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開議 午後 ６時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は10名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

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。 

 河内委員長。 

〇河内議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 平成28年第１回浦幌町議会定例会の運営について、３月８日午後、議会運営委員会を開

催し、本日11日の運営について協議をいたしましたので、報告いたします。 

 本日の日程は、ナイター議会での一般質問に続き、議案第46号 平成28年度浦幌町一般

会計予算の審議であります。理事者、職員の皆様には時間外の対応にご協力をいただき、

心より感謝を申し上げます。一般質問は、通告順に杉江博議員、福原仁子議員の２名より

３項目の通告がなされております。質問順序は、通告順に指名されるよう議長に申し入れ

ております。また、質問者は通告内容に沿ってわかりやすい質疑を心がけていただきます

ようお願いを申し上げます。活発なる議論を期待いたしまして、議会運営委員長報告とい

たします。 

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 一般質問 

〇田村議長 日程第２、一般質問を行います。 

 一般質問の内容については、会議規則第61条第２項の規定によって、通告した要旨の範

囲内といたします。また、一般質問は、会議規則第61条第５項及び第６項の規定によって、

一問一答方式により行い、質問時間については答弁を含め45分以内といたします。なお、

制限時間３分前には予鈴を１回、終了では終了鈴を２回鳴らしますので、議員並びに理事

者、説明員の皆さんにはわかりやすい質問、答弁となるようご協力のほどをよろしくお願

いいたします。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 初めに、７番、杉江博議員の質問を許します。 

 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 質問を始める前に、ご承知のように本日は東日本大震災５年目ということで、

ただいま黙祷をさせていただいたところでございますが、私のほうからも死者、行方不明

者含めた１万8,000人を超える皆さんに心よりの哀悼の意を表しますとともに、今なお15万
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4,400人が避難生活をしておられると、こうした皆さんにも心からお見舞いを申し上げなが

ら、質問を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 １項目めの質問をさせていただきます。ジャガイモシストセンチュウ駆除対策というこ

とでお伺いをいたします。さきに公表されたジャガイモシストセンチュウの発覚は、管内

７例目とはいえ、町内畑作農家にとって大変重たいニュースでした。加えて、行政、農業

団体、関係機関においても植物防疫の面から重大な発症事例であります。既に北海道の規

定する手続により、ＪＡうらほろジャガイモシストセンチュウ対策本部も立ち上げ、今後

の対応についても協議を始めているとの報告がありました。また、町内では種子馬鈴薯も

生産しており、水際での封じ込めが求められます。今後の具体的対応と行政としての支援

についてお伺いをします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 本日の３月11日、５年前の東日本大震災、非常に多くの犠牲者が発生をいた

しました。本当に心からお悔やみ申し上げますとともに、早い復興、復旧を願うところで

あります。 

 杉江議員の１項目めの質問にお答えをいたします。 

 ジャガイモシストセンチュウの発生につきましては、行政報告において報告をさせてい

ただきましたけれども、次年度馬鈴薯植えつけ予定圃場の土壌検査により、本年２月に本

町で初めてジャガイモシストセンチュウの発生が確認されたところであり、これを受け、

浦幌町農業協同組合、町、十勝農業改良普及センター十勝東部支所ほか農業関係機関で組

織するＪＡうらほろジャガイモシストセンチュウ対策本部を設置し、北海道ジャガイモシ

ストセンチュウ防除対策基本方針及び十勝管内ジャガイモシストセンチュウ対策方針に基

づく今後の対応について協議を行ったところであり、過日十勝総合振興局に対しましても

現段階での取り組みについて説明を行い、情報の共有を図るとともに、各種支援について

要請を行ってきたところであります。 

 本町の畑作の基幹作物である馬鈴薯は、輪作体系上でも必要不可欠な作物であり、また

町内の圃場では多くの種子馬鈴薯の生産も行われていることから、馬鈴薯の生産性を著し

く損なうジャガイモシストセンチュウの発生による本町の農業への影響を憂慮しており、

関係機関が一体となって発生実態の把握とこれ以上の蔓延を防止する対策を進めることが

急務であると認識しているところであります。 

 ご質問の今後の具体的対応と支援についてでありますが、具体的な対応につきましては、

現在関係機関の実務担当者において各種対応について協議が進められているところであ

り、今後は融雪後に発生地域を中心とした土壌診断により発生実態の把握を行い、ジャガ

イモシストセンチュウへの抵抗性品種導入等の営農技術対策、車両や作業機等の洗浄対策、

蔓延防止に向けた普及啓発対策等について対策本部において協議を進めてまいります。ま

た、支援策につきましては、対策本部で具体的な取り組みが協議された中で、既発生町の
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事例も参考にし、北海道とも連携を図りながら対応してまいりたいと考えているところで

あります。 

 以上、杉江議員の１項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいま答弁をいただいた内容は、先般行政報告でもしていただいた内容に

少々色がついているかなという感じのものでありまして、細かな内容がどのようなのかよ

くわからない状況にあります。ご承知のように、ジャガイモシストセンチュウは全国でも

他県で３件でしたか、道内では53例目ということになると思うのですが、幸いに道が示す

対策のガイドライン、また十勝においては既にご承知のように十勝マニュアルといいます

か、それぞれの内容に沿って対応できる。十勝においては、５年間封じ込めができたとい

う実績があるわけです。そういう内容に沿って対応できるということが非常に心強いので

ないかなと思っているわけです。本日の答弁の中でほとんど細かなことに触れられなかっ

たので、どこまで協議、お話しいただけるのかなと思っているわけですが、私の調査の内

容からご質問させていただきますが、発症地域というのは私の資料、調べでは浦幌町字、

字基線とでもいうのでしょうか、そういう範囲の地域というふうな理解でよろしいのでし

ょうか、対策本部としてはまた違う発生地域という受けとめ方をしているのでしょうか、

まず伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問につきましてお答えさせていただきます。 

 発生につきましては、おっしゃいましたとおりに字ということで押さえておりますけれ

ども、これから融雪後に行う土壌検査につきましてはエリアを広げながらということで、

発生地域を中心したということで考えてございますので、実際に土壌検診等、発生の実態

につきましてはもうちょっと広いエリアになるのかなというふうに考えてございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 十勝の対策マニュアルで判断しますと、発生地域の洗浄装置の配置などもき

ちっと規定をされておりまして、非常に厳しい規制の中で、そのほか正規の種子馬鈴薯の

100％更新だとか、４年以上の輪作だとか、抵抗性品種の導入だとかということをうたって

おりますが、まず１点目に発生地域、課長のほうから説明ありましたけれども、もちろん

今後調査をやって、今の発症事例の地域だけで終わるのか、それはわかりませんけれども、

想定の話ししたら話が進まないので、浦幌も初めてなので、今の課長の答弁ですと字の区

域だけでなくて調査は進めると、そういう意味でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 おっしゃっているとおり、発生地域以外にも、中心としてということで

考えてございますが、具体的なエリアに関しましては今事務レベルで詰めておりますので、
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どれほどの面積になるかというのは今答えられませんけれども、なるべく広いエリアを確

認したいという思いもあるようなので、そういった形で土壌検査が進められていくという

ふうに思っています。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 調査をできるだけ広い地域でやるというのは、初期段階では当然必要なこと

だろうと思うのです。調査をきちっとやって、後の対応をできるだけ絞り込める、それが

一番農家としても不安の払拭になるというふうなことだと思うのですが、そういう中で、

次に種子馬鈴薯の100％更新は、これは多分できるのだろうと思うのですが、抵抗性品種の

どうという項目があります。対応マニュアルの中にあると思うのですが、これについてど

のぐらい対応できるのかということをまず伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問でございますけれども、おっしゃるとおりに抵抗性品

