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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。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 議案第２１号 

〇田村議長 日程第１、議案第21号 平成26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 平成26年度予算をご審議をいただくに当たり、概略を説明させていただきた

いと思います。 

 95兆8,823億円から成る平成26年度国家予算につきましては、ご存じのとおり衆議院を通

過し、今参議院で審議中でありますけれども、年内予算の成立は確定したということでご

ざいます。麻生財務大臣の財政演説では、デフレ脱却に向けて次元の違う大胆な政策パッ

ケージとして大胆な金融政策、機動的な財務政策、民間投資を喚起する成長戦略を三本の

矢として強力に実行して経済の再生を進めるという談話がありました。2020年までには国

と地方のプライマリーバランスを黒字化するという目標に向けて、これは国際公約でもあ

りますけれども、総額5.5兆円の平成25年度補正予算とあわせて100兆円を超える予算とい

うことであります。しかしながら、地方交付税につきましては地方税収が１兆円を超える

見込み、１兆円増加する見込みということで、その予想の中で前年度対比で交付税2,000億

円の減額、そして16兆9,000億となりました。臨時財政対策債につきましても6,000億の減

額ということで、昨年に引き続き大幅な減額ということになりました。消費税の改定や電

気料金の改定などもありまして、さらに公共事業における労務費単価の上昇などにつきま

しても町財政にも大きな影響を及ぼすことになるだろうというふうに思っています。 

 このような状況の中でありますけれども、浦幌町の平成26年度予算については、今年で

４年目となります浦幌町第３期まちづくり計画の３つの基本目標を踏まえながら、実施計

画と重点プロジェクトを中心にして予算編成をさせていただきました。一般会計総額にお

きましては、前年当初予算比で100万円減の58億9,000万円の予算を組みました。その中に

は模範牧場の施設更新整備や、これが最後となりますけれども、哺育舎の建設、また中小

企業の融資貸付金事業の拡大、プレミアム商品券の発行事業も盛り込まさせていただきま

した。また、大型事業としては、橋梁の長寿命化修繕事業や模範牧場への作業機械、除雪

機やポンプ消防車の購入事業も予算計上させていただきました。引き続き実施をいたしま

す公営住宅の建てかえ整備事業や公営住宅の教員住宅のトイレの水洗化を進めさせていた
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だきます。浦幌町給水条例の改定や公共料金の据え置きを目指しながら、65歳以上の方の

公共料金利用料の無料化等々で消費税の増額への配慮と高齢者の外出支援についても配慮

させていただきました。特にまた、今年は洋野町との親善交流も新たな段階に進めるべく

予算の計上をいたしました。全国各地から大勢の納税をいただいておりますふるさと納税、

基金を活用した事業についても計上をいたしました。一般会計の歳入におきましては、町

税収入を前年度当初250万円増の５億2,162万9,000円といたしました。地方交付税のうち普

通交付税につきましては、昨年当初比で0.5％、1,500万円減の31億5,500万円を見込んでい

るところであります。臨時財政対策債につきましては、先ほども述べたとおりであります

ので、前年度当初予算比の1,000万円減の１億9,000万円、臨時財政対策債を加えた実質的

な地方交付税につきましては総額は33億4,500万円で、前年当初比2,500万円の減といたし

ました。特別会計を含めた全会計では、前年度当初予算比0.4％減の87億8,695万円といた

しました。特別会計の主な減額の要因としましては、簡易水道の統合事業や浦幌町立診療

所の医療機器更新の減額によるものであります。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いくようこれからも慎重に運営をしていきたいという

ふうに思っているところであります。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

実に向けた予算を編成したつもりであります。平成20年度より７年連続で財政調整基金か

らの繰り入れは行わずに予算編成を行いましたが、それぞれの詳細につきましては副町長、

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。 

 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。よろしくお願いいたし

ます。 

〇田村議長 続いて、平成26年度予算説明書附表の説明を求めます。 

 副町長。 

〇門馬副町長 それでは、平成26年度予算説明書附表を説明させていただきます。 

 お手元の予算説明書附表の１ページをごらんいただきたいと思います。最初に、１ペー

ジ左側の各会計予算比較表でございますが、平成26年度予算額、一般会計58億9,000万円、

町有林野特別会計など８特別会計を含む総計で87億8,694万9,000円になります。比較増減

でありますが、一般会計につきましては前年度当初比100万円の減となっております。一般

会計、特別会計の総計で前年度当初比3,806万円、0.4％の減となっております。特別会計

の主な減額要因といたしましては、町立診療所会計は町立診療所医療機器更新の減額、簡

易水道会計は宝生地区の事業完了など簡易水道統合事業の工事請負費の減額によるもので

あります。また、水道料金につきましては実質平均７％値上げとしての予算となっており

ます。 

 次に、右側の歳入歳出予算の総計及び純計表についてご説明いたします。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７億6,482万2,000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80億2,212万5,000円で、前年度と比
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較しますと7,476万8,000円の減となっております。 

 次に、２ページをごらん願います。一般会計歳入歳出総括表については説明を省略いた

します。 

 ３ページからの款別比較表で前年度と比較し、増減の主なものを説明いたします。歳入、

１款町税253万5,000円の増、個人町民税、固定資産税の増が主なものでございます。２款

地方譲与税530万円の減、自動車重量譲与税の見込み減となっております。飛びまして、６

款地方消費税交付金2,000万円の増、消費税率３％引き上げに伴う増の見込みでございま

す。飛びまして、９款地方交付税でありますが、500万円の増、普通交付税1,500万円、0.5％

の減、特別交付税2,000万円の増を見込んでおります。なお、普通交付税につきましては、

前年度の実績比で見ますと前年度交付額33億5,247万円でありますので、5.9％の減で見込

んでおります。飛びまして、４ページ、13款国庫支出金8,746万6,000円の増、障害介護給

付費国庫負担金の増と橋梁長寿命化修繕事業、除雪機械購入に伴う社会資本整備総合交付

金の増が主な要因でございます。飛びまして、15款財産収入267万1,000円の増、主に情報

通信基盤整備貸付収入、ブロードバンド光伝送路ＩＲＵ料金の増によるものでございます。

５ページ、16款寄附金1,400万円の増、ふるさとづくり寄附金の増の見込みによるものでご

ざいます。17款繰入金200万1,000円の増、ふるさとづくり寄附金活用事業に伴うふるさと

づくり基金からの繰入金1,707万1,000円が増の主な要因でございます。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、この予算書附表の最後のページ、56ページにそ

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うち新規就農者営農促進事業、雇用促進

事業、住宅建設等補助、転入者ハマナス商品券贈呈、地域産業活性化補助金の５つの事業

に充てるために地域振興基金からの繰り入れ2,625万円の内容でございます。次に、19款諸

収入4,946万1,000円の増は、町融資制度の拡充のため新年度から4,000万円から9,000万円

に預託金を増額いたしますが、これに伴い元金戻し入れ金が前年度より5,000万円増額とな

るための増の内容となっております。次に、20款町債１億6,910万円の減、緊急防災・減災

事業債の減が主なものでございます。なお、臨時財政対策債につきましては前年度当初比

1,000万円、５％の減、過疎対策事業債につきましては過疎ソフト事業10事業を含む過疎対

策事業の実施による790万円の増でございます。また、公営住宅整備事業による公営住宅建

設事業債の3,260万円が増となっております。なお、歳入につきまして、先ほど町長から説

明ございましたように、新年度から高齢者、障がい者の方々への一部公共施設の使用料免

除による無料化の実施、また消費税率引き上げがありますが、使用料の改定は行わずに予

算編成を行っているところでございます。 

 次に、６ページからの歳出でありますが、第３期まちづくり計画に基づきまして予算編

成を行ってきたところでございます。歳出につきましては、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い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させていただきますが、大型事業と新
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規の特徴的な事業のみご説明をさせていただきます。 

 大型の事業として継続して行う主な事業といたしましては、まず７ページの６款農林水

産業費の中ほど、模範牧場の哺育舎建設事業、あわせて模範牧場作業機械購入、それと８

ページ、次のページの８款土木費の一番下、公営住宅整備事業費が継続して行う主な大型

事業でございます。 

 次に、新規の主な事業として６ページの２款総務費、上から４番目、町ＰＲ映像制作業

務につきましては、今年度から２カ年度にわたってこの事業を実施してまいります。また、

同じ総務費にあります国内交流推進事業につきましては、岩手県洋野町との友好協定など

交流推進にかかわる事業経費であります。次に、７ページの６款農林水産業費、下から４

番目、合流地区担い手支援型畑地帯総合整備事業につきましては、今年度から新たな地区

として実施をしてまいります。次に、８ページ、８款土木費、上から２番目、除雪機械購

入、また新たな道路整備事業として中ほどにございます光南２条通り道路整備、そして寿

東通り道路整備事業によりまして改良舗装を行ってまいります。次に、同じく８ページの

９款消防費、消防施設費でありますが、上浦幌地区消防の水槽つきポンプ自動車更新を行

うものでございます。 

 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いては説明を省略いた

しますので、ごらんおき願います。 

 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。まず、人件費、前

年度比2,179万7,000円の減、これにつきましては退職者、そして新規採用者の給与支給額

の差額の減によるものでございます。次に、物件費、維持補修費は5,083万3,000円の増、

特に消費税率の引き上げ、電気料金、燃料費等の値上げによるものが主な増の内容でござ

います。次に、扶助費、補助費等につきましては958万2,000円の増。次に、普通建設事業

費、災害復旧事業費につきましては１億4,213万2,000円の減。なお、普通建設事業など投

資的事業でありますが、前年度からの繰越明許事業といたしまして、役場庁舎耐震防災改

修事業、厚内地区避難道路等整備事業、消防救急デジタル無線整備事業、浦幌地区農業基

盤整備促進事業など、合計11億3,319万8,000円を新年度において実施してまいります。公

債費は152万5,000円の増。出資金、貸付金は5,000万円の増、先ほど歳入でご説明いたしま

した中小企業融資預託金5,000万円の増によるものです。繰出金は、特別会計への繰出金で

すが、3,670万8,000円の増。その他1,428万1,000円の増、その他は主に基金への積立金で

ありますが、ふるさと基金積立金の増が主な増額の内容でございます。 

 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

明いたします。人件費1,989万7,000円の減、物件費、維持補修費で7,259万1,000円の増、

扶助費、補助費等で1,575万3,000円の増、普通建設事業費、災害復旧事業費は２億612万

2,000円の減となっております。なお、投資的経費の内訳については、18ページから28ペー
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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米印のついているものがそ

