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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は11名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

いたします。 

 

    ◎日程第１ 認定第１号 

〇田村議長 日程第１、認定第１号 平成30年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

 ９月６日に引き続き審議を続けたいと思います。 

 お諮りをいたします。審議は歳出から行いたいと思いますが、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、本件は歳出から審議に入ります。 

 説明は、決算書の説明要領によりお願いをいたします。また、質疑、答弁における発言

については、簡潔、的確にお願いをいたします。 

 それでは、１款１項１目議会費及び２款６項１目監査委員費までの説明を求めます。 

 議会事務局長。 

〇小島議会事務局長 決算内容の説明の前に、本日傍聴の方も議場におられますので、先

に資料等の説明をさせていただきます。 

 まず、決算書につきましては、こちらのＡ３横長の印刷物でございます。平成30年度浦

幌町一般会計歳入歳出決算書と記載されている冊子になります。次に、説明資料につきま

しては、こちらの印刷物でございます。地方自治法第233条第５項に基づく平成30年度予算

執行の実績及び主要な施策の成果報告書というふうに記載されてございます。こちらにつ

きましては、中のピンク色の合紙がございます。そちらを挟みまして、その後ろ、平成30年

度一般会計決算説明資料と記載がある以降のページが説明資料となりますので、よろしく

お願いをいたします。 

 それでは、決算書16ページ、あわせまして説明資料８ページをごらん願います。１款１

項１目議会費、この科目は議会の運営に係る経費でございます。13節委託料につきまして

は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、決算書22ページをお開き願います。２款総務費、６項１目監査委員費、この科目

につきましては監査の運営に係る経費でございます。特に説明を加える事項はございませ

ん。 

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

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 次に、２款１項１目一般管理費から４項２目知事道議選挙費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 決算書16ページをごらん願います。あわせまして説明資料９ページを

ごらん願います。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、この目につきましては

総務所管事務に係る経費並びに庁舎管理、事務機械借り上げ等に要した経費でございます。

13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費につきましては、説明資料に記載の

とおりでございます。 

 決算書17ページをごらん願います。あわせまして説明資料は９ページから11ページをご

らん願います。２目情報化推進管理費、この目につきましては総合行政ネットワークシス

テム、庁内ネットワークシステム、各種電算システム等の維持管理に要した経費でござい

ます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付

金につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 決算書17ページ下段をごらん願います。あわせまして説明資料11ページをごらん願いま

す。５目財産管理費、この目につきましては町有財産の管理に要した経費でございます。

13節委託料につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 決算書18ページをごらん願います。６目財政調整等基金費、この目につきましては基金

の積み立てに要した経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

 決算書18ページ下段をごらん願います。９目公平委員会費、この目につきましては公平

委員３名に要した経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

 決算書19ページ中段をごらん願います。あわせまして説明資料14ページ下段をごらん願

います。12目職員厚生費、この目につきましては職員の福利厚生、職員研修等に要した経

費でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料に

記載のとおりでございます。 

 引き続き決算書19ページをごらん願います。あわせまして説明資料15ページをごらん願

います。13目諸費、この目につきましては行政区の振興、コミュニティ施設の管理、コミ

ュニティバスの運行、常室簡易郵便局の維持管理並びに各種団体の活動促進に要した経費

でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費、19節負担金、補助

及び交付金につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、決算書21ページ中段をごらん願います。あわせまして説明資料16ページ下段をご

らん願います。４項選挙費、１目選挙管理委員会費、この目につきましては選挙管理委員

会及び選挙管理委員４名に要した経費でございます。14節使用料及び賃借料につきまして

は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２目知事道議選挙費、この目につきましては平成31年４月７日執行の北海道知事、北海
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道議会議員選挙に要した平成30年度分の経費でございます。14節使用料及び賃借料、15節

工事請負費につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 次に、９款１項１目常備消防費から14款１項１目予備費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 決算書39ページ中段をごらん願います。あわせまして説明資料34ペー

ジ下段をごらん願います。９款１項消防費、１目常備消防費、この目につきましては浦幌

消防署の管理運営、浦幌消防の施設、浦幌消防署職員の給与等に係るとかち広域消防事務

組合への負担金及び消防署職員待機宿舎の維持管理に要する経費でございます。参考とし

まして、浦幌消防署費に係る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、浦幌消防施設費に係る15節工事請負費につきましては、説明資料に記載のと

おりでございます。 

 ２目非常備消防費、この目につきましては浦幌町消防団の運営等に要した経費でござい

ます。18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料に記載の

とおりでございます。 

 決算書40ページをごらん願います。あわせまして説明資料34ページをごらん願います。

３目災害対策費、この目につきましては防災、災害対策、国民保護に要した経費でござい

ます。11節需用費のうちの修繕料、13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費、19節

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

 次に、決算書48ページ下段をごらん願います。あわせまして説明資料39ページ下段をご

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

等災害応急費、この目につきましては平成30年９月６日に発生した北海道胆振東部地震に

伴う大規模停電に係る災害応急に要した費用及び台風21号の突風により破損した活平雑種

家屋屋根修繕に要した費用でございます。特に説明を加えることはございません。 

 決算書49ページをごらん願います。12款１項公債費、１目元金、２目利子につきまして

は、長期債元利償還金及び一時借入金利子に要した経費でございます。特に説明を加える

ことはございません。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金、この目につきましては過年度の交付金等の確定

に伴う返還金に要した費用でございます。特に説明を加えることはございません。 

 14款１項１目予備費につきましては、執行はございません。 

 なお、50ページから52ページにかけましては財産に関する調書であり、それぞれの公有

財産に係る土地及び建物、山林、有価証券、出資による権利、物品、債権、基金に関して

の調書を記載しておりますので、後ほどごらんおき願います。 
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 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。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 災害対策費のところでお伺いいたします。 

 この中にドローンを一式買ったとあるのですけれども、これの例えば少し練習をしたと

か、災害でちょっと何かあったときに使ってみたとかというこれまでのことがありました

ら、お聞かせ願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの関係でございますが、昨年度におきましては職員を対象と

した防災研修等を行っておりまして、その中で災害対応実技研修会というものを行ってお

ります。その中では、ドローンを購入していますので、そのドローンの操作方法の練習と

いいますか、操作の知見、そういったものですとか、またそれ以外に給水設備の救急対応

ですとか、あと樋門の管理、こういったものをあわせた研修会を行っておりまして、その

中で試験的に職員が参加をした中で研修を行っているといった状況でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ただいまのことはわかったのですけれども、職員の方が何名の方が使われて

いるのか。それから、これからこのドローンの活用方法が広域にわたるのかどうかの先行

きについてちょっとお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの関係でございますが、昨年度の研修会には職員30名が参加

しております。これにつきましては、毎年同じような形でできれば開催していきたいなと

いうふうに考えておりますので、人数のほうは徐々にふえていくという形にしたいという

ふうには思っております。 

 また、広域的な利用というか、ドローンの利用に関しましては災害対策で購入はしてお

りますが、災害だけに活用するのではなくて、それ以外の部分で観光の部分ですとか、ま

た施設の管理の部分で例えば屋上に上がらなくてもそのままドローンで見ることができた

りですとか、そういったことの活用ということも加えながら活用していきたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 昨年の胆振東部地震からちょうど１年が過ぎたところでございまして、浦幌町

は幸いにして１年間余り災害がなかったのかなというふうにも思っているところなのです

けれども、災害の個々への連絡網ということで、受信機等の経過というのはどのようにな

っているのかお聞きしたいと思います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの関係でございますが、災害情報伝達手段の検討ということ

でございまして、今年の１月の総務文教厚生常任委員会所管事務調査においてもご説明し

ておりますし、また６月に本年度の補正予算計上したとおり、防災情報伝達手段の基本構

想策定調査業務を委託し、実施しているところでございます。６月に補正予算が議決にな

りましたので、６月26日に業務委託契約を締結し、現在作業を進めているところでござい

ます。 

 その中身についてでございますが、内容としましては防災情報伝達手段等の情報収集の

整理ということで、既設の防災情報伝達手段の現状ですとか課題、またこれにつきまして

は各行政区長さんへもアンケート調査を実施しているところでございます。また、各防災

情報の伝達手段の概要ですとか、あと全国自治体の導入実績、こういったものも今調査を

しております。また、災害リスクの評価及び課題等の整理としまして、発災直後から１週

間程度の期間を主とした現状の通信インフラの被災状況及び影響範囲の予測を行い、課題

等の把握を行うということを進める予定としております。また、災害情報伝達手段の比較

検討ということで、それぞれの伝達手段のメリット、デメリット、これにつきましては確

実性ですとか安全性、汎用性、信頼性、そういったものを含めて検討しております。また、

それ以外に、整備コストですとか、あと運用コストの比較、算出、そのほかワーキンググ

ループということで、ある程度資料がまとまった段階で庁内でワーキンググループという

か、集まった形の中でそれぞれの職員の方の意見も聞きながら、どういったものがいいの

か、そういったことの話も聞きたいというふうに考えております。最終的には、具体的な

導入のシナリオということで、導入することになるかどうかも含めてなのですけれども、

災害情報伝達手段の導入シナリオについて検討して、そういったものをまとめるというこ

とで今現在進めている状況でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１９分  休憩 

午前１０時２０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き審議を再開いたします。 

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

 まちづくり政策課長。 
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〇岡崎まちづくり政策課長 それでは、決算書の17ページ中段をごらん願います。あわせ

まして説明資料の11ページをごらん願います。２款総務費、１項総務管理費、３目文書広

報費、この目につきましては広報誌「うらほろ」及び電子メール配信サービスなど広報広

聴事業に要した経費でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料に記

載のとおりでございます。 

 次に、決算書の18ページ中段をごらん願います。あわせまして決算資料の11ページ下段

から14ページをごらん願います。７目企画費、この目につきましてはまちづくり計画、広

域連携、地域情報通信基盤整備推進事業、定住・移住・交流推進事業、国内交流推進事業

及び地域づくり支援事業に要した経費でございます。不用額のうち、８節報償費は地域お

こし協力隊員の報償費、13節委託料は地域おこし協力隊コーディネート業務委託料、19節

負担金、補助及び交付金はうらほろスタイル推進事業負担金の執行残でございます。８節

報償費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、19節負担金、補助及び交

付金については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、決算書の20ページをごらん願います。あわせまして説明資料の15ページ中段をご

らん願います。14目ふるさとづくり寄附奨励費、この目につきましてはふるさとづくり寄

附者への記念品及び記念品発送業務等に要した経費でございます。不用額のうち、８節報

償費はふるさとづくり寄附に係る記念品代の執行残でございます。14節使用料及び賃借料

については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 15目地方創生拠点整備交付金事業費、説明資料は15ページ下段から16ページをごらん願

います。この目につきましては、国の地方創生拠点整備交付金を活用したうらほろスタイ

ル複合施設整備に要した経費でございます。13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入

費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、決算書の22ページをごらん願います。５項統計調査費、１目統計調査総務費、こ

の目につきましては統計調査に係る職員人件費に要した経費でございます。特に説明を加

えることはございません。 

 ２目指定統計調査費、この目につきましては法律に基づく指定統計調査に係る経費でご

ざいます。特に説明を加えることはございません。 

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

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、安藤議員。 

〇安藤議員 企画費の中の委託料で浦幌町地域おこし協力隊コーディネート業務委託料の

中で常室ラボ運営が入っております。常室ラボ運営事業についてはほかの科目になってい

るのですが、地域おこし協力隊のコーディネートの分、この常室ラボ運営についてどのぐ

らい負担されているのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 
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〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 協力隊のコーディネートの業務委託料の中で常室ラボに係る経費ということでございま

すけれども、この経費のうち480万円ほどが常室ラボの協力隊のコーディネート委託料とい

うことで支払いをしております。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 この中で、ＮＰＯ法人うらほろスタイルサポートほか１。ほか１というのは