種の導入が一番効果的と言われていまして、なるべく農協さんとの打ち合わせの中でも広

いエリアの中で抵抗性品種の導入を進めていきたいというお話はされていますが、いかん

せんそれだけに対応できる種馬鈴薯が用意できるかというのが非常に今危惧しているとこ

ろということでありまして、その辺のあたりも十勝農協連ですとか関係機関と連携とりな

がら進めていきますけれども、実際のところどの程度の面積に対してどれぐらいの種子馬

鈴薯が必要で、どれぐらい満たされるのかということは現時点では押さえてございません

ので、ご理解願いたいと思います。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 私の情報ですと、抵抗性品種、加工あるいは生食用、これらはほぼ抵抗性品

種で対応できそうだというふうに聞いております。ただ、でん原については抵抗性品種の

数というか、品種が少ないことと、それから現状では減収が１ヘクタール分だろうと。減

収１ヘクタール分というと、１年つくっても15町歩ぐらいの種しかないですね、500俵とれ

れば精いっぱいですから。ですから、何町あるのか、区域内どれだけになるのかもちょっ

とわかりませんけれども、１年で抵抗性品種が対応できるということになりませんし、当

面新年度の作付に間に合うようなでん原芋の抵抗性品種を確保できないというふうに私は

聞いているのですが、その辺のことも情報としてはないのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 具体的にお話のほうは今進んでいないという状況になっていますけれど

も、これから行います土壌検査の結果によりまして、発生密度によって高密度ですとか甚

大な密度がある場合については抵抗性品種ということになりますけれども、それの程度で

もない低密度という場合につきましては、必ずしも抵抗性品種を導入しなければならない

というような基準では十勝のシストセンチュウの対策基準としてはなってございませんの
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で、実態を把握してから、そのエリア、エリアに応じた作付という形になっていくという

ふうに思ってございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 次に、抵抗性品種と関連ありますが、従来の感受性品種です。従来品種を実

際に発症がない畑で作付した場合において、多分道の基準でも生育期間に７月以降の生育

調査というのですか、それをやるという項目があると思うのですが、その辺の対応につい

てはどのようにされるのでしょう。発症地域の中でも例えば感受性品種をまきたい、無理

してまきたいというのか、耐性品種をまいてもそういう検査をやっていこうとするのか、

浦幌の対策本部ですか、としてはどのように考えていくのでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問ですけれども、実際に作物植わさった場合についての

植物検査については、発生地域については行われるような形になってくると思います。あ

とは、先ほどから申しましているとおり、実態がはっきり把握できていないという部分が

ございますので、対策本部も１度開かれたという部分ですので、それからの細かな具体的、

農家さんの聞き取りもぼちぼち始まっているということで聞いていますけれども、実際に

各農家さんがどれだけ抵抗性品種を望んでいるのかという実態もまだ調査中でございます

ので、具体的なものがわかってくればまたお示ししていきたいというふうに思ってござい

ます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 いずれにしても、抵抗性品種は数少ないというふうに聞いていますから、食

用、加工用以外はもちろん対応できる状況にはありませんけれども、作付転換ということ

は、今の時期になって畑作農家の３品から輪作を４年に変えろとか言われても、なかなか

作付変更というのは大変なものです。できるだけ早くその辺の対応もしていただけるよう

に努力していただきたいなと。 

 次に、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、発生地域での洗浄義務、これは洗浄

義務と、それから洗浄装置の全戸設置というような項目で十勝のマニュアルには書いてあ

るようです。洗浄については、農家の個別の機械の洗浄ももちろんですが、うちの町は農

協がコントラ事業としていろんな畑に入って歩く機械もあります。もちろんどこでもそう

ですが、車両も出入りすると思うのですが、これらの洗浄対応が一番大きな問題かなと思

いますが、農家の軒先の洗浄問題、それから西町での生産物の集荷の段階で現状は生食用

も加工用も種もみんなほぼ同一に受け入れをしている状況にあります。これらの対応につ

いて、これは今後農家の状況を調べなくても、発症はしたわけですから、発覚はしたわけ

ですから、どのような対応をしていくのかなというような協議はまだ進んでいないのでし

ょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 



                                             － 8 － 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問の洗浄の関係でございますけれども、発生地域の農家

さんにつきましては、農協のほうが発生確認した際に現地に入っていってお話をした中で

は、まず土を運び出さないということで徹底をしたということで、今後は洗浄装置を配置

していきたいという話をされたというふうに聞いてございます。また、洗浄施設につきま

しては、おっしゃいましたように西町で今現在は種芋、加工も一緒にという部分でありま

すので、その辺については完全にエリア分けをしたいというふうに農協からも聞いてござ

いますし、他町の発生の事例を確認しますと、洗浄装置、機械の洗浄、車そのものを洗浄

するもの、それから移動式の洗浄装置というものも用意しているというふうに聞いていま

すので、その辺につきましてはそれらを参考にしながら対応を考えていきたいというふう

に思っております。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 今説明ありましたように、非常に広範囲での封じ込め対策が必要になるだろ

うと思います。そういう中で、先ほども申し上げましたけれども、生食、それから加工芋、

それから根物野菜と種芋との色分け、扱いの隔離といいますか、そういう対応がマニュア

ルの中では選別などは分離しろというような内容になっていると思います。それから、種

子用のコンテナ等は農家も農協も当然ですが、専用の入れ物にしろと、あるいは使用前に

は洗浄しろ、そういうようなマニュアルがあります。これらの対応についても当然経費の

伴う話でありますけれども、そういうことも徹底していかれるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 具体的な施設につきましてはこれから詰めていきたいというふうに思っ

ていますけれども、先ほど申しましたように前段で出た町のいろいろ情報や何かもいただ

いていますので、そちらを参考にしたいというふうに思っていますし、答弁書の中でも話

がありましたが、道のほうにも事前にお話しにも行っていますので、いろいろな補助金で

すとか当たらないのかというところも考えてございます。それらも含めて、最終的にどれ

ぐらいを町として負担していけばいいのかというところもいろいろな情報をつかまえなが

ら考えていきたいというふうに思ってございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 道の補助金の話もありましたけれども、道は浦幌のシストセンチュウの発覚

以前に52もの市町村が発覚していますから、年間予算として多分とっている分があるのだ

と思うのです。何億円あるのかわかりませんけれども、そういう中で浦幌がこういう封じ

込め対策のためにどのぐらいかかるのかということはいち早く試算をして、年度がわりで

もありますから、対応していかなければならないだろうと。そういう中では、北海道が一

番大量に発生の地域だと思うのですけれども、そういう中でそういう対策費持っている、

そういう対応はある程度できるということなのかもしれませんが、非常に高額なお金とい
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うか、経済的にも負担が大きいと思うのです。この辺について国のいろんな支援制度を利

用して、種芋の振り分け、選別施設の対応、洗浄機の対応等について国なんかの補助関係

もよく調べて、またお願いをしながら町、農協がそれぞれ負担しながらでも封じ込め対策

は絶対やっていかなければならないわけですから、冒頭通告の内容にシストセンチュウ駆

除対策なんて書きましたけれども、私は駆除できるとは思っていないのです。基本的には

無理だと思うのです。熱70度以上で死ぬとか、薬剤何種類かあるよとか、輪作体系でどう

とかと言うけれども、押さえ込むだけで、駆除には私はほど遠いなと思うのです。そうい

う中では、しっかりした初期対応をしていかないと十勝でなかった再発見といいますか、

なるようでは困ると私は心配しています。農家もどの辺までどうなるのだということで、

もう既に春先目の前にして心配していますから、その辺の予算関係の対応どうするのか少

し伺いたいと思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 おっしゃるとおり、いかにスピーティーに封じ込めるかということが課

題になってきていますので、道のほうでもいろんな補助金が、国の補助金も含めて対応で

きるものは探してみるという話、全面的に協力いただけるということはお話をいただいて

おります。あと、先ほど申しましたように全体的な概要がわからないとなかなか進んでい

かないということで、あらあらな話をさせてもらっていますけれども、とりあえず土壌検

査をして実態を把握して、早急に必要なものを積み上げて予算を出してという形で進めて

いきたいと思いますので、どれぐらいの金額になるかというのはちょっと想像もつかない

のですけれども、前例を見ましてもかなり費用がかかるというふうに思っていますので、

現実の実態の把握と、それからの作業をスピーディーに進めていきたいというふうに考え

てございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 確かに調査を一通りやってから、どのぐらいかかるのか、それは当然のこと