の対象事業でございます。 

 恐れ入りますが、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、事業費の金額が12億4,678万円となっておりますが、15ページにお戻りい

ただいて、その投資的経費の合計が12億4,833万円となっております。これと比較しますと、

15万5,000円少ない金額になっているわけですが、これにつきましては27ページに、下のほ

うに簡易水道会計があります。ここに備品の購入で色濁度計155万円が入っていないという

ことでありまして、この備品購入費を加えますと、15ページにお戻りいただいて、簡易水

道特別会計の普通建設事業費、災害復旧費の、まず19万2,566円と同じになりまして、また

その下の合計の12億4,833万円と同額になりますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、15ページに戻ります。公債費は240万8,000円の減でございます。出資金、貸

付金は5,100万円の増、繰出金は3,670万8,000円の増、その他1,431万5,000円の増となって

おります。 

 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26年度予算額合計、17ページの下の段になります。２億2,448万6,000円

で、そのうち一般財源につきましては２億475万円であります。次に、右側の平成27年度以

降支出予定額は、合計が３億5,083万3,000円で、うち一般財源につきましては３億4,088万

円となっております。 

 次に、18から28ページまでの全会計主な事業費調べについては説明を省略いたしますの

で、ごらんおき願います。 

 続きまして、給与費明細書附表についての説明をいたします。28ページの次のページに

なります。給与費明細書につきましては、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おります。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、特別職全体の合計で、一番下の右側の欄になりますが、特別職

全体の合計で前年度対比446万1,000円の減となっております。内訳は、下の比較の欄でご

説明いたしますと、給与費の計で340万5,000円の減、共済費105万6,000円の減の内容でご

ざいます。 

 次に、２ページをごらん願います。一般会計に係る一般職については、職員108人で前年

度と変わりません。給与費、共済費の合計で前年度比1,876万6,000円の減となっておりま

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を含む９会計全体での一般職の全職員数につきまし

ては126人でございます。前年度と同じ職員数であり、増減はございません。また、９会計

全体で一般職の給与費、共済費の総合計は９億8,162万7,000円で、前年度対比で2,396万円

の減となっております。 

 以上で平成26年度予算説明書附表の説明を終わります。 
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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。 

〇鈴木総務課長 議案第21号 平成26年度浦幌町一般会計予算。 

 平成26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58億9,000万円と定める。 

 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26年３月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。２ページから６ページまでの第１表、歳入歳出予算につ

きましては省略をさせていただき、飛びまして７ページをごらんおき願います。第２表、

債務負担行為、事項、庁内ＬＡＮ電子計算機借り上げ料、期間、平成26年度から平成30年

度、限度額2,786万5,000円、町ＰＲ映像制作業務委託料、期間、平成26年度から平成27年

度、限度額500万円、小学校印刷機械借り上げ料、期間、平成26年度から平成30年度、336万

4,000円、中学校印刷機械借り上げ料、期間、平成26年度から平成30年度、限度額224万

3,000円、教育用コンピューター等借り上げ料（中学校）、期間、平成26年度から平成31年

度、限度額3,596万4,000円、。 

 ８ページをお開き願います。第３表、地方債、起債の目的、過疎対策事業、限度額３億

5,970万円、移住・交流・若者の定住促進対策事業750万円、高等学校等就学費補助事業400万

円、建築物解体事業870万円、介護事業運営補助事業1,860万円、保育施設環境改善事業530万

円、患者輸送業務委託事業680万円、乳幼児等医療費助成事業1,370万円、模範牧場施設整

備事業5,400万円、浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業30万円、合流地区担い手支援
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型畑地帯総合整備事業680万円、観光施設環境改善事業850万円、２条通道路整備事業

2,370万円、吉野稲穂線道路整備事業4,000万円、寿東通道路整備事業2,540万円、光南２条

通道路整備事業1,620万円、橋梁長寿命化修繕事業2,400万円、共栄統太線道路整備事業

550万円、除雪機械購入事業2,040万円、町道維持補修事業2,000万円、消防車両購入事業

4,270万円、幼稚園施設環境改善事業760万円。公営住宅建設事業9,570万円。緊急防災・減

災事業40万円、消防救急無線デジタル化共同整備事業の40万でございます。臨時財政対策

債１億9,000万円。限度額計６億4,580万円にかかわりまして、起債の方法は証書借入又は

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、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、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26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、平成26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。 

 ここで説明員が入りますので、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時３５分  休憩 

午前１０時３６分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 
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 予算の審議は、各会計予算審査順序予定表に従って進めます。また、説明は配付してお

ります説明要領に従って行いますので、質疑及び答弁は簡潔かつ的確にお願いをいたしま

す。 

 それでは、１款１項１目議会費から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。 

〇前田議会事務局長 予算書30ページをお開き願います。１款１項１目議会費、本年度予

算額7,425万6,000円、この科目につきましては議会の運営に係る経費であります。減額の

主なものは、議員１名欠員による１節報酬、４節共済費の減によるものでございます。そ

の他特に説明を加える事項はございません。 

 次に、予算書48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、本年度予

算額233万6,000円、この科目につきましては監査の運営に係る経費であります。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。 

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 質疑がないようですので、次に２款１項１目一般管理費から４項２目農業委

員選挙費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 31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、本年度予算額３億178万8,000円、この科目につきましては総務所管事務に要する予

算及び庁舎管理に要する予算を計上している科目であります。主な増減額は、１節報酬に

おいて10万8,000円の減、これは指定管理者選定委員会委員の報酬減によるものでございま

す。４節共済費においては1,491万円の減、主なものとして共済組合特別負担金546万

7,000円の減、平成25年度において計上しておりました退職手当組合特別負担金について、

３年に１度の負担となることから1,000万円の減でございます。７節賃金では122万3,000円

の減。９節報償費において新たに９万円の増、これは指定管理者選定委員会調査謝金とな

るものでございます。12節役務費において228万7,000円の減は、庁舎内照明器具安定器の

廃棄処理手数料においてその処理を終えたので、256万7,000円の減が主なものでございま

す。13節委託料の62万3,000円の増額は、施設の管理業務委託料において48万9,000円の増

が主な内容でございます。なお、１節報酬、13節委託料、14節使用料及び賃借料は、予算

説明資料13ページに記載をしてございます。 

 33ページに移りまして、２目情報化推進管理費、本年度予算額8,994万3,000円、この科

目につきましては各種電算システム、総合行政ネットワークシステム、庁内ネットワーク

システム等の維持管理に要する予算を計上している科目であります。主な増減額は、13節

委託料で161万8,000円の減、これは町ホームページリニューアル作業等業務委託及び役場

庁内ネットワークシステムリプレースシステム基本設計委託が終えたことから、それぞれ
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169万8,000円、1,000万円の減額が主な内容でございます。なお、平成27年９月稼働を目指

すところの電算システムにおけるクラウド化について、本年３月に業者提案型のプロポー

ザル選定による選定を終えたところであり、今後その内容について詳細にわたり構築する

こととなり、本当初予算には計上できないため今後計画の決定次第、関連する補正予算を

上程する予定でございますので、よろしくお願いいたします。14節使用料及び賃借料にお

いて396万9,000円の増、これは主に庁内ネットワークシステム電算機器借り上げ料で端末

機の更新を図るための371万2,000円の増でございます。なお、13節委託料、14節使用料及

び賃借料は、予算説明資料13ページ、14ページに記載をしてございます。 

 35ページをお開き願います。５目財産管理費、本年度予算額1,489万4,000円、この科目

につきましては町有財産の管理に要する予算を計上している科目でございます。主な増額

は、15節工事請負費で175万4,000円の増、東山福祉館を初めとした建物解体工事及び町有

地内支障木撤去工事の内容でございます。なお、15節工事請負費、17節公有財産購入費は、

予算説明資料14ページに記載をしてございます。 

 ６目財政調整等基金費、本年度予算額2,305万6,000円、この科目につきましては基金の

積み立てに要する予算を計上している科目でございます。25節積立金で1,428万1,000円の

増でありますが、既存の基金利息分として205万6,000円、ふるさとづくり基金積立金とし

て2,100万円は、ふるさとづくり基金積立金において1,400万増の内容でございます。 

 39ページをお開き願います。９目公平委員会費、本年度予算額１万1,000円、この科目に

つきましては公平委員３名に要する予算を計上している科目でございます。１節報酬は、

予算説明資料15ページに記載をしております。 

 40ページをお開き願います。12目職員厚生費、本年度予算額766万2,000円、この科目に

つきましては職員の福利厚生、職員研修等に要する予算を計上している科目でございます。

１節報酬、13節委託料につきましては、予算説明資料15ページ、16ページに記載をしてご

ざいます。 

 13目諸費、本年度予算額3,496万2,000円、この科目につきましては行政区の振興、各種

団体の活動推進、コミュニティ施設の管理、常室簡易郵便局の維持管理に要する予算を計

上している科目でございます。主な増減額は、８節報償費25万4,000円の増、これは自治功

労表彰に伴う内容でございます。13節委託料31万円の増、これは地域会館等施設の保守業

務委託料で22万5,000円の増が主な内容でございます。15節工事請負費は吉野地区軽スポー

ツセンター外構工事35万円の内容でございます。19節負担金、補助及び交付金においては

373万5,000円の減で、浦幌町生活交通ネットワーク計画協議会負担金の350万円減が主な内

容でございます。なお、１節報酬、13節委託料、15節工事請負費、19節負担金、補助及び

交付金は、予算説明資料16ページに記載をしてございます。 

 45ページをごらん願います。４項選挙費、１目選挙管理委員会費、本年度予算額1,085万

3,000円、この科目につきましては選挙管理委員会事務局及び選挙管理委員４名に要する予

算を計上している科目でございます。なお、１節報酬は、予算説明資料16ページに記載を
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しております。 