どこの業者のことですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 うらほろスタイルの業務に関するものがＮＰＯ法人うらほろスタイルサポートにお支払

いをしている部分で、ほか１というのは株式会社リレイションのほうに常室ラボのコーデ

ィネートということで、それぞれ支払いをしております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今安藤議員も質問したところです。説明資料12ページの浦幌地域おこし協力

隊コーディネート業務委託料のところで、コーディネートというのは具体的にどのような

ことをされているのかご質問します。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり推進係長。 

〇井上まちづくり政策課まちづくり推進係長 ただいまの質問にお答えします。 

 地域おこし協力隊のコーディネートという部分ですが、例えばＮＰＯ法人うらほろスタ

イルサポートさんで行っておりますコーディネート業務に関しましては協力隊員さんの活

動のプログラムの策定、また活動の調整、指導及び支援等の業務を行っているものでござ

います。また、常室ラボに関しましては、常室カフェの運営業務や、また各種イベントへ

の出展、また広報活動等の支援、サポートを行っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時２８分  休憩 

午前１０時３０分  再開 
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〇田村議長 休憩を解き審議を再開いたします。 

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

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 決算書18ページ下段から19ページをお開き願います。あわせまして決算

説明資料は14ページをお開き願います。２款総務費、１項総務管理費、10目生活安全推進

費、この目は交通安全対策、防犯対策の推進事業並びに消費者保護対策事業を通じ町民の

安全、安心な日常生活を確保するため、交通安全指導員、防犯指導員が実施している啓発、

巡視活動、街頭指導、さらには生活安全推進協議会主催による交通、防犯運動並びに消費

者保護活動に対する経費を計上したものでございます。１節報酬、９節旅費の費用弁償は、

交通安全指導員10人、防犯指導員11人のそれぞれの運動、啓発等に伴う出動経費でござい

ます。11節需用費の主な内訳は、防犯灯の電気料及び球切れ等の修理費でございます。需

用費の不用額につきましては、主に防犯灯の修繕料及び電気料分でございます。13節委託

料、19節負担金、補助及び交付金の内容につきましては、説明資料14ページに記載のとお

りでございます。 

 決算書20ページ中段をごらん願います。あわせまして決算説明資料は16ページをお開き

願います。２項徴税費、１目税務総務費、この目は固定資産評価審査委員会の運営並びに

税務事務に要する経費及び税務業務に携わる職員の人件費並びに事務的経費を計上したも

のでございます。１節報酬、９節旅費につきましては、固定資産評価審査委員３名分の報

酬並びに費用弁償でございます。 

 ２目賦課徴収費、この目は町税の賦課徴収業務に係る義務的経費を計上したものでござ

います。12節役務費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金

の内容につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。決算書21ページをお開き

願います。23節償還金、利子及び割引料につきましては、14個人の確定申告と11法人の確

定申告分によるものでございます。 

 ３項１目戸籍住民登録費、この目は戸籍住民登録等の窓口業務に係る事務経費を計上し

たものでございます。13節委託料の内容につきましては、説明資料に記載のとおりでござ

います。 

 決算書23ページをお開き願います。あわせまして決算説明資料は17ページ下段をごらん

願います。３款民生費、１項社会福祉費、２目国民年金事務費、この目は国民年金事務及

び国民年金制度の啓発等に要する経費を計上したものでございます。13節委託料の内容に

つきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 決算書24ページをごらん願います。６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費、こ

の目は重度心身障がい者、ひとり親家庭等の医療費を助成する経費を計上したものでござ

います。20節扶助費の内容につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ７目後期高齢者医療費、この目は後期高齢者医療制度において浦幌町が広域連合へ負担

すべき医療給付費負担金及び後期高齢者医療特別会計に対する繰出金に要する経費を計上
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したものでございます。19節負担金、補助及び交付金は、75歳以上の後期高齢者1,057人分

の療養給付費等負担金。28節繰出金は、後期高齢者医療特別会計への繰出金であり、広域

連合共通経費、事務費並びに保険料軽減のための繰出金の内容でございます。 

 決算書24ページ下段から25ページをごらんください。説明資料は18ページ中段となりま

す。２項児童福祉費、２目児童措置費、この目は児童手当の支給並びに支給事務に要する

経費を計上したものでございます。20節扶助費の内容につきましては、説明資料に記載の

とおりでございます。 

 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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 次に、４款１項３目環境衛生費から２項２目し尿処理費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 決算書29ページ中段をお開き願います。あわせまして決算説明資料は

21ページからごらん願います。４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境衛生費、この目は

葬斎場の維持管理及び環境衛生業務に要する経費を計上したものでございます。13節委託

料、19節負担金、補助及び交付金の内容につきましては、説明資料に記載のとおりでござ

います。28節繰出金は、個別排水処理特別会計への繰出金でございます。 

 ４目墓地墓園費、この目は町が管理する墓地、墓園５カ所の維持管理に要する経費を計

上したものでございます。14節使用料及び賃借料の内容につきましては、説明資料に記載

のとおりでございます。 

 決算書30ページをお開き願います。６目乳幼児等医療対策費、この目は中学生以下の乳

幼児等の医療費の助成に要する経費を計上したものでございます。20節扶助費の内容につ

きましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ７目公衆浴場管理費、この目は町営公衆浴場健康湯の管理運営に要する経費を計上した

ものでございます。13節委託料の事業内容の利用実績及び15節工事請負費の内容につきま

しては説明資料に記載のとおりでございますが、前年対比、入浴者数は236人の減、入浴料

金で９万2,740円の減となっているところでございます。 

 ９目未熟児養育医療対策費、この目は１歳未満の未熟児を養育するための医療費の助成

に要する経費を計上しているものでございますが、今回対象となるお子さんがおりません

でしたので、未執行となったものでございます。 

 決算書30ページ下段から31ページをごらん願います。２項清掃費、１目塵芥処理費、こ

の目はごみの収集運搬から処理に要する経費を計上したものでございます。11節需用費、

13節委託料の内容につきましては、説明資料の21ページ下段から22ページに記載のとおり

でございます。 

 決算書31ページ中段をごらん願います。２目し尿処理費、この目はし尿処理に要する経
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費を計上したものでございます。19節負担金、補助及び交付金は、十勝圏複合事務組合分

担金及び汚水処理施設運営事業分担金の内容でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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、伊藤議員。 

〇伊藤議員 歳入歳出決算書の30ページ、未熟児養育医療対策費ということで、先ほど説

明で未執行ということだったのですが、決算書の18万1,000円というのは何の費用になりま

すでしょうか、詳細を教えてもらえますでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保険医療係長。 

〇寺澤町民課保険医療係長 この費用に関しましては、２人のお子さんが２カ月入院され

た場合を想定して計上したものでございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 これは、18万1,000円というのは支払われたものなのですよね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保険医療係長。 

〇寺澤町民課保険医療係長 未執行となってございます。 

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 質疑なしと認めます。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時４２分  休憩 

午前１０時４４分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き審議を再開いたします。 

 次に、３款１項１目社会福祉総務費から２項８目子育て支援センター費までの説明を求

めます。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 歳入歳出決算書の22ページ下段から23ページ上段をごらん願いま

す。あわせまして説明資料16ページから17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、この目につきましては障がい者福祉事業として心身障が

い児等の療育施設等訓練通園補助、補装具、福祉サービスと障がい児入所、医療、地域生

活支援事業に係る給付、福祉団体事業として各種社会福祉団体に係る補助金、援護事業と

して浦幌町平和祭、災害見舞金、高齢者等冬の臨時生活支援事業給付、人権啓発活動事業

及び浦幌町国民健康保険事業特別会計繰出金等、社会福祉全般に要した経費でございます。
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なお、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金及び20節扶助費につきましては、説明資

料に記載のとおりでございます。また、主な不用額につきましては、19節負担金、補助及

び交付金、これは福祉団体運営費補助金の事業確定による執行残及び高齢者等住宅改修費

補助金は執行がございませんでしたので、全額不用額、20節扶助費につきましては障がい

者の自立支援サービスの給付費等額の確定による執行残で、28節繰出金につきましては浦

幌町国民健康保険事業特別会計への繰出金でございます。 

 引き続き決算書23ページをごらん願います。３目厚生委員費、この目につきましては民

生委員児童委員24名の活動に要した経費でございます。なお、この目は特に説明を加える

ことはございません。 

 引き続き決算書の23ページをごらん願います。４目青少年健全育成費、この目につきま

しては浦幌町青少年問題協議会及び浦幌町少年補導委員会の運営並びに青少年健全育成事

業に要した経費でございます。なお、この目は特に説明を加えることはございません。 

 引き続き決算書の23ページ下段から24ページ上段をごらん願います。あわせまして説明

資料の17ページをごらん願います。５目社会福祉施設費、この目につきましては浜厚内生

活館の維持管理及びアイヌ生活相談員１名の活動に要した経費でございます。なお、13節

委託料につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、同じく決算書の24ページをごらん願います。８目相談支援事業所運営費、この目

につきましては障がいのある方の地域での生活を支援するため、障がい福祉サービスや障

がい児通所支援を利用する全ての方にサービス等利用計画の作成を行うことにより地域で

生活するために必要となるさまざまなサービス等を有効に利用し、生活の質を向上させる

ことを目的とした特定相談支援事業及び障がい児相談支援事業の運営に要した経費でござ

います。なお、この目は特に説明を加えることはございません。 

 引き続き決算書の24ページをごらん願います。あわせまして説明資料は18ページをごら

ん願います。２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、この目につきましては浦幌町児童育

成計画策定委員会、出産祝金、保育園、幼稚園等の入退園、保育料徴収事務、第２期子ど

も・子育て支援事業計画策定、認定こども園現況測量ほか業務、紙おむつ購入助成及び児

童福祉全般に要した経費でございます。なお、８節報償費、13節委託料及び19節負担金、

補助及び交付金につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、決算書25ページをごらん願います。あわせまして説明資料18ページをごらん願い

ます。３目認可保育園運営費、この目につきましては浦幌町立しらかば保育園の管理運営、

広域保育、管外入所委託及び通園費補助に要した費用でございます。なお、11節需用費、

13節委託料、18節備品購入費及び19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料

に記載のとおりでございます。 

 次に、決算書25ページ下段から26ページの上段をごらん願います。あわせまして説明資

料は18ページをごらん願います。４目へき地保育所運営費、この目につきましては浦幌町

立上浦幌ひまわり保育園の管理運営、通園費補助に要した経費でございます。なお、19節
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負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 引き続き決算書26ページをごらん願います。５目児童館運営費、この目につきましては

常室児童館の維持管理に要した経費でございます。なお、この目は特に説明を加えること

はございません。 

 引き続き決算書26ページをごらん願います。あわせまして説明資料は19ページをごらん

願います。６目子ども発達支援センター運営費、この目につきましては発達支援の必要が

認められる児童等に対しまして必要な指導を行うことにより、当該児童等の健全な育成を

図るため設置している子ども発達支援センターくれよん広場の管理運営に要した経費でご

ざいます。なお、13節委託料及び18節備品購入費につきましては、説明資料に記載のとお

りでございます。 

 引き続き決算書26ページをごらん願います。あわせまして説明資料は19ページをごらん

願います。７目学童保育所費、この目につきましては放課後児童健全育成事業として開設

している町立学童保育所及び上浦幌児童クラブの運営に要した経費でございます。なお、

18節備品購入費につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 引き続き決算書26ページ下段から27ページ上段をごらん願います。８目子育て支援セン