なのですが、農家も非常に心配の中でありますからぜひ。これは、国や道に頼るだけでな

くて、当然地元負担も発生する仕事もしていかないとならないと思います。それから、農

協においてもそれなりの負担を覚悟して仕事は進めるのだと思うのですが、私の聞く範囲

ではやっぱり億単位の予算はかかるというふうに聞いております。ざっと考えてもそうな

のだろうなと思いますけれども、その辺のことも十分に行政として支援していただけるよ

うな配慮がないと、今まで十勝管内ではそれぞれ今まで６つの市町村が封じ込めをしてき

たわけですから、浦幌もそれにたがわない封じ込めの努力をしていただけることを要望し

ておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員ご心配のとおり、農家の方は本当に心配をされているというふうに
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思います。町内で初めてシストセンチュウ発生したということでありますから、これは何

としても封じ込めていかないとならないということだろうというふうに思います。今まず

先に行わなければならないのは、やはり土壌の汚染地域をきちっと把握するということが

一番大切でありますけれども、ただ、雪解けを見ないとそれも把握できないということで

ありますから、その調査する前の段階でどのようなことができるのか、またどう進めてい

くのかというのも大切だろうというふうに思います。そういう面では、対策本部の中でで

きることはできるように進めていくということを今考えているだろうというふうに考えて

いるところでありますし、また予算の面につきましては道の補助、また国の補助といろい

ろありますけれども、当然これについては道補助、国補助の申請を行っていきながら、ま

たどの程度それに応えていただくのかということも我々として対策本部とともに要請活動

を続けてまいりたいというふうに思っているところであります。 

 また、町の対策費としてどうなのかということもご心配されているというふうに思いま

すけれども、全体の予算枠がどのような形になるのかというのがなかなか見えてこない中

では細かい数字を出すということはできないと思いますけれども、できるだけそれぞれ農

協さん等とも相談をさせていただきながら、町のできる範囲のことで進めてまいりたいと

いうふうに思っています。いずれにしましても、５年前に町内で発生した地域からも大変

心配をしていただいて、浦幌町さん、どうですかと、今まで私ども経験を持っているので、

十分それの経験も浦幌町さんでとれるものがあるのであれば、そこはお教えしますよとい

う、わざわざ電話もいただいたところでありまして、そういう面ではそれぞれ今まで行っ

てきた対策というものは当然マニュアルとは残っていますから、そのマニュアルをきちっ

と把握しながら、ほかのまちと同じように蔓延をさせない、絶対蔓延をさせないという気

構えの中で進めてまいりたいというふうに思っているところであります。 

 大きな予算というふうに言われましたけれども、まさにこれがどういう形になるのかと

いうのはそれぞれ予定の圃場の土壌診断をした中で、土壌診断といっても、これも１つず

つやるということで大変な作業だというふうに聞いていますから、このことも含めてそれ

ぞれ雪解け後の土壌診断、そしてそれの前の対策というのをきちんと進めてまいりたいと

いうふうに思っているところであります。いずれにしましても、対策本部が立ち上がりま

したから、きちっと対策本部の中でそれぞれ関係機関といろいろ話し合いを進めて、町と

してのできる限りのこと、必ず先ほど言ったように蔓延を防ぐという気構えの中で行って

まいりたいというふうに思っているところであります。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 町長から説明ありましたように、対策本部を中心にして努力をされることを

期待申し上げまして、この質問を終わらせていただきます。 

 それでは、２項目め、農業支援策の拡充ということでお伺いをします。平成27年度の浦

幌町農業粗生産額が過去最高を達成できたことは、気象条件に恵まれ、災害のない年であ

ったことに加えて、酪農においては乳価の値上がり、畜産では市況価格の好況、そして国
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営事業や道営事業により長期にわたる基盤整備、町単独の基盤整備支援や地力維持対策の

成果と考えます。こうした中で、今後も高生産額を維持できる確固たる要素がなく、ＴＰ

Ｐ合意等を見据えた農畜産物の輸出や６次産業化も我が町では見えてきません。最近は、

大型化や高生産への取り組みとあわせてコスト削減に向けた放牧酪農や飼育管理の見直し

が注目されております。機械利用においても、ＧＰＳ高度利用により習熟の必要ない労働

軽減や肥料散布等での効率的な利用も可能になってきました。町内での利用拡大に向けた

支援策について伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員の２項目めのご質問にお答えをします。 

 昨年の本町の農業生産につきましては、特に大きな災害もなく、畑作物を中心にして、

一部作物を除き好調な出来高で終えました。畜産においても前年を上回る乳量で推移し、

個体販売も高価取引が続き、全般的によい１年であったと認識をしているところでありま

す。一方で、ＴＰＰの合意等を含め、農業情勢はこれまでにない不安要素を多く抱えてお

り、農業を基幹産業とする本町においても将来にわたって影響を懸念しているところであ

り、総合的なＴＰＰ関連政策大綱を初めとする国の各種施策等について注視しているとこ

ろであります。 

 近年農業経営のコスト削減と労働力の軽減を目的とした農業分野へのＩＣＴ（情報通信

技術）の導入が進んでおり、本町においても昨年町内の農業者で組織する畑作増産技術研

究会、浦幌町農業協同組合、十勝農業試験場、十勝総合振興局、十勝農業改良普及センタ

ー十勝東部支所及び町で組織する浦幌町ロボット技術導入実証協議会が立ち上がり、農林

水産省の平成26年度補正事業である農林水産業におけるロボット技術導入実証事業の採択

を受け、人工衛星を利用した位置情報システムであるＧＰＳを活用した農業機械における

作業効率の実証試験が行われてきたところであります。 

 ご質問の農業機械における利用拡大に向けた支援策についてですが、現在町独自で生産

振興や基盤整備に対する各種支援事業を実施しており、現段階ではこれら事業への新たな

支援策は考えておりませんが、国における各種支援策の動向や農業者の皆さんのニーズ、

導入効果等を含め関係機関と連携しながら調査研究を進めてまいりたいと考えているとこ

ろであります。 

 以上、杉江議員の２項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいま答弁いただいた中で、26年度の第２次補正で農林水産業ロボット実

証試験事業という部分で、昨年の３月ですが、採択されて、補助3,200万円だと思いますが、

事業を進めてきた経緯があります。これについては、ご承知のように受信基地といいます

か、それを２基町内に設置しました。それから、端末機械16基だったと思いますが、設置

したはずです。端末機械12基を取得しました。しかし、ご承知だと思いますが、このＧＰ
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Ｓ利用でここ２年ほど急にテレビのニュースになったり新聞のニュースになったりしてい