 ２目農業委員選挙費、本年度予算額131万1,000円、本年行われます農業委員選挙に要す

る予算を計上している科目でございます。１節報酬は、予算説明資料17ページに記載をし

ております。 

 参議院議員選挙費は、廃目整理でございます。 

 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。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 ちょっとお聞きしたいのですが、財産管理費のこの中で雑種住宅なのですが、

雑種家屋、今まで教員住宅として使われていたものが今雑種家屋ということで一般の方に

貸されていると。それで、新しい教員住宅もあるわけなのですが、それの水洗化とか、そ

ういうものについてはどのように考えているか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。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問についてご説明をさせていただきます。 

 おっしゃるとおり、住宅についてはそれぞれ公営住宅、教員住宅、また町の雑種家屋と

いう扱いの住宅がそれぞれございますけれども、雑種家屋につきましては従前からその対

応をもって住宅運用をするという意味ではなくて、現状のお貸しをするということで、当

面現状のままお貸しする中で使っていただく方にはお貸しをするといったようなことで従

前から進めてきてございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。その関係で、もし借りている方が自分で直したいのだという

ようなことがあった場合、そういう許可は出るのか、それとあと個別排水の浄化槽の事業

もできるのかどうか、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。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問に係りまして、先ほどもお答えさせていただきました

とおり、現状の状況での貸し付けということで従前から進めてきているといったことでご

ざいます。それにかかわって借りている方が自主的に修繕対応すると、いわゆる改築等の

部分だというふうなお話だと思いますけれども、先ほどからお話しさせていただきまして

いるとおり、現状の中で使っていただく。ただ、緊急性または危険性の度合いがあった中

で、どうしても現状の中で修繕をすると、いわゆる改築ではなくて現状の中での修繕とい

うことについては、ある程度の部分としては考えられるわけでありますけれども、現状の

中での改築、いわゆる個別排水等を含めて、そういった形での対応ということについては

従前から考えてございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 
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〇安藤議員 今までもそこの借りている地域からも、そういう要望等はあると聞いており

ますけれども、それに対して地域にはそのように答えているのかどうか聞きたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまの質問についても、特に地域として行政区の要望ということを

含めて大がかりな部分としてはないわけでありますけれども、一部個人的には環境をよく

したいという当然の思いもあるでしょうということも聞いてはおります。ただ、先ほども

申し上げましたとおり、雑種家屋は全般およそ60戸以上ございますので、その中にあって

従前から現状の中でお使いいただける方には使っていただきたいという意味合いの部分が

ございますので、その基本的な考え方がやはり大きく変わらざるを得ないというような状

況になるかどうかという部分についての見きわめというのが今後必要になってくるのかな

と思いますけれども、現状のところ従前からの方針をそのまま進めていきたいと考えてご

ざいますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 この住宅なのですが、将来的に売り払いとかそういうことは考えておられる

のかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 雑種家屋について、先ほども申し上げました六十数戸ある中で、ほとん

どが使っていただいている状況でございます。その中にあっては、売り払いという状況が

果たしてどのようなことで処理をさせていただくのか。先に住まわれている方の占有権で

はないのでありますけれども、やはり売り払いという公平原則に基づいた中ではどのよう

な事務を進めていくかというのは今後の課題としてもあるのではないかと思います。現状

の中では、現状の建物の状況を使っていただくということを基本として進めてきたという

経過がございますので、このことも踏まえた中では今後の課題としてはどのように整理す

るかということについては調査検討をさせていただきたいなと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 関連でお聞きします。 

 雑種住宅の水洗化の問題ですけれども、これについては南浦幌の区長会からも町のほう

にも早く水洗化していただけないかという要望書が上がっていると思うのです。実情を言

いますと、議員の議会の報告会でも地域の方からそういう要望が出されております。これ

については、産業建設常任委員会で公営住宅の整備に関する調査の中で、所管が違います

から附帯としてつけた部分がございますが、公営住宅の水洗化の整備については所管でも

詳しく説明いただきました。計画どおりの執行をするということであります。それについ
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ては、私たちも議会の報告会でその状況について説明をしてきました。しかし、雑種住宅

の整備については、特に養老地区は、先ほども課長のほうから説明ありましたように雑種

住宅入居、ほぼ満度に利用されているという状況ありますね、町内全体で。養老地区もそ

うですが、一時的な空き家があったとしても、ほぼ埋まっている状況にあると思うのです。

公営住宅の整備計画はあっても、この雑種住宅の整備計画を今後とも、先ほどからの課長

の説明ですと整備計画にのせるつもりがないのか、今後次期の町の整備計画、今27年まで

ですか、その後の計画にも今後検討してのせていくつもりないのか。やっぱり地域で、例

えば地元の方が住む、あるいは南浦幌のほうでしたら大きな農場に働く人たち、実習生含

めて利用は非常に、吉野地区の教員住宅跡もそうなのですが、入居している事実があるの

です。この辺については、いろんなところでお話ししていますけれども、なかなか公営住

宅整備が優先だ。計画を立てた公営住宅の整備は、それは理解します。しかし、雑種家屋

について、その整備計画を今後考えない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。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問に説明させていただきたいと思います。 

 基本的にやはり雑種家屋ということで、町の建物、いわゆる住宅ということにつきまし

ては公営住宅、それから教員住宅等々ございますけれども、いわゆる住宅を貸し付け等を

目的とした住宅というのが通常ですと公営住宅ということになっております。これは、公

営住宅の法的に基づいた中での住宅料の算定等々含まれている形になっております。いわ

ゆる住宅の建てた補助金等々含めた投資的なこともございますし、そういった中から住宅

料の算定が法的に基づいた中でさせていただいております。また、雑種家屋については、

基本的には従前の用途を廃止した中での雑種家屋ということの位置づけをされております

ので、これがおっしゃる公営住宅と同じような扱いということであれば、やはり住宅の使

用料の算定等々含めて変わってきますし、また町営住宅としての扱いになれるかどうかと

いったことも今後の課題として浮かび上がってくるものはございますので、これらについ

ては雑種家屋はやはり雑種家屋でございますので、雑種家屋の用途を変えて公営住宅等に

なり得るかどうかといったことは今後の調査検討が必要ではないかと思ってございますの

で、現状の雑種家屋においては当初の目的の用途が廃止された住宅ということの現状での

貸し付けと、お借りしていただく方にお貸しをするといったことの基本として持ってござ

いますので、このことについてはご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほどの同僚議員の説明に対してもそうですが、雑種家屋だから、何か住居

でないみたいな言い方されますけれども、やっぱりこれだけの戸数を町民が利用している

のですから、町の住宅という位置づけをきちっとして整備をするような計画を立ててもら

いたいと思うのです。先ほどあった、目的が違うから補助で水洗化できないとか、そうい

う意味合いの説明だろうと思うのですが、それは私も１２月にも財政問題の質問したとき
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にも言っていますように、そういうことに対して基金使って、自己財源使って……基金使

わなくても余裕あるのなら自己財源使って、そういう整備していく姿勢が住民に対するサ

ービスだと私は思うのです。これだけの数入居しているのです。今後の検討課題だと言わ

ないで、検討していくという方向でできないのかどうか、再度伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問についてご説明させていただきます。 

 確かに使っている建物の名称として、いわゆる財産の扱い上、雑種家屋ということでさ

せていただいております。名称がなかなかなじみづらいというのもご指摘のとおりだと思

います。先ほどの説明の中でも説明不足の点もあったかと思いますけれども、現状はあく

までも用途廃止が当初の予定が廃止された、例えば旧教員住宅ですとか用途が廃止された

ところの建物を町として雑種家屋の扱いの中で現状持っているという状況であります。た

だ、これを公営住宅と同じような、いわゆる住宅使用料の対応として持っていくのだとい

うことについて、この建物が例えば公営住宅の扱いになっていくのかどうか、また別な方

法があるのかどうか。こういったことについては、今後のやはり調査の課題となるのだろ

うということで、お話あったとおり、実際に現に入居、利用されている方もおられるとい

うことは承知しておりますので、これらを含めて同じような扱いになれるかどうか、なか

なか法的等々のことも大きな壁があると思いますので、それらを含めて調査をさせていた

だきたいということでのご説明をさせていただいたものでございますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 余り同じ質疑繰り返したくないのですが、姿勢だと思うのです。これを町有