ター費、この目につきましては親子の遊びなどを通じて子育て家庭の育児不安、悩みの相

談並びに保護者に子育てに関する情報を提供するなど、児童の健全育成を推進するため設

置している子育て支援センターの管理運営に要した経費でございます。なお、この目につ

きましては特に説明を加えることはございません。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願いいた

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、安藤議員。 

〇安藤議員 お聞きしたいのですが、民生費の社会福祉費、社会福祉総務費の説明資料17ペ

ージなのですが、重度身体障がい者交通費補助金ということでありますが、ここで聞いて

いいのかどうかわかりませんが、今タクシーが浦幌町なくなったということで、今後どの

ように、この交通費の補助というか、そういうものをやっていかれるのかお聞きしたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課参事。 

〇佐藤保健福祉課参事 安藤議員のご質問についてご説明させていただきます。 

 現在重度心身障がい者の交通費については上限が２万5,000円ということでお支払いし

ておりますけれども、タクシー利用も含め交通費、支払ってもらった経費の中から２万

5,000円を上限としてお支払いしておりますけれども、タクシーがなくなったということに

ついてはこの後検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

（何事か声あり） 
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〇佐藤保健福祉課参事 済みません、追加でご説明させていただきます。 

 この中で人工透析で病院に通っている方います。ＪＲを使ったり、本別の病院に生活路

線バスを使って通っている方もいます。このほかに下半身の障がいのある方についてタク

シーを利用されている方もいますけれども、タクシーについては領収書を添付してもらっ

て、その分で計算をしてお支払いしているところでございます。タクシーについては、町

内のタクシーも含めてお支払いしてきたところでございます。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 安藤議員のご質問に対しましてただいま参事のほうで説明させてい

ただいたのですが、確かに今年度になりまして地元のタクシー事業者が撤退したというこ

とになってございます。重度心身等に対する交通費の助成につきましては参事のほうから

説明した内容なのですが、タクシー事業者がなくなりまして、まずもって重度心身障がい

者等の交通費に係るこの方々につきましては浦幌町の社会福祉協議会が実施しております

福祉有償運送の対象者となることになります。ですので、透析等につきましては福祉有償

運送のほうで対象者ということであれば登録をいただき、その方々を透析の病院までお連

れして、お迎えに上がるという形になろうかと思います。また、対象者とならない方につ

きましては、今年度から、ただいま陸運のほうに登録申請中でございますけれども、公共

交通の空白地、これに対する有償運送といったところの事業者がこれから事業を開始する

というふうに聞いてございますので、そういったところを絡めながら、タクシー事業者が

撤退したことに対しまして対応していきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 それでは、保健福祉課長の話に補足させていただきたいと思

います。 

 今ご説明申し上げましたとおり、福祉有償運送につきましては対象者が限られるという

ことで、タクシー事業者が撤退してしまった後、そこに対象とならない方はタクシーの手

段がなくなるということで、６月に補正予算を組んでいただきましたけれども、現在町内

のＮＰＯのほうで空白地の有償運送をやっていただくということで準備を進めているとこ

ろでございます。保健福祉課長がお話ししたとおり、先般町のほうで関係者を集めて協議

会を行いまして、妥当ということで陸運支局のほうに申請を行っているところでございま

す。そこの認可がおりてくれば、早速そのＮＰＯさんのほうで、そこも登録制にはなりま

すけれども、月、水、金と限られた日になりますが、その方は登録をしていただければ対

応できるということで今準備を進めているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 今まちづくりのほうの課長が説明していただきましたけれども、この関係の

周知については今後どのようにしていく予定ですか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 周知の方法ですけれども、まずホームページ、広報等でもやりたいと思っていますし、

それからＮＰＯさんのほうで会報等も出していますので、そういうもので周知するという

ことで、医療機関ですとか、使われる方が利用するような施設にはチラシ等を置いて、ご

理解いただきたいなというふうには思っています。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今有償運送が登録申請中ということで聞いたのですけれども、まだ早いかも

しれませんけれども、お願いする人は会員登録するのか、それと有償というのはどのぐら

いの金額を考えておられるのか、ちょっと早いのですけれども、お聞きしたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 金額のお話だったと思いますけれども、ご説明させていただ

きたいと思います。 

 まず、最初に登録ということだったので、ＮＰＯのほうに登録費を払っていただいて、

ちょっと今手元に資料がないのですけれども、一回登録していただきます。登録した方が

予約の電話をＮＰＯに入れますと、町内でありますと片道250円で、ワンコインで往復でき

るという形になります。それから、市街以外につきましては１キロ当たり65円ということ

でキロ数でカウントするような形で、その金額につきましても一応認可の関係になってご

ざいますので、その辺の金額を含めて今陸運支局のほうに申請をしているところでござい

ます。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 次に、３款３項１目老人福祉総務費から10款４項１目幼稚園運営費までの説明を求めま

す。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 決算書27ページ中段をごらん願います。あわせまして説明資料は

19ページでございます。３款民生費、３項老人福祉費、１目老人福祉総務費、この目につ

きましては高齢者福祉、屋内ゲートボール場の管理運営、高齢者支援団体活動事業、在宅

福祉支援事業及び浦幌町介護保険特別会計繰出金に要した経費でございます。なお、８節

報償費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金及び20節扶助

費につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。また、主な不用額につきまし
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ては、19節負担金、補助及び交付金は事業確定に伴う執行残で、28節繰出金につきまして

は浦幌町介護保険特別会計への繰出金でございます。 

 引き続き決算書の27ページ下段をごらん願います。あわせまして説明資料は同じ19ペー

ジをごらん願います。２目老人福祉施設費、この目につきましては養護老人ホームなどの

老人福祉施設に入所している方の保護措置に要した経費でございます。なお、20節扶助費

につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 引き続き決算書の27ページ下段から28ページ上段をごらん願います。あわせまして説明

資料は20ページをごらん願います。３目老人ホーム費、この目につきましては浦幌町養護

老人ホームらぽろの管理運営、特定施設入居者生活介護及び訪問介護事業に要した経費で

ございます。なお、11節需用費、13節委託料、15節工事請負費及び18節備品購入費につき

ましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 引き続き決算書28ページ下段から29ページ上段をごらん願います。あわせまして説明資

料は20ページでございます。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、この目

につきましては母子、老人保健事業として妊婦、乳幼児等各種健康診査、妊産婦安心出産

支援事業補助、特定健診などの健康診査業務及び浦幌町簡易水道特別会計繰出金に要した

経費でございます。なお、13節委託料及び19節負担金、補助及び交付金につきましては、

説明資料に記載のとおりでございます。また、主な不用額につきましては、13節委託料及

び19節負担金、補助及び交付金は事業確定に伴う執行残で、28節繰出金につきましては浦

幌町簡易水道特別会計への繰出金でございます。 

 次に、決算書29ページをごらん願います。あわせまして説明資料は20ページから21ペー

ジをごらん願います。２目予防費、この目につきましては各種検診及び予防接種など、保

健予防に要した経費でございます。なお、13節委託料につきましては、説明資料に記載の

とおりでございます。 

 引き続き決算書29ページ下段から30ページ上段をごらん願います。あわせまして説明資

料21ページをごらん願います。５目医療対策費、この目につきましては各歯科診療所の管

理、帯広厚生病院の運営補助及び浦幌町立診療所特別会計繰出金に要した経費でございま

す。なお、18節備品購入費及び19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料に

記載のとおりでございます。また、主な不用額としましては、21節貸付金は執行がござい

ませんでしたので、全額不用額となり、28節繰出金につきましては浦幌町立診療所特別会

計への繰出金でございます。 

 引き続き決算書30ページをごらん願います。あわせまして説明資料は21ページをごらん

願います。８目保健福祉センター管理費、この目につきましては浦幌町保健福祉センター

の維持管理に要した経費でございます。なお、13節委託料につきましては、説明資料に記

載のとおりでございます。また、主な不用額としては、18節備品購入費は執行がありませ

んでしたので、全額不用額となったものでございます。 

 次に、飛びまして、決算書44ページをごらん願います。あわせまして説明資料は37ペー
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ジをごらん願います。10款教育費、４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、この目につきまし

ては浦幌町立浦幌幼稚園及び厚内幼稚園の管理運営、通園費補助に要した経費でございま

す。なお、11節需用費及び19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料に記載

のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願いいた

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。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時０７分  休憩 

午前１１時２９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 次に、５款１項１目労働諸費から６款２項５目林道上出沢線開設事業費までの説明を求

めます。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 それでは、決算書の31ページをごらん願います。あわせまして説明資料

につきましては22ページをごらん願います。５款労働費、１項１目労働諸費、この目につ

きましては勤労者対策、雇用対策、職業病対策及び常室ラボ運営事業に要した経費でござ

います。19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料22ページに記載のとおり

でございます 

 決算書32ページをごらん願います。６款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費、

この目につきましては農政担当職員の人件費及び各種関係団体に対する負担金でございま

す。特に説明を加える事項はございません。 

 ３目農業振興費、説明資料につきましては22ページから23ページをごらん願います。こ

の目につきましては、農政全般と畑作を主とする農業振興に要した経費でございます。19節

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

不用額の19節負担金、補助及び交付金につきましては、農業振興関係事業等補助金の事業

確定による執行残でございます。 

 ５目畜産振興費、説明資料につきましては23ページから24ページをごらん願います。こ
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の目につきましては、酪農等を主とする畜産振興及び模範牧場の管理運営等に要した経費

でございます。11節需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費、19節

負担金、補助及び交付金並びに浦幌町模範牧場利用実績につきましては、説明資料に記載

のとおりでございます。 

 決算書33ページをごらん願います。６目土地改良費、この目につきましては土地基盤等

の整備促進に要した経費でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請

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

す。不用額の19節負担金、補助及び交付金につきましては、土地改良関係事業等補助金の

事業確定による執行残でございます。 

 ８目道営土地改良事業費、説明資料につきましては25ページをごらん願います。この目

につきましては、合流地区、栄穂地区に関する担い手育成型畑地帯総合整備事業の土地改

良事業並びに恩根内地区担い手育成型畑地帯総合整備事業の計画樹立に要した経費でござ

います。なお、合流地区における明渠排水工事負担金459万円、栄穂地区における区画整理

工事負担金802万4,000円、合わせまして1,261万4,000円につきましては、翌年度へ繰り越

して執行するものでございます。17節公有財産購入費、19節負担金、補助及び交付金につ

きましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 決算書34ページをごらん願います。説明資料につきましては26ページをごらん願います。

10目団体営土地改良事業費、この目につきましては浦幌地区農業基盤整備促進事業に要し

た経費でございます。13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料に記載のと

おりでございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費、この目につきましては林業行政一般及び有害鳥獣駆除等

に要した経費でございます。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、24節投資及び出資金につきましては、説明資料に

記載のとおりでございます。不用額の１節報酬、８節報償費につきましては、有害鳥獣駆

除に係る事業確定に伴う執行残でございます。 

 ２目林業振興費、説明資料につきましては27ページをごらん願います。この目につきま

しては、民有林の振興に要した経費でございます。19節負担金、補助及び交付金につきま

しては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ３目林道維持費、この目につきましては町が管理する林道13路線、延長６万4,391メート

ルの林道の維持管理に要した経費でございます。14節使用料及び賃借料、15節工事請負費

につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 決算書35ページをごらん願います。４目うらほろ森林公園管理運営費、この目につきま

してはうらほろ森林公園の管理運営に要した経費でございます。13節委託料、14節使用料

及び賃借料、15節工事請負費並びにうらほろ森林公園利用実績につきましては、説明資料

に記載のとおりでございます。 

 ５目林道上出沢線開設事業費、この目につきましては林道上出沢線の開設に要した経費
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でございます。15節工事請負費につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。

なお、上出沢線につきましては、平成29年度、30年度、この２カ年におきまして整備を完

了しております。 

 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。 

 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 労働費の労働諸費です。説明資料の22ページ、常室ラボ運営事業負担金とい

