
 
平 成 ２ ４ 年 

 
 
 

第３回浦幌町議会定例会会議録 
 
 
 
 

平成２４年 ９月 ３日 開会 
平成２４年 ９月１２日 閉会 

 
 
 
 
 

浦 幌 町 議 会 

 



- 1 - 
 

平成２４年第３回浦幌町議会定例会（第１号） 

 

平成２４年９月３日（月曜日） 

開会 午前１０時００分 

散会 午後 ２時５２分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ３ 会期の決定 

 日程第 ４ 諸般の報告（議長） 

 日程第 ５ 行政報告（町長） 

 日程第 ６ 報告第 ４号 健全化判断比率の報告について 

 日程第 ７ 報告第 ５号 資金不足比率の報告について 

 日程第 ８ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２４年度浦幌町一般会計補正予算） 

 日程第 ９ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２４年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算） 

 日程第１０ 議案第６１号 浦幌町防災会議条例及び浦幌町災害対策本部条例の一部改 

              正について 

 日程第１１ 議案第６２号 町道路線の廃止及び認定について 

 日程第１２ 議案第６３号 平成２４年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第１３ 議案第６４号 平成２４年度浦幌町町有林野特別会計補正予算 

 日程第１４ 議案第６５号 平成２４年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第１５ 議案第６６号 平成２４年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第１６ 議案第６７号 平成２４年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第１７ 議案第６８号 平成２４年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第１８ 議案第６９号 平成２４年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算 

 日程第１９ 同意第 ２号 浦幌町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

              ついて 

 

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 
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    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   鈴  木  宏  昌 

     まちづくり政策課長   大  山  則  幸 

          町 民 課 長      小 路 谷  守  昌 

     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   佐  藤  勇  人 

     会計管理者   永  澤  厚  志 

          診療所事務長      菅  原     敏 

 

    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 
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     議 事 係 長   中  田     進 



- 4 - 
 

開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

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、本日をもって招集されました平成24年第３回浦幌町議会

定例会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 直ちに本日の会議を開きます。 

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

します。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 ８月24日をもって招集されました平成24年第３回浦幌町議会定例会の運営について、８

月27日午前、議会運営委員会を開催し、正副議長出席のもと、理事者より今定例会に提出

される議案の説明を受け、日程及び運営について協議をいたしましたので、報告いたしま

す。 

 本定例会には、諸般の報告、行政報告に続き、報告２件、承認２件、一般議案２件、平

成24年度一般会計及び特別会計補正予算７件、認定は平成23年度一般会計及び特別会計合

わせて９件の決算認定であります。続いて、同意案件１件、議長提出、議員派遣等であり

ます。以上の内容を踏まえ、会期は本日９月３日より９月12日までの10日間でお願いいた

します。本日は、諸般の報告、行政報告に続いて報告第４号、５号の２件、承認第２号、

３号の２件、一般議案は第61号から第69号まで９件、同意第２号１件を予定しております。

一般質問につきましては、９月７日を予定いたしましたので、よろしくお願いいたします。 

 次に、議事録署名議員につきましては、順番に指名されるよう議長に申し入れを行って

おります。 

 以上、議会運営委員会において協議をした結果であります。議員各位のご協賛賜ります

ようお願い申し上げます。 

 次に、議会活性化に関する諮問について報告いたします。平成23年９月９日に議長より

議会運営委員会に諮問された７項目について、55の検討項目を挙げ、協議を進めてまいり

ました。浦幌町議会は、二元代表制の一翼を担う議会が地方分権時代に対応した町民本位

の議会を確立するため、執行機関の監視や評価する機能を発揮していくこと、住民意思の

把握や議員としての使命と責任の自覚のもと町民の負託に応えるための不断の努力が求め

られていることを受け、先進地議会の視察、研修等をし、この１年間をかけ議会運営委員
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会、議員協議会にてそれぞれ十数回にわたり検討を重ね、さらに執行機関とも協議の必要

な24項目について複数回にわたり協議をし、ご理解賜ったところです。議会は、できるこ

とから実施する、開かれた議会運営、身の丈に合った議会基本条例の制定を目指し、活性

化の協議を進めてまいりましたが、早速今定例会より予算、決算審査における係長までの

説明員出席を認めることとし、対応してまいります。また、議会基本条例につきましては、

12月の第４回定例会に提案すべく準備を進めているところです。なお、諮問項目の⑤、議

員定数に関すること及び⑥、議員報酬に関することについては、平成26年３月までに方向

性を示すことといたしましたので、引き続き協議検討してまいります。詳細につきまして

は、資料を配付しておりますので、説明は省略させていただきます。 

 以上、現時点においての結論を得、第１次答申として本日議長に答申したことを報告い

たします。 

 議会運営委員会報告は、以上であります。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第118条の規定により、12番、野村俊博議員、１番、

関井雅明議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から９月12日までの10日間にしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から９月12日までの10日間と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇前田議会事務局長 報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、平成24年８月24日付で町長並びに教育委員長、農業

委員会会長、代表監査委員に出席の要求をいたしております。 

 次に、平成24年７月20日から平成24年９月２日までの議長等の動静及び議員の派遣結果

報告並びに監査委員から提出のあった平成24年５月分から平成24年７月分の例月出納検査

報告書及び平成24年度定例監査結果報告書並びに教育委員長から提出のあった平成24年度

浦幌町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、平成23年度
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分の報告書につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、ごらんおきを願いま

す。 

 以上で報告を終わります。 

〇田村議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 行政報告 

〇田村議長 日程第５、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告をさせていただきます。 

 平成24年７月20日から平成24年９月２日までの町長等の動静については、お手元に配付

のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 ２の建設工事入札結果につきましては、川流布線道路災害応急工事ほか17件であります。 

 ３の委託業務入札結果につきましては、統太基線ほか15橋橋梁点検委託業務１件であり

ます。 

 ４のその他については、十勝太ロランＣ局並びに同航路標識事務所の廃止について報告

をさせていただきます。第一管区海上保安本部の十勝太ロラン航路標識事務所は、昭和38年

に米軍沿岸警備隊の施設として開設し、平成５年に同事務所に移管されております。ロラ

ンとは、ロングレンジナビゲーションの略で、電波を利用し、洋上の位置を確認すること

ができる地上系の測位システムとしてこれまで国内はもとより韓国、中国、ロシアとの国

際的な協力のもと周辺海域にある多くの船舶等に利用されてきました。しかし、平成22年

６月に海上保安庁が実施したロランＣ利用実態調査では、利用主体である国内の３トン以

上の漁船における利用率が0.69％と著しく減少していることが明らかとなり、その要因に

は国内におけるロランＣ受信機の販売が終了していることや衛星系システムのＧＰＳが普

及したことによるものと分析されております。こうした状況を受け、海上保安庁は近隣諸

外国とロランＣ局運用についての協議を経て、本年８月１日に十勝太ロランＣ局の廃止に

ついて公式発表いたしました。廃止日時については、平成25年２月１日午前９時としてお

り、これまで半世紀にわたって電波を発信してきた高さ192メートルの電波塔については２

月の廃止以降に発破工法を用いて解体撤去される予定となっております。なお、現在職員

６名で管理運営している同航路標識事務所につきましても平成25年３月31日をもって廃止

し、平成25年度中に撤去工事を実施する予定となっております。また、撤去後の同敷地に

ついては、海上保安本部にて整地し、原状復旧を行った後、借地関係の契約を解除し、地

権者へ返還することとなっております。 

 以上、十勝太ロランＣ局並びに同航路標識事務所の廃止についての報告といたします。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 報告第４号 
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〇田村議長 日程第６、報告第４号 健全化判断比率の報告についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 報告第４号 健全化判断比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項の規定

により、平成23年度決算に基づく健全化判断比率を次のとおり報告する。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 記、１、健全化判断比率、実質赤字比率、浦幌町の比率につきましては、赤字額が発生

してございませんので、棒線表示となってございます。早期健全化基準につきましては

15.0％、財政再生基準につきましては20.0％となっております。連結実質赤字比率、浦幌

町の比率につきましては、赤字額が同じように発生してございませんので、棒線の表示と

なってございます。早期健全化の基準につきましては20.0％、財政再生基準につきまして

は40.0％となっております。実質公債費比率、浦幌町の比率につきましては12.4％、早期

健全化基準におきましては25.0％、財政再生基準につきましては35.0％といずれも下回っ

ている形になっております。将来負担比率、浦幌町の比率は35.8％、早期健全化基準にお

きましては350.0％となっております。 

 ２、監査委員の意見、別紙のとおり。このことにつきましては、ごらんおきを願いたい

と思います。 

 なお、１の健全化判断比率につきましては、内容につきまして別添の説明資料をもって

説明をさせていただきます。２ページから10ページまでの記載となっておりますので、２

ページを最初にお開きをお願いします。実質赤字比率でございますが、これは一般会計等

を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率で、その算式は一般会計等の実質赤字

額を標準財政規模額で除するもので、実質赤字額が発生しておりませんので、比率は算出

されてございません。 

 次、３ページをお開きください。連結実質赤字比率でございますが、これは全会計を対

象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率で、その算式は連結実質赤字額を標準財政

規模で除するもので、実質赤字額が発生しておりませんので、同様に比率は算出されてご

ざいません。 

 次に、４ページをお開き願います。実質公債費比率でございますが、これは一般会計等

が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率で、

算式は記載のとおりでございますが、おおよそ地方債元利償還金を標準財政額で除した内

容で、３カ年の平均により算出されます。本町の比率は、平成23年度単年度では12.6％、

３カ年平均では12.4％でございます。 

 次に、７ページをお開き願います。将来負担比率でございますが、これは一般会計等が

将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率で、算式は今後

の負担する地方債元利償還金を標準財政額で除するもので、本町の比率は35.8％でござい
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ます。 

 なお、これらの比率が早期健全化基準を超えますと改善計画の策定による実質的な改善

努力による財政健全化が求められ、財政再生基準を超えますと再生団体と判断され、財政

再生計画を策定し、国等の関与による確実な再生が求められることになっており、実質公

債費比率の扱いにおいては地方債を財源として求めるのに制限が加えられるものでござい

ます。本町の場合は、いずれの比率も基準以下となっておりますが、各比率の算出の詳細

に係りましては説明資料２ページから10ページに記載してございますので、ごらんおきを

願いたいと思います。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第４号を終わります。 

 

    ◎日程第７ 報告第５号 

〇田村議長 日程第７、報告第５号 資金不足比率の報告についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 報告第５号 資金不足比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１項の規定

により、平成23年度決算に基づく資金不足比率を次のとおり報告する。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 記、１、資金不足比率、特別会計の名称、公共下水道特別会計、個別排水処理特別会計、

簡易水道特別会計のいずれの会計につきましても浦幌町の比率におきましては資金不足が

発生してございませんので、いずれも棒線の表示となってございます。なお、経営健全化

基準につきましては、公共下水道特別会計からそれぞれ20％と同様な数値となっておりま

す。 

 ２、監査委員の意見でございますけれども、別紙のとおりとなってございますので、ご

らんおきを願いたいと思います。 

 なお、説明資料につきましては、11ページに内容を記載してございますので、11ページ

をごらんおき願いたいと思います。資金不足比率でございますが、これは公営企業ごとの

資金の不足額の事業規模に対する比率となっております。本町は、いずれの会計も資金不

足が発生していないため、比率は算出されてございません。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

〇田村議長 報告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） 
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〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで報告第５号を終わります。 

 

    ◎日程第８ 承認第２号 

〇田村議長 日程第８、承認第２号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、平成24年度浦幌町一般

会計補正予算について、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求める。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんおき願います。専決処分書。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分す

る。 

 平成24年８月17日、浦幌町長。 

 記、平成24年度浦幌町一般会計補正予算、別紙のとおり。 

 別紙をごらんおき願いたいと思います。平成24年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の一般会計補正予算（第５回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ28万2,000円を減額し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ58億4,182万2,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正及び次のページの歳入歳出補正予算事項別明細

書につきましては、いずれも省略をさせていただきます。 

 本補正の内容についてでございますけれども、公共下水道特別会計への繰出金の減額に

伴う財政調整基金からの繰入金の減額の内容となっております。承認第３号の公共下水道

特別会計補正予算についての専決処分と関連するものでございます。 

 次のページをおめくり願いたいと思います。２、歳入、17款繰入金、２項１目基金繰入

金28万2,000円を減額し、１億8,482万4,000円、１節基金繰入金28万2,000円の更正減は、

財政調整基金繰入金の更正減でございます。 

 ３、歳出、８款土木費、４項都市計画費、２目公共下水道費28万2,000円を減額し、２億

2,837万2,000円、28節繰出金28万2,000円の更正減は、公共下水道特別会計繰出金の更正減

でございます。 
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 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第２号を採決いたします。 

 本件を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、承認第２号は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第９ 承認第３号 

〇田村議長 日程第９、承認第３号 専決処分の承認を求めることについてを議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、平成24年度浦幌町公共

下水道特別会計補正予算について、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定

によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 平成24年８月17日、浦幌町長。 

 記、平成24年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算、別紙のとおり。 

 次の補正予算書をごらん願います。平成24年度浦幌町公共下水道特別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の公共下水道特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ52万5,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ３億6,477万7,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略をさせて

いただきます。 
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 次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括についても省略させていただき

ます。 

 次のページをお開き願います。２、歳入、５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会

計繰入金28万2,000円を減額し、２億2,837万2,000円、１節一般会計繰入金28万2,000円の

更正減でございます。 

 ６款１項１目繰越金80万7,000円を追加し、130万7,000円、１節前年度繰越金80万7,000円

の追加でございます。 

 ３、歳出、１款総務費、２項施設管理費、２目処理場管理費52万5,000円を追加し、2,620万

8,000円、11節需用費52万5,000円の追加は、施設管理修繕料52万5,000円の内容です。 

 説明資料12ページに記載してございますが、終末処理場における火災時等非常用放送設

備が施設老朽化により故障し、稼働しない状況で、火災などの場合、箇所の特定や状況が

わからないために作業員の避難がおくれるという状況が発生いたしますので、早急に故障

対応したものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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 補正対応して災害の非常時に対応したということについては、私は結構なこ

とだと思います。先般もこういった部分の対応については、専決をしてでも早急に対応す

べきだというようなことは申し上げたところであります。 

 そこで、１つ確認をさせていただきますが、故障していた、していないという、このチ

ェックの仕方というのでしょうか、どの時点でどういう形でこういう部分が、毎月こうい

う点検をしているのかどうなのかというような、この部分がおくれてしまったら困ります

し、いろんな部分で設備が老朽化するのは当然の話ですから、この辺のチェックの仕方と

いう部分について説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 この非常用の放送設備につきましては、消防法上の設置の義務化ではご