の公の貸し出しする住宅として扱うなら、それなりの対応をして水洗化の整備もするとい

う姿勢があれば、そういう対応をしていく方法を検討すればいいので、あくまでも法に適

用するかどうかとか、そういうことを言っていたら、いつになっても３年研究するのか、

５年調査するのかわからない。そういうようなことでなく、前向きに検討して対応できる

ような方法を探ってほしい。これで答弁もらったら終わります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問に説明させていただきます。 

 先ほどお話しさせていただきましたとおり、この財産、雑種家屋が60戸を超えていると

いう状況にありまして、建築年もやはりそれぞれ違います。相当老朽化、30年、40年たっ

た建物もございますし、そういった中では現に借りる方がこの現状でやはり理解をすると

いった中でのお借りをしているという方も実際おられます。ですから、そういった方も六

十数戸、全体同じ扱いというのはなかなか難しいという部分もあろうかと思います。これ

らも含めて、どのような形が望ましいのかといったことは、やはり法的なこともございま
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すので、そういったものも含めて調査をさせていただいて、住宅環境という部分の側面か

ら調査をさせていただきたいな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 町長。 

〇水澤町長 雑種家屋の問題でありますけれども、実はご存じだろうと思いますけれども、

先ほどから答弁しているとおり、雑種家屋につきましては現状のありの姿で住まわれる方

についてはいいですよということでお貸しをしているものであります。ですから、それを

全部整備していくということになると、公営住宅のあり方等々にもかかわってきますので、

この雑種家屋を水洗化等々によって現状変えていくということを整備計画を立てるという

ことはなかなか難しいのかなというふうに思っていまして、まずそれは公営住宅の整備計

画をこれからも進めていくわけでありますけれども、雑種家屋については当初お貸しする

条件としては現状のまま住めるのであれば住んでいただいても結構ですよということでの

お貸しする方との話し合いの中で貸しているわけでありまして、これを整備計画持って今

後雑種家屋をどうするかということについては、全体としてそれをやるということはなか

なか難しいだろうというのが今まで答弁させていただいている中身でありますので、ぜひ

その辺はご理解をいただきたいなというふうに思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 申しわけありません。もう一回。町長の説明されることは十分わかります。

ただ、養老の閉校跡の教員住宅は非常に建設年次も新しくて、今後やっぱりそういう町の

貸し出す住宅として整備しても十分値ある。今町長言われたように、いろんな老朽化した、

40年も超したような住宅あることも事実ですし、そういう地域のこと、あるいはそうでな

い地域のことをきちっと仕分けをしながらどういう地域はどういう整備できるというもの

をきちっと前向きに検討していただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 今杉江議員からお話ありまして、まさにいろんな形態での雑種家屋がありま

す。それを個別、個別にやっていくというふうになると、これまた不公平感が出るという

こともありますので、その辺は全体計画の中で雑種家屋をどうするのかという問題を捉え

ないと、なかなかできないのかなというふうに思います。今まで雑種家屋で水洗化になっ

ていないということもあるところもありますけれども……あるところはないわけで、水洗

化になっていないわけでありますけれども、そういう方には公営住宅に住みかえていただ

くという方法もありますし、そういう方法もとりながら雑種家屋についての今後の対応を

考えていく必要があるのかなというふうに思っています。雑種家屋全体にわたってどうこ

うするということはなかなか個別の問題がありますので、統一見解を出すのは、統一的な

計画を出すのはなかなか難しいものだろうというふうに思っています。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 関連で、今町長から公営住宅への借りかえもという言葉出ましたので、ぜひ
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お願いします。私たちも町の資産を買って、自分たちでどんどんお金かけて改築しながら

使っているのですけれども、やはり同じような地区にずっと借りていて、屋根も壊れて、

緊急に補修したりして住んでいらっしゃる方もおります。やはり同じ住民として、私たち

も見るのもつらいというのですか、それで本人とも相談して、もし公営住宅に借りかえて

もらえるものなら、役場のほうでそういった方針で対応していただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問にかかわりましてご説明をさせていただきます。 

 個人的な扱いでどうのこうのということはここでお話しすることはできませんけれど

も、共通的な対応としては、やはり先ほど申し上げました雑種家屋によっては老朽化が進

んでいる家屋もございます。そういう中にあって、やはり危険的な要素が非常に高いとい

うことであれば、このことは一律の扱いの中でそういったケースにおいては入居されてい

る方に、借り入れしている方にその旨お伝えをし、公営住宅等の入居がえについてもお勧

めしていくということで、このことについては変わりなく進め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 ９番、河内議員。 

〇河内議員 私は、企画費の地域おこし協力隊…… 

（何事か声あり） 

〇河内議員 済みません。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ３３ページの情報化推進管理費の中の13節委託料のことをお聞きしたいと思

います。総合型ＧＩＳ構築委託料、昨年度より600万ぐらい減額になっております。これの

進捗状況と申しますか、昨年同僚議員がお聞きしたときに防災とか福祉とかということの

話が出ていました。今年の説明資料の中には、福祉医療システムとして、金額は入ってい

ませんが、全体的なものとして出てきております。これのＧＩＳの進捗状況と、この福祉

医療システムの内容についてお聞きしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課参事。 

〇小島総務課参事 私のほうから今のご質問についてご答弁させていただきます。 

 まず、福原議員のご質問の中で、まず第１点は福祉医療システムというものと、ＧＩＳ

ですね、地理情報システムというもののお話がありましたが、これ２つは全く別のもので

ありまして、福祉情報システムというものにつきましては町民課のほうで行っております

重度医療、あと乳幼児医療ですとか、そういった福祉に関する医療給付にかかわるシステ

ムが福祉医療システムというふうに予算書の中でうたわれているものであります。ですか

ら、これとＧＩＳとは全く別のものでありまして、福祉医療システムに係るものについて
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は福祉医療システムということで管理費を計上させていただいております。 

 もう一点、ＧＩＳに関してですけれども、ＧＩＳのほうは平成20年度当初予算に計上を

させていただきましてから、この間ずっと整備を進めております。整備の内容につきまし

ては、大きなものは基本的に地理情報システムというのは地理情報ですね、土地にかかわ

る情報を取り扱うものでありまして、本町にあっては取り組み後５年ということなのです

けれども、現在何をずっとやっているかといいますと、もともと行政にあって、地図に関

する紙ですとか法定図書、台帳と言われているものですね、これらにつきましては基本的

にアナログです。要するに紙で取り扱われてきておりました。これを実際国の情報化戦略

などにもかかわっていることなのでありますけれども、地理情報システムというものが今

後行政の事務処理、行政経営に当たって非常に重要なものと国のほうも位置づけて、国交

省を中心にその整備を進めております。これに役場のほうも乗りおくれてしまうと行政事

務の停滞だとか、さまざまな問題が起きてくるということを考慮しまして、この間ずっと

紙の台帳、法定図書などをずっとデジタル化を進めてきております。内容につきましては、

現在はそれをメーンということでやっておりますので、ソフトウエアですとかハードウエ

アに係る分のお金に関してはかけている予算の10％にも満たない程度のものでありまし

て、それ以外は全てアナログのものを、紙のものを全てデジタル化するということに使っ

ております。特にＧＩＳに関しましては、皆さんもお乗りになっているお車ですとかにナ

ビゲーションシステムですとか、カーナビと言われているものですね、そういったものだ

とか、あとお使いになられている携帯電話、最近スマホというものがはやっていますけれ

ども、そういったものにも地図が簡単に見れるというようなことで、デジタル化するとい

いましても、そのデジタル化の精度というものが問題になっていまして、一応国が定めて

おります公共測量法というものがありますけれども、これに基づく精度を有しているもの

でなければ、要するに行政で使うに当たっては非常に、皆さんが地図見る程度のものであ

ればよいのですけれども、そういった精度を求められるということで、現在2,500分の１程

度でずっとデータを整備してきております。そういったことで順次進めております。前回

議会の中でご質問があった中身として、防災関係ですとか福祉関係の地理情報については、

今年度、今週の18、19日にデータが完成して、サーバーのほうに登載される予定というこ

とになってございます。 

 以上、答弁を終わらせていただきます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 紙をデジタル化するということで大変な作業で、21年度当初予算が1,732万

5,000円と。21年度から始まって、ちょうど21、22、23、24、25で丸５年終わりますよね。

本来ならば、もう既に何かでき上がって、庁舎内だけでもそういった情報を見れるとかと

いうふうなことになるのかなと思って期待はしたのですけれども、なかなか見えないとい

うか、毎年毎年1,000万以上というか、2,000万ぐらいの構築委託料ということで苦労して

いることは非常にわかりますけれども、18、19日に防災と医療だけですね、完成するとい
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うのは。皆さんにまたお諮りするということで、指導するというか、そういったことでや

ると思うのですが、私たちもこの予算書を見ている限りでは、本当に膨大な数字でずっと

５年、６年目にも入ってきましたので、何とかうまくというか早くというか、そういう情

報をデジタル化するようなことを専門家の方が考えてやっているとは思いますが、もう少

し計画的というか、５年間ということで先ほどおっしゃっていましたけれども、それ以上

まだまだかかるのか。それとも、生活しながらいろいろやっていることで、全部状態が変

わっていって大変だと思うのですけれども、何かもっと簡潔な方法はないのかなというふ

うに思うのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問について説明させていただきたいと思います。大きく