うことで、先ほども常室ラボの関係お聞きしましたけれども、この関係で負担金です。定

期監査の報告書の24ページのほうに常室ラボの関係で載っておりますけれども、この中で

常室ラボ運営事業として469万8,000円が常室ラボの運営委員会に支出されているというこ

となのですが、この金額はいいのですが、このお金、先ほどもコーディネーターの分で480万

円ですと、今度ここで469万8,000円の事業が負担金として入っていると、合わせると

1,000万円近いお金がこのところに入っているのかなと思われます。このお金ってどういう

ことに使われているのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 労働諸費における常室ラボ、こちらの運営負担金でございますけれども、

まず一部といたしましては、常室ラボにつきましては常室小学校、この休校未利用施設で

すか、そちらを活用しながら、どのような活用形態があるか、それらを実証している事業

となります。その中におきまして、インキュベーションオフィス、コワーキングスペース、

地域起業、創業するための場所としてまず施設の活用ができないかということの目的とコ

ワーキングスペース、人材交流ですとか国際交流、そういった人との関連を持った利用促

進、それとサテライトオフィス、本州方面で活動されている方、それが時期的な場所を求

めて常室小学校で就業できないか、また人材育成交流として、ラーニングジャーニーとい

う言葉を使っておりますけれども、各地域における方々が浦幌に来ていただいて、浦幌の

自然なり環境を見ていただいて人材形成、育成をして、そういった他の地域の方々を浦幌

に呼び込むことができないか、そういった実証事業を主として行っております。それらの

事業に関する業務委託契約というものをさせていただいておりまして、これら事業に関す

る委託業務の委託料というものが大半を占めているものでございます。そのほか、負担金

の中におきましてはその委託料のほかに、常室小学校自体、その施設を使用するための光

熱水費等につきましてもこの運営負担金の中に含まれているものでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。その中で、あそこで今カフェもやられているということで、

このカフェについてはお金を取ってやられているのだと思います。その下のほうにありま

す木材産業の人材育成に関する業務ということで、収益が発生するので、無償で委託され
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ているということですが、カフェのほうとこの違いはどうなっているのかお聞きしたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 先ほどのインキュベーションオフィスですとか、そういった事業とはま

た一線を画しておりまして、今カフェの運営をお願いしている業者、こちらの方につきま

しては、運営委員会と別途建物施設の基本協定のほうを結ばせていただいております。で

すので、先ほどお話しした事業とは一線を画するというもののご理解をまずお願いしたい

と思います。その部分につきましては、その場所をカフェとして運営してどれだけの集客

が見込めるか、遊休建物、その利用実績を実証するための事業として今カフェを一つの手

法としてやっていただいていると。それと同様に、木材関連の業者さんも１社入ってござ

いますけれども、そちらもその場所において木材関連の人材育成ですとか、一部木材を使

った製造販売も行っておりますけれども、そういった林業を主とした関連の何か事業がで

きないかということで、それぞれ新たに創業された方々に常室小学校という場所を使って

いただいて今実証事業をやっていただいているという内容でございます。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 この中で負担金を出している会社、株式会社リレイションということでござ

いますが、リレイションというところの方がこの常室ラボに常駐か何かされているのかど

うかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 委託をしている業者、そのところは主に常駐ということではございませ

んけれども、経営、企画、管理運営については詳細にわたってかかわっていただいており

ます。その事業の施設の管理運営につきましては、先ほどのうらほろスタイルの関連もご

ざいましたけれども、協力隊の方、それらもあわせて担っていただいているというところ

もございます。そういった実態がございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 協力隊、ここに２人常駐されているのかなと思うのですが、その方について

は常室ラボ運営委員会の中に所属されているものなのかどうなのか、お聞きしたいと思い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 常室ラボ運営委員会自体に地域おこし協力隊の方々が直接メンバーとし

て所属しているという実態ではございません。関係者としては協議の場面には加わる場面

もございますけれども、運営委員会のメンバー自体には所属はしていません。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 
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〇安藤議員 今の話でいくと、コーディネーター料の480万円、この負担金についても約

1,000万円近いお金の使い方といいますか、それがリレイションという会社の方が常駐して

いないということでしたら、やはり私は疑問に思っております。その辺先ほども聞きまし

たけれども、この金の流れです。どのようなものに使ったのだということをお聞きしたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 先ほど委託業者の方に事業、インキュベーション、コワーキング、サテ

ライトオフィス事業、人材育成、地域間交流イベント事業、ワークインレジデンスという、

ちょっと横文字でわかりづらいかとは思いますけれども、そういった事業の企画運営を行

っていただいております。その事業の内容といたしましては、常室小学校自体にずっと常

駐してそこのみで事業を展開するということではなくて、都市圏の人材を浦幌町に呼び込

んで行う、そういった事業の趣旨、内容も含まれております。ということから申しますと、

情報の交換というものは常に行っているわけでございまして、年度当初におきましても事

業計画というものを出していただいて、何月にはこういった事業を展開する予定であると、

そういったものを年度当初には決定をしている内容でございます。そういった意味で言い

ますと、カフェを運営するですとか、先ほど木材の部分をやるですか、そういったところ

には基本的にはこの委託業者の方々はかかわっていないというところもご理解をいただけ

ればと思います。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 今の話でいきますと、協力隊の方２人常駐されているということですし、カ

フェのほうにはかかわっていないということなのですが、その辺は本当にかかわっていな

いということでよろしいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 ちょっと言葉足らずで大変申しわけございませんでした。休校未利用地

をどういった有効活用していくか、そういった意味で、カフェの空間といいますか、その

運営といいますか、カフェの使用方法ですとか、そういったものにはかかわっていますけ

れども、カフェ自体の運営に関してはかかわっていない、そういった意味も含めてお答え

をさせていただいたところです。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 カフェもあそこでやられて１年以上になるのかなと思うのですが、そのカフ

ェのやり方といいますか、それはやられている方が独自でやっていることだからいいので

すけれども、金曜日だとか土曜、日曜、あと昼からというか、余り夜遅くまではやらない

とか、町民にわかりづらいやり方ですよね。それは個人的にやるのですから、いいですけ
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れども、ただこういうふうに旧常室小学校跡でやっていますよということをＰＲしながら、

何か中途半端な感じの経営をしているのかなと、私はそう思っています。ここの常室ラボ

に本当にそのカフェが必要なのかどうかということなのですが、その辺も含めて今後検討

することも必要でないかなと、私はそう思いますけれども、その辺についてお聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 ただいまカフェの周知方法に問題があるのではないかというか、もっと

周知の方法を工夫したほうがいいのでないかというご指摘かと思います。そういった中に

おきましては、カフェを運営している会社みずからフェイスブックですとか、その他ＳＮ

Ｓですか、そういったものを使用しながら常に情報は発信されておりますし、町内の新聞

等に折り込みがありますかわら版ですとか、そういったものも使用しながら、カフェ、今

月はいついつ開業しますと、そういった情報は発信しているというふうに私どもは理解を

していたところです。また、カフェが今後必要なのかというところでございますけれども、

町の中のスタンプラリーというものを一つのイベントとして今やっております。その回答

の中に多くの回答の言葉として、町外の方が結構多いのですけれども、留真温泉に行く道

すがらにある常室ラボ、そちら両方が兼ね合ってとてもいい環境のいいスペースだと、ま

た来たいと、そういったアンケートのお言葉もいただいておりますので、今のところ我々

運営委員会としてやっている形としてはそういった誰しもが集まってお話し合いのでき

る、そういった誰もが気安く来れる場所、そういったものは今後においても必要であるし、

常室の小学校においてその存在意義を持っていけるのではないかというふうに考えている

ところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 監査のほうにも載っていますけれども、今後この辺注意深く検証を行って、

スキームの再構築も必要でないかということで、検討願いたいということでございますが、

この辺はもう検討されておるのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇山本副町長 先ほど来常室ラボの関係で安藤議員からこれまでの経過等ご質問受けてい

るところなのですけれども、まず常室カフェにつきましては昨年９月にオープンしていま

して、12月まで３カ月間行ったということで、安藤議員おっしゃるように曜日的にも限ら

れた曜日ということになっています。昨年からこの運営委員会を立ち上げまして、もとも

と遊休地の活用ということも含めながら模索して、今回カフェのオープンということにな

ったのですけれども、最初その施設が年間通じて使えるものかとか、そういった集客の面

も含めながら、それから施設の状況も含めながら、１年間果たして使えるのかどうかとい

うこともございましたので、まずは今言ったような曜日、そして今年度は４月にオープン
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いたしまして、今通年で行っていくと。ただ、曜日に関しましては限定して営業している

という状況でございます。なかなか町民の方々に周知とか、そういったものがされていな

いのでないかという先ほど来からのご質問ではあったのですけれども、いろいろ使ってい

る方々からすると、常連の方々や、それから子育て世代とか、それから農業関係団体の女

性の方々とかいろんな方々に使っていただくということが少しずつ広まってきているのか

なというふうには捉えているところでございます。 

 また、先ほどから定例監査の報告でのことということだったのですけれども、このこと

に関しましては運営委員会方式で行っているということと、それから運営委員会の中に先

ほどのリレイションという企業が入っている中で、そういった運営自体がどうなのですか

というお尋ねだったと思うのですけれども、これにつきましては今内部では検証はしてお

りますけれども、もともとうらほろスタイルは官民一体の事業ということで進めてまいり

まして、その中で雇用の部分から始まっていった、展開していったような形になっており

ます。その中で、地方創生の交付金を使いながら、先ほど産業課長からお話ししておりま

すけれども、ラーニングジャーニー、これは都会の若者や大学生を受け入れて、浦幌町の

地域資源、いろんな産業とか、人に関してもそうですけれども、そういった受け皿を持ち

ながら、浦幌に来ていただく機会をふやしていくのだという中でリレイションにはかかわ

っていただいております。その中で、今回は昨年から常室ラボという展開なのですけれど

も、それまでのもともとのつながりとか事業の展開も含めながら、今は運営委員会として

は官民一体ということで一緒にやらせていただいておりますけれども、今後いろいろ実証、

それから進める中で体制的なもの、それから新たな展開とか、そういったものも予想され

るわけなのですけれども、現時点におきましてはもともとのかかわりや展開している事業

の中から進めていきたいというふうに考えておりまして、ただ定例監査でご指摘のあった

部分につきましては今内部で少しご指摘に対して検証したりとかしている最中なものです

から、今後その中で結論を出すのか、それから新たな展開なのかというところを説明する

場を今後設けさせていただきたいというふうに思いますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。あと、予算の組み方なのですが、労働費と企画費に分かれて

いますよね。性格が違うと言えばそうなのですが、地域おこし協力隊のコーディネート業

務委託料ということで常室ラボの部分もこちらのほうに組んでいると。これは予算もそう

ですし、決算もそうなのですが、質問するのにどうやって質問していいのかと私は思って

います。組めることなら一つの科目で組んでいただけたらなと思うのですが、その辺どう

でしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇山本副町長 ただいまのご質問ですが、もともと地域おこし協力隊を浦幌町で活用する
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ようになったのは定住、移住というところがベースになっております。ですから、定住、

移住に関しましては企画費の中でこれまでも進めてきたものですから、その中ということ

で、地域おこし協力隊のそれぞれのかかわることに関しましても、うらほろスタイルのほ

かに常室ラボとか、それから林業担当とか、いろいろふえてはきているのですけれども、

そういった定住、移住ということも含めて企画費の中で一括して組ませていただいている

ということになっています。ただ、労働費に組んでいる部分につきましては、うらほろス

タイルの中でも、先ほども申し上げましたけれども、若者の仕事創造事業ということで雇

用につながっていくものが少しずつ発展してきているものですから、その中で１項目こち

らにさせていただきましたけれども、改めまして地域おこしの任用に関してはそれぞれ担

い手対策という部分でいろんな分野が出てきていますので、そういったところも総体的に

検証させていただきながら、今の形がいいのかどうか内部でもう一度検証のお時間をいた

だきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 引き続きこちらの常室ラボの件についてご質問させていただきたいと思いま