ざいませんが、作業員がいるということで、それで当初から設置をしております。この点

検につきましては、そういった意味で定期的な例えば年に２回の定期点検とかいうことで

はなくて、日常の中で日常点検、毎日行っております。そのときにもちろん放送施設入れ

まして、あとサイレンとか鳴る仕組みになっているのですが、それもチェックしているの

ですが、日常点検の中で、過ぎましたけれども、その日に判明したということで、早急に

対応させていただきました。 

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 これで質疑を終わります。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより承認第３号を採決いたします。 

 本件を承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、承認第３号は承認することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第６１号 

〇田村議長 日程第10、議案第61号 浦幌町防災会議条例及び浦幌町災害対策本部条例の

一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案第61号 浦幌町防災会議条例及び浦幌町災害対策本部条例の一部改

正について。 

 浦幌町防災会議条例及び浦幌町災害対策本部条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

定める。 

 平成24年９月３日、浦幌町長。 

 次のページをおめくり願います。浦幌町防災会議条例及び浦幌町災害対策本部条例の一

部を改正する条例。 

 本一部を改正する条例につきましては、浦幌町防災会議条例の一部改正と浦幌町災害対

策本部条例の一部改正の第１条から第２条の構成となってございます。 

 内容につきましては、説明資料をもって説明をさせていただきます。説明資料13ページ

をお開き願います。浦幌町防災会議条例及び浦幌町災害対策本部条例の一部改正に関する

条例説明資料。 

 １、改正の趣旨、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）の一部改正に伴い、浦幌町防

災会議条例における所掌事務の改正及び浦幌町災害対策本部条例における条項条文の改正

を行うものでございます。 

 ２、改正内容、災害対策基本法の一部改正におきましては、災害対応は災害対策本部が

担うことを明確化する一方で、地域防災会議の所掌事務に地方公共団体の長の諮問に応じ

て防災に関する重要事項を審議すること等の追加が趣旨となってございます。このことに

基づきまして、浦幌町防災会議条例について第２条第３号及び第４号を改正し、所要の規

定を整備するものでございます。また、浦幌町災害対策本部条例につきましては、条例の

引用根拠法が変更となることから、当該条文を改正するものでございます。 

 ３、施行期日、この条例は、公布の日から施行する。 
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 次に、それぞれ新旧対照表をもって内容の説明に当たらせていただきます。次のページ、

14ページ、15ページをお開き願います。最初に、浦幌町防災会議条例の一部を改正する条

例新旧対照表でございます。第２条の所掌事務におきまして、改正前の第３号までにおき

まして第４号、第５号が追加した形でございます。なお、第３号につきましては、町の地

域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集することを新たに町長

の諮問に応じて町の防災に関する重要事項を審議することに改め、第４号では前号に規定

する重要事項に関し、町長に意見を述べることが追加となってございます。また、第５号

では、改正前の第４号が順送りの形となったものでございまして、内容につきましても前

４号に掲げるもののほかに改正をしてございます。 

 次の15ページでございますけれども、浦幌町災害対策本部条例の一部を改正する条例新

旧対照表でございます。改正前につきましては、趣旨の第１条におきます条文の中で災害

対策基本法第23条第７項の規定に基づく内容を改正後におきましては第23条の２第８項の

規定に基づく内容に改めるものでございます。このことにつきましては、条例の根拠法で

ございます災害対策基本法が改正前におきましては第23条の内容におきましては都道府県

と市町村の災害対策本部の所掌事項が内容となっておりました。これを災害対策基本法の

改正では、第23条と第23条の２に分けて、第23条につきましては都道府県の災害対策本部

に関して、また第23条の２では市町村の災害対策本部に関してに区分がされてございます。

なお、追加条項といたしましては、都道府県の対策本部の所掌事項における災害対策にか

かわる他の機関に対する協力を求めることについて市町村の対策本部にも付与、拡大する

内容となっているものでございまして、第８項が加わった内容となっております。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第61号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第６２号 

〇田村議長 日程第11、議案第62号 町道路線の廃止及び認定についてを議題といたしま

す。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 議案第62号 町道路線の廃止及び認定について。 

 町道路線の廃止及び認定について議会の議決を求める。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。１、廃止路線、整理番号3050、路線名、十勝太線、起点、

終点、統太296番地８地先（道道直別共栄線）から昆布刈石27番地３地先（道道直別共栄線）、

延長１万2,240.3メートル、重要な経過地、十勝太。 

 ２、認定路線、整理番号3050、路線名、十勝太線、起点、終点、統太296番地８地先（道

道直別共栄線）から下浦幌東５線南85番地５地先（国道336号）、延長3,800メートル、重要

な経過地、十勝太。 

 3089、昆布刈石展望台線、チプネオコッペ10番地13地先（国道336号）から昆布刈石115番

地地先（道道直別共栄線）、延長2,865.8メートル、重要な経過地、昆布刈石。 

 今回の提案は、説明資料16ページに記載のとおり、平成24年３月に国道336号が全線供用

開始されたことに伴い、町道十勝太線の認定区間見直しを行い、国道336号との重複区間を

廃止し、それ以外の残区間についてそれぞれ町道十勝太線、町道昆布刈石展望台線と改め、

認定するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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。 

 １番、関井議員。 

〇関井議員 新たに昆布刈石展望台線として町道として認定するということなのですが、

町道となりますと管理費も含めかなり大変だと思います。これ認定するということは、今

の展望台を利用するというか、と思われるのですが、今の展望台箇所も崖になっておりま

して、大変危険な箇所も多くあって、展望台だけを考えると、もうちょっと手前に置いて

管理をもうちょっと短縮できるのではないかと思われるのですが、どのようにお考えでし

ょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今の関井議員の質問に対してなのですが、これもともと十勝太線という

ことで昆布刈石展望台線のほうまでずっと１路線でございました。今言われたとおり、こ

の路線、一度重複区間を外しまして、336号になった後、残区間なのですが、状況的には路

面状況も余りいい状況ではございません。それで、今通常も町道として整備関係をしてお

りまして、舗装とかそういうことではないのですが、路線も観光の展望台は場所としても

位置づけされておりますので、今の現状の路線のままでということの管理、維持をすると

いうような状況で、あと崖地とかありますので、その辺については日常のパトロールもも

ちろんですけれども、その辺は管理状況は把握しながら対応していきたいなと思っており
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ます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 今までどおりということなのですが、ほとんど観光以外の人は現在漁業者も

含め利用していないと思うのです。それで、景勝地として観光目的としてあそこは大変す

ばらしいと思われるのですが、町としても管理となるとお金もかかることですし、思い切

って手前に景勝地をずらしてもうちょっとあの道路を短縮とか、もしくは手前に置いて管

理費を少なくできるのではないかなと思われるのですが、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 昆布刈石展望台につきましては、町の重要な観光施設というふうな位置

づけでございまして、これにつきましてはやはりあそこからの景勝というのがちょうどト

ンネルも見える、また昆布刈石海岸の岩場も見えるというふうなことで、状況的には関井

議員がおっしゃるとおり崖状になっていて道路の縁も非常に危険な状態である箇所もござ

います。ただ、あれを移動させるということになると、その辺の岩場だとかトンネルとの

兼ね合いもございまして、そういう点では非常に難しいと思いますので、先ほど施設課長

もおっしゃっておりましたが、やはり維持管理に努めて安全性は確保していただくという

ふうなことが最善かというふうに考えております。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 今の関井議員の質問に関連してですけれども、崖地の関係、危険箇所あると、

道路の付近にも亀裂が走っている部分があるということで、やはり一度専門家に見せて、

その辺の危険箇所があれば手前のほうに持っていくとか、手前でも昆布刈石のトンネルと

か海岸の岩場とか、それも見える箇所があると思うのです。結局は、あそこの下りの道道

に抜けるところの曲がりくねった道路の維持管理だと思うのです。多分職員の方も大変苦

労して維持管理をされていると思われるのです。ですから、その景勝地を少し手前に持っ

てきて、その辺少し駐車スペースだとか迂回できるスペースをとって、あの下りの曲がり

くねった道路はやっぱりちょっと調査して廃止する方向にしたほうがいいと思いますけれ

ども、どう思われますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 皆さんが言われるように、観光地の位置づけの道路としては大変重要な

路線でございます。この道路の状況につきましては、日常の把握はしてございますが、た

くさんの人が一時期時期的に訪れるということもありますので、その辺については細心に

いろいろ、専門家といいますか、十分な調査をいたしまして、今後事故が起こらないよう

な形で維持したいなと思います。路線の場所を、迂回路線なり、あとスペース関係につき

ましては、今ここでどうするとか申し上げられませんが、今後の検討課題といたしまして

いろいろ打ち合わせしていきたいなと思っております。 
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〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 ちょっとくどいのですけれども、私もこれに関連して２つぐらい聞いてみた

いと思います。 

 まず、１つは、冬期間この曲がりくねった道路の除雪をどうするのか。自分もこの部分

でグレーダーというのですか、あの車両がここで身動きできなくなったのをやっぱり１度

見ているのです。あの部分の除雪は、これは大変だなと思って見ていたのですけれども、

そういった管理のことももう一点ちょっと聞いてみたいと思います。 

 もう一つ、最近見なくなったのですけれども、パラセーリングというのですか、パラグ

ライダーというのですか、あの方たちがこの青い道路の部分の滝の西側で以前利用されて

いたのです。その当時私も昆布刈石のトンネルを通過する際に、上から赤白のきれいな色

の模様のセーリングというのですか、グライダーというのですか、それがおりてきて本当

に心臓がとまりそうになったこともあるのですけれども、やっぱりもしそのおりてきた人

を私の車でひっかけたら、前方不注意なりなんなりの大変なことになるのではないかなと

僕もそのときは思っていたのですけれども、彼らとの関係がどうなっているのか、滝の西

側の部分で整備しておりますけれども、あの状況はこれからも続くのか、その点彼らとの

話し合いはどうなっているのか、ちょっとこの場でお聞きしたい。 

 この２点です。よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 まず、１点目の除雪についてなのですが、国道336も開通しましたが、冬

場で申しますと初日の出ですか、その辺では観光客も来たりもしますし、また一応両方兼

ねて通行、連絡網というのですか、そういった意味でも路線としては成り立っていると思

いますので、除雪は大変ではありますが、今後もやっていきたいと思っております。 

 パラグライダーにつきましては、町であの用地を貸しているということだと思いますが、

一時期何年か事故あった後に恐らく休止していたはずなのです。去年再開するということ

で、改善計画を出されたような経過があるみたいです。その辺の事故なんかは、十分気を

つけるという中身になっているような状況でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 そうすると、２つ目の質問ですけれども、パラセーリングの方たちについて

は今のところはまだはっきりしていないということですか。ちょっと今わからなかったの

ですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 活動の状況は、町のほうで用地貸しておりますが、ちょっと詳しいこと

わかりませんが、ただ再開をしておりますので、利用はしているとは思います。 

〇田村議長 総務課長。 
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〇鈴木総務課長 ただいまのご質問でございますけれども、町有地の分がかかっているか

どうかということにつきまして、その関係でお貸ししているという部分があろうかどうか

という部分でございますけれども、本日手元に資料持ってきてございませんので、このこ

とにつきましては詳細について後ほど説明させていただきたいと思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 ちょっと話は横にそれるかもしれませんけれども、私果実というのですか、

木の実を収集するためにここの部分はいつもいつも歩いている場所なのです。ちょっと今

自分の身の回りが忙しくなってなかなかその採集はできないのですけれども。 

 それと、もう一点、トンネルのそばに窓岩というものがございまして、これは私たちの

親の代からいろいろここでお祈りやったりもしているのです。ですから、いわゆる今現在

の展望台のところに町が努力して展望台を設置して観光客にも紹介してくれるということ

であれば、実は僕も大賛成なのです。ただ、それが町の予算にどういうふうに影響してく

るのか、冬の除雪なんかやっぱり、タイヤローダー、たしか１台ですよね。それで、もし

あそこで１度あったように横にすとんと落ちてしまったら、その援助にまたたくさんのい

ろんな車両が必要になってくると思うのです。ですから、今同僚議員からも何回も指摘が

ありましたように、十勝太から向かっていった水を採取に皆さんおりていくあたり、例え

ば正月の日の出を見るのでしたら、そういうところでも設置できるのではないかと思うの

です。ですから、町の負担にならないような形でこの新しい町道に今認定しているという

道路をもう少し考え直して、管理について考え直してくれるように私からも要望いたしま

す。これは質問ではありません。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 町道路線の廃止と認定なわけでありますけれども、これあくまでも国道と重

複していた分を国道を廃止して町で管理すると、これは今までも町が管理していた部分で

すから、あくまでも町としての管理状況は同じだということで、それはご理解をいただき

たいと思います。あくまでも町道と国道が重複していた分、これが336が新たにできたとい

うことで国道は336のほうに行くと、町道については今までどおり町が管理をしていくとい

うことで、一回廃止をして新たに町の部分だけ認定をしたということですので、この辺を

誤解のないように理解をいただきたいなというふうに思っています。 

 この景勝地につきましては、いろんな方が景勝地ということで、お正月の元旦朝日を拝

む方もいらっしゃいますし、多くの方がいらっしゃいます。そういう意味では、下のほう

から上がってこられる方、また336を利用される方、両方がその景勝地に行けるということ

で、その336の分岐点から現在の道道1038のところまでを認定をするということであります

から、そういう面で今新たに町の費用がかかるということではありませんので、その辺を

ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第62号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５３分  休憩 

午前１１時０９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 先ほど２番、差間議員から質問ございました件につきまして、施設課長より再度答弁が

ございますので、お聞きしたいと思います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 ちょっと勉強不足で知り得ていなくて申しわけございません。ここの用

地につきましては、もともと砂利採取をしていたということで、町の用地として使用許可

という形でお貸ししております。それで、相手方は、北太平洋浦幌パラグライディングク

ラブというところでございます。契約につきましては、毎年１月１日から１年間というこ

とでお貸ししております。その条件的なものなのですが、これはそのクラブのほうの会則

がございまして、それに基づいて事故処理等を行うということになって、対処するという

ことになってございますので、町のほうからの条件ということでは特にございません。た

だ、先ほど差間議員が心配されたように、事故等過去にもありましたし、今後もそういう

のを予想されますので、そこにつきましては町のほうから事故等は十分留意するように指

導していきたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 よろしいですか。 

〇差間議員 はい。 
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    ◎日程第１２ 議案第６３号 

〇田村議長 それでは、日程第12、議案第63号 平成24年度浦幌町一般会計補正予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 議案第63号 平成24年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の一般会計補正予算（第６回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億1,206万5,000円を追加し、歳入歳

出の総額を歳入歳出それぞれ63億5,388万7,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをごらんおき願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略をさ