２点あったのかなというふうに思ってございます。 

 まず、１点目につきまして、５年かかった中でなかなか見えてこない。職員が庁舎内に

おいてそれがどのような形になっているか見えてこないと、使われているのかといったよ

うな意味合いだったというふうに思います。この１点目につきましては、このＧＩＳの構

築委託を始めてから２年目に、実はもう職員のほうに使っていただくように整備を進めて

きてございます。ただ、毎年データの入力をしながら、データを多く取り入れてきていま

すので、毎年その使う内容がふえていっているというのも事実でございます。その中にあ

って、職員に対しての、いわゆるＧＩＳの理解と、それからこのソフトの操作の部分につ

いての研修も積んできております。今のところの情報がデジタル情報といった中でお話を

させていただきましたけれども、情報については行政情報でございますので、町民の皆様

の個人情報が多くこの情報としてなっております。この扱いは、やはり行政事務の中でそ

れぞれ担当の職員が使っていただくようなことでなってございますし、その分を毎年グレ

ードを上げてきているといったのが事実でございます。 

 また、今後計画的にどうなのだといったお話だと思いますけれども、このことにつきま

してはやはり先ほどから申し上げましているとおり、構築委託料といいますのはアナログ

からデジタルにかえてということで、およそその作業委託的な要素が非常に高くて、その

積算上の金額もそれになっているということで、なかなか思うように進まないという部分

も中にはあるという状況もあります。全ての情報をやはりできる限りデータ化をしていき

たいというふうなことで思ってございますので、その分は若干の計画のずれは生じてくる

のかなと思いますし、またデータが日々変わってきますので、これらの更新等もございま

すので、それらも含めてグレードの高いもの、完成度の高いものを進めていきたいなと思

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 ６番、福原議員。 

〇福原議員 わかりました。大変な作業だと思いますが、頑張っていただきたいと思いま

す。 
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 次に、35ページの文書広報費の中の13節委託料の町ＰＲ映像制作業務委託料ということ

で２年間にわたってこれを制作する…… 

（何事か声あり） 

〇田村議長 福原議員、まだ。 

〇福原議員 済みません。後から聞きます。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 先ほどは済みませんでした。 

 ２番の情報化推進管理費ということで、これは最近社会的現象としてウイルスによる情

報の非常に困った状態に陥るというようなことが各部門、部署であるわけですけれども、

この予算を見ますとスパムメールファイアウオール保守料ということでここに記載がある

わけですが、情報管理、そういうウイルス対策についてどのような対応、考え方を持って

いるかご説明をお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課参事。 

〇小島総務課参事 河内議員のご質問にお答えいたしたいと思います。 

 町内、要するに情報化社会の中にあって、情報システム、さまざまなものが利用されて

おりますが、まずそのセキュリティー対策についてお話をさせていただきたいというふう

に思います。まず、ウイルス対策に関しましては、基本的にウイルス専用対策のソフトウ

エアというものがございます。これを全端末に配信をして、常に新しいワクチンを即時に

反映されるような形での運用を行っております。次に、メールの対策ですけれども、メー

ルにつきましても最近スパムメールというふうに言われるいたずらのメールを初めとし

て、ウイルスつきのメールですとか、さまざまなものが役場に送られてきます。これにつ

きましては、専用の、先ほど河内議員のほうからお話ありましたとおり、予算でもスパム

メールファイアウオールということで、専用の機械を設置して、全て出入りするメールに

ついてのそういったウイルスチェックですとか、さまざまなセキュリティーのチェックを

行っております。なお、全体といたしましては、ウィンドウズのアップデートなどを含め

まして、新しい対策プログラムが出れば即時に各端末に配信をされる形をとっております。

プラス全体のネットワークの監視、制御といたしまして、ネットワークファイアウオール

も設置いたしておりまして、スパイウエアですとか、そういったものに関する通信の監視

ですとか、さまざまな対策を講じております。 

 以上、ご説明にかえさせていただきます。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 今の説明では、全面的な信頼を置いてもいいと、こういった対応はしている

ということで捉えております。そういった対応に、慎重に慎重を重ねてこういったことに

対応されることが今後望ましいと思いますので、今後もこういった対応に全力をもって努

めていただきたいと思います。 
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 以上で終わります。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 今の同僚議員の質問に関連しまして、今ウィンドウズのアップデートを行っ

ているとあったのですが、ＸＰ問題は去年ちらっと聞いたのですが、今年はどうなってい

るのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課参事。 

〇小島総務課参事 関井議員のご質問にお答えいたしたいと思います。 

 ご存じのとおり、ウィンドウズＸＰにつきましては４月９日でマイクロソフトのほうの

サポートが停止されるということでアナウンスされておりまして、現在うちのほうも入れ

かえに向けて作業を進めております。まだちょっと詳しい日程については今現在調整中な

ところでありますけれども、年度明け早々に新しい……コンピューターもちょうど５年の

リース期間が来ていて現在再リースをしている最中でありますので、150台ぐらいの情報系

端末についての今入れかえを進めたいということで、予算も計上させていただいていると

ころであります。 

 以上で答弁を終わらせていただきます。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 行政区ということについてお聞きしたいなと思います。 

 諸費の中で、いいですか。諸費の中、会館も含めてなのですけれども、よろしいですか。

さっき行政区と言って、何か答えを聞いたような気したものだから。ページ数、諸費の中

の41、説明附表でいくと19ページのところにあるのですが、いいですか。会館も行政区の

ことについてもお聞きしたいと思ったのですが、会館の…… 

〇田村議長 阿部議員、何ページですか。 

〇阿部議員 41ページだよね。そこまで行っているよね。説明資料で16ページ、区長報酬、

それから振興補助金、諸費だからいいのかなと思ったのですが、よろしいですか。 

 過去、本当は４期ぐらい、３期ぐらい前のときから行政区の再編ということが持ち上が

ったのですけれども、その後のことについて若干お聞きしたいのと、諸費についてお聞き

したいなと思います。一応その後、再編ということについて、どのような形の中で今行わ

れているのか、お聞かせを願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 行政区の再編のご質問でございますけれども、これにつきま

しては平成15、６年の合併協議のころからのお話で、当時本町におきましても六十幾つか

行政区が今現在59になっているということで、当時いろいろ議論されてきて現在に至って

おります。今現在は、ある程度自主的に各行政区の自主性に任せているという状況下にご

ざいまして、しばらく様子を見ているというような状況でございまして、もし地域の方か
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ら今の体制が非常に不便だというようなお話があれば、当然町といたしましても相談に乗

りますし、そういう状況が今のところありませんので、そういう状況が話があれば積極的

に対応してまいりたいというふうに考えております。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 以前は、やはり人間、戸数が減る、それからそういうところでいろんな行事

ができなくなるということの中身で、逆に行政のほうが心配して、どうなのだろうという

お話があった。このごろは、今課長の言われたように行政区にお任せだということなので

あります。そこは私もある程度理解はするのでありますけれども、そこでなのですけれど

も、その行政区、ちょうどその境目にあるような行政区が、資金的なものは今、私もプラ

イベートなことで気がついたのでありますけれども、結構その地域、その行政区によりま

して、行政区の作業というのを維持するために町内会費というのがあります。それが結構

その町内によってばらつきがあるように思うのでありますが、それに対してやはり戸数が

減ってくるとどうしてもその単価が上がりつつあるということで、私ども近くの行政区に

おきましてもやはりそのための費用といいますか、会費を値上げしなければならないのだ

という状況が生まれてきているはずなのであります。それで、どんなふうになっているの

かなということを調べさせていただきましたら、その大半がいろいろな、やはり助成と、

それから負担金という中身で流れていっております。現実にその行政区の中で使われるの

は、町民の方から上がってくる金額の大半を占めているなという感じがします。それは、

集めるためにまとめているといえばそれはそれまでなのですけれども、その辺の中身にお

きまして、先日も私も少し見させていただいたのですが、行政区に対しまして振興助成金

というのは大体決まった金額、均等割、それから人数割という中でいただいているのであ

りますけれども、この金額は少し上げていただけるものかどうかなと、余裕がないものか

どうかというのを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。 

〇菅原まちづくり政策課長 各行政区、人口も減ることによりまして、実質的な運営がな

かなか難しいと。そういう中におきまして、町のほうで財政的な措置ができないかという

ご質問だと思いますけれども、まず行政区の活動については町のほうでとやかく言うもの

はございませんので、各行政区の運営におきまして、当然町内会費等取られて各行政区の

皆さんが満足いくような行事をそれぞれ企画されまして、町内会費が決まっているのでは

ないかというふうに考えております。それで、ただ昔、町からも財政措置が結構あったと

いう実態もありまして、それも先ほど言いました合併協議以後、非常に減額という形で、

今振興補助金も少ないような形になっているのですけれども、そこの少ない分については

各行政区におきまして独自の公共性のある行事を、あるいはイベントを持っていただく場

合につきましては、笑顔輝く補助金とか、そういう補助制度を設けまして、そっちのほう

で対応するというようなことでございまして、ただ通常の一般的な管理運営については各
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行政区の会員の方々の町内会費をもってやっていただくと。やっぱり多少イベント的なも

のを考えるのであれば、町の補助金等を活用して実施していただきたいと、現状ではその

ように考えております。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 予算書の42ページです。同じく諸費の部分ですが、今月浦幌の生活維持路線

バスの補助をしていますね。それに関連してなのですが、実は今年の中学生、浦幌中学校

の中学生が随分本別高校へ行かれるというお話を聞きました。何か13名が行かれる。どう

してそんなにふえたのだろうなという中で、本別町が随分思い切った通学助成をしてくれ

るというようなお話を聞きましたけれども、町のほうは、もちろん本別町はないしょで親

たちやら生徒に説明しているということはないと思うのですが、その辺の経過について、

あるいは内容について説明をいただきたいなと思うのですが。 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 答弁調整のため暫時休憩したいと思いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 45分まで休憩します。 

 

午前１１時３２分  休憩 

午前１１時４４分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 杉江議員の質問に対し答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 ただいまの杉江議員のほうから本別・浦幌生活路線の関係で

