節負担金、補助及び交付金は高等看護学院設置運営

負担金13万6,000円の増、訪問看護ステーション設置負担金は老人福祉総務費の負担金、補

助及び交付金に組みかえにより70万円の減、20節扶助費は各種検診扶助費14万1,000円の

増、28節繰出金は簡易水道特別会計への一般会計からの繰出金581万6,000円の増額の内容

でございます。減額の主なものは、８節報償費は賃金への組みかえなどで98万5,000円の減、

14節使用料及び賃借料は自動車借り上げ料の25万円の減額の内容でございます。13節委託

料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費につきましては、予算説明資料21ページに

記載のとおりでございます。 

 64ページをごらん願います。２目予防費、本年度予算額1,342万9,000円、この目につき

ましては各種検診、予防接種等保健予防に係る経費でございます。減額の主なものは、７

節賃金の予防接種に係る臨時保健師賃金10万7,000円の減、11節需用費の各種ワクチン購入

費は実績見込みにより90万7,000円の減、13節委託料の各種検診、予防接種委託料は実績見

込みにより59万6,000円の減額の内容でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交
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付金につきましては、予算説明資料22ページに記載のとおりでございます。 

〇大山町民課長 ３目環境衛生費、本年度予算額3,993万6,000円、この目につきましては

葬斎場ほか生活環境衛生業務一般に要する経費でございます。増減の主なものといたしま

しては、11節需用費における火葬場の火葬炉等に係ります修繕料383万9,000円の増、13節

委託料のうち隔年実施しております臭気測定業務委託料42万円の減、18節備品購入費にお

ける環境衛生管理用車両２台の更新による598万円の増、28節繰出金、個別排水処理特別会

計に対します一般会計からの繰出金88万4,000円の増でございます。11節需用費、13節委託

料、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料22ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 次のページをお開き願います。４目墓地墓園費、本年度予算額97万1,000円、この目につ

きましては町が管理する墓地墓園の維持管理に要する経費でございます。増減の主なもの

といたしまして、11節需用費、修繕料、貴老路墓地水道管移設修繕10万5,000円の増、14節

使用料及び賃借料、その他借り上げ料でございますが、お盆、お彼岸時期におきます墓園

の２カ所の簡易トイレのリース代８万円の増でございます。14節使用料及び賃借料につき

ましては、予算説明資料22ページに記載のとおりでございます。 

〇横田保健福祉課長 ５目医療対策費、本年度予算額8,507万6,000円、この目につきまし

ては患者輸送バス運行業務、日曜当番医、医療対策及び浦幌町立診療所特別会計繰出金に

係る経費でございます。増額の主なものは、11節需用費は修繕料で桜町歯科診療所施設の

照明配線及び照明器具移設交換、ブラインド修理などで修繕費40万円の増、18節備品購入

費は桜町歯科診療所に無償貸与しています歯科治療器具の歯を切削、研磨するコントラエ

ンジン一式は平成13年に診療台と一式購入したもので、故障修理の際の交換部品の調達が

困難なことから、更新一式29万6,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、28節

繰出金は浦幌町立診療所特別会計への一般会計からの繰出金3,034万5,000円の減額の内容

でございます。11節需用費、13節委託料、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金、

21節貸付金につきましては、予算説明資料22ページに記載のとおりでございます。 

〇大山町民課長 ６目乳幼児等医療対策費、本年度予算額1,913万5,000円、この目につき

ましては中学生以下の医療費の助成に係る経費でございます。増減の主なものといたしま

して、12節役務費、請求事務手数料50万4,000円の減、20節扶助費200万円の増でございま

す。20節扶助費につきましては、予算説明資料22ページに記載のとおりでございます。 

 ７目公衆浴場管理費、本年度予算額860万3,000円、この目につきましては公衆浴場健康

湯の指定管理に要する経費でございます。平成24年２月末現在の公衆浴場利用者でござい

ますが、町内利用者6,012名、町外利用者2,559名、合計で8,571名でございます。前年度同

期対比で1,754名、17％の減少でございます。また、利用料につきましては297万9,230円で、

前年度同期対比で60万5,930円、17％の減少でございます。前年度は過去３年間で一番の利

用実績がございましたので、過去３年間平均の同時期と比較いたしますと利用者数で

1,187名、12.2％の減少、利用料で40万6,020円、12％の減少でございます。13節委託料に
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つきましては、予算説明資料22ページに記載のとおりでございます。 