せていただきます。 

 ５ページに移らせていただきます。第２表、地方債補正、変更、起債の目的、過疎対策

事業、限度額、補正前につきましては３億5,390万円、補正後３億8,530万円。葬斎場設備

補修事業、限度額420万円に対しまして補正後ゼロ円、模範牧場施設整備事業、限度額ゼロ

円に対しまして補正後2,750万円、除雪機械購入事業、1,110万円に対しまして補正後

1,340万円、給食センター消毒保管庫更新事業、限度額ゼロ円に対しまして補正後580万円

の内容でございます。臨時財政対策債、補正前２億1,000万円に対しまして補正後２億

2,666万8,000円。計、補正前限度額６億6,060万円に対しまして補正後７億866万8,000円。

起債の方法、利率、償還の方法につきましてはいずれも補正前に同じでございます。 

 次に、６ページに移らせていただきます。歳入歳出補正予算事項別明細書につきまして

は、省略をさせていただきます。 

 ８ページをごらんおき願います。２、歳入、８款１項１目地方特例交付金642万8,000円

を減額し、57万2,000円、１節地方特例交付金642万8,000円の更正減は、地方特例交付金の

更正減でございまして、説明資料18ページに記載のとおり、地方特例交付金の決定による

ものでございます。 

 ９款１項１目地方交付税３億7,009万6,000円を追加し、35億8,009万6,000円、１節地方

交付税３億7,009万6,000円は、普通交付税３億7,009万6,000円の追加でございます。この

ことにつきましては、普通交付税及び臨時財政対策債発行可能額の決定によるもので、説

明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 13款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金197万9,000円を追加し、397万
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9,000円、１節総務費補助金197万9,000円の追加は、無線システム普及支援事業費等補助金

の追加でございまして、ＴＶｈ放送設備整備に係る国庫補助金でございまして、説明資料

19ページに記載のとおりでございます。 

 14款道支出金、２項道補助金、５目農林水産業費道補助金610万円を追加し、１億4,911万

5,000円、１節農業費補助金610万円の追加は、戸別所得補償経営安定推進事業補助金の追

加でございます。農地集積協力事業にかかわる補助金でございまして、説明資料23から24ペ

ージにかけて記載のとおりでございます。 

 ３項委託金、３目農林水産業費委託金45万4,000円を追加し、1,685万1,000円、１節農業

費委託金45万4,000円の追加は、農業者年金業務委託金で、委託金の額の確定によるもので、

説明資料22ページに記載のとおりでございます。 

 16款１項寄附金、１目一般寄附金２万円を追加し、２万1,000円、１節一般寄附金２万円

の追加は、一般寄附金でございます。 

 ２目指定寄附金103万円を追加し、403万1,000円、１節指定寄附金103万円の追加は、指

定寄附金の内容で、説明資料22ページに記載のとおり、福祉医療のための指定寄附100万円

が主な内容でございますし、また説明資料28ページから29ページにかけて図書購入資金の

ための指定寄附３万円の内容でございます。 

 17款繰入金、１項他会計繰入金、１目後期高齢者医療特別会計繰入金32万6,000円を追加

し、32万7,000円、１節後期高齢者医療特別会計繰入金32万6,000円の追加は、後期高齢者

医療特別会計繰入金の内容でございまして、後期高齢者特別会計の決算によるもので、説

明資料35ページの内容でございます。 

 ２目介護保険特別会計繰入金408万4,000円を追加し、408万5,000円、１節介護保険特別

会計繰入金408万4,000円の追加は、介護保険特別会計の決算によるもので、説明資料36ペ

ージの内容のとおりでございます。 

 ２項１目基金繰入金１億4,414万6,000円を減額し、4,067万8,000円、１節基金繰入金１

億4,414万6,000円の更正減は、財政調整基金繰入金が１億4,714万6,000円の更正減、模範

牧場施設整備基金繰入金300万円の追加でございます。財政調整基金の繰入金につきまして

は、地方交付税増額等に伴う財源措置、また模範牧場施設整備基金につきましては説明資

料25ページに記載のとおりでございます。 

 18款１項１目繰越金２億3,048万2,000円を追加し、２億3,148万2,000円、１節前年度繰

越金２億3,048万2,000円は、前年度繰越金の内容でございます。 

 20款１項町債、１目総務債1,666万8,000円を追加し、２億3,086万8,000円、１節総務債

1,666万8,000円の追加は、臨時財政対策債の内容で、説明資料18ページに記載のとおりで

ございます。 

 ３目衛生債420万円を減額し、2,240万円、１節保健衛生債420万円の更正減は、葬斎場設

備補修事業債の減額でございまして、説明資料18ページから19ページにかけての記載のと

おりでございます。 
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 ４目農林水産業債2,750万円を追加し、7,130万円、１節農業債2,750万円の追加は、模範

牧場施設整備事業債の追加でございまして、説明資料25ページに記載のとおりでございま

す。 

 次に、10ページをおめくり願います。５目土木債230万円を追加し、１億8,930万円、１

節道路橋梁債230万円の追加は、除雪機械購入事業債の内容であります。 

 ７目教育債580万円を追加し、1,360万円、２節保健体育債580万円の追加は、給食センタ

ー消毒保管庫更新事業債の内容でございます。 

 次に、11ページに移らせていただきます。３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、２

目情報化推進管理費221万7,000円を追加し、8,732万5,000円、13節委託料221万7,000円の

追加は、庁内ネットワークシステム機器保守業務委託料、庁内ネットワーク環境設定変更

業務委託料の追加でございます。 

 ５目財産管理費16万5,000円を追加し、888万4,000円、15節工事請負費16万5,000円の追

加は、工事請負費の内容で、説明資料19ページに記載のとおり、仮設トイレの撤去にかか

わるものでございます。 

 ６目財政調整等基金費４億8,194万8,000円を追加し、４億9,031万3,000円、25節積立金

４億8,194万8,000円の追加は、財政調整基金積立金の内容となってございます。 

 ７目企画費1,229万1,000円を追加し、5,992万7,000円、９節旅費９万2,000円の追加は、

普通旅費の内容で、説明資料19ページから20ページにかけて記載のとおり、ＴＶｈ放送設

備整備事業にかかわるものでございます。13節委託料309万円は、支障移転業務委託料とし

て20ページに記載のとおり、光ファイバーケーブル添架電柱移設等に係るケーブル移転の

費用でございます。15節工事請負費721万9,000円は、工事請負費の追加でございますけれ

ども、19ページから20ページにかけて記載のとおり、ＴＶｈ放送設備整備事業にかかわる

工事請負費521万9,000円と光ファイバーケーブル整備にかかわる工事請負費200万円の内

容でございます。17節公有財産購入費189万円の追加は、公有財産購入費の追加で、19ペー

ジから20ページにかけて記載のとおり、ＴＶｈ放送設備整備事業にかかわる内容でありま

す。 

 13目諸費1,110万円を追加し、4,912万1,000円、15節工事請負費1,095万円の追加は、説

明資料20ページ、21ページに記載のとおり、地域会館、体育館の解体、活平集会所ストー

ブ更新、吉野地区軽スポーツセンター内壁の工事にかかわる費用でございます。18節備品

購入費15万円の追加は、20ページから21ページにかけて記載のとおり、活平地区集会所ス

トーブ更新にかかわる費用でございます。 

 ２項徴税費、２目賦課徴収費80万円を追加し、1,163万4,000円、23節償還金、利子及び

割引料80万円の追加は、還付金でございまして、説明資料21ページに記載のとおり、法人

町民税の確定に伴うものでございます。 

 次の12ページをお開き願います。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費

3,531万2,000円を減額し、２億6,474万9,000円、28節繰出金3,531万2,000円の更正減は、
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国民健康保険事業特別会計への繰出金の更正減でございます。説明資料32ページに記載の

とおり、国民健康保険事業特別会計の決算による内容でございます。 

 ７目後期高齢者医療費10万3,000円を追加し、１億1,232万4,000円、28節繰出金10万

3,000円の追加は、後期高齢者医療特別会計事務費繰出金の内容で、説明資料35ページに記

載のとおり、後期高齢者医療特別会計の決算による内容のものでございます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費403万9,000円を減額し、１億6,221万9,000円、12節

役務費13万3,000円の追加は、手数料の内容で、説明資料21ページに記載のとおり、緊急通

報装置設置にかかわる内容であります。28節繰出金417万2,000円の更正減は、介護保険特

別会計への繰出金で、説明資料36ページに記載のとおり、介護保険特別会計の決算にかか

わるものでございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費391万5,000円を追加し、１億8,493万

1,000円、13節委託料３万7,000円の更正減は、健康診査委託料の更正減、18節備品購入費

114万円は、備品購入費114万円の追加でございますけれども、いずれも説明資料22ページ

に記載のとおり、国保保健指導事業に係る健康診査委託料、福祉医療のための指定寄附に

よる備品購入の内容となってございます。28節繰出金281万2,000円の追加につきましては、

簡易水道特別会計への繰出金で、説明資料38ページに記載の内容となってございます。 

 ５目医療対策費760万3,000円を減額し、7,054万8,000円、28節繰出金760万3,000円の更

正減は、浦幌町立診療所特別会計への繰出金でございまして、説明資料37ページに記載の

とおり、町立診療所特別会計の決算による内容のものでございます。 

 ８目保健福祉センター管理費24万円を追加し、1,705万1,000円、18節備品購入費24万円

の追加は、説明資料22ページに記載のとおり、保健福祉センター内の備品購入による内容

でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費45万4,000円を追加し、3,622万

4,000円、７節賃金37万2,000円、９節旅費２万7,000円、11節需用費５万5,000円の追加に

つきましては、賃金、普通旅費、消耗品のそれぞれの追加でございまして、説明資料22か

ら23ページにかけて記載のとおり、農業者年金事務委託金の額の確定によるものでござい

ます。 

 ３目農業振興費737万2,000円を追加し、4,821万1,000円、19節負担金、補助及び交付金

737万2,000円の追加は、新規就農者営農促進補助金127万2,000円、戸別所得補償経営安定

推進事業補助金610万円のそれぞれの追加でございまして、説明資料23ページに記載のとお

り、新規就農者優遇措置に係る補助金、また農地集積協力事業にかかわる補助金の内容と

なってございます。 

 ５目畜産振興費3,050万円を追加し、4,992万4,000円、13節委託料300万円の追加は、調

査設計委託料として模範牧場畜舎実施設計にかかわる内容でございます。15節工事請負費

2,750万円の追加は、バンカーサイロ建設に係るものでございまして、いずれも説明資料

24ページから25ページにかけての記載のとおり、模範牧場整備に係る内容でございます。 
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 ２項林業費、１目林業総務費208万円を追加し、1,570万9,000円、８節報償費208万の追

加は、有害鳥獣駆除に係る単価増額及び駆除頭数の増による内容となってございまして、

説明資料25から26ページに記載のとおりでございます。 

 ３項水産業費、２目水産業振興費39万円を追加し、1,751万4,000円、19節負担金、補助

及び交付金39万円の追加は、サケ選別施設整備事業補助金の内容でございまして、選別作

業従事者の安全確保のための内容でございまして、説明資料26ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費100万円を追加し、１億1,081万6,000円、負担金、補助

及び交付金100万円の追加は、太陽光発電システム設置補助金の100万円の追加でございま

して、説明資料26ページに記載のとおりでございます。 

 次に、14ページに移らせていただきます。２目観光費20万円を追加し、2,555万2,000円、

12節役務費20万円の追加は、説明資料27ページに記載のとおり、留真温泉の源泉ポンプ分

解清掃にかかわる内容でございます。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費、３目道路建設補助事業費320万円を追加し、２億5,210万

円、13節委託料320万円は、調査測量設計にかかわる内容でございまして、来年度着工計画

の路線にかかわる委託料でございまして、説明資料27ページに記載のとおりでございます。 

 ９款１項消防費、４目災害対策費22万1,000円を追加し、３億6,224万2,000円、13節委託

料21万円の追加は、設備添架強度計算及び賃料算定業務委託料の内容でございまして、防

災行政無線中継局にかかわる強度計算及び賃料算定の内容でございます。14節使用料及び

賃借料１万1,000円の追加は、潮位観測施設土地等借り上げ料の内容でございますけれど

も、浜厚内生活館高台に係る避難階段用地の賃借料となっております。いずれも説明資料

27ページから28ページにかけて記載のとおりでございます。 

 10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費15万9,000円を追加し、7,611万3,000円、11節

需用費15万9,000円の追加は、印刷製本費の内容でございますけれども、説明資料28ページ

に記載のとおりでございます。 

 ３項中学校費、２目教育振興費93万8,000円を追加し、1,059万6,000円、19節負担金、補

助及び交付金93万8,000円の追加は、対外競技出場交付金の内容でございまして、説明資料

28ページに記載のとおりでございます。 

 ５項社会教育費、７目図書館管理費３万円を追加し、3,941万9,000円、18節備品購入費

３万円の追加は、指定寄附を受けての図書購入費の内容で、説明資料28ページから29ペー

ジにかけての記載のとおりでございます。 

 ６項保健体育費、３目給食センター管理費３万6,000円を追加し、9,121万3,000円、13節

委託料３万6,000円の追加は、学校給食用食材放射能検査委託料でございまして、学校給食

用食材に対する安全確保と保護者の不安解消を図る内容でございます。説明資料29ページ

に記載のとおりでございます。 

 12款１項公債費、１目元金38万円を追加し、７億1,248万円、23節償還金、利子及び割引
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料38万円の追加は、長期債償還金元金でございます。 

 ２目利子85万3,000円を減額し、１億13万6,000円、23節償還金、利子及び割引料85万

3,000円の減額は、長期債償還利子の内容でございますけれども、いずれも利率見直しによ

るものでございまして、説明資料29ページに記載のとおりでございます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金13万3,000円を追加し、15万3,000円、23節償還金、