本別高校に通う生徒がふえたと。それで、そのふえた内容といいますか、理由につきまし

てご質問があったと思いますけれども、多分本別高校のほうの学校振興会みたいなものが

各種優遇制度を設けてやっているとは思うのですけれども、これにつきましては本町のほ

うに相談はありませんでしたし、中身についても今現在ちょっとわからないという状況で

ございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 本別町さんの絶大なる支援みたいですから、私の把握している内容では。ぜ

ひ浦幌も道立高校だから行政かかわらなくてもいいみたいでなくて、情報収集だけはして

おいてほしいなと思うのです。このことの確認はなぜかというと、関連して路線バスの支

援940万予算化していますね。これの負担について、私はたしか６・４ぐらいで浦幌が多く

負担しているのだというふうに認識していますが、そういうことも含めて、せめて半々の

負担に軽減してもらえるようなそういう対応、行政としてどんな対応してきたのか。本別

さんも高校生いっぱい導入しようとしている。私の情報ですから、しているという中で、
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町長、どんな対応してきているのでしょうか、伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 本別・浦幌線の補助負担金につきましては、議員おっしゃる

とおり本町が６割、本別が……失礼しました。負担金の積算方法については、均等割と距

離割がございます。均等割につきましては、全体の６割分につきまして両町で折半でござ

います。残り４割分につきましては沿線の距離割ということで、本町のほうが当然距離数

にしては多いということで、本町がちょっと多目に払っているという状況下にございます。 

 あとは町長が答弁して…… 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 内訳の内容についてはそういうことでございまして、当初この本別・浦幌

生活維持路線バスを走らすときに浦幌高校がなくなりまして、浦幌中学校の卒業生が多様

な学校への入学をいかに町としてもそれらを補っていくかというようなことがございまし

て、本別町さんのほうとも以前から留真までスクールバスで、その後はバスが走ったとい

う状況がありましたので、それを一本化して浦幌から本別までというようなことで、子ど

もたちの通学の便を図ったということでございます。当初、その中で本別町との打ち合わ

せの中では、今言ったような割合でお互いに合意して決めてきたということがございます。

状況的に学生以外にも町民の方も上浦幌地区から病院等通っている方も結構いらっしゃる

というようなことでありますので、今すぐに本別に通う子がふえたので、その割合をすぐ

５対５にどうかというような話については、今現段階ではまだそこまではいっていないの

かなというふうに思っております。ただ、今浦幌町内においてもコミバス等の路線のいろ

んな中身で検討している最中でございますので、そういった総体の見直しの中でもし本別

町民の利用等含めて、まだまだ浦幌町の町民が少ないというような状況があるのであれば、

これらについて何らかの形でお話はしていかなければいけないのかなというふうに思って

おります。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 今コミバスの話も出まして、それとあわせて今後検討するということであり

ますから、高校通学の状況の把握は先ほど申し上げましたようにぜひやっておいていただ

きたいな。また、この負担の割合についても、今取り決めがどうだからというのは、それ

は今の取り決めであって、状況が変わればまた検討される材料にはなるのだろうと思いま

すので、ぜひその辺も、相手の町があることですから、こちらの思惑どおりにはいかない

かと思うのですが、住民としてはそういう感覚で見ておりますので、努力していただきた

いなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 
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〇門馬副町長 全体的な利用者の状況ですとか、いろいろなものを再度将来的にわたって

どうなのか含めまして、調査をしながら、相手との関係もございますので、十分精査する

中で今後調査研究をしていきたいなというふうに思っております。 

 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 ないようですので、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５１分  休憩 

午後 ０時５８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、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。 

〇鈴木総務課長 予算書90ページをお開き願います。９款１項消防費、１目常備消防費、

本年度予算額１億8,665万円、２目非常備消防費、本年度予算額2,513万1,000円、３目消防

施設費、本年度予算額4,442万円、１目から３目につきましては本一般会計予算書の最終

113ページの次のページで薄紫色の表紙から始まります参考の東十勝消防事務組合一般会

計予算（浦幌町分）で説明をさせていただきます。参考の１ページをお開きください。科

目につきましては、東十勝消防事務組合への浦幌町拠出分を計上している科目でございま

す。 

 歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目消防負担金、本年度予算額２億5,620万

1,000円。 

 ２款使用料及び手数料、１項１目手数料１万円。 

 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入134万7,000円は、39万6,000円の増

となっておりますが、昨年度新築した上浦幌消防吏員待機宿舎の住宅使用料及び既存住宅

の一部使用料見直しに伴う内容でございます。 

 ２項財産売払収入、１目物品売払収入５万円は、水槽つき消防ポンプ自動車更新に伴う

既車両の売払収入でございます。 

 ４款１項１目繰越金は、30万円でございます。 

 次のページをお開きください。５款諸収入、１項１目雑入は、本年度予算額5,000円でご
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ざいます。 

 次、３ページをごらんおき願います。歳出、２款消防費、１項常備消防費、５目浦幌消

防署費、本年度予算額１億7,973万3,000円、この科目につきましては消防署、消防庁舎、

各分遣所等の管理に要する予算を計上している科目であります。主な減額は、２節給料、

３節職員手当等、４節共済費の人件費で2,360万3,000円の減でございます。４ページをお

開きください。14節使用料及び賃借料で108万4,000円の増でありますが、電算機器の更新

に伴う167万2,000円の増が主な内容でございます。18節備品購入費で112万6,000円の増と

なっておりますが、これは子ども用防火衣、林野火災用消火器ジェットシューター、消防

車両用バッテリー更新等に伴う増でございます。なお、13節委託料、14節使用料及び賃借

料は、予算説明資料29ページに記載をしてございます。 

 ５ページをごらん願います。２項非常備消防費、４目浦幌消防団費、本年度予算額2,513万

1,000円、この科目につきましては浦幌消防団に要する予算を計上している科目でありま

す。主に９節旅費において58万7,000円増の内容であります。これは、本年開催されます東

十勝池田大会及び十勝川流域水防公開演習に参加するためのものでございます。なお、１

節報酬は、予算説明資料29ページに記載をしてございます。 

 次、６ページをごらんおき願います。３款１項消防施設費、４目浦幌消防施設費、本年

度予算額4,442万円、この科目につきましては消防施設に要する予算を計上している科目で

ございます。主な増減額は、15節工事請負費で上浦幌消防部車庫シャッター改修及び水槽

つき消防ポンプ自動車の請負製造に伴う費用が主な内容で3,902万6,000円の増となるもの

でございます。18節備品購入費3,522万8,000円の減は、高規格救急車購入費用減が主な内

容でございます。19節負担金、補助及び交付金におきましては、消防救急無線の高機能指

令センター整備に係る実施設計に伴う共同整備事業負担金の内容で、既に整備が進められ

ております無線整備分に係る負担金835万9,000円が減額でございます。高機能指令センタ

ー整備に係る実施設計が完了し、整備費の算定による構成市町村の負担金の額が整い次第、

関連する補正予算を上程する予定でございますので、よろしくお願いいたします。 

なお、15節工事請負費、19節負担金、補助及び交付金は、予算説明資料29ページに記載を

してございます。 

 予算書90ページにお戻りください。４目災害対策費、本年度予算額1,107万5,000円、こ

の科目につきましては防災、災害対策、国民保護に要する予算を計上している科目でござ

います。主な減額は、13節委託料において178万6,000円の減、これは厚内地区の津波避難

路整備工事における調査設計委託料が主な減の内容でございます。15節工事請負費で２億

2,878万4,000円の減でございますけれども、これは津波避難道路及び避難場所の整備に係

る工事請負費が減額内容となっているものでございます。なお、１節報酬、11節需用費、

13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、18節備品購入費、19節負担金、補

助及び交付金は、予算説明資料29ページ、30ページに記載をしてございます。 

 112ページをお開き願います。12款１項公債費、１目元金、本年度予算額７億1,098万
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5,000円、前年度比較783万4,000円の増で、23節償還金、利子及び割引料における内容でご

ざいます。 

 ２目利子、本年度予算額9,042万8,000円、前年度比較630万9,000円の減額でございます。

23節償還金、利子及び割引料における内容となってございます。 

 ３目公債諸費、本年度予算額５万7,000円、前年度と同額でございます。 

 113ページをごらん願います。13款諸支出金、１項１目過年度支出金、本年度予算額２万

円でございます。 

 14款１項１目予備費、本年度予算額100万円となってございます。 

 債務負担にかかわりまして、附表でございます。参考の東十勝消防事務組合一般会計予

算（浦幌町分）の６ページの次の、同じく薄紫色の表紙の附表をごらんいただきたいと思

います。附表の表紙の次のページをお開き願います。ページ数１ページと下段に表記をし

ております。債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又

は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書でございます。１ページか

ら４ページまで記載をしてございますので、ごらんおき願いたいと思います。 

 次に、５ページをごらんおき願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年

度末及び当該年度末における現在高見込みに関する調書でございます。前々年度末現在高

計68億4,465万7,000円、前年度末現在高見込み額計80億6,073万9,000円、当該年度中の増

減見込み額、当該年度中の起債見込み額計６億4,580万円、当該年度中の元金償還見込み額

計７億1,098万5,000円、当該年度末の現在高見込み額計79億9,555万4,000円でございます。

なお、説明資料の最終ページに、56ページと表記していますふるさとづくり寄附金活用事

業一覧におきまして、先ほど副町長からの説明ございましたとおり、今まで全国から心温

まるご寄附をいただきました寄附金の一部につきまして、ご寄附の意向を尊重し、各事業

に充当させていただく内容となってございます。 

 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。 

 １番、関井議員。 

〇関井議員 91ページ、消防費なのですが、災害のほうで聞きたいと思います。防災行政

無線のことなのですが、浜地区では広尾町は受信機を無料貸し出しつけているのですが、

浦幌町ではそういうことは考えていないのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問についてご説明させていただきます。 