るのは、受信基地を設けることによって誤差、精度が２センチ前後の誤差で利用できるよ

うになったということが第一です。まず、そのことをわかっていただいて、端末機16基入

りましたけれども、実際には準備期間がなくて町内12戸だけですね、これに参加したのが。

そういう中で、受信基地の利用範囲がおよそ10キロと言われています。状況のいいところ

で10キロということですから、浦幌の端から端まで、上浦幌の支所に受信基地あり、吉野

の元ＪＡのスタンドの屋根にありということで、当然浦幌町が全域で利用するには足りな

いわけです。 

 そういう状況を解消するためには、やはり受信基地の増設が必要だと思います。おわか

りだと思いますけれども、受信基地は個人がお金出して設置しても、後から利用したい人

がまたどうやって加入するのか、利用するのかという問題ありますから、当然団体なり自

治体が設置して、住民が農業関係以外でも利用する、そういう状況が私は必要だと思うの

です。そのためには、通告の中でも記述しておりますが、あくまでも楽だとか高度生産の

ためにいいということだけではなくて、衛星で作物の生育状況を調べながら、無駄な追肥

をしないとか、今スマホを使ってもやれる、あるいは話題のドローンでも調査するとか、

そういう時代になってきて、それを端末機にセットすれば無駄な追肥をやらなくてもいい。

そのことによって、小麦だったら収穫時期に倒伏しないで農地利用ができるというような

ことになると思うのです。 

 ですから、担当の方ご承知だと思うのですが、農業支援策でパワーアップ事業というの

ありますが、あれは増産主体で、１割の増産目標を立てて、それで事業採択するというよ

うな内容です。ですから、私言いたいのは、増産とかでなくて、経費削減のためにこうい

う利用の仕方できるということを国にでも訴えなければだめです。例えば子育て支援策で

も、それからこれも子育て支援策ですが、幼稚園、保育所の保育料が地域、田舎のほうか

らどんどん下がってきて、国もそれに対応せざるを得ないとか、そういうことも地方がや

ったから国も動き出すようなことで、国がセットした補助事業をそれに該当しないから申

請しないのではなくて、新たな提案をしながら、補助事業を利用できるような、そういう

取り組みが私は欲しいと思うのです。必ずしも町負担でこの事業やるよだけではなくて、

私たちもいろいろ補助事業で調べさせてもらっていますけれども、なかなか該当する事業

がないなと、ハードルが高いなということでは、思考を変えて、利用の方法を変えて、早

く町内の一円利用できるような環境にしていただきたい。できれば端末の支援も当然して

いただいて普及できればいいのですが、これはご承知のように最低限スマホかパソコンで

も少し動かせなかったら利用できないような機械ですから、今220戸の農家みんなが普及で

きる段階ですぐ利用できるということにはならないと思うのです。 

 そういうことで、行政としての取り組み、私たちは圃場やそういうことの申請にはなか

なか疎くて手が回らない。先ほど申し上げた農林漁業のロボット実証事業も本当に１月に

なってから見つけて、２月の５日から６日までの申請期間、１カ月の中で必死になって走
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り回った人たちもいて、１カ月で事業申請して採択されたという事業であります。何とか

そういう努力をしていただけないかなというふうなことを思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問についてお答えさせていただきます。 

 まず、最初に基地局の関係おっしゃっていらしたと思いますけれども、おっしゃるとお

り、浦幌で実証を行ったようにアンテナを立ててＧＰＳで補正するというパターンと、そ

れから携帯電話事業者の通信アンテナを使ってやるというパターンもありまして、いろい

ろ多種多様な利用の仕方があるということでございます。それで、浦幌の実証結果ではあ

りませんけれども、基地局に関しましてはおっしゃっていたように、農業分野だけではな

くていろんな分野の活用含めて広域的に整備するということが必要でないかという意見も

出されていますし、そういうことによって設置コストが削減につながるということも申さ

れています。また、誤差などのふぐあいなどの技術的に不明な点が多いということも出て

いることもありますので、それから一方機器の性能も日々進化しているということござい

ますので、他の実証試験の結果も参考にしながら、関係機関のほうと連携して基地局に関

しては調査研究を進めていきたいというふうに思ってございます。 

 それから、２点目の補助金等の支援策に関しましては、おっしゃったように産地パワー

アップ事業というのは増産化メーンということになりますけれども、具体的な詳細な部分

というのはまだ示されておりませんので、やり方によっては乗れるということもあるかも

しれませんので、そういうところも知恵を出しながらお話をしていきたいなというふうに

思いますし、いずれにしましてもどれだけのニーズがあるのかとか、そういう部分も含め

て今後検討させていただきたいというふうに思ってございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 実は、本当でしたらこれ12月に、３月の予算審議でなくて12月の段階でやり

たかったのですが、ご承知のように国の予算が決まっていないという段階で、私たちも何

か使える事業ないのかということで様子を見ておりました。しかし、一応衆議院は予算通

過したのですが、さっぱり中身が見えてこなくて、新たなものが見えないなという中で、

３月になりましたから今の時期にこの質問をやらせていただきましたが、今課長のほうか

ら説明ありましたように、当然例えば補助があればどのぐらいの方が需要、ニーズがある

のかというようなことも調査していただきながら、できるだけ行政も負担少ないほうがい

いわけですから、国の支援事業をぜひ上手に利用するような申請をしていただいて努力し

ていただきたいと思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 おっしゃいますとおり、浦幌の実証結果では非常に経費節減、作業時間

が低減になったという結果出ていますし、またストレス削減効果では疲労軽減ですとか、
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作業精度が向上したという回答が多かったというふうに聞いていますので、導入する価値

はあるというふうに思いますので、いろいろな補助金等の情報も仕入れながら、どういう

形で支援できるのかというのは今後検討していきたいというふうに思っています。 

〇杉江議員 終わります。 

〇田村議長 これで杉江博議員の一般質問を終わります。 

 次に、６番、福原仁子議員の質問を許します。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 消費者被害防止ネットワークの設立について伺います。平成27年６月第２回定例会一般

質問において、消費者被害防止ネットワークの取り組みの構築に向けた考えを質問しまし

た。そこで、次の３点について伺います。 

 １点目、その後の進捗状況についてお伺いいたします。 

 ２点目、平成27年６月の答弁の中にありました実務者レベルでの組織化体制の具体的な

内容についてお伺いをいたします。 

 ３点目、消費者被害の現状についてお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員のご質問にお答えします。 

 １点目のその後の進捗状況についてですが、先進市町村の取り組み状況を参考にしなが

ら、悪徳商法等の被害防止に向けた取り組みについて検討を行ってきたところであり、今

月18日に浦幌町生活安全推進協議会の構成団体のうち、行政機関から池田警察署浦幌駐在

所、役場町民課、教育委員会、役場上浦幌支所、金融機関から浦幌町農業協同組合、浦幌

郵便局、帯広信用金庫浦幌支店、大津漁業協同組合厚内支所、各種団体からは消費者協会、

浦幌町商工会、民生委員協議会、社会福祉協議会の各実務担当者を招集し、連絡会議を開

催することとしております。 

 ２点目の実務者レベルでの組織体制の具体的な内容についてですが、１点目で述べまし

た連絡会議において情報の収集、提供等により参加団体との連携強化を図るとともに、未

然防止策を積極的に講じていくための活動方針とともに、今後の組織体制のあり方につい

て協議検討を行うこととしております。 

 ３点目の消費者被害の状況についてですが、昨年４月以降の悪徳商法の被害発生状況に

つきましては、消費生活相談で相談のあった事例として架空請求、振り込め詐欺、試供品

を送付した後に商品を代金引きかえで送りつける詐欺、その他の事例として通信販売詐欺

等が発生しております。 

 以上、福原議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ただいま答弁のありました今月18日に、浦幌町生活安全推進協議会の構成団
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体の中から抽出するというか、そういう方法で担当者を招集して連絡会議を開催するとあ

りました。生活安全推進協議会の構成メンバーは、34団体あります。その中の12団体です

ね、今数えてみましたら、この団体の抽出についてはどのような方向性と考え方で12団体

を選んだかお聞きをしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 浦幌町の生活安全推進協議会につきましては、浦幌町の町民の安全、安心

というような組織の体制でございます。そんな中から、交通を初め、それから防犯、あと

消費生活というようなことで、あらゆる団体がこの協議会の中に参加しているという構成

になってございます。そんな中から、この消費者といいますか、町民のこういう悪徳商法

的な関係の部分についてそれぞれ連携をもとにいろんな情報を収集できるところ、それか

ら目配り、気配りといった、そういうような金融窓口であるとか、そういうような連携の

とれる、要するに今の対策の中を講じられる部署といいますか、団体を抽出していると、

このようなことでございます。これが全てこれでいいのかという問題につきましては、ま

た必要があればいろんな団体をつけ加えるということも考えておりますが、今の段階にお

きましてはそういう警察機関を初め、それから金融機関等々、こういうような方々を招集

して、その体制について活動を始めていこうということから抽出をしたと、こういうこと

でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 18日に連絡会議を開催するということで、これが総会という形で設立される