す。 

 歳入のほうでご質問するべきところなのかもしれませんけれども、入ってくる、出てい

くというところなのですけれども、地域おこし協力隊のコーディネート業務は地方特別交

付税の対象になっているという話を聞いたことがありまして、どの部分が町単費でやられ

ていて、どこが国からもらうお金でやっているかというところ、コーディネート業務と常

室ラボ運営委員会負担金というところに関して伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 コーディネートに含まれる国の支援はどれかということだと思いますけれども、まず募

集に関する経費としては１団体当たり200万円を上限に、これは募集経費なので、町が行っ

た場合ということになりますけれども、今実際にコーディネートを行っているという部分

に対しましては、報酬につきましては200万円、それからその他の経費として200万円とい

うことで１人に対して400万円、特別交付税の中で措置されるということになっておりま

す。また、新たにその協力隊員が３年間終わった後に起業しますということになれば、ま

た別な形で支援があるのですけれども、その部分について町費で負担した場合についても

それも支援してくれるということになってございまして、今任期の最中にかかわる経費に

つきましては１人当たり400万円限度ということになってございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 では、確認なのですけれども、コーディネート業務に関しては町単費で支出
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がないというような理解で、ちょっと言い方に語弊があるかもしれませんけれども、よろ

しいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 かかる経費につきましては、国のほうで補填をしていただい

ているということでいいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、澤口議員。 

〇澤口議員 説明資料の27ページの森林公園管理運営費についてお開きしたいと思いま

す。その中で年間４万4,000人という利用者のいる中で、キャンプのためにキャンプ場また

はバンガローを利用する方が3,700人もいる。ものすごい数なのですけれども、その中で宿

泊者がほとんどだと思うのですけれども、キャンプ場の炊事場におきましてごみの件でお

持ち帰りという看板が立っております。お持ち帰りはお持ち帰りでいいのですけれども、

地方から来る方のことをよく考えてみれば、そこの部分は有料の部分をつくってもいいの

ではないかなという考えで質問させていただきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 商工観光係長。 

〇前川産業課商工観光係長 ただいまのご質問に対しましてご説明させていただきます。 

 森林公園のごみにつきましては、過去には受け入れを実施していた経過もございますが、

ごみの保管庫から悪臭等が発生すること、またそれに伴いましてキツネやカラスなどの野

性動物を引き寄せて、それがふん害など衛生面、安全面で問題があったということから、

現在はごみのお持ち帰りをお願いしているところでございます。しかしながら、年に数回、

お客様からごみの受け入れについてご要望をいただいているのも事実としてあることか

ら、現在指定管理者とごみの受け入れができるかできないか含めまして改めて協議をして

いるところでございますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ５番、澤口議員。 

〇澤口議員 指定管理者がおられる中での仕事だと思うのですけれども、地元の商店また

はスーパーで買い物をして宿泊している方々もいらっしゃるということはご存じなのか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 森林公園、その利用者の多くはさまざまな購買の形態があるかとは思い

ますけれども、町内各所から買い求められた、そういったものを公園で飲食されていらっ

しゃる、そういった実態にはあろうかなというふうな認識は持っております。 

〇田村議長 ５番、澤口議員。 

〇澤口議員 毎日の業務の中で収集はできると思うのですよ、指定管理者側として。保管

箱に置いて、悪臭が出るとか出ないとかというのは、それは仕事に対して誠実にやってい



 － 29 － 

るのかなという考えもとられますので、何とか有料化をして、地方から来る方が気持ちよ

く浦幌町のことを考えていただいて帰れるという考え方で進めていただければなというふ

うに思っています。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 今議員のおっしゃられたご指摘につきましては、まことにそのとおりで

あろうと思っております。ただ、土日、集客が混み合う場面におきましては数百名のお客

様が一緒に退場されたりだったり、大量のごみが分別もなされずにそのまま集積されると

いった事態が過去にはあった。そのものを分別をしながら適正に処理をしていく、その手

法がなかなかその当時は難しいということで今の現状になったかと思っております。ただ、

先ほど係長から申しましたとおり、今現在今の指定管理者と、新たに今年度から新しい指

定管理になったわけですけれども、その中において改善項目の一つとして、先ほど料金を

いただいてでもと、そういったものも踏まえましてごみの管理方法、分別方法、あと排出

をしなければいけませんけれども、その方法も関連のところと確認をしていただいて、今

期はなかなか難しいのかもしれないのですけれども、来期に向けて改善をしていこうと、

そういった思いで今のところは協議を重ねている。そういったところで今のところはご理

解をいただければと思っております。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 何度も何度ものご質問になりますけれども、先ほどの常室ラボの件について

ですが、私は非常に常室ラボいい事業だというふうに思っておりますが、町民の方からや

っぱり不明確だということが言われるというのは運営とお金の流れのところが一番大きい

のかなと思っておりまして、先ほども安藤議員からご質問ありましたとおり、説明資料22ペ

ージの常室ラボ運営事業負担金というところでのお金と説明資料12ページの浦幌町地域お

こし協力隊コーディネート業務委託料の常室ラボの運営というところのお金、この内容の

違いというのをご説明してもらいたいです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 まず、私のほうから常室ラボの運営負担金につきまして改めて説明をさ

せていただきます。 

 まず、大きくは、先ほども１度説明をさせていただいたかと思いますけれども、旧常室

小学校自体を開館するための光熱水費、これに係る予算、その部分と、あとは先ほどの業

者委託をしている本州からの人材育成ですとか、国際交流ですとか、あとさまざまなその

施設を活用したイベント、そういったものの企画運営事業、その運営事業費と施設を維持

していくための施設利用料、その部分についてのみ運営委員会での負担金としての予算の

組み方というふうになっています。 

 以上です。 
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〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 それでは、コーディネートのほうの業務の内容についてご説

明をさせていただきたいと思います。 

 先ほども私どものほうで答えさせていただきましたけれども、おおむねコーディネータ

ーの業務として経費として見ていますのは、隊員の活動の調整、指導及び支援ということ

で、足りない部分ですとか動けない部分をこうしたらいいよというアドバイスをしてもら

うというのが１つと、それから活動実績の取りまとめということで、必ず毎月１遍、何日

に何の業務を何時間したかということで、時間の管理もしなければなりませんので、そう

いった報告を取りまとめて出してもらっているというようなことです。それから、隊員が

研修に行きたいという場合のコーディネートですとか、それにかかわる経費。それと、人

的なコーディネートのほかに、協力隊員につきましては手当がないということで、車の借

り上げですとか携帯の部分についてはコーディネート料に上乗せをしまして、それを協力

隊員のほうに支払ってもらうというようなこともしておりますので、そういうものをもろ

もろ含めた中でコーディネート料ということでお支払いをしているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今のコーディネートのほうの支払い内容ということで、こちらのお金はコー

ディネートされている企業様に払っているわけですけれども、協力隊の活動報告ですとか、

そういう報告内容の件につきまして、これは協力隊の方自身がやるということはできない

ということでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 協力隊のことですけれども、基本的には勤務時間は38時間

45分と定めておりまして、個人が全てその中で調整するというのはなかなか難しいと思い

ます。38時間45分を超えて勤務した場合については、この日に休んでくださいとかという

部分、その労務管理もありますので、それを全て自分でやるとなるとなかなか難しいのも

ありますし、本人がやることになると出しにくかったり気兼ねがあったりという、そうい

う部分もありますので、そこはコーディネーター料でしっかりお支払いをしているので、

そこの管理はしっかりしてくださいということで、その経費につきましても国のほうで認

められている経費でございますので、そういうような形で進めていきたいというふうに思

ってございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今の答弁の中での質問になりますが、労務管理というのは役場ではできない、

忙しくでできないということですか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 身分の関係で、基本的に私どもと雇用契約というのは結んでいなくて、委嘱行為をして

いるものですから、立場がまず違うということで、私どもが労務管理をするという立場に

はないということでご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 わかりました。 

 あと、常室ラボの件なのですが、常室ラボ運営事業負担金というのもこちらは地方交付

税交付金で補填してもらっているということでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 常室ラボ運営事業負担金、こちらに対して国のそういった支援といった

ものはございません。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 説明資料の23ページ、畜産振興費の中で模範牧場の件になるのですけれども、

収支につきましては29年度は非常に大きなマイナスが出まして、30年はプラスということ

なのですけれども、この改善というのはどのような改善なされたのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 ただいまご指摘のとおり、平成29年度には大きな赤字、それに転じて30年

度においては若干の黒字という決算になってございます。その黒字に転じた要因といたし

ましては、29年度におきましては飼料作物の収穫ができなかったことによって購入牧草が

ふえてしまった。そういったものも赤字の一つの要因。加えて、草地管理を行う上での施

肥量が多かった。そういった複数の要件が重なったことによって29年度は大きな赤字を計

上してしまったというふうにまず理解をしております。30年度におきましては、草の収穫

が好調であったがために購入牧草といったものがまずなかった、このことが１点と、29年

度に施肥を大きく行ったことによって施肥代が押さえられた。それに加えて、29年度の赤

字を踏まえて30年度においては一般管理経費等々も省力化された。その結果黒字に転じた

というふうに理解をしているところでございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 わかったようなわからないようなことなのですけれども、今は利用者と指定管

理者、そして役場が入った懇談というのは、これは常時続けているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 
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〇小川産業課長 懇談の管理者と利用者、町と３者が合同でというお話でございますけれ

ども、昨年の審議会委員の設置条例等々から、たびたびとそういったことを町として計画

を組織立てをしてやってまいりました。その３者の会談の一環ではございますけれども、

まず第１回の審議会というものを昨年の10月に開催をして、その場面におきましても、指

定管理者はその場面にはいないわけですけれども、利用者の方々のさまざまな意見であっ

たり、こういった改善があったらいいのではないか、そういったご意見をいただいており

ます。第２回目の審議会を11月の上旬に、６日ですけれども、その場面で開催をしており

まして、その場面においても第１回目の審議会同様、さまざまな改善点を挙げられており

ます。その後、審議会自体は答申、諮問の関係でございますので、哺育料の改定、これに

ついて答申をいただいて、その場面の審議会は解散ということでございますが、その審議

会をもとにして利用者と指定管理者と３者で今度は会議といいますか、模範牧場そのもの

において現地に集合する形において本年の２月20日の日に３者における検討会、協議会、

打ち合わせの場面、意見交換会ですか、そういったものを設けて、お互いの意見、それら

を共有している。そういった状態でございまして、今後におきましてもそういったものは

継続してやってまいりたいというふうに考えているところです。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 今後においても継続ということで、これはお互いに信頼関係が一番大事でない

かなというふうに思いますので、利用者からのいろいろ不満というのは本当に解消される

ように運営をしていただきたいなと思います。 

 それと、審議会のときに草地の更新ということでお話が多分出ていたと思うのですけれ

ども、こちらのほうはどのようになっているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 参事。 

〇小林産業課参事 森議員のご質問にお答えいたします。 

 議員おっしゃられたとおり、草地の更新について審議会等でお話がありました。それで、

現在草地の調査を５月から行っております。それで、最後の調査が９月、今月です。それ

まで調査期間が少々かかるものですから、年間の対象草地がどれぐらいあるのかだとかと

いうのは時間がかかりますので、今現在その調査結果待ちというような形になっておりま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 ということは、今調査ということは、今年はこの更新はもう時期的に無理なの

かなというふうに思っておりますけれども、そういう面では良質な牧草、これは一番大事

なことであろうかなというふうにも思っております。私は、模範牧場の使命は前からお話

ししておりますように、酪農家の皆さんの人手不足の解消、そして預かっている牛が酪農

家さんの後継者、跡取りの牛ですから、そういう面では今までどおりというのですか、不
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満のないように管理運営をしていただきたいなと思います。 