〇横田保健福祉課長 ８目保健福祉センター管理費、本年度予算額1,681万1,000円、この

目につきましては保健福祉センター維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは、

11節需用費の燃料費は単価高騰により67万5,000円の増、13節委託料は隔年で実施のボイラ

ー自動制御保守点検26万3,000円の増、地下タンク漏えい清掃業務11万8,000円の増、14節

使用料及び賃借料は輪転機の印刷機械借り上げ料20万2,000円の増、機械借り上げ料は平成

19年に購入した自動体外式除細動器、いわゆるＡＥＤの保証期間５年を経過することから、

本体及び附属の消耗品、パッド、バッテリー交換の維持費と借り上げした場合の年借り上

げ料を比較しますと、維持費はほぼ差異ありませんが、借り上げした場合のほうが安全管

理面を考慮するとトラブル時の対応の保証もあり、安全に使用できることから、借り上げ

とし、現ＡＥＤは更新せず、借り上げ料７万9,000円の増、15節工事請負費は子育て支援セ

ンタートイレ改修工事につきましては大便器を和式から洋式に取りかえで、大人用１組、

子ども用１組、小便器を大人用から子ども用に１組取りかえ、幼児用シャワー設備を設置

する工事220万円の増でございます。18節備品購入費は、消火器は消防法の改正により製造

年から10年を経過する消火器は耐圧性能試験として水圧検査が義務づけとなり、耐圧検査

手数料及び薬剤取りかえ手数料と消火器の買いかえを比較すると、買いかえが安全管理面

及び経費節減になることから、消火器買いかえ９本、10万4,000円の増額の内容でございま

す。13節委託料、15節工事請負費につきましては、予算説明資料22ページに記載のとおり

でございます。 

〇大山町民課長 68ページをごらん願います。２項清掃費、１目塵芥処理費、本年度予算

額7,383万7,000円、この目につきましてはごみ処理にかかわります収集運搬から処理に要

する経費でございます。増減の主な内容といたしましては、11節需用費、消耗品において

ごみ捨て禁止看板21万円、スタッドレスタイヤの備品購入から予算組みかえによります

44万1,000円の増、印刷製本費、ごみ袋の印刷代132万1,000円の減、修繕料では浸出水処理

施設修繕62万7,000円の増、13節委託料における一般廃棄物処理施設管理、回収業務及び資

源物回収業務委託料134万7,000円の増、18節備品購入費148万3,000円の減、19節負担金、

補助及び交付金、十勝環境複合事務組合分担金23万3,000円の減が主な増減の内容でござい

ます。11節需用費、12節役務費、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきまして

は、予算説明資料23ページに記載のとおりでございます。 

 ２目し尿処理費、本年度予算額507万1,000円、この目につきましてはし尿処理に係る十

勝環境複合事務組合に対します負担金でございます。19節負担金、補助及び交付金につき

ましては、予算説明資料23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ので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ９番、河内議員。 

〇河内議員 64ページ、13節の委託料、これの健康診査委託料ということで、この中に当
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然特定健診の内容も入ってくると思うわけですけれども、まちづくりの５カ年計画の中で

も将来的には60％の健診率を目指したいということで取り組んでいるわけですが、なかな

かこの健診率が向上していないような感じを受けるわけですが、実態についてご説明をお

願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 ただいまのご質問でございますが、保健衛生費の委託料、健康診査

委託料につきましては股関節脱臼検診の委託料、そして妊婦健康診査委託料、乳幼児健診

委託料、乳幼児健診の精密検査委託料ということで予算を計上してございます。また、特

定健診ということでお話がございましたが、特定健診につきましては国保特別会計の中で

特定健康診査の委託料等を計上してございます。その中で特定健診の受診率につきまして

は、河内議員のおっしゃいますとおり平成25年度65％ということで国で示してございます

が、浦幌町におきましては平成22年度33.1％、23年度１月末では25.7％でございます。３

月末見込みで約33％になるかなということでございます。いずれにいたしましても、65％

という数字でございますが、浦幌町におきましては33％の維持ということになろうかと思

います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 私ちょっと科目違いしたという指摘なのですけれども、21ページの13節の衛