ということになりますと、十勝では６番目の消費者被害ネットワーク、道内では58番目と

いうことになります。12月には幕別町で57番目のネットワークが設立されまして、これか

らの活動状況を見守ってまいりたいというふうに私も思っております。６月の答弁の中で

早くやりたいという答弁をいただいていましたので、今か今かと思いましてずっと待って

いました。ようやく年度末になってやっていただけるということで、非常に期待をしてお

りますので、お忙しいところ、よろしくどうぞお願いをいたします。 

 実務者レベルということでお話がありました。２点目に入りますが、実務者レベルの組

織体制の具体的な内容についてお伺いしたのですが、今までの生活安全推進協議会の年１

回の総会の中でほとんどの意見も出なくて今まではやって、終わらせてきました。この実

務者レベルで参加団体との連携強化を図るということで組織化されると思いますが、どの

ような方法で具体的にお考えになっているかを伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 この連絡会議、実務者レベルということでのお話をさせていただいてきて

おります。実際的に例えば金融窓口さんであれば、そこでいろいろ対応されている方、そ

れから警察であれば、当然警察はいろんな情報持っていますから、そういうような方、例
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えば教育サイドの部分については教育という一つの、これは高齢者の方を対象としていま

すけれども、いろんなビデオを見せながら、また講話をしながら注意、啓発を図るという

ようなこと、それから民生的な委員さんについてはそれぞれの家庭を訪問する傍らにおい

て何かそういうようなことがなかったかどうかというようなこと、逐次情報を得られる

方々を集めてご案内をしているというふうに思っております。このような方々が今でも、

こういう会議がなくても警察等々からいろんな依頼を受けていろんな対応をされていると

いうことでありますので、これらの方の今の現状、実際的にそういうような窓口対応であ

るとか、そういうことをされているときに何かそういうようなことがあったのか、なかっ

たのかというようなことから始めまして、具体的な内容については、タイムリーな情報の

提供ということで啓発活動をまずやっていきたい。それから、巡視、これについても町内

あらゆる、警察等にもお願いをしながら、また指導委員さんにもお願いしながら定期的な

巡視をさせていただければというような考え方を持っております。 

 それと、見守り活動というようなことで、先ほど言いましたように金融機関窓口、信金

さん、それから局さん、それから漁組の厚内支所さん等々で何か不審な行動がないかどう

かだとか、何かありましたかとか、そういうような見守りの活動をしていこうというふう

に思っております。また、先ほども申し上げましたように、高齢者の方を対象としたそう

いう寿大学を今考えておりますけれども、そういう講座を利用しながらそういう啓発、普

及ということでビデオの上映であるとか、講話であるとか、そういうようなことで啓発を

していこうというふうに考えているところであります。 

 また、それぞれいろんな方々が今回お集まりをいただきますので、その他必要ないろん

な活動をしていこうというふうに今のところ考えているところでございます。この被害と

いうのは未然に防止しなければ何も意味がございませんので、そういうようなことに力を

入れながらいきたいというふうに思っております。ただ、最近におきましては非常に電話

の巧妙さといいますか、相手からのそういう部分に対してどう答えていいかという部分も

非常にあって、これらの部分の初動のあり方という部分についてもそれぞれ皆さんからい

ろんなご意見をいただきながら対応したいと、このようなことで、今は今回連絡会議を持

ちますけれども、その中でただどうしましょうではなくて、そういうような具体的な部分

も提示しながら皆さんのご意見をいただいて、それをもとに再度といいますか、何回も会

議を開きながら体制づくりをしていきたいと、このような考え方でおります。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 今詳しくお話を伺いました。教育ですとか、啓発ですとか、普及ですとか、

そういうことも含まれていたと思います。それと、高齢者の方々にというお話もありまし

た。この前段の12団体の構成の中では、老人クラブですとか、それからＰＴＡですとか、

町内会、連合町内会だとか、女性団体だとか、そういった本当に被害を受けそうなと言っ

たら申しわけないのですが、そのような身近な方々の団体が入っておりません。事務レベ

ル、実務者レベルでのということの強調した部分はよくわかりますが、本当に生活をして
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いる直接電話を受ける身近な人の情報交換は私は必要であると思います。この組織の中に

ぜひともそういった方もしっかりと入れながら、教育、それから啓発、普及、見守り、そ

れから巡視ですか、そういう活動もみんなで町民こぞってやっていく必要が私はあるので

はないかなというふうに思っております。 

 今までの浦幌町の生活安全推進協議会とすばらしい名前の団体がございますが、これは

団体名が先歩きしているような、情報交換も何もできなかったようなのが今までのこの団

体でなかったかなというふうに思っております。個々での情報交換はやっていたのかなと

思いますが、いろいろとお話を直接聞かなかったら、警察に電話かけたりなんかしなかっ

たらなかなかわからないというようなことが多かったものですから、そういったところで

もう少し具体的な組織化というか、連携の強化を図っていただけるかどうかをちょっとお

伺いしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 具体的な先ほどの連絡会議をもってすぐ組織いうことではなくて、連絡会

議でいろんなものをもみながら、最終的に組織化をしたいというような考え方で今進んで

おります。今婦人団体さんであるとか、いろんなところも入れたらどうだというお話もお

聞きをいたしました。今の段階においての参集の範囲といいますか、お集まりをいただく

範囲を先ほど申し上げさせていただきました。今後そういう方々もやはり入れるべきとい

う考え方が皆さんのお話の中でいろんな事業活動をする上で必要があるとすれば、そうい

う方々にもお願いするという形になろうというふうに思います。 

 また、生活安全の推進協議会のお話がされました。これは、推進協議会の話であって、

この質問の部分とはちょっとかかわらないのかなというふうには思いますけれども、今考

えている部分においてはこの生活安全推進協議会の中にこういうような組織を置きなが

ら、交通とかいろんな分野もございますけれども、いろんな方々と情報を今回いろいろ組

み立てた中身でいろんなことが出てまいりますので、それらの部分も報告をしながら、ま

たご意見もいただきながらということで、双方いろんな風通しのいいような形のものを今

後もちょっと検討したいなというふうに考えておりますし、これは今どうのこうのという

部分ではなくて、推進委員会さんの中でお話をしながら進めなければいけないことだとい

うふうに思っておりますので、即答は避けさせていただきますけれども、その辺の考え方

について再度見直しといいますか、考えを整理させていただければいいなということで、

すぐ実行できるかという話はちょっと置かせていただきながら、そういう部分においても

頭の中に置かせていただければと、このように思っております。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ふだんの生活をしながら、またこういう組織をつくって町民全部の情報の収

集ですとか、いろんなことをしていかなければならないと大変な連携強化が必要ではない

かというふうに思っております。これをぜひとも組織体制の強化をしっかりとやっていた



                                             － 18 － 

だいて、消費者被害防止ネットワークの推進をしていただきたいというふうに思っており

ますので、お願いいたします。 

 次、３点目の消費者被害の現状についてお話をいただきました。実際に被害にこのごろ

は架空請求ということはないように捉えております。振り込め詐欺もほとんど浦幌町の中

では私の耳には届いておりません。ですが、万一発生したときは浦幌町、豊頃町、池田町

と３件一遍に同じ月内で被害に遭うというようなことが発生します。ぜひとも横の連絡も

十分にとっていただいて、被害状況をなくしていただくようにしていただきたいというふ

うに思っております。 

 それと、28年１月、２月の釧路方面本部の特殊詐欺の事件発生状況が５件ありました。

それで、その中では、金融商品等の取引、それと還付金詐欺、それと融資保証金架空請求

というような５件の発生がありまして、これからマイナンバーのことも今話題に上がって

おります。それと電気のほうです。電力が自由化になります。それのことで自由化によっ

て便乗した詐欺なども発生するようなことが言われております。この辺のこれからのこと

ですが、こういったことも十分に踏まえて、この組織をきちっと皆さんと情報を共有しな

がらやっていただきたいなというふうに思っております。 

 内容的なことは18日にきちっと決まるということですので、それからの被害防止ネット

ワークということで浦幌町では重立ったことはありませんが、おとついあたりも屋根の塗

装の電話ですとか自宅にかかってきて、それとパソコン関係というのですか、そういった

ものの料金の格安ですとか、そういったものもどんどんかかってきています。それで、本

当に油断ができないというのが現状でございますので、そういった情報もはっきりと把握

して、これらの消費者被害防止ネットワークの構築をきちっとしていただきたいというふ

うに思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 消費者に対する被害ということで今るるお話がありましたけれども、本当