 防災行政無線につきましては、その整備が既に終えてございまして、ご存じのとおり浦

幌町の沿岸の地区にかかわります津波避難対策として下浦幌地区、十勝太地区、厚内地区、

そして直別地区と、沿岸にわたる地区においてその整備を図ってきたところでございます。

このことにつきましては、従前から防災行政無線の整備がされていなかった地区もござい
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ましたので、これらも含めてその整備を図ったところでございまして、無線を建設し、ま

たそれを受診できるような形として本局を浦幌町役場においてそこから指令を発生しなが

らサイレンの吹鳴を行うという基本のものとなっているものでございます。ただ、１点、

個別の携帯用の受信機につきましても、特に下浦幌地区における農作業において、トラク

ター等で作業をしている間、サイレンの吹鳴がなかなか聞こえづらいといったようなこと

も配慮しながら、そういった対応としては一部農家の方々にはその配置を見たところでご

ざいます。ご指摘ございました全世帯についてどうかというご質問でございますけれども、

その整備についてはそういった方針で整備をさせていただきましたので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 具体的に何年めどにとかはあるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

〇鈴木総務課長 何年目とは。 

〇関井議員 漁業無線の設置やって、考えてくれるということですよね、浜地区は。考え

ていないの。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 先ほども説明させていただきましたとおり、防災行政無線につきまして

は既に整備をそういった方針のもとに終えてございますので、現在のところはこの整備を

終えた中でご理解をいただきたいと思っております。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 全戸とは言わないのですが、浜地区の各区長さんなり分団長さんなり、重要

なところにぜひ受信機をつけて、本部と無線でつながるように何とかしてもらいたいと思

っているのですが、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 先ほども説明させていただきましたとおり、確かに二重、三重、何重も

補完をするような体制が望ましい部分だというふうに思います。ただ、先ほど説明させて

いただきましたとおり、防災行政無線の整備に当たっての方針としては、サイレンの吹鳴

によって皆さんにいち早くお伝えをし、そして避難に当たっていただきたいという思いの

中で整備をしてきたものでございます。そこの中で、先ほどもお話しさせていただきまし

たとおり、農作業等で聞こえづらいといった部分がある中では携帯用の配置ということも

配慮させていただいたというものでございます。ただ、ご質問にありました全世帯ではな

くて、行政区長、一部の方の中でどうだというお話もございました。今後このことにつき

ましては、やはり各行政区、今まちづくり出張説明会の中で２年を費やしておりますけれ

ども、それぞれ回りをさせていただいた中でぜひとも行政区単位の中で防災にかかわりま
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す係等をご配慮していただいた中での連絡体制というものをご検討いただきたいと、ぜひ

協議の場を設けて役場も参加させていただきたいという話を常々行ってきております。こ

ういった中で、自主防災組織という大きな組織でなくても、行政区単位の中でもそういっ

た連絡体制というものが整えば、こういった形も考えられるのかなというふうに思います。

いずれにいたしましても、またまちづくり出張説明会等を通じて何とか自主防災、連絡網

という部分をお話をさせていただきたいなと。そういった部分を先に進めていきたいなと

思ってございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 浦幌消防署費に入ると思うのですけれども、予算委員会ということで、確認

の意味でお聞きをしたいのですけれども、昨年……昨年だと思うのですけれども、広報に

ドクターヘリについて町としては対応しているような記事が載っていました。これ北海道

４地区全てドクターヘリでそれぞれの地区が網羅されるということのマスコミ報道があっ

たのですけれども、ドクターヘリについては今までのそういった緊急体制の、またさらに

困難な状況に陥ったときに活用をする、対応するものだと思っているのですけれども、町

村によってはこの辺の情報をかなり町民に安心、安全のまちづくりの中で広報などで活用

しているところもあるのですけれども、ドクターヘリについての予算措置とかなんとか、

どこにも見当たらないわけですけれども、ここら辺はどういうところの対応で、東十勝消

防事務組合か何かの各市町村には一切負担はないのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問についてご説明させていただきます。 

 ドクターヘリにかかわりましては、道東地区においては釧路がその対応をするという中

で整備がされてきたというふうに聞き及んでございます。十勝管内においては、そういっ

た中ではそういったお話は現在のところは来てございませんので、また消防単位の中でど

のような詳細にわたってということについてはまだ把握してございませんので、答える部

分は難しいのでありますけれども、いずれにいたしましても釧路の対応というようなこと

ではお話を伺っているのがございますので、今後どのような形として広まっていくのかと

いうことについては、注視して推移を見ていきたいな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 ９番、河内議員。 

〇河内議員 昨年の広報、春だと思うのですけれども、一応消防署の前にドクターヘリが、

実験的な活用ということで記事が載っていたのです。だから、恐らく全道を網羅された中

で、そんなに非常的なもののほかに活用方法はないと思うのですけれども、ただ町民の安

心、安全ということを考えた場合に、こういったことを北海道として取り組んで、浦幌町

もその圏内にあるのだよということの住民に対する周知というのは、何らかの形で必要な

のではないかなと思っていますので、その辺確認と、また広報の活用ということ、安心、



- 31 - 
 

安全ということでの意味で考えていったらどうかなと私は思うわけですけれども、どうで

しょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問についてご説明させていただきます。 

 先ほどの説明させていただきました内容と重なりますけれども、釧路管内の対応が、配

置がある中での今回のご質問ございました対応の部分としては訓練的な、いわゆるＰＲ的

な部分として消防の対応があったというふうに聞き及んでございます。そのドクターヘリ

の行動範囲といいますか、圏域がやはりありますので、それが飛行距離等々がございます

ので、それらが全て満足していくかという部分についてはなかなか難しいのがあるのかな

というふうにも思ってございますので、そのドクターヘリが、いわゆる釧路管内に配置さ

れているものがどこまでの範囲を及ぼしていくのかということにつきましては、詳細につ

いてはまだこちらも把握してございませんので、消防を通じた中で調査をさせていただき

たいと思っていますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 私は、災害対策費の中の14節になるのですか、使用料及び賃借料の中の土地

使用料についてお伺いしたいのですけれども、この予算書で100万を101万4,000円ですか、

説明資料を見ますと、避難場所土地使用料が２万円という説明になっているのですけれど

も、この101万円と２万円との、できれば内訳をもう少し詳しくお伺いしたいと思うのです

けれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問につきましてご説明させていただきます。 

 年間の使用料が２万円という内容についての詳細の説明ということで、このことにつき

ましては２カ所の避難場所、これは既に整備が終えていますところの、通常で申し上げま

すと堺氏の沢の新たに造成したところと、それから繰り越し事業になっております、25年

度から繰り越して26年度に工期を持っております浜厚内生活館裏の造成する場所、いわゆ

る避難場所を新たに設けると。あわせて、そこの場所では道路も造成しているといったと

ころでございます。いずれも民地を使用させていただくものでございますので、これにか

かわります年間の使用料ということでの予算の計上をさせていただいたものでございます

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 それでは、今災害のために整備している、かかわる土地の使用料というのは

１万円ずつ、２万円で終わっているということですか。大事な大きな事業を含めた中で、

それは土地権利者との契約はきちっとなされているものなのか。スパン的に使用料という

形ですので、貸す側がもう私の都合で貸せませんということになった場合に、せっかく整
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備した土地、たかが１万円での使用料だからということは、金額の問題ではないのですけ

れども、そんなことで長い間町民の命を預かる場所の整備で、費用的に安いにこしたこと

ないですけれども、そのようないきさつというか、その１万円の根拠というのはどういう

ことなのか、この辺についてお伺いしたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問、大きく２点のことだというふうに思います。 

 まず１点は、２カ所の民有地についてお借りをしているということについては、ご指摘

ございました契約にかかわりましてはその事務を進めて終わっているというところでござ

います。また、料金算定、いわゆる使用料として年間の使用料の算定につきましては、土

地の評価から始まりまして計算をしてきたということで、通常の範囲のものでございます。

ただ、あくまでも雑種地等々の関係ございますので、金額的な年間使用料としてはそうい

う算定になったということでございます。ただ、心配の向きとしては、今後道路もそうで

しょうし、また避難場所も町として重要な避難場所、避難道路になり得る場所でございま

すので、今後は道路と避難場所の造成工事が終わりますと用地の確定というものがほぼで

き上がってきますので、それらをにらみながら将来を考えて、賃借がよろしいのか、また

は取得する方向がいいのかといったことは、この年度中に容積等の確定ができ次第検討し

てまいりたいなとも思ってございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。それは、貸し主との話し合いの中で、また土地評価を含めて、

それにしても平米数から見たら１万円というのはめちゃくちゃ安く、地域の防災のために

地権者が大いに理解していただいたと思うのですけれども、今最後に言われた問題は、や

っぱりこれだけのことを設備しました。それで、年間１万円で１カ所、２カ所合わせて２

万円で借りていますよということにならないと思うのです。今後やはり今言ったように将

来永劫、これから末代のためにせっかく設備したところ、これから将来どうなるかわかり

ませんけれども、相当避難場所として確保していかなければならない、これは事実だと思

うのです。そのときに１万円で何年契約か、ちょっと詳しく聞いていませんけれども、や

っぱりその辺は早急に地権者と話して、設備したものを含めて今後どうするか。町として

年間長いスパン、ある程度のスパンで賃貸契約を結ぶなり、それとも場合によっては取得

までの方向含めて考えていかないと、町民にとっては１万円で借りている場所だよという

ことになって、地権者がもう来年は貸さないよということになったときに何なのというこ

とにならないかと思うのですけれども、その辺の考え方、今年度というのは間違いなくそ

の方向性を出せるということで自信あるのですか。その辺だけお伺いしたいのですけれど

も。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 
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〇鈴木総務課長 ただいまのご質問についてご説明させていただきます。 