生費の委託料見ますと、そこに特定健診100名というようなことで載っていたもので、ご質

問させていただいたのですけれども、私の間違いでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 大変説明が下手で申しわけございませんでした。説明不足で大変恐

縮でございます。保健衛生総務費で計上しています特定健診については、一般でございま

す。国保特別会計で見ているのは国民健康保険加入でございます。大変失礼いたしました。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 このことについては、私たち議員も病院会計ということ、将来的な医療負担

ということを考えると、成人病などが非常に多くなっているという状況を何とか浦幌町に

おいても改善すべく、こういった健診受診率というのですか、そういうものを上げていか

なければならないということで、調査研究にほかの町村へ行っていろいろ勉強してきた経

緯もございます。なかなか難しいなという感じはしたわけですけれども、実際に十勝管内

の町村においてかなり浦幌町とは比較にならないような健診率を示している町村もあるわ

けで、その辺について十分な研究を今後して、健診率を上げるように私はまだまだ努力の

余地があるのではないかなと考えますけれども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 



 － 22 － 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 いずれにいたしましても、受診率の向上ということで、浦幌町とい

たしましても十勝管内で現在、平成22年度でございますが、当町は１市18町村の中では上

から10番目に位置してございます。いずれにいたしましても、前年度から含めまして今年

度におきましても特定健康診査で未然に防げる病気は未然に防ぎ、当町の実態に合わせて

これからも受診勧奨に当たっていきたいと思っております。また、受診率や今後の動向を

含めまして、独自のリーフレットを作成しまして、これからこの対象者の目にとまります

ように工夫を凝らした中でさらに受診勧奨に取り組んでいきたいと考えておりますので、

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 67ページの公衆浴場管理費について伺います。860万3,000円計上されており

ますが、これは債務負担行為ですから、指定管理者、たしか24年度で指定管理者の指定管

理切れますね。決算でも予算でも毎年議論になっている課題だと思います。留真温泉も再

開して丸一年過ぎました。それなりの実績もあると、そういう中で今後の対応をどのよう

にお考えでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 ただいま質問あったことにお答えさせていただきます。 

 健康湯を指定管理するに当たって、今回３年ということの中で22、23、24年ということ

で指定管理をさせてもらっております。その一つの要因としては、今議員のほうからあり

ましたように留真温泉もその間に開業するということと、あわせまして施設の問題、施設

のボイラー等の経過もきているということを踏まえましていろいろ検討させていただきた

いということを含めて３カ年という形だったかと思いますけれども、その中で今年度24年

が指定管理期間の最終年度ということになります。町としましては、遅くとも８月ぐらい

までには次の方向性を決めていきたいというふうに考えてございます。最終的には12月の

議会において内容をお示しできればなというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 今までの町長の答弁もそのようであったかと思います。ただ、森林公園の利