利子及び割引料13万3,000円の追加は、23年度障害者医療費国庫負担金返還金11万4,000円、

また次のページをごらんおき願います。平成23年度障害者医療費道費負担金返還金１万

9,000円の追加でございまして、いずれも説明資料30ページに記載のとおり負担金の額の確

定によるものでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ７番、森議員。 

〇森議員 議案説明資料の24ページ、畜産振興費について質問をさせていただきます。 

 今回模範牧場の整備に当たりまして、バンカーサイロ建設工事2,750万と畜舎実施設計と

いうことで300万、3,050万の計上をされております。この模範牧場につきましては、私ど

もの委員会も１月に模範牧場の管理状況について所管事務調査をさせていただきました。

このときには、まちづくり計画のときには平成22年から26年までの４年間で整備を予定し

ていましたが、23年度は財源手当ての起債の関係がはっきりしないということで整備を

24年度から26年までの３年間として変更になったと聞いてございます。また、施設整備の

順序も変更になったというようなご説明でもございました。そのときにこの事業費につき

ましては、当初まちづくり計画の策定時と24年からやります施設整備の事業費を比較しま

したら、非常に大きな乖離が生じたということで、その辺委員会の中でもいろいろ協議を

させていただきました。そして、そのときには施設の事業費、また事業内容を精査をして

いただけるようにということで所管をとらせていただいた経緯でもございます。今回精査

後ということで上がってきたのだろうというふうにも思っております。私の持っている資

料によりますと、バンカーサイロを含めて畜舎、哺育舎、この３施設で１億7,750万という

金額の資料を私持っているところでございますけれども、この施設の整備につきまして３

点ほど質問させていただきたいなというふうに思っております。 

 １点目につきましては、この整備計画につきましては改修等を含め今後更新整備する施

設の選定と事業のさらなる圧縮について、町の負担が軽減されるよう精査をお願いをした

ところでありますが、具体的にはどのような圧縮となったのか、また町の負担はどれだけ

軽減されているのか聞きたいと思います。 

 ２点目としまして、管理状況なのですけれども、利用者との継続的な信頼関係を構築す

るためにモニタリング制度を活用することについての所見を述べたところでもございます

けれども、その後町としての対応はどのようになっているのか。 

 もう一点ですけれども、指定管理者の自主事業については安定経営第一とし、本趣旨に
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影響が及ばないよう町のチェック機能の発揮について、これも所見を述べたところでござ

いますけれども、どのようにチェックが行われているのか、それぞれ伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 それでは、まず１点目の改修を含め圧縮ということの中でどのように検

討されたのかというふうなことでございますが、これにつきましては産業建設常任委員会

の所管事務調査の時点と比べまして、まずバンカーサイロでございますが、これにつきま

しては１基当たりの平米数を減じております。それは、331平米から288平米というふうに、

それの４基分というふうに面積を減らしております。これにつきましては、従来考えてお

りましたのは双方通行であったものを、餌をとりに入るのに双方からとれるようにという

ふうなことでございましたが、これを一方からのみ餌をとりに入るということで片方をと

め置きまして塞いだ形にしまして、それで整備する敷地の面積を減らしていると。また、

事業の概要でも申し上げましたとおり、平米数も減っているということの中で350万円の減

額を見ております。 

 次に、畜舎につきましては、事業費そのものにつきましては面積も同じでございますが、

これにつきましては建築確認申請を出すというところの中から、やはり構造計算等も行わ

なければならないということの中で新たに実施設計費として300万円の増を見ておりまし

て、ここでは9,600万円から9,900万円ということで300万円の増となったところでございま

す。また、哺育舎につきましては、新築で産業建設常任委員会のときには5,200万というふ

うな形の中でお示ししておりましたけれども、これも面積的には変わりはございませんが、

これも建築確認申請及び構造計算のために150万円の実施設計を行いながら、ただ工事費の

中では100万円の減を見ているということでございます。それで、あと待機舎につきまして

は、産業建設常任委員会のときも既存の施設の中でカウハッチ等を使いながら待機舎とし

ての有効活用を図りたいということで申し上げておりまして、これについては変更はござ

いません。ただ、畜舎並びに哺育舎について財源的な部分で一般財源の関係で申し上げま

すと、畜舎について過疎債を充当し、７割が交付税で充当されるというふうな形の中で既

存施設の改修、内部改修、そして機械の、いわゆるアンローダーの機械、これがもう部品

等もございませんし、製造もしていないということで新たに別な機械を購入しなければな

らない、またそのためには機械を入れる建屋も建設しなければならない、また設置以来35年

ほど経過しておりますスラリータンクについても新設をしなければならないというふうな

ことから、改修に当たっては１億1,900万円を要すると。しかし、新築の場合は9,600万円

で、事業費としては2,300万円圧縮できる。また、一般財源につきましては、新築の場合が

2,781万円、改修の場合は１億1,900万円ということで9,119万円の減となるというふうなこ

とで、財政的な圧迫という意味では一般財源の持ち出しが少ないということ。また、哺育

舎につきましては、今回計画しているのは4,950万円での新築というふうな、本体工事だけ

で4,950万円で新築しようというふうに考えておりますが、これも既存の施設を改修した場
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合、内部、外部の改修、これは今はいわゆる従前乾燥庫として使っていたようなＤ型ハウ

スを改修し、自動哺乳ロボットを入れて使用しております。そういう関係上、断熱性を高

めたり、外部の屋根等についても補修をするというふうなことを考えますと750万。また、

自動哺乳ロボットにつきましては平成12年度に購入しております。これの耐用年数が10年

ということでございまして、10年たったからすぐ壊れるというものではないにしても、現

在15年目を迎えているということの中で、この後内部改修したとしてもどうしても設備の

改修も伴うと、それが大体1,000万ということの中で総額で1,750万既存施設を改修した場

合にはかかるだろうというふうに考えております。ただ、この中で哺育舎を新築した場合

には、過疎債の適用を受けて普通交付税の中で充当、30％の負担というふうなことを考え

れば、新築の場合で1,485万円、改修の場合で過疎債等の適用がございません。全て一般財

源ということの中で1,750万円、これを比較した場合、町にとっては265万円の一般財源の

減というふうな形の中でいけるというふうに考えて経費の圧縮を図ったというところでの

説明になります。 

 それと、２点目の指定管理者と、そしてまた利用者との意思疎通というふうな部分での

お話かと思いますが、この点につきましては現在も入退牧時には生産者の皆さんと牧場職

員が面談をしながら牛の様子の状況を聞き、また牧場での様子報告をしているというふう

な形をとっております。その際にアンケート等にもご協力いただいているということでご

ざいます。ただ、今後のことにもなりますけれども、今後につきましてはやはり指定管理

者と生産者、預託者が直接会って一堂に会した中でそれぞれのご意見を聞く場を設けてい

くようにというふうなお話をさせていただいております。また、時期的なこともあります

けれども、やはり酪農家の方が採草等で忙しい時期は非常に難しいものかなというふうに

思っておりますが、冬の間、冬期間であればそのようなことも可能かなというふうに考え

ております。これにつきましては、町のほうとしてもやはりその場にオブザーバー参加と

いうふうな形の中で指定管理者との会合には同席して生産者の皆さんのご意見を賜りたい

というふうに考えております。 

 次に、３点目の指定管理者の自主事業ということにつきまして、いわゆる自主事業、こ

れにつきましてはそれぞれ年度の決算の報告の中でいただいております。昨年度は、自社

牛の販売を行っております。これについては、いわゆる自主事業ということでございます

ので、町としてはそういう年度報告の中で自主事業についての報告もいただいております。

これは、選定のときに出していただいた中での自主事業という部分についてはこれからも、

もちろん本体の指定管理の部分、そして自主事業についても町としてはチェックをしてい

きたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 施設の整備計画につきましては、今説明がありまして、理解したというふうに

も思っております。ただ、この畜舎計画、25年度に計画されておりますけれども、これ非
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常に大きな事業だというふうにも思われておりますので、この設計ですか、調査設計した

段階でできましたら前もって知らせていただくことはできないものなのか。 

 それと、畜舎関係では、牛の関係の管理に基づいて十勝太、また昆布刈石のほうに哺育

牛、若年牛と、また成牛につきましては昆布刈石のほうに集約するというような計画もな

されております。施設を建てることによって管理体制が一層把握できるのかなというふう

にも思っているところであります。 

 利用者との信頼関係でございますけれども、今説明があったかと思われますけれども、

聞きますと利用者の中にはちょっと不満を持っているというような話も聞いてございます

ので、どうか利用者と懇談の場を多くするなり、やはりいい面も悪い面もあろうかと思い

ます。いい面につきましては、これはいい面、メリットがあるから私は預け入れるのだろ

うというふうに思っております。その悪い面につきましては、やはりいち早く対応をして

いくべきであろうというふうにも思っております。 

 模範牧場は、本当に酪農振興という面では重要な役割を持っています。どうか充実した

模範牧場となるように今後も行っていただきたいなと思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 まず、１点目のところですが、実施設計が終わった段階で事前にお知ら

せをというふうな形の中でございますが、今後この補正予算が議決された後は発注という

ふうな形になって、今のスケジュールでは１月いっぱいまでの工期で実施設計が完了する

というふうな形になってございます。それで、具体的には来年度当初予算に畜舎の工事請

負費を見なければなりませんので、そうでないと着工から竣工までの期間が限られており

ますので、そういうことからいいましてもその時間の中、実質皆さんのお手元に行くとき

には工事請負費が当初予算書に計上された段階になってしまうのかなと。ただ、それをど

ういう形でその前段、２月の末ですか、皆さんのお手元に議案書配付されるのは、それ以

前にどのような形の中でお知らせできるかということについては、こちらのほうとしてい

ついつというふうな形でどの場でというところも非常に難しいものがありまして、その辺

については今後検討させていただきたいというふうに考えております。 

 それと、利用者との信頼関係というところでございますが、これにつきましても先ほど

も申し上げましたが、やはり年に１回という中だけではなく、そういう部分では頻繁に、

農繁期はどうしても無理がございますが、それ以外のときでも定期的な開催について指定

管理者とも話し合いをして指導していきたいというふうに思っております。 

 また、本町の酪農振興にとって重要な施設であるということの認識については、私ども

もそのように認識しておりますし、やはり大規模になればなるほど育成牛については手元

に置かないで搾乳一本に絞りたいというのがコスト低減にもつながるだろうし、搾乳量の

増加にもつながるというふうに考えておりますので、それらについても本町の酪農振興の

ために何としてでもこの施設整備を行っていきたいというふうに考えておりますので、よ
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ろしくお願いします。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 私は、企画費、11ページのＴＶｈの関係でお聞きしたいと思います。 

 ここの説明資料の中の内容のところに厚内ミニサテデジタル中継局並びに地上デジタル

放送再送信施設というふうに書いてありますけれども、この部分が市街地の部分なのかな

と私は解釈するのですが、それとあと上浦幌地区についてもどうなっているのかお聞きし

たいと。それから、これの供用開始といいますか、見れる時期についてもお伺いしたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 今安藤議員からご質問にあったことについて説明させていた

だきます。 

 ＴＶｈの関係につきましては、以前から議会の中でもいろいろとご質問受けてございま

したが、その中で町として、まず上浦幌地域において約50世帯ほどが本別なり足寄の中継

局から電波を受けているという状況がございまして、もし厚内、浦幌市街等を整備したに

しても、その辺については足寄なり本別が整備をしない限り電波は受信できない状況にあ

りますよということの中で、今までその辺の状況を見させていただきたいということでお

話をさせてもらってきたと思います。そんな中で、今年度足寄におきまして一応12月の開

局を目指して今整備を進めてございます。また、本別町については、まだ今年度とかとい

う話ではないのですが、具体的な話は出ておりませんが、今協議を進めているというお話

も聞いてございます。その辺が整備されれば、上地区の部分については整備がされるのか

なというふうに考えてございます。また、それとあわせまして今回判断材料の一つといた

しまして、厚内のミニサテ中継局でございますが、それにつきましては今回国の補助を受

けてございます。その国の補助について、一応今年度で終わるのではないかというお話を

いただいてございます。それも一つの判断材料といたしまして、まだ上浦幌の一部につき

ましては先ほど申し上げましたように放送がされてみないとわからない部分もございます

が、今回整備を進めるということにさせてもらいました。その中で、まず厚内については

ミニサテを整備させてもらうということになります。あと、光については、光ケーブルを

難視聴世帯で利用されている方については光ケーブルで放送ということになります。また、

町の中で役場の庁舎から電波を受けている方、ギャップフィラー、こちらにアンテナ向け

ている方についてもあわせて整備をするという考えでございます。放送開始予定時期は、

一応年度内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 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 今までいろいろ同僚議員からもこのＴＶｈの関係で質問がたくさんあったと

思うのですが、急に今回こうやって出てきた経過、政務活動だったのか、それともテレビ
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北海道のほうから話があったのか。それで、以前の話では経費がたくさんかかるのだとい

う話も言われていましたけれども、今回390万、全部合わせても、今回315万ですか、工事

請負費、そんなに目玉の飛び出るほどの経費ではないのでないかなと。以前いろいろ同僚

議員が質問した際には、そういうふうに多額の金額かかるよということで、もう当分この

ＴＶｈは見れないのだなと私らも思っていました。広報等にもＴＶｈは当分の間見れない

よと、ただ、今までの帯広局のほうにアンテナを向ければ視聴できるということがあった

のですけれども、その辺の経過についてちょっとお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 今ご質問にあったことに対しまして説明させていただきま

す。 

 まず、昨年の10月の24日にＴＶｈが試験放送を発信しました。それを受けて、その後11月

７日から本格的に電波を発信したということでございます。当初そのこと自体がもし早い

時期から当然わかっていましたら、今までも質問ありましたように補助事業等活用して一

括整備をできたものかと考えてございます。その中でうちとしては、以前にもお話しさせ

てもらいましたように、上浦幌の一部がどうしても難視聴エリアになっておりませんので、

通常の電波を受けているということで、それも多分本別か足寄の電波だろうということの

中で、その辺の整備が進まないと町としてはＴＶｈの整備は、町民ひとしく同じふうに見

れるという考え方のもとに整備に至っていなかったということでございます。そんな中で

今回ＴＶｈさん自体が全道的に、後発民放といいますか、国のほうの支援を受けながら整

備を進めてきてございます。その中でうちのほうも先ほど言いましたように、判断の一つ

としてはやっぱり補助金の問題がございます。まず、事業ですけれども、今回の地デジの

関係、厚内のミニサテで約395万9,000円、それと役場庁舎なりの分が315万ということにな

りますので、全部で700万ちょっとということになります。当初どういうような施設整備に

なるかというのがなかなかつかめない部分もございましたので、あと補助事業含めて、あ

と光をもう少し引っ張らなければならないのがあって、そういうことを含めて事業費が多

くかかるというふうに判断してございましたが、いろいろＴＶｈさんのほうも全国的に整

備を進めた中で簡易にできるようになってきたというのも事業費が圧縮されてきたあれか

なというふうに考えてございます。うちとしては、基本的には今後３月に向けてその辺に

ついて整備を進めているところでございますが、先ほど言いましたように、上浦幌の一部

が本当に本別と足寄からの電波がどういうふうになるかまだ見えない状況でございます

が、その辺の状況把握しながらというふうに考えてございますので、よろしくお願いしま

す。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 一般町民に周知のほうを９月の広報でもいいですし、回覧でもいいですから、

早目に周知願いたいと。役場のほうに向けた方も帯広の放送局というか、アンテナを山の
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ほうに向けてまたやるかなという人もおりますので、その辺について早目に周知願えれば

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 周知につきましては、今回補正を通らせてもらった後、周知

という形になろうかと思いますけれども、今後契約等もしてまいりますので、今の見込み

では一応年度内ということで進めてございますが、その辺のことが大体見えました段階で

周知はさせていただきたいというふうに考えてございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 私も２点についてお伺いをします。 