〇田村議長 産業課長。 

〇小川産業課長 これまでも利用者との懇談の場面で確かに草地の質に関する疑問がたく

さんの場面で投げかけられているということも事実でございます。先ほど参事が話しまし

たように、その調査結果、まだこれから出てくるわけですけれども、それらの結果を踏ま

えながら、指定管理者、利用者、町ともに情報を共有しながら対応してまいりたい。ただ、

草地更新と一概に申しましても、広大な面積を有する場所でございます。そういった財政

負担であったりですとか、地形的要因であったりですとか、どのような形態、形がいいの

か、そういったものも見きわめながら、よりよい飼料、それが収集できるような形を、今

後も利用者の利用しやすいような管理運営も含めて指定管理者、利用者ともに協議をして

まいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時１８分  休憩 

午後 １時３０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。 

 

    ◎発言の訂正 

〇田村議長 先ほど午前中の質問の中で産業課長から発言の申し出があり、これを許した

いと思います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 お許しをいただきましたので、訂正発言をさせていただきたいと思いま

す。 

 午前中の審議の中の労働費、労働諸費の中の常室ラボ運営事業負担金、これに係る財源

内訳に関するご質問が沼尾議員よりございました。それに対しまして、私のほうから交付

金等の国のお金は一切この負担金には入っていないというお答えをさせていただきました

けれども、正しくは地方創生推進交付金、こちらのほうが125万円、常室ラボ運営事業負担

金、こちらに地方創生推進交付金125万円が使われておりましたので、おわびして訂正をさ
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せていただきたいと思います。大変申しわけございませんでした。 

〇田村議長 ただいま産業課長のほうより発言の訂正について報告をいただきました。 

 したがって、この申し出は本会議の記録に残りますので、これをもって了承いただきた

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。 

 

    ◎日程第１ 認定第１号（続行） 

〇田村議長 次に、６款３項１目水産業総務費から11款２項２目水産業施設災害応急費ま

での説明を求めます。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 それでは、決算書35ページをごらん願います。６款農林水産業費、３項

水産業費、１目水産業総務費、この目につきましては水産行政に係る人件費等に要した経

費でございます。特に説明を加える事項はございません。 

 ２目水産業振興費、説明資料につきましては27ページから28ページをごらん願います。

この目につきましては、水産業の振興及び厚内漁港の管理に要した経費でございます。13節

委託料、15節工事請負費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料に記載

のとおりでございます。 

 続きまして、決算書35ページから36ページをごらん願います。あわせまして説明資料に

つきましては28ページをごらん願います。７款１項商工費、１目商工振興費、この目につ

きましては商工事務関係職員の人件費及び商工業の振興対策に要した経費でございます。

８節報償費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料に記載のとおりでご

ざいます。不用額の19節負担金、補助及び交付金につきましては、商工関係事業等補助金

の執行残でございます。 

 ２目観光費、説明資料につきましては28ページ下段から29ページをごらん願います。こ

の目につきましては、観光振興及び観光施設の維持管理等に要した経費でございます。８

節報償費、11節需用費、12節役務費、13節委託料、18節備品購入費、19節負担金、補助及

び交付金並びに道の駅うらほろ利用実績、留真温泉利用実績につきましては、説明資料に

記載のとおりでございます。 

 ３目工業対策費、この目につきましては企業対策に要した経費でございます。特に説明

する事項はございません。 

 決算書の48ページをごらん願います。11款災害復旧費、２項農林水産施設災害復旧費、

１目農業施設災害応急費、この目につきましては農業用施設に対する災害発生時に応急的

に復旧を行うために必要となる経費でございます。 

 ２目水産業施設災害応急費、この目につきましては水産業用施設に対する災害発生時に

応急的に復旧を行うために必要となる経費でございます。 
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 いずれも平成30年度における執行はございませんでした。 

 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。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 １時３６分  休憩 

午後 １時３７分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き審議を再開いたします。 

 次に、２款１項４目自動車管理費から８款２項３目道路建設補助事業費までの説明を求

めます。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 決算書17ページをお開き願います。あわせて説明資料11ページをごらん

願います。２款総務費、１項総務管理費、４目自動車管理費、この科目につきましては施

設課で維持管理している車両44台分の経費でございます。車両の内訳及び18節備品購入費

につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。不用額の11節需用費、12節役務

費につきましては、燃料費及び車検整備などにかかわる消耗品、修繕料、手数料の執行残

でございます。 

 28ページをお開き願います。あわせて説明資料20ページをごらん願います。３款民生費、

３項老人福祉費、４目町民バス管理費、この科目につきましては町民バスの運行及び管理

に関する経費でございます。運行管理実績につきましては、説明資料に記載のとおりでご

ざいます。不用額の11節需用費につきましては燃料費等の執行残で、14節使用料及び賃借

料につきましては各種団体の研修、視察等にかかわるバス借り上げ料の執行残でございま

す。 

 決算書33ページから34ページをお開き願います。あわせて説明資料25ページから26ペー

ジをごらん願います。６款農林水産業費、１項農業費、７目飲料営農用水対策費、この科

目につきましては営農用水施設の用地借り上げ料にかかわる内容でございます。特に説明

する事項はございません。 

 ９目地籍調査費、この科目につきましては地籍調査業務にかかわる経費で、継続調査地

区として常豊の一部地区9.28平方キロメートル、新規地区として福山及び炭山、常豊の一

部地区9.17平方キロメートル、常室及び常豊の一部地区3.29平方キロメートルの地籍調査

を実施した内容でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料につきましては、説明

資料に記載のとおりでございます。不用額の13節委託料、14節使用料及び賃借料につきま

しては、地籍測量委託業務及び地籍管理システムにかかわる借り上げ料の執行残でござい



 － 36 － 

ます。 

 決算書36ページから37ページをお開き願います。土木管理費及び道路橋梁費につきまし

ては、説明資料29ページから30ページをごらん願います。８款土木費、１項土木管理費、

１目土木総務費、この科目につきましては施設課職員にかかわる人件費、事務費及び道路

台帳修正業務にかかわる内容でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金に

つきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、この科目につきましては維持係の人件費及び建

設機械14台の年間維持管理費の内容でございます。不用額の11節需用費につきましては土

木維持車両の修繕料及び除雪などにかかわる燃料費の執行残で、12節役務費につきまして

は車検整備などにかかわる手数料の執行残でございます。 

 ２目道路維持事業費、町道258路線、実延長298キロを維持管理する内容でございます。

13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費につきましては、説明資料に記載の

とおりでございます。不用額の11節需用費につきましては道路施設にかかわる修繕の執行

残で、14節使用料及び賃借料につきましては除雪作業にかかわる執行残でございます。 

 ３目道路建設補助事業費、社会資本整備総合交付金で実施する道路改良舗装３路線、舗

装修繕１路線、橋梁長寿命化修繕計画による橋梁補修３橋、橋梁点検18橋、また今後予定

する工事のための調査設計委託業務の内容でございます。13節委託料、15節工事請負費、

17節公有財産購入費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料に記載のと

おりでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 10番、森議員。 

〇森議員 決算書の17ページ、自動車管理費の関係でお伺いをいたします。 

 需用費の中には、これ先ほど燃料代というようなお話だったのですけれども、経費は燃

料代だけですか。自賠責だとか任意保険等の経費というのはこの中で考えてよろしいので

すか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長補佐。 

〇佐々木施設課長補佐 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 公用自動車管理の需用費の内訳につきましては、車両に係りますオイル等の消耗品並び

に燃料費並びに公用車管理しております施設の電気料等の光熱費、あわせまして修繕料の

経費となっております。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 そうしますと自賠責だとか任意保険というのはこの中に入っていないというこ

と、どの科目で見ればわかるのですか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 課長補佐。 

〇佐々木施設課長補佐 自賠責保険にかかりましては、役務費の中で支出しております。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 需用費の燃料の消費の金額なのですけれども、ここに書いてある支払い済み、

この金額が大体燃料というように考えてよろしいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 答弁調整のために暫時休憩いたします。 

 

午後 １時４８分  休憩 

午後 １時４９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き審議を続けます。 

 答弁願います。 

 課長補佐。 

〇佐々木施設課長補佐 需用費の総額の支出1,401万8,000円のうち、燃料費につきまして

は408万8,000円となっております。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 全体の燃料費が408万8,000円ですか。わかりました。 

 それと、もう一点なのですけれども、説明資料の11ページ、備品購入費の中で公用車購

入されていますけれども、これは入札者は何社あったのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 課長補佐。 

〇佐々木施設課長補佐 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 入札者におかれましては、３台車両購入しておりまして、入札者は１社となっておりま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 施設課長。 

〇早瀬施設課長 私のほうから追加説明させていただきたいと思います。 

 ただいまの公用車の購入についての会社のほうなのですけれども、町内での購買の観点

から、町内企業の１社について随意契約により契約をさせていただいております。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 
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 次に、８款３項１目河川管理費から11款１項１目公共土木施設災害応急費までの説明を

求めます。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 決算書37ページから39ページをお開き願います。河川費から住宅費につ

きましては、説明資料32ページから33ページをごらん願います。３項河川費、１目河川管

理費、町が管理する215の普通河川の維持管理及び道管理河川の樋門管理委託業務、国所管

救急排水施設の管理委託業務を行う内容でございます。７節賃金、13節委託料、14節使用

料及び賃借料、15節工事請負費につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。

不用額の13節委託料につきましては、救急排水施設管理委託業務の執行残でございます。 

 ４項都市計画費、１目都市計画総務費、都市計画にかかわる経費でございます。特に説

明する事項はございません。 

 ２目公共下水道費、公共下水道特別会計への繰出金でございます。 

 ３目公園緑地管理費、この科目につきましては中央広場、駅前広場、ポケットパーク、

児童公園などの維持管理及び森林公園ほか町有地の草刈りなどにかかわる内容でございま

す。13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。

不用額の11節需用費につきましては、施設維持管理のための燃料代及び光熱水費並びに修

繕料の執行残でございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費、この科目につきましては建築業務関係職員にかかわる人

件費、事務費のほか、町営住宅483戸、町有住宅10戸、雑種家屋58戸の維持管理、町営住宅

運営委員会及び住宅リフォーム補助金にかかわる内容でございます。15節工事請負費、19節

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

の11節需用費、12節役務費、13節委託料につきましては施設維持管理のための光熱水費及

び廃棄物処理手数料並びに環境整備委託料の執行残で、19節負担金、補助及び交付金につ

きましては木造住宅耐震診断補助金の未執行によるものと住宅リフォーム補助金の執行残

でございます。 

 ２目公営住宅建築費、この科目につきましては公営住宅の施設整備工事などを行う内容

でございます。13節委託料、15節工事請負費、17節公有財産購入費、22節補償、補填及び

賠償金につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 48ページをお開き願います。11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目公共

土木施設災害応急費、この科目につきましては災害が発生したときの応急費でありまして、

負担金のみの執行内容でございます。 

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

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、阿部議員。 

〇阿部議員 河川費のところなのですけれども、説明資料32ページということなのですけ

れども、以前から私及び地域の方たちから恐らく要望等が上がっておると思うのですけれ
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ども、直接浦幌町の河川ということでなくて、道河川になるのですけれども、その堤内及

び堤外の立木といいますか、それのほうの処理を若干お願いしたいという意見があります。

それで、私どもいろんな形の中でお願いしていただくようにしているのですけれども、年々

繁茂が厳しくて、なかなか簡単には処理ができないということなので、その件について町

として少し力を入れていただきたいなということをお聞きしたいのですが、いかがなもの

だろうかとお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 道河川の部分につきましては、直接町の管理ではないのですけれども、要望等に関しま