用とあわせて、それなりに夏場の利用度が高いということは十分私も認識をしております

が、財政の状況から見ると、今課長のほうで説明あったようなある程度の判断があっても

いいのでないかなと、私もそのように考える一人であります。十分周りの状況を考慮しな

がら、このことの存続についてははっきりした決断をする。指定管理者が切れるというこ

ともありますから、そういう時期がきているというふうに思いますので、慎重に判断をし

ていただきたいと思っております。町長に答弁お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 町長。 

〇水澤町長 健康湯の問題につきましては、常に議員の皆さんから将来像も含めてどうな

のだというお話をいただいています。私もこのたびの指定管理するときに、３年間だけ時

間をいただきたいということで３年の指定管理期間を設けさせていただきました。まさに

今、昨年留真温泉が開業いたしまして、それの健康湯の使われ方がどういう状況になるの

かなということで私も注意深く見させていただいておりました。まさに今約1,700ぐらい減

ってきているということでありますけれども、今現在8,500名の方が利用していただいてい

るという状況です。私もこの後24年度中には方向性を出したいと。今課長から答弁させて

いただきました留真温泉との兼ね合い、そしてまた健康湯は、おふろのない世帯は前に調

査したこともありますけれども、そういう人たちをどうするのだという問題もあります。

そういうことも含めて、今年度、先ほど申し上げましたけれども、８月ぐらいには方向性

を出していきたいというふうに思っています。そうすれば、留真温泉が開業してから大体

１年半ぐらい、経過がわかるということでありますので、そういう面では今後とも健康湯

をどうしていくのかということも含め、そしてボイラーがどの程度もつのかという問題も

もちろん３年前にはあったわけでありますから、そういうことも含めて夏までには方向性

を出していきたいと、またご提示をさせてもらいたいなというふうに思っています。健康

湯の問題については、大体６月ぐらいに実績報告が上がっていますので、毎年議会の皆さ

んにもその実績報告は提示をさせていただいていますので、その辺から判断大体できてく

るのかなというふうに思っていますので、その場で先ほど言いましたように、いずれにし

ましても、するしないにかかわらず、継続するとなると９月にはもう公募に入っていかな

いとならないスケジュールになりますので、６月の実績を見て８月中には判断をしていき

たいというふうに考えております。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 当然指定管理者の問題ありますから、それなりの逆算した時期に決断をされ

るのだろうと思いますが、実際におふろを所有していない家庭の方のためには、留真温泉

そのものが福祉政策として再開するということの大義名分あったわけですから、何戸おふ

ろのない方がおられるか、もちろん１けたでないかと思うのですが、そういう方には福祉

施策として入浴券給付したり、いろんなことを配慮しながら、次の決断は十分配慮の中で

やっていただきたいなというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 我々としては留真温泉をよく利用していただくということは大変ありがたい

ことでありますし、留真温泉のよさ、湯質のよさについては町民、町外の方も含めて大変

ご利用していただいているということでありますので、おふろのない方についてはそうい

う入浴券を発行するか、もしくは入浴設備をつくるときに補助を出していくのか、いろん

な方法があると思いますけれども、そういうことも含めて８月中までには判断をしていき
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たいというふうに思います。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今健康湯のお話が出ました。私も昨日留真温泉のほうに入りに行ったわけで

ございますけれども、本当に物すごい人でにぎわってございました。そして、また健康湯

の関係につきましても、私自身月に３回ぐらい、10日に１回は必ず行って、利用させても

らっております。そういう中で、ボイラーの関係等もございますけれども、できれば継続

していただけるのならぜひそういうふうにお願いしたい一人の中身でございます。行った

中で、入っている入浴者とともに一応話もします。見たことない方につきましては、どこ

からお見えになったのですかという質問に対して、相手のほうは、いつも釧路のほうへ行

っている、あるいは長距離の関係、そういったトラックで対応している方もいますけれど

も、いずれにしても浦幌町内で当然自宅にふろあるけれども、ここに来るとゆっくりでき

るのだと、のんびりできるという、そういう声もたくさんございます。先ほど同僚から出

ましたように、夏の関係については森林公園を使う多数の皆さん方の利用もございます。

しかしながら、今冬場の関係についても、公営住宅等に入っていて小さなふろの中でたく

よりも、むしろ健康湯へ行って入ったほうがあずましい、ゆっくり入れるという女性の方

たちも、上がった番台の下でそんな話もさせてもらってございます。そんな関係上、今お

話ありましたように８月ぐらいをもって方向性を決めるという中のお話がございました。

しかしながら、先ほど言いましたように、もと力の湯というおふろもあった中に、そのふ

ろが閉めるという中で、おふろを持っていない、そういう方々のためにも健康湯が必要と

いう中で当時建てられた状況もございます。それと、私もいつも言ってございますけれど

も、非常に管理のほうすばらしく整っていて、今はかなりの年数たっているにもかかわら

ずきれいに利用して、その管理体制が非常にすばらしく、今もきれいに対応されていると

いう、そういう関係に頭の下がる施設もございます。そんな意味から、８月をめどにとい

うことでございますけれども、極力そういう利用している方々の意見も十分組み入れなが

ら判断をするような状況をお願いしたいと思います。そういうようなことで、町長、もう

一言お願いできれば、そういうような形でお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 健康湯の指定管理料の問題です。800万以上の指定管理料を出しているという