にいろんなものがあります。現実的に私のところにもいろんな電話もかかってまいってお

ります。きっと皆さんのところにも結構行っているのかなというような気もしております

けれども、先ほど来から申し上げておりますとおり、いろんなそういうような状態が今あ

るのか、ないのかという部分をつぶさに掌握をして、それに対して対策を講じていかなけ

ればいけないということでありますので、当然今回集めさせていただいている皆さんはも

とより、警察等々もいろんな情報を持っておりますので、そういうような部分を含めて即

座にそういうような会議が持てる、またそれに伴うどういう対応ができるかというような

ことも見据えながらこの会議を進めさせていただいて、最終的には組織をつくりたいとい

うふうに思ってございます。先ほどからお話がありますとおり、情報をきちっと押さえる

ということがやはり重要な話であろうと、そして未然にどう防げるかという部分も念頭に

置きながら、それらの部分について対応してまいりたいというふうに思っておりますので、
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今後いろんな形の中でいろんなご意見等もいただきながら、その辺に対応する組織をつく

っていきたいと、このように思っております。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 これからのことについていろいろとお聞きいたしました。万全を期している

団体って本当はないのでしょうけれども、万全を期していろんな被害を防いでいただきた

いというふうに思っております。 

 これで終わります。 

〇田村議長 これで福原仁子議員の一般質問を終わります。 

 以上をもちまして一般質問を終結いたします。 

 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、ここで暫時休憩いたします。 

 

午後 ７時１１分  休憩 

午後 ７時２１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。 

 

    ◎日程第３ 議案第４６号 

〇田村議長 日程第３、議案第46号 平成28年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 議案第46号 平成28年度浦幌町一般会計予算をご審議いただくに当たりまし

て、最初に概略を説明をさせていただきます。 

 96兆7,218億円から成る平成28年度国家予算につきましては、３月１日に衆議院で成立を

されまして、今参議院に送られているところでありますけれども、参議院に送られてから

30日を経過すると自然成立するという憲法の規定により、年度内の成立が確定をされたと

ころであります。平成28年度の地方財政については、地方財政運営と改革の基本方針2015を

踏まえて、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源は30年度まで27年度の水準を下

回らない、実質的に同水準を確保するというふうになっているところでありますが、27年

度地方交付税特別加算がありました加算額2,300億円につきましては、地方税収の状況を踏

まえるということで廃止をされました。また、地域経済基盤強化雇用対策費は4,000億円の

縮減とされておりまして、地方交付税全体では546億円の減というふうになったところであ

ります。また、臨時財政対策債については、7,370億円の減、16.3％の減ということで昨年
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に続いて大幅な減となっているところであります。このような状況の中で、浦幌町の平成

28年度予算は第３期まちづくり計画の後期計画がスタートする年であり、後期実施計画に

基づき予算編成を行ったところであり、一般会計総額は前年当初予算が骨格予算というこ

とであったために6.5％、３億7,700万円の増で、62億200万円の予算を組んだところであり

ます。 

 地方交付税の増額が見込めないという中で、財源としてふるさと納税によるふるさと基

金、子どもを健やかに育てる環境づくり事業や大いなる田舎まちづくり事業などの各事業

に7,712万6,000円を充当しました。また、町民が安心して安全な暮らしを確保できるよう

に、定住対策推進のための重点プロジェクトを中心に、地域振興基金から1,685万円を取り

崩し、各事業に充当したところであります。また、９年ぶりになりますけれども、臨時財

政調整基金から１億1,000万円を繰り入れをし、新規事業のハード事業としてコミュニティ

バス、除雪機、消防ポンプ車購入、また葬斎場、厚内幼稚園及び中央公民館の改修、中央

公民館の多目的トイレ新設や林道上出沢開設事業を計上させていただいています。新規の

ソフト事業においては、新規創業促進等事業補助金、店舗リフォーム補助金、留真温泉町

民利用者助成事業を計上いたしました。また、子どもを産み育てる環境づくりとして、出

産祝金の増額、特定不妊治療費補助金の増額、また男性への拡大をするとともに、婚活応

援委員会負担金とか民間賃貸住宅建設促進事業補助金、紙おむつ購入助成金補助金を昨年

に引き続き計上しているところであります。 

 一般会計の歳入におきましては、町税収入を前年当初比2,837万円増の５億5,326万円を

見込みました。地方交付税のうち普通交付税につきましては、昨年当初比１％増の3,000万

円の増で30億3,000万円を見込んでいますが、昨年実績費でいいますと１億1,198万円の減、

3.6％の減ということになっているところであります。臨時財政対策債につきましては、昨

年当初予算同額の１億8,000万円で、実績費では2,140万円の減と見込みました。普通交付

税と臨時財政対策債を合わせた実質的な地方交付税につきましては、総額32億1,000万円

で、前年当初比3,000万円の増、実績費では１億3,767万円の減というふうに見込んでいま

す。 

 特別会計を合わせた全会計では、前年度当初比6.2％増の91億6,092万円となりました。

限られた財源の中でありますけれども、効果的で効率的な行政運営に努めて、財政の健全

化と浦幌町第３期まちづくり計画に基づくまちづくりを今後とも進めるとともに、町民の

安全、安心を確保しながら、住民生活の充実に向けた積極的な予算を編成したつもりであ

ります。 

 以上で予算の提案に当たっての概略説明とさせていただきますが、それぞれの詳細につ

きましては副町長、各担当課長から説明させますので、よろしくお願いをいたします。 

〇田村議長 続いて、平成28年度予算説明書附表の説明を求めます。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 それでは、平成28年度予算書附表を説明させていただきます。 
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 お手元の予算説明書附表の表紙をおめくりいただき、１ページをごらんいただきたいと