しては私どものほうで対応しておりますので、情報提供させていただきたいと思いますけ

れども、一部相川の道河川につきましては実施する見込みが立ったということでお話があ

りまして、間もなく地区に説明会が行われるようになっております。概要はまだ詳細私ど

ももわかっていないのですけれども、一緒にその説明会にお邪魔しながら内容を確認して

いきたいと思いましております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 管轄外だということがわかったのですけれども、そっちのほうの話若干聞い

ているのですけれども、相川だけの話なのだろうか、それともある程度地区全体の川を通

しての話なのだろうか、その辺詳しく。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 今のご質問でございますけれども、概要についてはまだ私ど

も知り得ていないのですけれども、その地区、ある程度エリアはくくられた中での作業が

行われるということで電話で連絡を受けていますので、詳細についてはまだわかっており

ませんので、ご了承いただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 今まちづくり政策課長からお話がありましたけれども、道河川の関係です。

道河川というものはどことどこというのはわかると思うのです。ですから、浦幌川からオ

ベトン川から常室川、自分で見ても把握できると思うのです。堤防内に立木が立っている

というのが。ですから、やっぱりそういうのは町からもどんどん要望していかないと、相

川だけの問題ではないということ。それで、立木がどうして海に出て定置網にひっかかる

かということも含めて、今十勝川やなんかも結構堤防というか、河川敷の立木を伐採して

いますよね。ですから、ああいう形でやっていかないといつまでもそういう定置網の被害

というのがふえるので、そういうのをどんどん町から要望していただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 私の説明が不足で申しわけございませんでした。 

 各団体からも立木につきましては要望がありまして、町長の政務活動の中で各政党に要

望として必ず毎回要望はしておるところでございます。その中で、予算の関係もあってと

いうことでなかなかいい結果は出てこないのですけれども、今回一部事業について実施で

きることになったということでございますので、そこの部分については一緒に説明会に参

加して内容を把握していきたいということでございます。 

 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 質疑なしと認めます。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時０２分  休憩 

午後 ２時０３分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き審議を再開いたします。 

 次に、２款１項８目支所費及び６款１項４目農業団地センター管理費の説明を求めます。 

 上浦幌支所長。 

〇山本上浦幌支所長 決算書の18ページ、あわせまして説明資料は14ページをお開き願い

ます。２款総務費、１項総務管理費、８目支所費、この目につきましては上浦幌支所の業

務執行に要した経費でございます。13節委託料につきましては、説明資料に記載のとおり

でございます。 

 続きまして、決算書の32ページ、あわせまして説明資料は23ページをお開き願います。

６款農林水産業費、１項農業費、４目農業団地センター管理費、この目につきましては浦

幌町農業団地センターの維持管理に要した経費でございます。13節委託料につきましては、

説明資料に記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議ください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、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。 

 次に、６款１項１目農業委員会費の説明を求めます。 

 農業委員会事務局長。 

〇坂下農業委員会事務局長 決算書31ページをごらん願います。あわせまして説明資料に

つきましては22ページ中段をごらん願います。６款農林水産業費、１項農業費、１目農業
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委員会費、この科目につきましては農業委員13名の活動費、事務局費及び農業者年金業務

に要する経費でございます。13節委託料につきましては、説明資料22ページに記載のとお

りでございます。なお、農業委員会の活動内容でございますが、農業委員会総会を11回開

催するとともに、農地の利用調整のため農用地利用調整会議を４回、権利者調整委員会を

７回開催するなど、担い手の農地利用の集積を推進しております。また、農業者年金業務

につきましては、平成31年３月末現在、年金加入者が192名、年金受給者は211名で、新規

加入の推進や年金請求等の事務を行っております。 

 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。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時０７分  休憩 

午後 ２時０８分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き審議を再開いたします。 

 次に、２款１項11目成人式費から10款３項４目スクールバス管理費までの説明を求めま

す。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 決算書19ページ中段をごらんください。２款総務費、１項総務管理費、

11目成人式費、この目につきましては平成31年成人式に要した経費で、対象者51人中37人

が出席し、出席率は72.5％でございました。この目は、特に説明を加えることはございま

せん。 

 続いて、ページが飛びます。決算書の40ページ下段をごらん願います。あわせまして説

明資料の35ページをごらん願います。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、

この目につきましては教育委員４名の報酬、費用弁償などの教育委員会の運営に要した経

費でございます。教育委員会の会議は、定例会を12回、臨時会を１回開催しております。 

 決算書の40ページ下段から41ページ上段をごらん願います。２目事務局費、この目につ

きましては教育委員会事務局の運営や職員人件費、小中一貫コミュニティ・スクール事業

等に要した経費でございます。19節負担金、補助及び交付金については、説明資料35ペー

ジ上段に記載のとおりでございます。 

 次に、２項小学校費は決算書の41ページ中段から42ページをごらん願います。あわせま

して説明資料の35ページ上段から36ページをごらん願います。２項小学校費、１目学校管

理費、この目につきましては小学校２校、児童数203名、教員数28名に係る学校経営、設備

維持に要した経費でございます。11節需用費、13節委託料、15節工事請負費、18節備品購
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入費につきましては、説明資料35ページ上段に記載のとおりでございます。 

 決算書41ページの下段から42ページの上段をごらん願います。２目教育振興費、この目

につきましては小学校２校の教育振興のための事務委託や関係団体への事業支援、学校給

食費の補助、要、準要保護児童学用品等の支出などに要した経費でございます。18節備品

購入費、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費については、説明資料35ページの中段

に記載のとおりでございます。 

 ３目特別支援教育振興費、この目につきましては浦幌小学校に４学級、上浦幌中央小学

校に２学級開設しておりました特別支援学級の運営経費でございます。学級の内訳は、浦

幌小学校に知的障がい１学級、言語障がい１学級、情緒障がい２学級の４学級が、上浦幌

中央小学校は言語障がい１学級、情緒障がい１学級でございます。19節負担金、補助及び

交付金については、説明資料36ページの上段に記載のとおりでございます。 

 ４目簡易水泳プール管理費、この目につきましては上浦幌中央小学校に設置しておりま

す学校プールの維持管理に要した経費でございます。この目は、特に説明を加えることは

ございません。 

 ５目学校保健費、この目につきましては小中学校の児童生徒及び教職員の健康診断等に

要した経費でございます。13節委託料については、説明資料36ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 次に、３項中学校費は決算書の42ページ下段から44ページをごらん願います。あわせま

して説明資料の36ページ中段から37ページをごらん願います。３項中学校費、１目学校管

理費、この目につきましては中学校２校、生徒数101人、教職員数27人に係る学校経営、施

設維持に要した経費でございます。13節委託料、18節備品購入費については、説明資料36ペ

ージ中段に記載のとおりでございます。 

 決算書43ページの中段をごらん願います。２目教育振興費、この目につきましては中学

校２校の教育振興のための関係団体への事業支援、外国語指導助手の配置に要した経費、

学校給食費の補助、要、準要保護生徒学用品等の支出などに要した経費でございます。18節

備品購入費、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費については、説明資料36ページ中

段に記載のとおりでございます。 

 ３目特別支援教育振興費、この目につきましては浦幌中学校に２学級開設しております

特別支援学級の運営経費でございます。学級の内訳は、言語障がい、情緒障がいの各１学

級でございます。 

 ４目スクールバス管理費、この目につきましてはスクールバス８路線に係る人件費及び

運行管理費でございます。13節委託料、15節工事請負費については、説明資料36ページ下

段から37ページに記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、安藤議員。 
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〇安藤議員 スクールバス管理費の関係でお伺いしたいと思います。 

 スクールバス８路線ということですが、直営の分と委託の分あると思うのですが、直営

の分は報酬で払われているのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 直営につきましては、上浦幌３路線、それから下浦幌の市街路線２路線

でございます。それぞれ４路線につきましては報酬、そして１路線につきましては町直営

というような内容でございます。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 今年の３月のときの予算審議にもお話ししたのですが、説明資料の37ページ

の委託料の運転業務、これ業者に540万円で請け負わせているということです。今言われた

報酬の関係、１人当たり300万円か400万円か、そのぐらいかなと思うのですが、こっちの

委託のほうでどうしても委託業者に運行させないとならないのか、それとも今後全て直営

でやれるのかどうか、それをお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいま安藤議員からご質問あった内容でございますが、スクールバス

運行業務につきましては十勝太、それから留真幾千世線、そして吉野線ということで３路

線につきましては業者委託ということになっております。この委託につきましては、現在

業者委託ということでございますが、実際にこれが直営ということになりますと、そこで

運転するドライバーという人材の確保をしなければならないということになってきます。

そうなってくると、ドライバーの人材確保というような部分については今の現状では非常

に厳しいというような内容でございますので、この３路線につきましては現状のところ委

託というような形で考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 それはわかるのですけれども、業者のほうについての運転業務されている方、

この方は私見る限りでは浦幌の方がやっているのかなと思っております。結局全部を直営

にするということで今後募集をかけるとか、そういうことをしない限り今課長の言われた

ようなことというのは解消しないと思います。これをやることによって本当に300万円も

400万円も町費が浮くと私は思われます。そういうことで、前向きに考えていかないとこう

いう問題は解決しないのでないかなと。これが全部本当に上浦幌も下浦幌もみんな全て業

者委託というのであればわかるのですが、こういうふうなことで、今までこうだったから

このままやるのだということでは財政の改革にも何にもならないのでないかと私は思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまの質問でございますが、まず先ほども説明しましたとおり、ド

ライバーさんの人材確保が非常に厳しいと、これはどの産業でも現在そうですが、なかな

か運転業務に携わってくれる方がいらっしゃらないというのが現実的にございます。また、

ここに各委託料540万円というふうに記載されておりますが、この540万円の中は全てが人

件費ではないということをご理解いただきたいと思います。この中につきましては、車の

修繕費、それから維持経費、それも含めての540万円だということでご理解願いたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 車と言いますけれども、車は業者持ちなのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 このスクールバスにつきましては、教育委員会所有のスクールバスを貸

し付けております。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 その車の修繕費だとか、そういうものというのはなぜ委託の業者で支払って

いるのか、その辺お聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 大変申しわけありませんでした。ちょっと私の説明の誤りを訂正させて

いただきたいと思います。 

 修繕費、それから燃料代につきましては町で負担しております。大変申しわけありませ

んでした。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 そういうことであれば別に業者に委託することでもないのでないかなと思い

ますけれども、運転業務する方がいないというか、時期を見て早目に募集をかけるなりな

んなりということが私は必要でないかと思います。今こういうふうに経費がかさむ時代に、

ただこのように、多分入札行為か何かされているのかもしれませんけれども、業者に委託

すると。ほかのものが業者に委託しているのであればいいけれども、この３路線だけ業者

というのはちょっとおかしいといいますか、経費節減のためにその辺も考えていっていた

だければと思いますが、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 大変申しわけありません。 

 繰り返しの説明になりますけれども、今の現状ではドライバーを確保するということは

非常に難しいというふうに判断しております。情勢が変わればまた別といたしますが、現
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状では大変確保が難しいというような形で、委託というような考え方で今現在のところは、

また情勢が変われば変わりますが、現在のところは委託ということで考えていきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 今のところはという、そのお答えがちょっと私にはわからない。やっぱりそ

れなりの募集行為もして、その時点でもういないのだということであれば業者委託もやむ

を得ないのかなと私は思いますけれども、その辺どう思いますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 募集かけて、やむを得ない場合というようなただいまの安藤議員のご質

問でございますが、現在毎日交通に委託しております。そこには既に会社の社員もいると

いうこともございます。会社の社員につきましては、そこで生計を立てているというよう

な状況でもございますので、この辺のところは慎重に委託から直営という部分につきまし

ては考えていきたいと思っております。本当に繰り返しで申しわけありませんが、今のと

ころは委託ということでご理解願いたいと思います。よろしくお願いします。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 これ幾ら言っても堂々めぐりなのですけれども、こういうふうに直営でやっ