ことでありまして、これは留真温泉と同じぐらいの規模という指定管理料となっています。

両方両立させることが町としてこれからやっていけるかどうかという問題も含めて考えて

いかなければならないのかなというふうに思っています。そういう面では留真温泉も健康

湯も両方利用していただいている方が、去年までは１万人以上の方が健康湯を利用いただ

いているわけですけれども、そういう皆さんの考えといいますか、そういう皆さんのこと

も十分慎重に配慮しながら、町として今後とも両方の指定管理料を払っていけるのかどう

かということも当然考慮しなければなりませんので、そういうことも含めて今後の将来像
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を探ってまいりたいというふうに思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 ３点ほど質問させていただきますが、今同僚議員からの関連もありますから、

私も公衆浴場については再三質問させていただきましたし、今町長からも８月をめどにと

いうことですから、町長の判断を待つということですけれども、ただ、今までも私も質問

している中において、ぜひご判断の中に、これから検討する中に入れていただきたいとい

うのは、単純におふろがない人がいるから、この人に今言うように入浴券なりなんなりを

渡して、それで留真温泉に入ってくださいと、私はこういうことにはならないと思ってい

るのです。留真温泉まで、あそこまで20キロ近く行くというのは、例えばおふろのない人

が仕事終わって帰ってきて、それでここの健康湯に行くのと留真温泉に行くのとでは意味

合いが全然違いますから、おふろが家にないから、では公衆浴場なくなったら留真温泉に

入ればいいなんていうこととは違う。全く意味合いが違うし、今後これからの、先般も例

えば山の上の農村改善センターとかいろんな部分の遊休施設の調査もしましたけれども、

そういったものを今後有効に活用していくためには、スポーツセンターも含め、森林公園

も含めたときに、この健康湯というものはそういった部分の整合性、いろんな関連を持っ

た中では私は有意義なものになってくるだろうと、道の駅も含めてですけれども、そうい

ったものについては私はこの健康湯の価値というものはただ単純に今の入浴者、おふろが

ない人におふろを提供する場だということだけでは済まない。町の今後の活性化含めても、

私はこの健康湯というものは一つの核になるだろうと、一つの浦幌の目玉になるだろうと

いうふうに思います。その辺も含めて、町長は８月までということでありますから、この

辺については私は答弁要りませんけれども、ぜひその辺も含めて今ある浦幌の施設が有効

に有意義になるようなことでの検討、その辺も含めて、しっかりと含めて検討していただ

きたいというふうに思いますので、８月の町長の判断を私たち議員としては待ちたいとい

うふうに思っていますので、この辺につきましては答弁は結構でございますので、ぜひよ

ろしくお願いをしたいと思います。 

 それと、もう一点、医療対策の患者輸送業務の委託料、これ645万2,000円ということで

の委託料であります。これも今の公衆浴場と同じように来年度、24年度で終わります。そ

れで、先般同僚議員の一般質問にもありましたけれども、町のコミュニティバス、浦幌町

の足の部分に今までの答弁の中にも患者輸送バス、この辺も含めて浦幌の足、交通体系を

しっかりと確立していくというような答弁もいただいてございます。ですから、本来は先

般は24年度にいろいろな協議をして、25年度に実際の試験運行して、26年度からしっかり

とした運行するというようなお話でしたけれども、それではこういう部分での指定管理と

の整合性がとれないのです。ですから、コミュニティバスの部分についても協議とテスト

を24年度にやって、25年度から運行というような形でねじを巻いてできないものなのかど

うなのか、その辺をまず１点お聞きをしたいというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問につきましてご説明をさせていただきたい