 まず、１点目は、先ほどもありましたが、畜産振興費、このことについては同僚議員も

質問しましたように非常に大きな額の変更があったということで産業建設常任委員会でも

所管として調査をさせていただいた事項でありますけれども、それ以前に模範牧場を指定

管理者にするということで条例廃止の審議のときも私は従来の運営委員会が廃止になると

いうようなことで何らかの利用者との協議機関を設置していくようにという発言をしてお

ります。そういう中で先ほどから説明聞いておりますと、口頭で入退牧時に直接意見を聞

いているとか、そういうことでありますけれども、私はやっぱりそういうことでは済まな

いと思うのです。先ほども課長の答弁の中で今後対応していく旨の発言ありましたけれど

も、やっぱり私の持っている資料でも、いろんな事情はあると思います。しかし、利用状

況が非常に落ち込んでいるというようなことが事実であります。まして、私が知っている

中でも大型といいますか、大規模経営の方々が預けるのを、複数戸で利用をやめて農協牧

場を利用しているとか、冬期間の飼育になったらわかりません、回復するかもしれません。

しかし、そういう状況も現にあるわけですから、やっぱり早急にその辺の対応を指定管理

者と協議をして利用者との協議を詰めるようにということを進めるべきだというふうに思

っています。先ほどもお話ありましたけれども、やはりこれは町の基幹産業の畜産振興の

ための基盤を支援する事業ですから、これが大きなお金かけて今後の利用状況が思わしく

なくなるというようなことでは、理事者のほうももちろんですけれども、議会も大きな責

任発生しますし、こうした対応については早くやっぱり本業にしっかりと専念して、事業

者ですからいろんな事業手出すことは否定はしませんけれども、しかし第一義的な事業を

しっかり運営していただくということを徹底して指導していただきたいなというふうに思

うのです。このことについて１点伺います。 

 もう一点は、老人福祉総務費、これに関して大して大きなことではないのですが、緊急

通報装置についての補正が出ております。実は、細かいことですが、定例監査の報告に23年

度末で保有台数75台、設置台数が61台と、それでこの説明書によりますと65台まで設置が

ふえているということです。この補正では、その設置工事費だと思うのですが、現在65台

という報告になっていますから、今後どのぐらいの増設を予定してこの補正額13万何ぼを
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出されているのか、13万3,000円ですか、ちょっとその辺の対応がわからないものですから、

保有している台数、残りがあと10台ぐらいあるという、これも間違いないですね。これに

ついて、先ほどの件と２点伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 杉江議員のご質問に説明したいと思いますけれども、模範牧場の関係に

つきましてはやはり利用者からのいろいろな声というものを私どもも広く聞かなければな

らないというところもございまして、もちろん指定管理者にもそのように指導は、定期的

な開催なり、早急に開催という点については指導していきたいと思いますし、また私ども

の諮問機関であります農業振興対策委員会の畜産部会についてもこれらのことについて意

見を聞く機会を設けたいなというふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 老人福祉総務費の緊急通報装置の関係でございます。24年度末契約

台数が75台ということでございます。そして、設置台数が61台、それで現在65台というこ

とでございますが、当初予算では10台を設置する予算で計上してございますが、見込みと

して今後ふえまして、さらに３台増設することになるかと思います。それで、年度当初61台

ございましたが、当初予算10台分、そして今後増設分が３台ということで74台まで見込む

形でこのたび補正させていただくこととして提案させていただいております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 牧場の関連につきましては、先ほども申しましたとおり、基幹産業の支援と

いうことで非常に重要な要素ですが、ほかの指定管理者の事業と違うと思うのです。ほか

の指定管理者は、事業を指定受けて管理をする、あるいはお客さんを呼び込む、そのこと

で利益を得る、それだけでいいのですが、この模範牧場については預託の牛を預かって戻

さなければならないという違う意味があると思うのです。非常に重要な役割で、ですから

特殊な形での指定管理者制度になったと思っています。そういう面では、先ほど課長もお

話ありました農業対策委員会等での意見も聞くということですが、周りの利用者やら私た

ちこういう意見は出すのですが、事業者にどうやって伝わっていくかということが問題で

す。先ほど申しましたように、きちっとやっぱり向き合って協議する場所、それを設けな

がらしっかりと指導していっていただきたいと改めてお願いをしたいと思います。 

 それから、老人福祉総務費に関しては、私の認識どおりであります。定例監査の報告見

ますと、誤報やらいろんな状況報告されておりますが、できるだけ有効に利用されるよう

に努力をしていっていただきたいというふうに思っています。このことについてはよろし

いです。牧場の件について答弁お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 



- 32 - 
 

 町長。 

〇水澤町長 模範牧場につきましては、数年にわたり議会の皆さんにもいろんな論議をい

ただいておりまして、大変ご心配をおかけしていた事業であります。事業自体が先送りさ

れたと、また計画変更もありまして、順番がまた変わっているということもあります。ま

た、大きな当初の計画と数字が乖離したということについてもおわびを申し上げてきたと

ころであります。当初皆さんにお話ししたとおり、過疎債が使えるかどうかという問題が

ありまして、この過疎債の充当ができるかどうかということもありまして、予算計上をお

くらせていたと、先送りさせていただいたというものがあります。このたび町が管理する

ものであっても指定管理者制度であっても過疎債については適用になるという明確な答え

をいただいたということから、このたび新たに設計といいますか、積算をさせていただき

ながら提案をさせていただきました。また、産業建設常任委員会におかれましてもこの問

題について調査研究をしていただきまして、所見ということで議会から我々に出していた

だきました。議会の所見というのは、大変重たいもので、最終的な議会の判断だというふ

うに私ども認識しております。これに基づいて新たに計画も精査をさせていただきまして、

この予算を計上させていただきました。今回は、バンカーサイロということで2,750万とい

う予算と新たに畜舎の300万の実施設計ということで出させていただきましたけれども、今

まで事業費だけを計上させていただきまして、今後新たに実際には実施設計等々がかかっ

てきますので、この部分も含めて提案をさせていただいたところであります。 

 その中で一番皆さんからご意見をいただいているのは、やはりこの模範牧場が利用者の

皆さんにとって本当に実のなるものなのか、本当に満足いくものなのかどうか、そういう

ことがちゃんと図られるのかということが基本だろうというふうに思います。私たちもそ

ういう面ではいろんなご意見をいただきながら、この模範牧場については酪農経営にとっ

て欠かすことのできない施設だろうというふうに認識しておりまして、そういう面でこの

予算計上、また計画をさせていただいたところであります。運営委員会の中でも、指定管

理者制度に移行する際、老朽化施設についてはきちんとしなさいというご意見もいただい

ておりました。そういう面で数年度の計画を立てさせていただいております。ただ、先ほ

ど言いましたように、本当に利用者の皆さんが満足いく施設なのかどうかということが本

当に問われるところだろうというふうに思っています。そういう面では、議会の皆様から

その辺が心配だというご意見もいただいています。私どもとしては、モニタリング制度

等々、またそれを活用しながら利用者の皆さんが使いやすい制度になるよう指定管理者自

体が行うべきだということもお話をしていただきましたけれども、そういう話があるとい

うことについては真摯に受けとめまして、定期的な利用者と指定管理者、そして町がどう

いう形で、オブザーバー参加という形になると思いますけれども、指定管理者制度ですか

ら、そういう形になると思いますけれども、そういうものの定期的な懇談会を立ち上げて

本当にお互いに納得いく施設をつくり上げたいというふうに感じているところでありま

す。私どもとしては、指定管理者の皆さんが本当に利用者の皆さんの満足いく施設でなけ
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れば、これは経営の根幹にかかわるわけでありますから、まさに指定管理者自体が経営し

ていけないということになるということは当然町としても一番あってはならないことだと

いうふうに思っています。そういう面では、本当に真摯にお互いに向き合いながらこの施

設が、これだけ多額の費用をかけ改築するわけでありますから、ぜひ皆さん誰にも本当に

満足のいく施設になるよう、また利用状況になるよう指定管理者の皆さんにもお話をし、

そういう３者機関のものを設けてまいりたいというふうに考えておりますので、ぜひご理

解をいただきたいというふうに思っています。私どもとしては、何といっても利用者の皆

さんが満足いく施設でなければ、何の施設であっても町の施設であっても指定管理者制度

であっても成り立たないというふうに思っていますので、この点については十分真摯に受

けとめながら、今後とも話し合いを進めてまいりたいと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 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ３点ばかりお聞きいたします。 

 １点目は、説明資料の14、25ページ、林業総務費の有害鳥獣駆除報償費についてという

ことで、せんだっても町の広報車ですか、吉野地区にたまたま私いたものですから、熊が

出たという情報を広報車で流して歩いていました。その後どのような対応になったか。や

はり聞いた住民は非常に不安に思っていまして、散歩コースを変更したり、行かなくなっ

たりという、今もそうです。その後どのような状況になったかという報告が回覧でも車で

もよろしいですからなければ、いつまでも聞いたほうはどうなったのだろうね、いないの

だろうかね、いるのだろうかねという心配をずっとしています。それで、言った以上は後

の責任というのでしょうか、そういったものをやはり町サイドとしてとっていただきたい

というふうに思っております。この補正のことなのですが、たくさん鹿等また追加になっ

ているということで、新たにタヌキもということで、現状はどのような状況になっている

のかお知らせいただきたいというふうに思っております。 

 それと、２点目、災害対策費、27ページなのですが、上厚内のことで補正が出ています。

現在道のほうからも潮位とかいろいろなことが報告あったと思います。その後の進捗状況

をできれば知らせていただきたいというふうに思っております。 

 それと、29ページの給食センターの管理費の中で放射性の測定ということで予算がとら

れております。10月から月２日、２検体ずつということでありますが、23年の３月に東電

の原発事故ということがありまして、これ以前の処置というのですか、状況はどんなふう

にされてきたのか、そしてこれから検体を月２日だけやるということはどのような結果を

求めているのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 まず、１点目の熊の関係でございますが、確かにちょうどＪＲの線路の

ところを熊が歩いているのを国道通行車両から発見されたということで、吉野、共栄地区、
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平和地区も、それらについて広報車で巡回したというふうな、注意喚起ということで歩か

せていただきました。その２日後ですか、やはりまたこれは平和の酪農家の方のところで

草地に熊がいるのを見たという通報がありまして、これにつきましてはハンターも出て捜

索しましたが、発見には至りませんでした。ということで、放送だけしておいて後は知ら

んぷりというふうなお話かと思いますが、ただこれは駆除されたわけではないというとこ

ろでいいますと、やはりその駆除という実態がない以上、これを大丈夫ですと言える根拠

がないわけです。ですから、それはやはり注意喚起をしていただいていると、そのまま継

続しているというふうに私どもは考えております。それを回覧などでもう大丈夫ですよと、

もちろん向こうは野生のものでございますので、回覧流れたから俺は出ていけないという

わけではございませんので、そういうことありませんので、そういうところでは注意喚起

はそのまま継続していると、やはり気をつけていただきたいということの趣旨でございま

す。 

 それと、ふえているという、現在の状況ということでございますが、４月１日から６月

30日までの有害駆除の頭数について申し上げますと、平成23年度に比べまして今年度エゾ

シカが233頭増で駆除されております。昨年が83頭、今年は316頭というふうな形で233頭の

増、またキツネにつきましては平成23年度が238匹、今年度が300匹、いわゆる62匹ふえて

いるというふうな形、またカラスについても、これは若干ですが、127羽から151羽と24羽

というふうな状況でふえております。ただ、こういうふうにエゾシカがやはりふえたとい

うところにつきましては、それだけハンターの方が頻繁に畑の見回り、通報があれば即行

ってやっていただいているということのあらわれかというふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 総務課長。 

〇鈴木総務課長 私のほうから、災害にかかわります対応の部分でどのような形で進んで

いるのかというようなご質問だと思いますけれども、そのことについてご説明をさせてい

ただきます。 

 この防災対策事業につきましては、本年の第３回の臨時会、７月に開催されました第３

回の臨時会におきまして補正予算ということでご提案申し上げ、ご議決をいただきました。

その際にもご説明をさせていただいておりますけれども、24年度の中といたしましては津

波対策というようなことで防災行政無線の整備をしながら、そしてまた避難場所の、全体

ではございませんけれども、一部の設置にかかわる事業の展開と、そして防災計画の見直

しということでの委託事業を行っていきたいということの説明をさせていただきました。

このことにつきましては、工事にかかわります発注ですとか、または委託にかかわります

発注ですとか、もろもろがございます。このことを順次現在進めているところでございま

す。また、今般につきましては、防災行政無線にかかわっては多額な金額ともなりますし、

この契約にかかわりましては本会期中に追加ということでお願いすべく進めておりますけ

れども、契約にかかわる事項がいよいよ整ってきたかなということで準備を進めていると
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ころでございます。また、これらにかかわりまして、基本的にはやはり豊北から直別まで

の太平洋沿岸、浦幌町が太平洋の沿岸を有してございますので、沿岸にかかわります防災

津波対策といたしまして防災行政無線の整備を行っていきたいと、多額の費用をかけなが

らでも行っていきたいというようなことで説明をしてまいりました。このことにつきまし

ても沿岸の対策とあわせまして、また地区にお住まいになっている方々に対する防災のい

わゆる避難が第一義の状況でございますので、いち早く伝えるという役目を全うすべく、

その整備を行っていきたいということで順次進めているところでございます。また、改め

て北海道が出されました津波予測にかかわって浸水予測図も大幅に変わりましたので、こ

のことにつきましても地区の住民の方々とお話を進めながら現在きております。また、あ

わせまして浦幌町全域にかかわりましても大きな災害にかかわってはやはり自主的な行

動、または協調的な行動というのが大きなかかわりを持つという部分もございますので、

このことにつきましてはまちづくり出張説明会の中で参加させていただいて各行政区をお

回りして自主防災について周知、ご理解をいただくべく進めているところでございます。

今後もこういった地道な活動になりますけれども、そのことを含めて説明に回った中で何

とかそういった組織の位置づけというものもふえていければなというふうに思っていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問の学校給食食材の放射能検査についてご説明申し上げ