ていますということが現実にある限りは、そちらのほうに方向転換していくということで

ないと、いつまでもこの業者にずっとやってもらうということにはならないのでないかな

と思います。ですから、新年度に向けてもう少し検討していただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいま新年度に向けての検討というようなお示しがございましたが、

新年度に向けての検討ということも考えられますけれども、しかしながら現状では委託と

いう方向で来年度に向けても考えていきたいと思います。ただし、先ほども言いましたよ

うに、情勢が変われば委託から直営ということも考えられますので、そのところにつきま

してはご理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 何回言っても堂々めぐりなのですけれども、教育委員会の関係といってもや

っぱり町の予算も使っているということなので、この辺町長、副町長、どう思われますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

（「ちょっと休憩」の声あり） 

〇田村議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時２７分  休憩 

午後 ２時３１分  再開 
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〇田村議長 会議を開きます。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時３１分  休憩 

午後 ２時５７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。 

 先ほど休憩前の質問に対して答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 大変申しわけありません。先ほど私が説明しました事項について再訂正

させていただきたいと思います。 

 この委託料の中に燃料費、それから修繕費等は含まれていないという説明をさせていた

だきましたが、燃料費、それから車両保険料ですとか対人保険料等々の保険料、それから

車検整備料、修繕料等はこの委託料の中に全て含まれているということで私のほうの説明

を訂正させていただきたいと思います。大変申しわけありませんでした。 

 それで、先ほどの説明になりますが、今説明したとおり、この540万円の中には、例えば

十勝太線540万円の中には人件費、それから車の車両保険料、その他もろもろ、対人保険料

ですとか、ガソリン代、燃料代、車検整備、ほか修繕料一式含まれての委託料となってお

りますので、そうなりますと上浦幌の３路線につきましては直営ということで嘱託職員と

してドライバーにつきましては報償費で払っていますので、それプラス私が先ほど言いま

した燃料代、それから車検整備一式代、その他もろもろの修繕料、そして保険料、それを

含めますと上浦幌の直営で行っているスクールバスと、それから今下浦幌で委託をかけて

いるスクールバスの委託料とさほど差異がないということで説明をさせていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりましたけれども、ただ自動車管理費のほうで施設課で管理している中

にはスクールバス８台も含まれているのですが、それのところは今言われた保険代だとか、

そういうものは入っていないということでよろしいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 説明資料の11ページにあります自動車管理費の記載事項の内容でござい
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ますけれども、この部分につきましてはあくまでも庁舎全体で使用している公用車という

ことで、公用車全体に伴う管理車両を表現しているものとなっております。ということな

ので、自動車管理費の中のバスの項目の中にはスクールバス、町民バスというふうに記載

はされていますけれども、その部分に伴う管理経費につきましてはこの中には入っていな

いということです。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 どちらにしても、先ほど言ったようにこの委託業務について今後検討願えれ

ばと私は思います。よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 スクールバスと総じて委託管理という問題であります。結果的に今町で嘱託

職員として手配しているバスの運行と委託業務をしているバスの運行というのは、実質的

に経費的には変わらないということを今ご説明をさせていただきました。その中で何が変

わるかというと、やはり運転手の手配であります。運転手の手配が今大変な時代になって

いるというのはご存じのとおりでありまして、そういう面においては人の手配を委託業者

に任せることができるということでのメリットはあるのだろうなというふうに思います。

ただ、これからスクールバスの運行自体がどう変わっていくかというのはこれからの状況

によってわからないということで、先ほど教育委員会のほうからお話をしたのは今後の子

どもの数の問題、学校の問題等々含めて運行状態がどうなるかわからないので、そのとき

に応じていろんな考え方を持っていきたいということだろうというふうに思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 次に、10款５項１目社会教育総務費から６項４目給食センター改築事業費までの説明を

求めます。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 次に、５項社会教育費は決算書の44ページ下段から46ページをごらん願

います。あわせまして説明資料の37ページ中段から38ページをごらん願います。５項社会

教育費、１目社会教育総務費、この目につきましては社会教育、文化振興及び文化財保護

並びに職員人件費に要した経費でございます。19節負担金、補助及び交付金につきまして

は、説明資料37ページ中段に記載のとおりでございます。 

 決算書45ページ上段をごらん願います。２目公民館運営費、この目につきましては町内

４つの公民館の管理運営に要した経費でございます。13節委託料、15節工事請負費、18節

備品購入費については、説明資料37ページ中段に記載のとおりでございます。 
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 ３目博物館費、この目につきましては博物館の管理運営に要した経費です。18節備品購

入費については、説明資料37ページ下段に記載のとおりでございます。 

 ４目高齢者学級開設費、この目につきましては高齢者を対象として４つの公民館ごとに

開設している寿大学の運営と寿大学生が一堂に会する４寿大学交流会に要した経費でござ

います。この目は、特に説明を加えることはございません。 

 決算書46ページ上段をごらん願います。５目青少年教育費、この目につきましては子ど

も会や少年教育に要した経費でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金に

ついては、説明資料37ページ下段から38ページに記載のとおりでございます。 

 ６目家庭教育学級開設費、この目につきましては小学校の校下に開設されている家庭教

育学級２学級の運営に要した経費です。この目は、特に説明を加えることはございません。 

 ７目図書館管理費、この目につきましては図書館の管理運営及び教育文化センターの管

理に要した経費でございます。11節需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備

品購入費については、説明資料38ページ上段に記載のとおりでございます。 

 次に、６項保健体育費は決算書の47ページから48ページをごらん願います。あわせまし

て説明資料の38ページ中段から39ページをごらん願います。６項保健体育費、１目社会体

育総務費、この目につきましては社会体育全般及び職員人件費に要した経費でございます。

19節負担金、補助及び交付金については、説明資料38ページ中段に記載のとおりでござい

ます。 

 ２目社会体育施設費、この目につきましては町民球場、アイスアリーナ、町民スケート

リンク、パークゴルフ場、総合スポーツセンター、スイミングプール、健康公園の管理運

営及び学校開放事業に要した経費でございます。13節委託料、15節工事請負費、18節備品

購入費については、説明資料38ページ中段から39ページに記載のとおりでございます。 

 決算書47ページ下段から48ページをごらん願います。３目給食センター管理費、この目

につきましては給食センターの管理運営に要した経費でございます。13節委託料について

は、説明資料39ページに記載のとおりでございます。平成30年度の学校給食センターの稼

働日数は205日間で、製造食数は前年度比1,453食減の７万7,116食でございました。 

 次に、４目給食センター改築事業費、この目につきましては平成30年４月に供用開始い

たしました給食センターの改築、外構工事及び旧給食センターの解体等に要した経費でご

ざいます。13節委託料、15節工事請負費については、説明資料39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、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。 

 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 公民館の関係でお伺いしたいと思います。 

 公民館運営費です。各公民館に協議会といいますか、あると思うのですが、３月の定例

会のときにも申し上げましたが、吉野公民館のトイレの洋式化でございますが、その後検
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討されているのかどうかお伺いしたいと思います。吉野公民館、30年度は478人と利用人数

が増加していると、そういう中でも利用者からどうしても洋式化ということが今でも訴え

られております。その辺についてお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇山本副町長 ただいま吉野公民館も含めて公民館等のトイレの洋式化というご質問です

けれども、これまでも予算委員会とかの中でもこういったお話がありまして、公共施設に

つきましてほかにも地域会館とかあるわけなのですけれども、今回吉野公民館につきまし

ても南浦幌の区長会からもそういった要望ということで今年度になりましてから改めて洋

式化の整備をしてほしいという要望が上がっております。それで、ただいま申し上げまし

たけれども、公共施設全体の洋式化ということにつきまして今庁内のほうで検討を進めて

おりまして、地域会館、それから観光施設、そしてこういった高齢者等が使います施設と

か教育委員会の施設もございますけれども、トータル的に今年度調査を行ってまいりまし

て、内部的には現場の状況とか、そういったものも一まとめすることができました。ただ、

全部の施設を比べますと全体で53施設あるのですけれども、そのうち23の施設については

洋式化が完了しているということで、そのほかの施設、ただいま申し上げました公民館等

も入るわけなのですけれども、その整備につきましては今調査がまとまった段階で、どこ

から優先的に行うのかとか、それからやり方についてもいろいろ検討している最中でござ

いまして、今後来年度の予算時期等を踏まえながら、内部で詰めながら説明するような形

で考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 説明資料38ページ、13節委託料に総合スポーツセンターと周辺施設利用実績

とあるのですが、健康公園、利用日数167日、利用者数5,399名、利用料金６万1,000円とな

っているのですが、これは健康公園のどの部分の利用を言っているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 社会体育係長。 

〇伊藤教育委員会社会体育係長 ただいまの伊藤議員の質問にご説明させていただきま

す。 

 健康公園の多目的公園を指しております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 多目的公園といいますと、例えばあそこにはパークゴルフをする場所もあり

ますし、マラソンできる道路部分もあるのですが、そういう部分も含まれるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 伊藤係長。 

〇伊藤教育委員会社会体育係長 そうです。含まれます。 
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〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 あそこ無料だと私は認識していたのですが、利用料金６万1,000円というの

は、これはどいうことなのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 社会体育係長。 

〇伊藤教育委員会社会体育係長 有料の部分は、ソフトボール等をやるグラウンドのとこ

ろでお金がかかります。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、利用者数というのは有料部分の人数ということの認識でよろし

いでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 社会体育係長。 

〇伊藤教育委員会社会体育係長 有料の部分の団体、個人の方以外にも、個人で散歩に来

ている方等も草刈りをしている方が人数を把握して数に入れております。利用者数の中に

団体の有料の方も人数として含まれております。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 社会体育係長。 

〇伊藤教育委員会社会体育係長 5,339名の一部の方が有料で利用されています。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、無料で利用されている方というのは先ほど申し上げた芝刈りを

しているときに見かけた人数という、そういうようなアバウトな人数でよろしいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 社会体育係長。 

〇伊藤教育委員会社会体育係長 散歩で来ている方も含まれますし、他に団体で小学生の

らんらんランニングだとか、そういう人数とかも含まれております。 

〇田村議長 教育次長。 

〇熊谷教育次長 大変申しわけありません。 

 ６万1,000円の利用料金につきましては、利用者数5,399名の中の一部の方々が利用料金

を払っていると。その一部の方というのは、先ほど言いました多目的広場、ソフトボール

を行ったりするグラウンド、そこの部分でございます。5,399名という数字というのは、あ

くまでも目視でつかんだ数値ということで、その中には例えばらんらんランニングですと

か、そういうふうに決まった事業がありまして、そのときには大体出席者がわかりますの

で、数は把握できるのですが、それ以外の先ほど伊藤係長が散歩ですとかと言った部分に

ついては目視ではかった利用者数ということでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、目視ではかった人数が何人で、団体で利用している方が何人と
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いう内訳というのは出るのでしょうか。 

〇田村議長 教育次長。 

〇熊谷教育次長 実際に団体というような利用になりますといろいろな事業に参加してい

るので、団体の数はここに書いてある3,011人ということになりますが、ただ目視という部

分については個人で健康公園を利用されていますので、その数というものについては

2,388名の中に目視もいるということでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 済みません、大分しつこいのですけれども、私が聞いていた趣旨としては、

前回一般質問で健康公園5,000人以上の利用があるから、犬の散歩はちょっと難しいよとい

う答弁をいただいたので、それに関連してこれを見ると大分人数が少なくなって、あの答

弁の理由としてはちょっと弱くなるのかなということを確認したくて質問した次第です。

答弁は不要です。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これで歳出の審議を終了いたします。 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 議事の都合により、本日の会議はこの程度にとどめて延会とし、あす９月10日午前10時

から本会議を開くこと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、本日はこれにて延会とし、あす９月10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。 

 

    ◎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 ３時２０分 