と思います。 

 確かに一般質問がございまして、コミュニティバスにかかわって、現在のところでき得

る限りの計画についてお話をさせていただきました。このことにつきましての関連部分等

を含めてお話をさせていただきたいと思います。１点目には、患者輸送のバスの関係でご

質問ございましたけれども、このことについては患者輸送業務委託ということで、決して

指定管理ではございませんので、まず１点、このことについてお含みをいただきたいと思

います。 

 また、コミュニティバスにつきましては、その際にも説明させていただきましたけれど

も、本年度の中におきまして最終的には国の補助金を活用したいという考え１点ございま

す。これはどのようなものに活用するかということにつきましては、運行後にかかわりま

す計画を立てなければいけない。これにつきましては、先進事例を含めて調査をさせてい

ただいた中には、専門のコンサルタント業務の企業にお願いをして、その委託の中で計画

を策定しているというのが通常のパターンであります。これにかかわって、補助率100％の

内容でこの国の補助を受けたいという現在のところの考えでございます。その補助金の要

望が25年の２月までにはあろうかということで、ただこれにつきましても場合によって協

議等の中で調っていけばある程度は早まる部分があるのかなというには押さえていますけ

れども、いずれにいたしましても通常で申し上げますと補助金の要望が毎年２月だという

ふうに聞いておりますので、この辺につきましては国土交通省運輸局の中のいろんな情報

をこちらのほうでも入手した中で、できる限り早く進めたいなというふうに思っています。

ただ、一点的には、それにかかわっては町も含めた公共交通にかかわる企業、そして業者

等で構成されます協議会を立ち上げなければいけないと、その協議会が補助金の申請業務

に当たっていくという内容になってございますので、これらもあわせて協議会の立ち上げ

も補助金の要望を視野に入れた中でスケジュールをできる限り早く進めていきたいなとい

うふうに思ってございます。ただ、先ほど申し上げましたとおり、国土交通省運輸局の中

での通常の補助金要望受け付けが２月だというふうに言われていますので、そのようなス

ケジュールを立てさせていただいたということでご理解いただきたいと思います。また、

実証試験につきましては、その計画策定までの間において実証試験を重ねていくというふ

うになっておりますので、これらも踏まえた中でスケジュール的には26年の３月までには

計画策定というのが最短になってくるのかなと、ただ先ほど申し上げました、重複します

けれども、国土交通省運輸局のほうの補助金要望取りまとめが早まればその分早まってい

くということで、その部分としては情報を入手しながら速やかに対応していきたいなとい

うふうに思ってございます。 

 患者輸送バスのことにつきましては、あくまで委託という中身でございますので、この

辺については通常の期間が１年延びるという部分が今のところは考えられますけれども、
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これについても柔軟な対応について含めてコミュニティバスの計画には持っていきたいな

と考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われましたように、国の補助金の締めが２月だと、来年の２月というこ