ます。 

 まず、これまでの対応の部分なのですけれども、昨年の震災以降放射能の関係につきま

しては国のほうで暫定基準値というものが示されまして、またこの４月からは新たに厳し

いというか、さらなる厳正な基準値が示されております。これまでの対応の中でいきます

と、そういったことで国からも示されてきたわけなのですけれども、町における実際17都

県の生産された野菜とか果物がどのように使われているかということの調査を行ってきて

おります。その中でいきますと、17都県ということなのですけれども、実際は本町で使っ

ているのは10県の県から使っているものの野菜とか、それから果物類があります。また、

これらの状況とか管内的に言いますと、帯広市のように器材を購入して毎日検査というこ

とも行っているわけなのですけれども、そのほかの町村でいきますと端境期に行う調査と

か、それから一部の町村ですけれども、月１回とか、それから場合によってはサンプル調

査ということでこれまでも調査を行ったけれども、以後推移を見ながら調査を行うという

こともあったものですから、今まで取り扱っている食材の状況とか管内の状況調査という

ことでこれまで進めてまいりました。その結果に基づきまして、10月からなのですけれど

も、月２日、１回当たり２検体ということで、月でいきますと４検体ということになりま

すけれども、給食の食材につきましては前日の２時ぐらいまでには野菜とかいろんな食材

が搬入されます。その食材から１日当たり２検体抽出しまして、それを帯広市の放射能検
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査センターのほうに持ち込みまして、そこで判定を行うという状況になっております。判

定につきましては、約15分程度かかるということですけれども、職員が持ち込みまして、

２検体持ち込みましても30分程度で終わりますので、その中で大まかな結果を出していた

だきます。詳細の結果は、後ほどペーパー等にまとめていただきますけれども、万が一そ

ういった100ベクレルを超えるようなものにつきましては使用しないということで、前日の

検査の中で判明するということの内容でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 有害鳥獣駆除のほうなのですが、本当に毎日のように新聞にテレビに今札幌

地区ですが、出ております。現在住んでいる住民の方も非常に気にしているのです。それ

で、安心ではなくても現状の把握というか、言いっ放しではなくて何か親切なことができ

ないか、本人が気をつければ一番よろしいのでしょうけれども、何か言いっ放しで、後は

自分たちですよと、自分の命は自分でということなのでしょうけれども、それでは余りに

も安心、安全なまちづくりに励んでいる理事者の方にとっても何となくちょっと言ってい

ることとやっていることが違うのではないかなという気がします。それで、やはり現状は

こうですよという親切な回覧等をせめてこれだけ日にちがたってしまったのですけれど

も、何か周知する方法を考えていただけないかということを１点申し上げておきます。 

 それと、災害のことなのですが、地元、光南地区なのですけれども、非常に不安に思っ

ています。今私たちの避難場所は、中学校ということになっています。中学校へ行くのに

は、国道を渡って、小さい橋渡って、それに何かすごくひっかかるお年寄りもいるのです

が、橋が壊れていたらどうしよう、それから地下道を通って地下道が崩れていたらどうし

ようとかという非常に現実的に不安に思っている方がたくさんいます。住民に説明をして

歩いているという話ですが、そういう地元の住民の不安を取り除く方法はもっと何かない

かなというふうに思っております。住民の役員さんだけにこういう自主防災を含めたいろ

んな説明をしているということですが、やはりちまたの声をもっともっと聞く努力、忙し

くて大変でしょうが、何かしていただきたいなというふうに思っております。 

 それと、放射能の件ですが、前日に検査して100ベクレルというのですか、以下であれば

使用が可能ということで新聞、テレビ等でも発表されております。私みたいな高齢者にな

ると、少しぐらい放射能を体内被曝しても何してもよろしいのですが、これからの子ども

たちにどのような影響があるかということで、原発から、東電から離れていますが、泊も

ありますし、非常に心配しているのです。それで、このような生ぬるいと言ったらあれな

のですが、今一番心配しているのは魚介類です。この辺に上がってくるマグロにしてもサ

ンマにしても、いろいろと心配するようなことをたくさん私は見聞しております。そうい

う魚介類は、給食では余り使わないのでしょうけれども、一般住民も検査できるような、

70万か80万の測定器らしいのですけれども、購入する予定はないかどうかをお伺いしてお

きます。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 現状を知らせる方法はないものかというふうなお尋ねでございました

が、９月25日に発送します10月の広報でいわゆる山、山菜とりだとか散歩などで山に入る

方に対してのヒグマに対する注意喚起の広報を予定しております。その中で吉野の状況に

ついては、やはり現時点では駆除されていませんというふうな形の一文をつけ加えたいと

いうふうに考えております。ですから、そういう中でやはりまだ継続中なのだなと、注意

は必要なのだなというふうにご理解いただければというふうに思います。 

〇田村議長 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問の中で避難場所の関係、またはなかなかその避難場所

に到達するのにもいろんな状況があるといったことの中で周知の分としてどのような形に

なっているかというようなお尋ねだったかと思います。このことにつきまして、先ほども

お話しさせていただきましたけれども、まちづくり出張説明会の中で自主防災組織という

のをぜひご検討いただきたい、お話をしていただきたいということをお願いで回ってきて

おります。その中でも、中には避難場所というのがなかなかわからなかったという方も実

際おられます。このことにつきましては、やはり町として避難場所の周知が足りなかった

のかなといったことも含めて考えさせられた分もございます。先ほどの予算の関係の執行

の分でもお話しさせていただきましたけれども、防災計画の見直しと、それとあわせて避

難計画というものも策定をしていきたいということにつきましては補正予算のご提案のと

きにも説明させていただきました。このことを踏まえて避難計画を改めて策定をしていき

たい、このことは災害の種別、風水害、地震、津波、いろんな災害の種別、またその災害

の種別の程度によるもの、こういったことによってはいろいろな分の対応が発生してきま

す。ただ、まちづくり出張説明会でもこちらのほうでもわかり得たことといたしましては、

皆さん災害ということの部分としては１つのイメージしか持たないというのが実際ござい

ました。この中では、例えば風水害による浸水の深さが50センチですとか１メートルです

とかいった場合、50センチの場合はどうでしょうかといったときには余り皆さんは関心は

なかったかなと思いますけれども、ただ１点、寝たきりの方がおられると間違いなく溺れ

ますといった話をしたときにやはり変化がございました。こういったことも含めて、いろ

んな災害の種別、災害の程度に応じた避難の体制というのが必要になってくるのかなとい

うことを含めて、また避難場所のことも含めて今後避難計画の中では、従来の概念にとら

われない中で避難計画の中での避難場所についても決定していきたいなというふうに思っ

てございますし、このことにつきましては先ほどもお話しさせていただきましたとおりま

ちづくり出張説明会の中でもるる説明をしながら、また住民の皆様のご意見をいただきな

がら進めていきたいなというふうに思っているところでございますので、ご理解いただき

たいと思います。 

 また、避難場所までの到達が非常に難しいという、確かに健常者の方と、また災害弱者
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と言われている方々とを比べますといろんな分あります。こういった中では、これもお願

いしている部分がございますけれども、自主防災組織の中で立ち上がればぜひ図上訓練も

含めて防災にかかわる避難訓練というものを行政区単位の中でもできれば避難場所の確認

等、また避難経路の確認等々がかなり進んでいけるという分もございますので、そのこと

もお願いしながら進めてまいりたいと思ってございますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

〇田村議長 教育次長。 

〇山本教育次長 福原議員の再質問に対してお答えいたします。 

 これまで取り組んできた状況も踏まえながら先ほどからご説明させていただいておりま

すけれども、これから17都県で生産された野菜とか果物、それから肉類や魚介類について

検査をしてまいりますけれども、特に魚介類につきましては先ほどから懸念される声があ

りましたけれども、基本的に給食で扱う魚介類につきましては切り身の状態で納入されま

す。国の基準値が100ベクレルということで、かなり厳しい基準値となりましたので、現場

におきましても生産者から出されるものにつきましてもそういったものはクリアされてい

るというふうに考えております。これから民間機関の中で検査を行ってまいりますけれど

も、その検査、それから現在帯広市で行っている検査につきましても100ベクレルに対しま

して数字の下限値、測定できる下限値というのがありますけれども、それが両方とも2.何

がしということで、それ以上のものは当然検出できるのですけれども、2.何がしというも

のは検出できません。ただ、100に対して2.何がしですから、相当程度低い数字というふう

に考えていますので、その場合は検出されずと出ますけれども、それだけ精度が高い器械

で行ってまいりますので、それの中をもって検査を実施してまいりたいというふうに考え

ております。 

 ただ、一般住民に対してそういった器械の導入はどうですかというご質問だったのです

けれども、現段階では給食センターというか、給食の中のサイドということでこういった

取り組みをしていますので、一般住民もということに関しましてはまた町長部局とも相談

をしながら検討しなければならない事項ということで、私のほうからは若干お答えできな

いということでご理解願いたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 よろしいですか。 

〇福原議員 はい。 

〇田村議長 それでは、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、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 
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午後 ０時３３分  休憩 

午後 １時４５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私のほうからも何点か質問をさせていただきます。確認をさせていただきま

す。説明資料で質問をいたします。 

 まず、１点目でありますけれども、22ページの保健衛生総務費の部分でございますけれ

ども、100万円の指定寄附を受けまして健康増進用の備品を購入するということでございま

すけれども、説明資料ですとあくまでも健康増進用備品ということですから、ちょっと内

容がよくわかりません。100万円の指定寄附の中で114万円ですから、その指定寄附を超え

て備品を購入するということでありますから、その内容についてまず１点確認をさせてい

ただきたいというふうに思います。それがまず１点目であります。 

 ２点目であります。説明資料26ページ、水産業振興費であります。先般の予算の中でも

道のほうの補助がもらえるかもしれない、もらえないかもしれないというようなことで前

回私もちょっとこれについては質問をさせていただきました。それで、先ほどの説明の中

では、当初言っていたやつより安全面を考慮して溶接をしたということなのですね。この

部分がちょっと私は詳細がわかりません。もともと買おうとしていた、購入しようとして

いたものが安全面が不十分なものであったならば、これは決して補正を組んでまでやるこ

とではなくて、これはクレームとして業者が直せばいいことでありまして、道のほうの補

助も通っているということですから、その辺のちょっと詳細がよくわかりません。補正を

これから組むということでありますけれども、ここら辺につきましては先般報道のほうに

も町長の写真入りでもう設置されたというような報道もなっておりましたよね。ですから、

補正を組んでこれからそれをやってという、この辺の部分がいま一つ詳細の内容がわから

ないということでありますし、この辺の内容の部分が当初どういう計画で、何がどういう

ふうに変更になったのかというとこら辺がわかりませんので、この辺の水産の部分につい

ても詳細の説明を求めたいと思います。 

 それと、次のページ、27ページの観光費の留真温泉のポンプについても質問をいたしま

す。湯の花がついたということで、十分考えられることで、こういう分解清掃をしてとい

うことは当然だというふうに思っております。ただ、１年ちょっと、１年半というのでし

ょうか、の中でこういうことになったということは、当然今後は毎年こういう清掃という

ものはきちっとした予算化をした上で対応していかれることだというふうに思いますし、

これも指定管理者がやっている上で圧力が低下して湯量が減ってぐあいが悪くなってから

対応するということではやっぱり遅いと思うのです。こういったことも当然当初から想定

をされることだというふうに思いますし、この辺の部分についての考え方、今までのこと
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は言ってもしようがありませんけれども、今後やっぱりきちっとした対応は、毎年きちっ

とこの部分については対応、予算組みをして毎年清掃するなりということで、ぐあいが悪

くなってお客さんに迷惑をかけてからこういう対応するということにはまずならないとい

うふうに私も思いますので、この辺についての今後の考え方についてもお伺いをしておき

たいというふうに思ってございます。 

 それと、最後に、先ほど同僚議員も質問していましたけれども、給食センターの放射能

の部分、29ページであります。この部分について先ほど来説明をいただきましたので、大

体内容はわかりましたけれども、今回のこの部分の対応については、やはり学校給食に対

する安全確保ですから、子どもたちの安全確保がまず第一であるし、また保護者の不安を

解消するということであります。それは当然の話であります。それで、やはりこの部分に

ついてのそういう保護者からの声があってこういう形になったのだろうというふうに思っ

ているのです。それで、今回対応するこの10月から月２回、２検体ずつという部分につい

て、これで保護者の方々の不安がきちっと解消されているのかどうなのか。そういった部

分の保護者の声を聞いた上で、これで保護者の不安がきちっと解消されるという考えでこ

ういうことになっているのか。先ほども野菜や果物や肉やら魚やらとたくさんの種類があ

りますよね、地域も17の中の10と言っていましたか、そういうところからいろんな野菜と

か果物とかと、それで１種類ではないわけですから、たくさんのものがある中において２

検体ずつ月に２回だから４つという、このことで保護者の皆さん方がこれだけやっていた

だければ十分だよということで安心をしていただいているのかどうなのか。だから、不安

が解消されなければ、中途半端なことやってもしようがないわけでありますから、そこら

辺の部分の実際の保護者の声というものがどういう声が上がっているのかということもぜ

ひ確認をしておきたいというふうに思っていますし、また先ほど説明の中にもありました

けれども、そもそもはあくまでもそういう検査をして問題がないというものしか買ってい

ないと。というか、そもそも国としては問題のないものしか流通しないということですよ

ね。ということは、そもそも野菜を買うときには、もともとは放射能とかそういう問題は

ないという証明書みたいなお墨つきなのが来て、それにプラスしてまた、そこまでする必

要ないのだけれども、証明出ているから、プラスしてこういうこともやっているのだとい

うことなのかなという、ここら辺の部分もありますので、安全の部分でありますから、詳

細を求めたいということで、以上４点について説明を求めたいと思いますので、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 保健衛生総務費の中でこのたび福祉医療のための指定寄附というこ

とで受けましたので、町民の健康増進用備品購入ということでこのたび協議しまして、医

療福祉設備ということで全自動血圧計を購入する計画でございます。この全自動血圧計に

つきましては、１台19万円でございます。購入台数につきましては６台で、114万円という
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ことでございます。なお、設置箇所につきましては、現在設置されていない施設というこ

とでございます。教育文化センター、中央公民館、吉野公民館、コスミックホール、そし

て留真温泉、町立診療所は１台ございますが、増設という形で６台購入する予定となって

ございます。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 産業課長。 

〇亀山産業課長 中尾議員からご質問がありました、まず２点目の水産業振興費のサケ選

別台の関係でございますが、これにつきましては既製品がございません。いわゆる受注生

産、こちらのほうから内容を示した上でお願いしているという中で試作品が完成しました。

それを見た段階で、作業するに当たって角があるというふうなことであれば、やはり作業

員の危険性が出るだろうということで、その部分の面取りを行ったもの、それと支柱であ

ります。台を支える支柱なのですが、それが角１辺で当初溶接されていたというふうなこ

とから、支柱の強度を上げることと、また作業員の安全性も含めて真ん中、ちょうどその

１辺の真ん中のところで、中間点で折り返して溶接するというふうなことをすることによ

って強度も上がるし、面も溶接断面がないというふうな形の中で、そのように試作の段階

で変更したと、そのようなことがあって事業費が上がったというふうなことの内容でござ

います。やはり安全性、働く方はゴムがっぱ来て仕事しているものですから、やはり角が

あるようなものはうまくなかったというふうなことでの試作段階で判明したものについて

事業費が若干増額になったというふうなことでございます。それと、今年のアキサケ漁に

つきましては、８月24日に網入れを行いまして、25日から実際に使用しているというふう

なところで、そういうところで実際にはもう５台とも納品され、使用されているというふ

うな状況でございます。作業性なり、鳥のふんだとか、雨降りだとか、そういうふうに対

応したものでございますので、その点については漁業者の皆さん方からも好評をいただい

ているというところでございます。 

 次に、３点目の観光費のポンプの分解清掃の手数料につきましては、今般指定管理者の

ほうからお湯張りの際にお湯の出方が悪いというふうなお話が８月に入ってございまし

て、そういう中でやはりポンプ内に付着した湯の花について分解清掃が必要であるという

ことが確認されました。それで、これにつきましては、今後毎年１回は定期的に清掃を実

施しなければならないものということで、来年度以降につきましては当初予算の中で計上

してまいりたいというふうに考えております。また、ただ今後の指定管理の３年１カ月が

終わった後につきましては、これは指定管理料の算定の中で当然必要なものというふうな

形の中で計算の中に入れて経費として見ていきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 教育次長。 

〇山本教育次長 学校給食用食材の放射能検査について、ご質問に対してお答えいたしま

す。 
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 中尾議員からのご質問では、保護者からの声に対してというご質問だったのですけれど