思います。最初に、ページ左側の各会計予算比較表でございますが、平成28年度予算額、

一般会計62億200万円、町有林野特別会計など８特別会計を含む総計で91億6,091万9,000円

になります。比較増減でございますが、一般会計につきましては前年度当初比３億7,700万

円、6.5％の増となっております。一般会計、特別会計の総計で前年度当初比５億3,668万

3,000円、6.2％の増となっております。なお、前年度予算につきましては骨格予算であり、

６月の第２回町議会定例会における補正予算議決後の予算額と比較しますと、一般会計で

１億4,460万8,000円、2.3％、一般会計、８特別会計の総計で２億8,050万9,000円、3.1％

の増となっているものでございます。 

 特別会計の主な増減要因といたしましては、町有林野会計における１億493万2,000円増

の主たる要因は、森林整備加速化・林業再生事業における全体計画調査測量設計委託料

1,400万円及び工事請負費3,600万円の増と森林環境保全整備事業における工事請負費

6,282万円の増によるもので、国保事業会計の1,171万8,000円の増は一般被保険者療養給付

費2,400万円の増、退職被保険者等療養給付費1,200万円の減が主な要因でございます。町

立診療所会計における1,178万8,000円増の主な要因は、医薬材料費540万円、医療機器整備

に伴う776万6,000円のいずれも増によるものでございます。公共下水道会計における

4,234万1,000円の減は、一部償還が完了したことによる長期償還元金及び利子額で3,960万

8,000円の減が主たる要因でございます。簡易水道会計の7,342万6,000円の増は、工事請負

費で町道、道道改良工事に伴う水道管移設工事4,950万円、統合簡易水道事業3,630万円の

増が主な要因でございます。 

 次に、右側の歳入歳出予算の総計表及び純計表についてご説明をいたします。一般会計

から他会計への繰出金でございますが、町有林野会計など８特別会計に７億1,981万

2,000円を繰り出しております。総計から重複計を引いた純計は84億4,110万7,000円で、前

年度と比較しますと５億5,913万8,000円の増となっております。 

 次のページの一般会計歳入歳出総括表につきましては、省略をさせていただきます。 

 次に、３ページ以降ですけれども、次に一般会計の歳入及び歳出に係る款別批評につい

ての説明ですが、歳入歳出に係る各科目の内容につきましては後ほど各説明員から各会計

歳入歳出予算書の説明において前年度と比較して大きな増減につきましてはその内容の説

明がございますので、ここでの詳細にわたる説明は省略し、前年度と比較し増減の主なも

のをご説明をいたします。平成28年度予算の編成におきましては、第３期まちづくり計画

後期計画を基本として、また浦幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進を初め、各事業、

施策を推し進めるための編成に当たったところでございます。 

 初めに、３ページから始まります一般会計歳入款別比較表についてご説明をいたします。

３ページをごらんおき願います。１款町税2,837万4,000円の増につきましては、個人町民

税、固定資産税、軽自動車税の増が要因となるものでございます。２款地方譲与税1,500万

円の減は、地方揮発油譲与税の見込み減となっております。飛びまして、６款地方消費税
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交付金3,000万円の増は、前年度の実績見込み額が１億円を超えることによるものでござい

ます。９款地方交付税2,500万円の増は、普通交付税3,000万円の増、特別交付税500万円の

減を見込んでございます。なお、普通交付税につきましては、前年度の実績費で見ますと、

前年度交付額31億4,198万1,000円でありますので、3.6％の減で見込んでおります。11款分

担金及び負担金1,819万3,000円増は、合流地区担い手育成型畑総整備事業受益者分担金

3,635万6,000円増と事業完了等に伴う減額との差額増でございます。 

 次に、４ページをおめくりいただきます。13款国庫支出金4,136万4,000円の増は、子ど

ものための教育・保育給付費負担金440万円、地方創生交付金267万5,000円、年金生活者等

支援臨時福祉給付金事業と事務費補助金で2,723万8,000円が増額要因となるものでござい

ます。14款道支出金1,152万3,000円の減は、地籍調査事業道負担金812万7,000円の減、浦

幌地区農業基盤整備促進事業補助金720万円の減が主な減額要因でございます。15款財産収

入691万1,000円の増は、太陽光発電用地貸付収入641万5,000円、消防職員住宅貸付収入

134万7,000円が新たに収入となり、増額要因となるものでございます。17款繰入金１億

4,427万2,000円の増は、財政調整基金繰入金１億1,000万円、ふるさとづくり基金繰入金

4,400万7,000円、それぞれの増額が主たる要因でございます。なお、ふるさとづくり基金

活用事業の内容につきましては、本予算書附表の中の各会計予算説明資料37ページから

38ページにかけてその内容を記載しておりますので、ごらんおきを願います。その他基金

からの繰り入れといたしまして、まちづくり計画重点プロジェクトの地域産業活性化補助

金、出産祝金、新規就農者営農促進補助金、転入者はまなす商品券贈呈、新規創業等促進

補助金、店舗等リフォーム補助金の６つの事業に充てるために地域振興基金から1,685万円

を繰り入れする内容でございます。次に、19款諸収入1,991万9,000円の増は、町融資制度

の拡充のため預託金9,000万円を１億1,000万円に増額する内容で、これに伴い、元金戻入

金が前年度より2,000万円増額となるための内容となってございます。次に、20款町債

7,890万円の増は、過疎対策事業債において過疎ソフト事業13事業を含む過疎対策事業の実

施による１億1,600万円の増と公営住宅建設事業債の3,710万円減によるものでございま

す。 

 次に、６ページからの一般会計歳出款別比較表についてご説明をいたします。６ページ

をごらんおき願います。継続して行う拡充事業または大型事業と新規の特徴的な事業のみ

ご説明をさせていただきます。最初に、継続して行う拡充事業または大型の主な事業とい

たしましては、まず７ページの３款民生費、上から５行目、出産祝金において贈呈金額の

拡充を図るもので、400万円の祝金を見込んでおります。４款衛生費の特定不妊治療費補助

金において補助金交付回数の増と補助金交付対象者を女性に限っていたのを男性にも拡充

する内容で275万円の増、また次の行の健康診査委託料につきまして各種健診に係り受診率

向上による保健予防を進めるため受診者負担軽減を行うもので、219万9,000円の増額でご

ざいます。次のページの８款土木費、８ページになります。上から３行目以降の２条通道

路整備事業、光南２条通道路整備事業、北栄３条通道路整備事業、相川川西線道路整備事
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業、橋梁長寿命化修繕事業が継続して行う主な大型事業でございます。９款消防費におき

ましては、とかち広域消防事務組合移行に伴う各費目の増減内容でありますが、上から４

行目の非常備消防費における4,308万9,000円の増は、第１分団車両更新のため消防ポンプ

自動車購入費が主な内容でございます。 

 次に、新規の主な事業ですが、恐れ入ります、６ページに戻りまして、２款総務費、上

から11行目の公用車の更新に伴う公用車購入、７ページに移りまして、上から２行目、コ

ミュニティバスにつきましてはバスを町で取得した上で貸し付け等による運行を行うた

め、先行取得する費用でございます。６款農林水産業費につきましては、一番下の模範牧

場作業機械購入はトラクターの購入、次の８ページの上から６行目、林道上出沢線開設事

業全体計画調査・測量設計委託は今年度から新たに実施をしてまいります。７款商工費は、

浦幌町内で新たな事業を創業する方への新規創業等促進補助金、既存の店舗等を継続して

営むための店舗等リフォーム補助金、上から６行目で町民の健康増進を図るため留真温泉

町民利用者助成事業をそれぞれ計上してございます。８款土木費では、除雪ドーザー更新

のための除雪機械購入費でございます。 

 以上で歳出についての説明を終わります。 

 次に、10ページから13ページまでの会計別、節別集計比較表につきましては、説明を省

略させていただきますので、ごらんおきを願います。 

 それでは、14ページ、15ページをごらん願います。各会計予算性質別一覧表であります

が、まず14ページ上段の一般会計について増減でご説明をいたします。最初に、人件費、

前年度比3,419万2,000円の増、これにつきましては３年に１度精算納付する退職手当組合

特別負担金が主な内容でございます。次に、物件費、維持補修費は2,686万4,000円の増、

これは燃料費の単価値下げによる減と除雪機械、消防ポンプ自動車購入による増が主な内

容でございます。次に、扶助費、補助費等につきましては１億2,055万6,000円の増、これ

は年金生活者等支援臨時福祉給付金事業2,723万8,000円、紙おむつ助成給付金、出産祝金、

特定不妊治療費補助金、乳幼児等医療費扶助費合わせて1,371万5,000円、多面的機能支払

交付金2,815万9,000円、新規創業等促進補助金及び店舗等リフォーム補助金合わせて600万

円、中小企業融資補給補助金2,000万円、それぞれの増が主な内容となってございます。次

に、普通建設事業費、災害復旧事業費につきましては２億7,550万2,000円の増、これは18ペ

ージから28ページまでの全会計主な事業費調べにおける米印を付している事業がこれに当

たるものでございます。なお、普通建設事業などの投資的事業でありますが、主な新規事

業として、葬斎場改修工事、浦幌厚内墓園内通路簡易舗装工事、上浦幌中央小学校校内舗

装設備更新工事、厚内幼稚園内装改修工事、実施設計を含めた中央公民館多目的トイレ新

設工事、中央公民館１階和室内装改修工事、総合スポーツセンターボイラー取りかえ工事、

平成29年度改築に向けての給食センター改築事業実施設計委託など、全26事業合計２億

3,179万4,000円となり、前年度からの繰越明許事業といたしまして地方公共団体情報セキ

ュリティ強化策事業、合流地区担い手育成型畑地帯総合整備事業、光南２条通道路整備事
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業で合計3,922万3,000円を新年度において実施をしてまいります。公債費は7,790万