とでありますから、そう考えると本当に返す返すも、当初は23年度にそれやると言ってい

たのですから、23年度にそれをやって、24年度、来年度、24年にやれば25年ちょっきりだ

ったのですよ。１年おくれたばかりに、ここに１年間の業者との委託する部分にもタイム

が１年間空白ができてしまうのです。いろんな部分で、業者だって受け手のほうだってそ

こに雇用もあったりいろんな部分がありますから、受け取るほうだっていろんな問題が出

てくるだろうし、１年後どういう形にするのかというのも変化していくのであれば、先ほ

どの公衆浴場のように８月というのですか、そのくらいまでにはある程度一定の今後来年

はこういうふうになりますよというふうな方向性も出していかなければならないのでない

かと思うのです。ですから、そういった部分を含めて早急にこの辺は考えなければならな

いというふうに思っていますし、できるだけ早い、町民の足、コミュニティバスというも

のは他町村でもかなり取り組んでおりますし、浦幌町でも私は要望が多いものだというふ

うな認識をしておりますし、きっと町と町長も認識は同じだと思います。そういった要望

あるというふうに思っています。ただ、浦幌は上浦幌から長いですから、そういった浦幌

に合った地域の足というものがどういう形かということも町長も頭を悩めているところだ

と思いますが、形は別としてもそれが必要だということは、これからの高齢化社会を含め

た中では必要だということは町長とも認識は一緒になるだろうというふうに思っています

ので、ぜひこの辺についてはお願いをしたいと思いますし、この部分についてその辺の協

議お願いしたいのと、ただもう一点この部分についてお聞きしたいのは、患者輸送バスと

いう部分とコミュニティバスというのですか、患者輸送というのはある程度特殊な要素が

あるのではないかなと思うのです。今までもこれは一緒になっていろいろとセットで協議

していくということですが、そういった部分、一緒になって患者の方々と一般の方々が一

緒に乗るということですね、そうすると。こういったことが本当に可能でそういう一緒に

協議ができるというようなお考えなのかどうなのか、この辺の患者の部分、輸送の部分、

足を確保するばかりに患者の方々の部分がおろそかになってはこれまた困りますから、で

すからこの辺の部分の町長、町としての考え方もあわせてお聞きをしておきたいというふ

うに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問についてご説明させていただきたいと思い

ます。 

 当初の計画と時間的なずれが生じたということにつきましては、事務の進め方の不徳の

部分として私のほうの部分としてなっているものでございます。また、ただいまの患者輸
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送のバスにつきましては、あくまで今後その運行に係る計画を策定していくということが

まず大前提でございます。その前段には実証試験という中で試験をしながら、どういう運

行が望ましいかということも見きわめていくということで、現在の中、現時点におきまし

てはこの運行をもって計画をするという考えではございませんので、これはどこの町村も

確かに同じだと思います。あくまでコミュニティバスの運行計画を立てるために計画策定、

そしてその前段として実証試験を行っていくと、その中で見きわめていきたいという考え

でございます。特に浦幌町におきましては、今ご指摘ございました、ただいまご指摘ござ

いましたとおり南北に長い状況がございます。本来地理的な条件がよければ一つの環状線

というふうなバス的なものが運行されればそれは１路線で終わるでしょうけれども、いろ

んな地理的な条件等の中でどのような形が望ましいか、またこれは当然費用対効果ではな

いのですけれども、経済的なことも財政的なことも含めて考えなければいけないと、そう

いったことをある程度のパターンの実証試験を経ながら計画策定を行っていきたいという

ことでなっておりますので、このことについてご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われるように実証試験ということでありますから、その試験の中でいろ

いろと、実際に事が進んでみると思いもよらないことが起きるとか、そんなことは多々あ

ることですから、コミュニティバス、足の確保は大事ですけれども、しかしまず患者さん

の輸送という、この部分も決しておろそかにはできない部分だというふうに思っています

ので、その辺も含めてのしっかりとした実証していただいて、先ほどから言っていますよ

うに少しでも早くできるものがあるならばしていただいて、少しでも早い形の中で私は浦

幌町民の足の確保というものを強く求めたいというふうに思います。 

 それと、最後にもう一点お伺いいたします。乳幼児の医療対策費でございます。1,650万、

中学生まで医療費無料ということであります。前年よりも200万ほど増になったというよう

な説明が先ほどございました。医療費がふえたということがいいことなのか悪いことなの

かという部分もあるのですけれども、それで私はこの部分について、これは町長の一つの

目玉ですよね、中学生まで医療費を無料にするという取り組みというのは十勝管内のほか

の町村を見ても浦幌は一歩進んだ取り組みだろうというふうに思います。しかし、全道を

見ますと、もっと取り組んでいるところありますよね。私があえてここで申し上げたいの

は、高校生まで、もう３年分無料にできないのだろうか。残念ながら、浦幌町は高校がな

くなってしまいました。それによって、町長も今回の執行方針で申し上げていますけれど

も、生徒の修学に係る費用の一部の補助を今年度も継続して実施するということで、町も

浦幌に高校生がいなくなったわけではないのです。高校はなくなったけれども、高校生は

浦幌にまだいるのです。ここをしっかり忘れてはならないということで、先般町民の意見

交換会でもそんなお話が出ていました。浦幌に高校生はいるのですのですよと。町もその

ことは忘れずに、こういう補助もしています。しかし、私はあえて中学校から高校生、18歳

まで、ぜひ緩和をしていただいて、浦幌はもう一歩進んだ形で、高校はないからどうして
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も町外へ出なければならないけれども、高校出た後はまた浦幌に戻ってきてほしいと、そ