も、実際のところ保護者からはそういった具体的なご意見等はいただいておりません。た

だ、新基準値が４月から示されて、そういったものが流通しているというところは根底に

あるのですけれども、給食を供給する側としてやはり保護者の方具体的な声寄せられてい

ませんけれども、いろんな報道が流れる中でそういったものもお持ちかなということを考

えながら、安全に安全を重ねということで二重のチェックをするという考えで今回の取り

組みとさせていただいております。帯広市のように毎日という測定もありますけれども、

ほかの町村でいきますと全く取り組まない町村とか、やっている町村でも月１回というの

がありましたので、私たちも取り組む中で月１回が果たしてどうなのかということも考え

ましたので、今平成23年の中で使っている各都県の状況とか、そういったものを先ほどお

答えしましたけれども、状況を精査させていただいて、その中でいくと月でいうと前半と

後半にそれぞれ１日ずつになりますけれども、２検体、こういったものからまず取り組ん

でみようということで今回の提案とさせていただきました。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 それでは、まず１点目に質問しました備品の部分につきましては、これは血

圧計を１台19万ということですから、きっと私が見ている町立にあるあれと同じようなも

のなのだろうというふうに私も判断をいたしました。その部分について１台が19万であり

ますから、それであれば５台かなという気がします。だから、今その１台分をプラスして、

100万円来たからって100万全部使わなければならないというものでもないのでしょうけれ

ども、あと今公民館とかコスミックホール、どこでもあるにこしたことはないとも思いま

すし、私もそんなにしょっちゅう町立病院に行っているわけではないのですけれども、血

圧計のところでそんなに順番ができているようなことも私は見たこともないのですけれど

も、100万円をまた19万円といったって要するに14万円オーバーしているわけだから、やや

１台分指定寄附を出て６台必要なのかなという、ないよりは確かにそれはいいですけれど

も、この辺がちょっと私は、それはやっぱりそういう利用者の声というものを勘案してや

ったということなのかなということで理解はしなくもないのですけれども、ただぜひこう

いう説明資料、せっかくの説明資料ですから、そういったことも、ここに血圧計と書けば

何のこともないことですから、ぜひ説明資料ですから、そういうふうにわかりやすい記入

をしていただければありがたいなというふうに思いますので、この部分につきましては理

解をいたしましたので、わかりました。 

 それで、次に水産のほうです。水産のほうで利用される漁業者の方々の安全を考えてこ

ういう部分にしたと、せっかくいいものをつくったのに危ないような状況で仕事はできな

いということですから、それは当然の話であります。だから、強度を持たせたり、安全の

ために角があったからそれをとったとかという、それは当然なのですけれども、角があっ

て危ないなんていうことは、そんなの当たり前の話であって、試作段階でといったって、
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それは業者が見る話ではないのでしょうか。本来これでいいよというものをこういうふう

にすることによって使いやすくするから、もっとここを広げてくれとか、どうしてくれと

かということであれば、プラスアルファの要するに車とか何でもオプションで何でもつけ

たとかというようなことであれば、プラスなことはわかりますけれども、角があって危な

いなんていうものは、そんなの当たり前の話であって、その角をとったから、それをプラ

スで補正でと、それは業者が見るべきものであって、そして足の強度もと折り返して強度

をやったといったって、機械の強度を保つなんていうことは当たり前の話であって、それ

をやるのに、強度を保つのにと、通常のやつにプラスアルファなら別ですけれども、これ

を補正で組んでまでやることなのか、これはきちっと業者に言って、業者が安全なものを

提供するのは当たり前の話で、これを補正で町が、ましてや町がそういったことをすると

かという話にはならないというふうに私は思います。ただ、これは既製品がなくてつくる

のですから、これはきっと漁組さんなりなんなりがきちっとこういうふうにつくってくれ

と言ったのでしょうけれども、その時点でまさか漁組さんが角あってもいいなんて話しし

て、だけれども実際やってみたら角あって危ないからやめましたと、多分そんな話ではな

いと思うのです、私は。ですから、角があって危ないなんていうのは、そんなものは私は

町が補助金出してまでやることではなくて、それは業者にきちっと言って、そんな危ない

ものを提供されても困りますよということで、業者がきちっと責任を持ってやることだと

いうふうに思いますけれども、その辺についてもいま一度答弁求めたいと思います。 

 観光費の清掃については、毎年行うということですから、これについては了解をいたし

ました。 

 また、給食センターの部分につきましては、実際に浦幌では父兄、父母の方、保護者か

らそういう声はないけれども、浦幌町としては一歩踏み込んで２回ということで、より踏

み込んだ形をとるということでありますから、そういうことでありましたならば、今まで

そういう声もない中においても先駆けてやるという、そういう姿勢ということであれば、

これは私も理解をいたしました。ただ、こういうものをやったことをこういう数値だった

とかと、何かそういう広報をしていくのですか。かえって基準、ただこれ難しいところは

ここまで大丈夫だといっていても出たら、基準内だから大丈夫という話なのだけれども、

でも出てしまうとまたこれ不安になりますよね。だから、何か寝た子を起こしたみたいな

形にならないのかなというような、ちょっとそういう、そういう先んじてやることはいい

ことだし、いいのだけれども、何かどうもその辺の保護者とのかかわりの部分が私ちょっ

とそういう部分心配が出たのです。だから、やっていても問題がなければ何も公表しない

ことなのか、あくまでも数値というものはたとえわずかでも出たらするのか、大体何ぼか

は出るというのです、みんな。出るのだというのです。だから、ただそれを出してしまう

と、また基準以内といっても何か不安になってしまわないのかなとかと。だから、そこら

辺のかかわり方というか、その公表の仕方というものはどういうふうになるのかなと。変

な混乱が生じないかなというような、ちょっとそんな心配がありましたので、この辺の部
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分についていま一度、水産の部分と２点について説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 水産業振興費の関係で、サケの選別台についてなのですが、これにつき

ましては先ほども申し上げましたとおり受注生産というふうな中でこちらのほう、事業主

体のほうから発注した段階での仕様の中でその辺がうまく今回のような形にはなっていな

かったというところの中で、やはり実際漁業者の方が１台試作品を見てその辺についてご

意見をいただいたということから、今回はこのような形で補正対応というふうな形を考え

ております。それで、業者が負担すべきものではないかというふうなお話ではございまし

たが、やはりこちらのほうからの仕様の変更という部分もございますので、そのための作

業時間だとか資材費、曲げるための加工賃も必要になってきます。真っ角であればくっつ

けるだけというふうな形の中、そういうところでも時間的なこと、材料の関係もございま

すので、その辺についてはどうしても増額になるというふうなものでございまして、そう

いう中で５台で157万5,000円の増加になったというものでございますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

〇田村議長 教育次長。 

〇山本教育次長 中尾議員の再質問に対して答弁いたします。 

 公表の関係だったのですけれども、現在のところ町のホームページ、それから給食だよ

り、翌月の給食についてのお便り出していますので、この中で結果については公表してま

いりたいというふうに考えております。ただ、数値が出ることによってひとり歩きしたり

とか、不安を逆に募るという可能性もございます。先ほど福原議員のご質問にもお答えし

ているのですけれども、基準値の100ベクレルに対しまして帯広市が導入している器械、そ

れから今回町のほうで予定しております民間業者の器械につきましても下限値が例えばセ

シウムでありますと100ベクレルに対しまして2.127ということで、かなり低い数字まで検

査することができます。ですから、2.127以下については、当然はかることはできないので

すけれども、仮にこれが３とか４とか、そういった１桁の数字までは測定できますので、

その場合であっても100ベクレルの範囲内ですから、安全だということは言えるのですけれ

ども、いずれにしてもホームページ、それから給食だよりで発する中で表示方法について

は再度ちょっと検討いたしまして、不安を募ることがないような形で今後詰めてまいりた

いというふうに考えておりますので、ご理解のほどお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、今の給食の部分につきましては、そういった形でホームページなり便

りで公表するということですから、今言われましたように、ひとり歩きして誤解の生じな

いような形というのでしょうか、そういった意味の保護者の方へのお知らせ、教育的な部

分ということもやっぱり必要になってくるというふうに思いますから、その辺はやらない

よりはやってきちっとしていくことにこしたことはないのですけれども、そういう混乱の
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生じないようにということだけはくれぐれもお願いしたいというふうに思っていますの

で、これについては答弁は結構でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 あと、水産についても、これまた考え方の違いというか、そういうことになってしまう

のでしょうけれども、そうするとそもそも根本的に当初予算で3,255万という、それがやっ

ぱり間違っておるのです。だから、この辺の部分の精査がきちっとされていないというこ

とになってくるのではないでしょうか、やはり。今回こういう形になったからといっても、

道のほうも当然浦幌、あと豊頃という形でかかわってきますから、よその町もそれでよし

としていることですから、浦幌だけがよろしくないとかという話になっても、これ関連し

てきますし、いいものをするということはいいのですけれども、ただ私が感じる部分で、

やっぱり当初のもともとつくるといったものに角があるものをつくるなんていうことは当

然考えづらいし、土台となる足が、魚の仕事するのだから、それに強度の見合わないもの

を試作だろうと何だろうとつくってきたら、逆にこういうものをつくってくれといったと

きに業者だったら、いやいや、漁組さんこれでは足もちませんよと、もっとこういうふう

に強度持たないとだめですよと向こうから言ってきて、だったらこれだけプラスになりま

すよという話になることであって、当初予算を計上して私たちも議決しているのですから、

その時点で根拠になるものがちょっとあやふやだったということにやっぱりなってしまい

ますよね、そうなると。どうしてもこれが必要だということになると。ですから、これは

町の一般財源だけではなくて道とかいろんな絡みが出てくるから、これからもそういう産

業をきちっとする部分はいいけれども、いろんな部分においてこういう予算組みというの

はしっかりと計算をしていかないと、やっぱり混乱のもとになるなということを私はつく

づく思います。今回もう物入って８月の25日から使っているということですから、それを

今さらいいとか悪いとかという話にももうそういうことであればならないと思いますけれ

ども、ぜひこの部分についてはその辺の当初の事業計画というものをやっぱりきちっと精

査をしてやっていくということが僕は不可欠になるだろうなというふうに思いますので、

この辺もちょっと答弁と言っていいのか、あれですけれども、やはりこの辺はきちっとし

ていかないと混乱のもとになるなと思いますから、こうなるとやっぱり漁組さんもおもし

ろくない話になってきてしまうと思いますので、その辺はきちっとしてやっていっていた

だきたいというふうに思います。町長、いかがですか。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 本当に補正でするということは、決していいことではないというふうに思っ

ています。ただ、この選別台につきましては、課長からも答弁いたしましたように、受注

生産でありまして、ただ設計図を描くのが事業者というのではなくて利用者で描いている

ものですから、当初木造の設計図から起こしたものでありまして、そういう面では角がで

きたと、金属製のものについての知見が余りなかったという中でそのとおり木造のやつを

つくってしまったと、ところが試作品を見るとやはり金属で出っ張っているものについて

は危険だと、ここを直してもらいたいと、この直すに当たっては木で削るとか、そういう
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簡単なものではないために、折り曲げたり、ステンレスですから、どうしても時間と費用

がかかってしまうということで、そういう面で打ち合わせ不足だったという面は否めない

と思いますけれども、そこを事業者の負担にさせるということはなかなかできないなとい

うことで、これについて補正をさせていただいたということでありまして、そういう面で

は本当に当初予算でそのままいくというのが当然だというふうに思いますけれども、そう

いう事情があったということでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第63号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第６４号 

〇田村議長 日程第13、議案第64号 平成24年度浦幌町町有林野特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 17ページをごらん願います。議案第64号 平成24年度浦幌町町有林野特

別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の町有林野特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３万9,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ8,442万4,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 18ページの第１表、歳入歳出予算補正は説明を省略させていただきます。 

 19ページをごらん願います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括は説明を省略さ

せていただきます。 

 20ページをごらん願います。２、歳入、３款繰入金、２項１目基金繰入金1,222万1,000円
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を減じ、443万9,000円、前年度繰越金の確定による基金繰入金1,222万1,000円を更正減す

るものでございます。 

 ４款１項１目繰越金1,226万円を追加し、1,226万1,000円、決算額の確定により前年度繰

越金1,226万円を追加するものでございます。 

 ３、歳出、２款１項財産造成費、１目造林費３万9,000円を追加し、5,985万円、13節委

託料の野そ駆除剤散布委託料について全道統一単価の改定により３万9,000円を追加する

ものでございます。 

 以上で補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第64号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１４ 議案第６５号 

〇田村議長 日程第14、議案第65号 平成24年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予

算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 21ページをお開き願います。議案第65号 平成24年度浦幌町国民健康

保険事業特別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,857万9,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ９億4,335万3,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 22ページの第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 
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 24ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略させていただ

きます。 

 今回の補正予算につきましては、平成23年度療養給付費交付金などの精算に伴います補

正と国保保健指導事業が採択されたことによります予算の一部組み替えが補正の主なもの

でございます。 

 25ページをごらんください。２、歳入、２款国庫支出金、２項国庫補助金、１目財政調

整交付金69万2,000円を追加し、3,180万9,000円、１節財政調整交付金69万2,000円の追加。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金350万8,000円を追加し、2,921万8,000円、１節現年度

分200万円の追加、療養給付費等交付金200万円の追加。２節過年度分150万円8,000円の追

加、療養給付費等交付金過年度分150万8,000円の追加。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金3,531万2,000円を減額し、5,846万