1,000円の減ですが、早期償還に係る元金で5,917万円、利子で1,873万1,000円、それぞれ

の減が主たる要因でございます。出資金、貸付金は2,000万円の増、先ほど歳入でご説明い

たしました中小企業融資預託金2,000万円の増によるものでございます。繰出金は特別会計

への繰出金ですが、2,245万5,000円の減、その他につきましてはふるさと基金積立金１億

2,000万円が主にその他の全体を占めてございます。 

 次に、15ページ、下の段の一般会計、特別会計の合計でありますが、これも増減でご説

明をいたします。人件費4,816万5,000円、3.5％の増、物件費、維持補修費で2,277万2,000円、

1.5％の増、扶助費、補助費等で１億3,290万2,000円、5.0％の増、普通建設事業費、災害

復旧事業費は４億5,153万2,000円、46.1％の増ですが、18ページから28ページまでに記載

しております全会計主な事業費調べの事業のうち、先ほどご説明いたしました米印のつい

ているものが投資的経費として普通建設事業費、災害復旧事業費の対象事業であります。

28ページをごらんいただきたいと思います。28ページの全会計、本年度投資的経費合計の

金額14億3,051万円は、恐れ入ります、15ページに戻りまして、普通建設事業費、災害復旧

事業費の合計と同額となっているものでございます。引き続き15ページでございますが、

公債費１億997万8,000円、9.6％の減、出資金、貸付金2,000万円、21.4％増、繰出金2,245万

5,000円、3.0％の減、その他625万5,000円、4.7％の減となってございます。 

 次に、16ページ、17ページをお開き願います。一般会計債務負担行為総括表についてで

ありますが、平成28年度予算額合計、17ページの下の段になります。１億7,038万円で、そ

のうち一般財源につきましては１億6,930万6,000円であります。次に、右側の平成29年度

以降支出予定額は、合計が４億3,093万7,000円で、うち一般財源につきましては４億

2,656万7,000円となってございます。 

 次に、18ページから28ページまでの全会計主な事業費調べにつきましては、説明を省略

いたしますので、後ほどごらんおきを願います。 

 続きまして、給与費明細書付表についての説明をいたします。28ページをおめくりしま

すと黄色い表紙で給与費明細書付表となってございます。このページ以降についてご説明

をさせていただきます。表紙をめくりまして、１ページから72ページにわたりまして一般

会計及び８特別会計の給与費明細書を添付してございます。まず、１ページをお開き願い

ます。一般会計の給与費明細書、特別職に係る内容でございます。表の比較欄におけるそ

の他の特別職の人数が前年度比76名の増となっていますが、平成28年４月１日からとかち

広域消防事務組合がスタートし、それに伴い解散します東十勝消防事務組合の所管所掌事

務でありました構成町の消防団について、平成28年度から各町が所管所掌事務となるため、

浦幌消防団員が含まれることによる増が主な要因となっているものでございます。給与費、

共済費の合計、一番下の右側の欄になりますが、前年度対比78万1,000円の減となってござ

います。内訳は、下の比較の欄でご説明をいたします。給与費の計で235万3,000円の増、

共済費313万4,000円の減の内容でございます。 
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 次に、２ページをごらんおき願います。一般会計に係る一般職につきましての内容であ

ります。職員は108人で、前年度比１名の増であります。給与費、共済費の合計で前年度比

18万5,000円の増となってございます。 

 次に、３ページ以降につきましては、この給与費明細書の説明を省略させていただきま

すけれども、72ページまでの特別会計での一般職の全職員につきましては20名で、前年度

比１名の増、一般会計、特別会計における９会計全体で128名となり、前年度比２名の増で

すが、老人ホーム看護師等の欠員補充でございます。一般職の給与費、共済費の総合計は

９億8,998万6,000円で、前年度対比で992万6,000円、1.0％の増となってございます。 

 以上で平成28年度予算説明書附表の説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 次に、議事の進行上、第３表、地方債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 予算書の１ページをごらん願います。議案第46号 平成28年度浦幌町一

般会計予算。 

 平成28年度浦幌町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ62億200万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 （債務負担行為） 

 第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

 第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

 第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

10億円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

 第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 平成28年３月７日提出、十勝郡浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。２ページの第１表、歳入歳出予算につきましては、説明

を省略させていただきます。 

 次に、７ページをごらん願います。第２表、債務負担行為、事項、庁内イントラネット
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ワーククラウドサービスネットワーク機器借り上げ料、期間、平成28年度から平成32年度

までの５年間、限度額329万4,000円、漁業施設低気圧災害対策資金利子補給、期間、平成

28年度から平成35年度の８年間、限度額173万円。 

 次のページをごらん願います。第３表、地方債、起債の目的、過疎対策事業、限度額３

億5,410万円、移住・交流・若者の定住促進対策事業、限度額2,120万円、高等学校等就学

費補助事業、限度額370万円、地域公共交通確保事業、限度額2,370万円、紙おむつ購入費

助成事業、限度額180万円、介護事業運営補助事業、限度額2,030万円、患者輸送業務委託

事業、限度額750万円、葬斎場改修事業、限度額1,200万円、特定不妊治療事業、限度額300万

円、乳幼児等医療給付事業、限度額270万円、医療費無料化事業、限度額910万円、汚水処

理施設共同整備事業、限度額450万円、雇用促進事業補助事業、限度額240万円、模範牧場

作業用機械購入事業、限度額940万円、合流地区担い手育成型畑地帯総合整備事業、限度額

440万円、林道上出沢線開設事業、限度額780万円、道路建設補助事業、限度額１億1,240万

円、橋梁長寿命化修繕事業、限度額1,440万円、除雪機械購入事業、限度額600万円、住宅

リフォーム補助事業、限度額1,000万円、消防車両購入事業、限度額3,730万円、学校給食

費補助事業、限度額1,650万円、給食センター改築事業、2,400万円、以上が過疎対策事業

に係ります内容でございます。次に、起債の目的でございますが、公営住宅建設事業、限

度額2,730万円、臨時財政対策債、１億8,000万円、限度額の計で５億6,140万円でございま

す。次に、起債の方法でございます。証書借入又は証券発行、利率、年5.0％以内（ただし、

利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見

直し後の利率）、償還の方法、政府資金又は金融機関等の融通条件による。ただし、町財政

の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換するこ

とができる。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 地方債までの質疑は、歳入の質疑とあわせて行いたいと思います。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、地方債までの質疑は、歳入の質疑とあわせて行うことに決定をいたしました。 

 次に、歳入歳出予算事項別明細書の審議は、便宜上歳出から行いたいと思います。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、歳入歳出予算事項別明細書の審議は、歳出から行うことに決定をいたしました。 

 次に、平成28年度浦幌町一般会計予算及び特別会計予算の９議案は、本会議での質疑を

３回までとする会議規則第55条の規定を適用しないで審議を進めたいと思います。これに
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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、平成28年度浦幌町一般会計予算及び特別会計予算の９議案は、会議規則第55条

の規定を適用しないで審議することに決定をいたしました。 

 

    ◎延会・休会の議決 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 会議の途中ではありますが、議事の都合により本日の会議はこの程度にとどめて延会と

し、あすから３月13日までの２日間、議事の都合により休会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、本日はこれをもって延会とし、あすから３月13日までの２日間、議事の都合に

より休会とすることに決定をいたしました。 

 なお、再開は３月14日午前10時ですので、よろしくお願いをいたします。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ７時５６分 