ういったメッセージも込めて、私はぜひそれに取り組んでいただきたいというふうに思い

ますが、町長、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 乳幼児の無料化ということで、中学生まで思いきって取り組ませていただき

ました。これについては、当然町単費ということもありますけれども、国からの国保に入

ってくるお金も削られるという状況が今実際にあります。これは、国が国の制度を上回っ

てやるということに対するペナルティーではないのですけれども、そういう面で医療費が

ふえるということに対する国からのカットといいますか、そういうものが出てきます。そ

ういうことも含めながら検討していかないとならないのだろうなというふうに思っていま

す。1,650万、これは町としては大変大きな財源です、財政です。そういう面では、今高校

までどうだろうかというお話、前向きなお話をいただきましたけれども、これもちょっと

今即答するということはできないだろうなと、それこそ町財政も見ながら、もちろん高校

生が浦幌にいるということは間違いなくそのとおりだと思います。私どもとしては、やっ

ぱり若い人たち、浦幌町の将来を担う、そういう高校生も含めて大事にしていかなければ

ならないということでありますので、どこの高校に行ってもいいように、本別さんとのバ

スのものも示させていただきました。いろんな意味で浦幌町の将来を担う子どもたちです

から、何とかそういう補助の道も開いていきたいなという思いはありますけれども、これ

もいずれにしても財源が伴うわけでありますから、そういうことも含めて慎重にならざる

を得ない部分があるということでありますので、ぜひその辺はご理解をいただきたいなと

いうふうに思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われるように、そのとおりであります。財源が伴いますから、町長言わ

れるように当然慎重に、はい、やりますというような、そんな簡単な話ではないことは重々

承知をしております。しかし、町長が言われるように10年後、5,000人を切らない浦幌町を

維持するためには、人口を減らさないためには、私はこれは思い切った町長の決断を求め

たいというふうに思っています。ですから、決して町長、今やりますか、やりませんかと

いうようなお話を私はしているわけではないのであります。これから今年１年やる上にお

いて、例えばこれから３年間やったら財政が幾らになるのだとかというような部分で当然

検討した上で判断していかなければいけないことですし、今言われるようにそれによって

国が、町がそういうものに取り組んだらペナルティーがあるという、この部分の国の施策

もどうなのかという気しますけれども、やっぱりそういったことも全部踏まえなければな

らないですけれども、それは当然だと思いますが、町としてその可能性があるならばぜひ

それについて検討してみたいということなのか、それは中学校までやればほかのまちに比

べても決して劣る施策ではないので、それ以上のことは町長として考えがないのかという
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こと、ここら辺の町長のお考えをお聞きをしたいということであります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 高校生の皆さんに対する助成といいますか、補助といいますか、これはいろ

んな方法があると思います。もちろん医療費についてもそうですし、高校行くのにバスは

どうなのだと、例えばバス通学できない人、下宿せざるを得ない人はどうなのだと、その

辺の補助はどうなのだと、要するにいろんな部分が町の政策としてはお金が問題ですけれ

ども、財源があればいろんなもので取り組んでまいりたいというふうな思いはありますけ

れども、いずれにしましても今言われたように高校生までの医療費の無料化というのは全

く試算もしておりませんし、大体どのぐらいのニーズがあるのかということも含めていろ

いろ考えていかなければならないのかなというふうに思っています。そういう意味では、

浦幌町に住む子どもたちに対する助成というのは私は必要だと思っていますし、そういう

面では積極的に取り組ませていただいているというふうに思っています。ただ、これから

その輪をどのくらいまで広げていけるのかということは、やはり財源との兼ね合いでいろ

いろ検討させていただきたいなというふうに思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 審議の途中でありますが、本日の会議はこの程度にとどめて延会とし、あす13日は午後

２時から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、あす13日は午後２時から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、これをもって延会といたします。 

延会 午後 ７時５６分 