4,000円、３節その他一般会計繰入金3,531万2,000円の減額でございます。 

 ２項１目基金繰入金961万8,000円を減額し、ゼロ、１節基金繰入金961万8,000円の減額、

国民健康保険事業基金繰入金961万8,000円の減額です。 

 ９款１項１目繰越金7,930万9,000円を追加し、8,430万9,000円、１節前年度繰越金

7,930万9,000円の追加でございます。 

 26ページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

1,404万1,000円を追加し、4,079万2,000円、25節積立金1,404万1,000円の追加、国民健康

保険事業基金積立金1,404万1,000円の追加でございます。 

 ２款保険給付費、２項高額療養費、２目退職被保険者等高額療養費200万円を追加し、

560万円、19節負担金、補助及び交付金200万円の追加、退職被保険者等高額療養費払い200万

円の追加でございます。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費37万円を減額し、436万7,000円、７節

賃金33万6,000円の減額。11節需用費１万1,000円の減額、消耗品１万1,000円の減額。13節

委託料２万3,000円の減額、特定健診等委託料２万3000円の減額。この目の減額につきまし

ては、国保保健指導事業が採択されたことに伴いまして保健衛生普及費に一部組み替えを

するものです。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費70万6,000円を追加し、261万7,000円、７節賃金58万

9,000円の追加。11節需用費１万2,000円の追加、消耗品１万2,000円の追加。13節委託料10万

5,000円の追加、特定健康診査等委託料10万5,000円の追加。この目の追加につきましては、

特定保健指導予備軍に対します早期介入、30歳被保険者に対する健診、保健指導を行いま

す国保保健指導事業の採択によるものでございます。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金20万円を追

加し、70万円、23節償還金、利子及び割引料20万円の追加、保険税の還付金20万円の追加

でございます。 

 ３目償還金2,200万2,000円を追加し、2,250万2,000円、23節償還金、利子及び割引料
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2,200万2,000円の追加、償還金の追加でございます。 

 補正予算の内容につきましては、説明資料の32ページから34ページに記載のとおりです。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第65号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第６６号 

〇田村議長 日程第15、議案第66号 平成24年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 28ページをお開きください。議案第66号 平成24年度浦幌町後期高齢

者医療特別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ60万6,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ7,724万円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 29ページの第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 30ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略させていただ

きます。 

 今回の補正予算につきましては、平成23年度後期高齢者医療の精算に伴います北海道後

期高齢者医療広域連合納付金の補正とガイドブック作成に伴います補正が主なものでござ

います。 
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 31ページをごらんください。２、歳入、２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金10万3,000円を追加し、3,356万2,000円、１節事務費繰入金10万3,000円の追加。 

 ３款１項１目繰越金33万3,000円を追加し、33万4,000円、１節前年度繰越金33万3,000円

の追加でございます。 

 ５款１項広域連合交付金、１目後期高齢者医療高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金

17万円を追加し、17万円でございます。１節後期高齢者医療高齢者医療制度円滑運営臨時

特例交付金17万円の追加、これにつきましてはガイドブック作成に伴います交付金でござ

います。 

 32ページをごらんください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

27万3,000円を追加し、526万3,000円、11節需用費27万3,000円の追加、これは先ほど申し

ましたガイドブック500部作成に伴います印刷製本費27万3,000円の追加でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金7,000円を追加し、7,063万円、19節負担金、

補助及び交付金7,000円の追加、後期高齢者医療広域連合納付金でございます。 

 ３款諸支出金、２項繰出金、１目他会計繰出金32万6,000円を追加し、32万7,000円、28節

繰出金32万6,000円の追加、一般会計繰出金32万6,000円の追加でございます。 

 補正予算の内容につきましては、説明資料35ページに記載のとおりです。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第66号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第６７号 

〇田村議長 日程第16、議案第67号 平成24年度浦幌町介護保険特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 33ページをごらんください。議案第67号 平成24年度浦幌町介護保険

特別会計補正予算。 
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 平成24年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（第３回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ593万5,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ６億2,279万9,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 34ページをごらんください。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 35ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略させていただ

きます。 

 今回の補正予算につきましては、平成23年度介護給付費国庫負担金などの精算に伴いま

す補正が主なものでございます。 

 36ページをごらんください。２、歳入、２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給

付費負担金69万円を追加し、9,691万9,000円、２節過年度分69万円の追加、介護給付費国

庫負担金過年度分69万円の追加。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金257万1,000円を追加し、8,458万

8,000円、２節過年度分257万1,000円の追加、介護給付費道負担金過年度分257万1,000円の

追加でございます。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金105万8,000円を追加し、１億6,011万円、

２節過年度分105万8,000円の追加、介護給付費交付金過年度分105万8,000円の追加。 

 ２目地域支援事業交付金27万1,000円を追加し、243万2,000円、２節過年度分27万1,000円

の追加、地域支援事業交付金過年度分27万1,000円の追加でございます。 

 ６款繰入金、２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金417万2,000円を減額し、243万

6,000円、１節介護給付費準備基金繰入金417万2,000円の減額でございます。 

 ７款１項１目繰越金551万7,000円を追加し、554万7,000円、１節前年度繰越金551万

7,000円の追加でございます。 

 37ページをごらんください。３、歳出、６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１

目第１号被保険者還付金５万円を追加し、15万1,000円、23節償還金、利子及び割引料５万

円の追加、これにつきましては過年度保険料の還付金でございます。５万円の追加。 

 ２目償還金180万1,000円を追加し、180万2,000円、23節償還金、利子及び割引料180万

1,000円の追加、償還金180万1,000円の追加でございます。 

 ６款諸支出金、２項繰出金、１目他会計繰出金408万4,000円を追加し、408万5,000円、

28節繰出金408万4,000円の追加、一般会計繰出金408万4,000円の追加でございます。 

 補正予算の内容につきましては、説明資料36ページに記載のとおりです。 

 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。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第67号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第６８号 

〇田村議長 日程第17、議案第68号 平成24年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 38ページをごらんいただきます。議案第68号 平成24年度浦幌町浦

幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ204万8,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ２億4,488万5,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 40ページをごらんいただきます。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきまし

ても省略させていただきます。 

 今回の補正予算の主な内容につきましては、歳入は繰越金の確定による補正、歳出は屋

外看板の修理及び医療機器の購入にかかわる補正の内容でございます。 

 41ページをごらんいただきます。２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般

会計繰入金760万3,000円を減額し、6,117万円、１節一般会計繰入金760万3,000円の更正減、

一般会計からの繰入金の減額でございます。 

 ２款１項１目繰越金965万1,000円を追加し、1,015万1,000円、１節前年度繰越金965万

1,000円の追加、前年度繰越金の確定に伴うものでございます。 
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 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費15万円を追加し、4,540万円、11節需用

費15万円の追加、修繕料の増額の内容でございます。 

 ２目医業費189万8,000円を追加し、１億9,943万5,000円、18節備品購入費189万8,000円

の追加、医療機器３種類の購入費でございます。 

 詳しい内容につきましては、説明資料37ページに記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 町立診療所の件でございますが、説明の中に今後５カ年程度で整備をすると

いうふうに策定中でありますというのですが、今回は初年度という緊急性の高いものの購

入の補正ということですが、月どれぐらいの件数で発生をして血液分析器等を購入するの

かお伺いしたいと思います。 

 それと、非常に評判がいい先生で、患者の数もすごくふえているかなというふうに、い

つ行ってもたくさんいるということで、よそに委託していたと思うのです、こういったも

のを。それは、どれぐらいの経費を年間かけてやっていたのか、ちょっとお伺いしておき

たいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 今回購入する血液分析器につきましては、緊急時における自家血液

検査機器の一種ということで、基本的には血液検査は外部委託に出しているところでござ

います。ただし、緊急を要するような項目につきましてポータブルの機器があるものにつ

いては、それを購入して適宜適切に使用しましてすぐ判断をしていかなければならないと

いうもの、ほとんどがそういうものですけれども、そういうときに使用する器械でござい

ます。それで、使用頻度がどのぐらいあるかというご質問でございますけれども、それほ

ど頻繁にあるものではございませんけれども、通常は委託に出すのですが、この器械につ

いては緊急性を要するものについて使用すると、そういう意味からいいますと、頻繁に使

用する機器ではございません。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 今までは余り緊急性がない病気ばかりだったのかなというふうに思っていま

すが、せっかく百何十万もかけてこのポータブルの血液分析器ということで、ふだんでも

使用できるような感じがするのですが、専門的なことはよくわからないのですが、これを

購入したことによって委託されたものがしなくてもいいというような状況にはならないの

でしょうか。私も専門的なことはよくわかりませんが、事務的な答弁でもよろしいのです

が、お聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 
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〇菅原診療所事務長 今回購入する血液機器につきましては、２種類ございまして、説明

資料の１番目のポータブル血液分析器、それと３番目のプロトロンビン時間測定器、上の

ほうの機器につきましては今回更新の機器でございます。従来からこの機器につきまして

はございました。ただし、以前の先生がこの器械を余り使っていなかったので、本年度に

ついては購入する予定がなかったのですけれども、新たに来られた先生がそれを使いたい

ということで希望がありましたもので、今回追加補正をさせていただいております。それ

から、３番目のプロトロンビン時間測定器につきましては、従来ないもので、新規の購入

でございます。これにつきましては、新たな先生がぜひこの器械を使いたいと、これを使

うことによって通常でしたら２日ぐらい検査期間がかかるものが瞬時にわかるということ

で、ぜひこれを購入してほしいという要望でございます。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 若干ただいまのと重複する点もあろうかと思いますけれども、先ほど同僚議

員が申し上げたように、５年計画の中の初年度ということで緊急性の高いものから始める

という中で今の説明あった機器を入れるということですが、やはり町民の方々が本町にお

ける診療所を安心して利用していただくために今後の５年間の中で随時入れていくのかな

という感じはしますけれども、今わかる範囲内で今後の５年間にかかわるものというのは

大きな意味でどういった考えを持っておられるのか、ちょっと聞いておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 今現在の町立診療所が竣工いたしましたのが平成10年の６月でござ

います。10年の７月から現診療所で診療を開始されているところでございます。したがい

まして、既に14年間ぐらいの時間が経過しておりまして、医療機器等につきましても随時

必要なものについては更新してきておりますけれども、中にはやはり古くなってきている

と、しかしまだ使えるので、使えるうちは使いましょうという考え方で現在きております。

ただし、14年もたってきますと、やはりもうそろそろ不安という状況が出てきております

し、今回の新しい先生も今後ある程度長期間本町の診療所で勤務していただけるというこ

とを確約しておりますので、そういう意味では今回を機会に診療所の器械、あるいは施設

等の見直しをして今後に対応していきたいという考え方でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今同僚議員の質問でわかりました。しかし、要するに５年程度でこの計画と

いうのは策定中ということですけれども、いつまでに策定をされるのか。先ほど質問して

いた模範牧場もそうですけれども、補正で今回これだけというのはあくまでも全体計画の

中の今回ということですから、やはり今これが緊急性があるからということで先に補正で

出てきましたけれども、これから５年間、やはり先生も来て何カ月かたちますから、実際

にそういう器械を見てこれはもうそろそろだなとかということが多分精査されてきた上で

やっていると思うのです。その上でこれが緊急性があるということですから、そうすると
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これからこれとこれとこれはやらなければならないという更新の部分、また先生が一番下

のやつもありましたけれども、新規の部分ということで、これはこれから自分がやってい

く上では足りないので、こういうものは新規で購入していきたいということも含めて、こ

れ５年程度となっていますけれども、やはりそれはいろんな予算の関係で全てそろうのが

５年たつか６年たつかということだと思いますけれども、しかし計画としてはやはりいつ

までに立てるということをきちっとして、全体のこれからの町立病院に係る予算としてこ

のぐらいは今のところかかりますよというようなものはしっかりと示した上で、私はこう

いう補正が上がってくるべきだというふうに思います。ですから、今現在ここの説明資料

の中でもまだ策定中ということですから、それを今どうこうとこの数字を出せといっても

出ないでしょうから、これはわかりますけれども、いつまでにはこういう計画をきちっと

お示ししますよというようなことはやはりきちっとこの場で示す必要があろうかというふ

うに思いますけれども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 ただいまの中尾議員からご指摘あったこと、ごもっともだと思いま

す。本診療所の医療機器等の整備につきましては、まちづくり計画におきましては文章で

は医療機器の充実という文章がありますけれども、事業計画の中には今のところ出てきて

おりません。したがいまして、診療所におきましても今新しい先生といろいろお話をして

おりまして、従来ある機器の洗い出し、更新したもの、そして更新が必要なもの、それか

ら新たに今後必要となる機器があるのかどうかということを今検討中でございます。これ

につきましては、新年度予算の編成が11月くらいから始まりますので、それまでに間に合

わすという考え方で現在おります。それに基づきまして、まちづくり計画等にも反映させ

ていきたいというふうに考えているところでございます。 

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 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第68号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第６９号 
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〇田村議長 日程第18、議案第69号 平成24年度浦幌町簡易水道特別会計補正予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 42ページをごらん願います。議案第69号 平成24年度浦幌町簡易水道特

別会計補正予算。 

 平成24年度浦幌町の簡易水道特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ684万3,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ４億8,148万8,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括は省略させて

いただきます。 

 ２、歳入、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金281万2,000円を追加し、

１億1,963万7,000円、１節一般会計繰入金281万2,000円の追加は、一般会計からの繰入金

でございます。 

 ５款１項１目繰越金403万1,000円を追加し、453万1,000円、１節前年度繰越金403万

1,000円の追加でございます。 

 ３、歳出、２款１項事業費、１目給水事業費684万3,000円を追加し、２億3,854万2,000円、

15節工事請負費684万3,000円の追加、説明資料38ページに記載の畑地帯総合整備事業下浦

幌地区営農用水事業に係る工事請負費で、未普及地区を早期に解消するため、平成25年度

事業予定分を一部前倒しで実施するための追加補正でございます。 

 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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第69号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 
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 よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 同意第２号 

〇田村議長 日程第19、同意第２号 浦幌町教育委員会の委員の任命につき同意を求める

ことについて議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 同意第２号 浦幌町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについ

て。 

 浦幌町教育委員会委員山本盛は、平成24年９月30日をもって任期満了となるので、浦幌

町教育委員会の委員に次の者を任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 平成24年９月３日提出、浦幌町長。 

 記、氏名は山本盛、生年月日、住所については記載のとおりであります。任期は、平成

24年10月１日から平成28年９月30日となっておりますので、同意いただきますようよろし

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、これより質疑、討論を省略し、同意第２号を採決

いたします。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、同意第２号は同意することに決定をいたしました。 

 

    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りをいたします。あす９月４日から９月６日までの３日間、議事の都合により休会

とし、９月７日午前10時から本会議を開くことにしたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、あす９月４日から９月６日までの３日間、議事の都合により休会とし、９月７

日午前10時から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ２時５２分 