 ご指摘のとおり、やはり大事な場所でございますし、その分として整備をさせていただ

くものでございますので、現在のところまだ工事も終わっていない箇所もございますので、

使用貸借という中で進めさせていただいております。これも民地所有者の善意のもとにお

借りをさせていただいているということでございます。このことにつきましては、工事が

終わって、用地的には同時にある程度容積等も確定をしてきます。今現在お借りしている

のは、１筆の中でのお借りをするということでなってございますので、これが町にとって

最少の範囲の用地取得ということもにらみながら用地の確定ができれば、工事完了後にな

りますので、それが今年度中にあらあら容積等がはっきりしてきますので、それを前提に

話を進めたいというふうに思っているものでございますから、ご理解いただきたいと思い

ます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 防災関係でちょっとお聞きしたいのですが、浜地区の、今避難地区の整備が

行われていますが、避難訓練の予定というか、今後絶対やらなければならないと思うので

すけれども、それはどういうふうに考えていますか。予定というか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問についてご説明させていただきます。 

 ご存じのとおり、沿岸の地区にかかわりまして、特に厚内地区、十勝太地区、ここにつ

いてもまちづくり出張説明会を通した中でいろいろお話しかけをさせていただいてござい

ます。なかなか組織的に難しいという部分も地区によっては確かにあろうかと思います。

そんな中、この避難訓練はぜひともやはり実現をしたいなと思ってございますので、この

ことについては足しげく地域の方にお話しさせていただいて、最も適切な時期を選定しな

がら今後詰めていきたいなと。また、これも行政区単位が望ましいのか、地区単位が望ま

しいのかといった等、いろいろ地区の事情もあろうかと思いますので、そういった中でど

ういった避難訓練が望ましいかということを協議をひざを交えながら計画を進めていきた

いな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 １番、関井議員。 

〇関井議員 浦幌町は、自主防災組織がなかなか進んでいない状況で、僕自身も地区で進

めたいと思っているのですが、それも含めてぜひ早い段階で避難訓練をしていただきたい

なと思います。よろしくお願いします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 先ほど課長のほうからも自主防災組織のことでちょっとお話がありました。

２年目か、３年に入りますか。いつだかも新聞紙上では本当に組織ができていない町とい

うことでちょっと有名になったのではないかなということです。それで、同じことで町内

を説明に歩いても、多分何か自主的な防災組織ができるような気配ないのです、私の町内
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会においても。何とか別な方法であめとむちを与えて、何か魅力と、自分の命のことをや

らなければならないので、本当は自主的にやっていただきたいのですけれども、なかなか

それが浸透できないというか。高齢化率も35％となると、10人に３人は高齢者と。うちも

含めてなのですが、よそ様のところでなく、自分の命をどうやって守ろうかというような

感じで生きているのが現状です。それで、何かいい方法がないかなといつも頭の隅にある

のですが、なかなかいい計画というか、思いが浮かばないのですけれども、同じことをや

らないで、どこかここがこういうことで立ち上げたぞというふうに、みんなが、おお、す

ごいな、ではうちの地区もやろうかというようなこれからの計画の中でお考えがあるか伺

っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問について説明させていただきます。 

 自主防災組織の組織化と申しますか、やはり自分の命は自分で守るという大前提のもと

に、ぜひともその組織化を進めていただきたいという旨の説明会を確かにおっしゃるとお

り２年になります。都合２年目になります。これは、地道な活動かもしれませんけれども、

そういった中でやはり何度か足を運んで、ぜひとも話もさせていただきたいなと思ってお

ります。そんな中で、おっしゃるとおり速効性のある特効薬というのがなかなか見つから

ないというのも現状でございます。こちらのある程度の指導的な配慮というか、そういう

部分も今後は見据えながら、ひざを交えた中でのまちづくり出張説明会に何かしら具体例

を示しながら、また行っていきたいなと。少し視点を変えながら進めていきたいなとも思

っているところでございます。 

 もう一点は、なかなか自主防災組織において意欲のあると申しますか、できそうな行政

区も実際にございます。ただ、なかなかそれが立ち上がって進んでこないと。まだ表に出

しづらいといったような行政区の事情もあるということもお聞きしておりますので、この

辺をどうクリアしていくかということも考え合わせていきたいなと思っておりますので、

いずれにしてもおっしゃるとおり一つでも自主防災的な組織が立ち上がっていけば、また

それに倣っていくような環境にもなっていくのかなとも、期待もまた思ってございますの

で、それらも含めて改めてどういう形で取り組んでいくかということを内部で十分に情報

を集めながら検討してまいりたいなと思っているところでございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 前に新聞で報道された記事を読みますと、町村によっては100％から零％とい

うところがありますね。その100％のところをどういうふうにしてやってきたのかという、

そういうものも参考にしながら、各行政区に役場の職員の方がいらっしゃるので、そうい

う方とも一生懸命やって、机上論ばかりではなく、ぜひそういう方も中心になって、本当

に自分の命は自分で守らなかったらだめなのだよというふうにやっていただきたいという

ふうに私は思うのですが、いかがでしょうか。 



- 35 - 
 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問にかかわって、先ほどもお話しさせていただきました

とおり、今後はまた視点も変えながら、いろんな調査もさせて、情報を集めた中でその対

応について検討してまいりたいな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 ２番、差間議員。 

〇差間議員 関連して質問させていただきます。 

 このたび厚内小学校で津波の避難訓練やって、私も子どもたちの後ろから追いかけてい

くように参加させていただいたのですけれども、やはり子どもたちは一生懸命逃げるので

す。これは、やっぱりふだんからの先生たちの指導もあると思うので、ここで教育費のこ

とまで言及するのはどうかと思いますけれども、ぜひ総務課鈴木課長、せっかくこうやっ

て小学校でやっているのだから、これは何とか地域に声をかけて、私たち自身が本当は地

域に声かけて学校と一緒にやっていこうと言えばいいのですけれども、何とか役場のほう

からも、教育委員会でせっかくこうやってやっているのだから、それと一緒に地域に声を

かけれるような、そんな体制でも今回これからも望んでいってもらえればと思うのですけ

れども。東北のほうでも、今大川小学校のことでは大変なことになっております。もちろ

ん釜石の奇跡ということで、子どもたちは地域に率先して逃げたという例もありますので、

ひとつこの点についても、これこそがいろんな課の連関で取り組むべきではないかなと思

うのですけれども、どうでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問につきましてご説明させていただきます。 

 厚内小学校において３月の11の日に津波避難にかかわります訓練を行ったということに

ついては、こちらのほうにもいろいろ情報と申しますか、お互いに連絡をとり合いながら、

その計画を練ってきたという部分もございますので、周知はしているところでございます。

このことにつきましては、今般につきましては厚内小学校が意欲的な、また継続的な対策

としてやってきたということもお聞きしておりますので、今ご指摘ございましたことも含

めまして、先ほどの福原議員のご質問も含めた中で今後は今までにないような違った視点

での分もやっぱり考えていかなければいけないのかなとも思ってございますので、それら

を含めて調査、また情報を集めながら検討をさせていただきたいな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 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 
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午後 １時３４分  休憩 

午後 １時３６分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会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。 

〇菅原まちづくり政策課長 予算書34ページをお開き願います。また、あわせまして説明

資料14ページをお開き願います。２款総務費、１項総務管理費、３目文書広報費、本年度

予算額840万8,000円、この目につきましては広報広聴事業に要する費用でございます。増

減の主な内容につきましては、11節需用費の印刷製本費におきまして資材費高騰による印

刷費単価アップによる84万円の増、13節委託料におきましては町ＰＲ映像制作業務委託料

で250万円の増となっております。このＰＲ映像制作業務委託料につきましては、現在町で

浦幌町を紹介する映像媒体といたしましては、先般の平成25年度一般会計補正予算で議決

を経ましたデジタル化を図ります開町100年事業の一環として作成されましたＶＨＳテー

プがございますが、内容的には15年前の内容となっておりまして、実情にそぐわないため

平成26年度から２カ年の債務負担行為を組ませていただき、２カ年事業で新たなＰＲ用映

像を制作してまいります。14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料14ページに記

載のとおりでございます。 

 次に、36ページをお開き願います。あわせまして説明資料14、15ページをお開き願いま

す。７目企画費、本年度予算額8,246万7,000円、この科目につきましては第３期まちづく

り計画の推進及び町懸案事項、地域情報通信基盤整備事業、定住、移住、交流推進事業、

地域づくり支援事業及びふるさとづくり寄附事業に新たに国内交流推進事業を加えた事業

等にかかわる費用でございます。増減の主な内容につきましては、１節報酬から８節報償

費に予算組み替えしました地域おこし協力隊謝礼につきましては、昨年は６カ月勤務２人

であったものが今年度は隊員を１人増員し、３人分となり、393万6,000円の増、ふるさと

づくり寄附金の増加に伴いふるさと寄附記念品代750万円の増、12節役務費の通信運搬費で

ございますが、ふるさと寄附の増加に伴います記念品送料255万円の増、13節委託料で地域

おこし協力隊コーディネート業務委託料で人員、委託期間増に伴い325万円の増、19節負担

金、補助及び交付金でうらほろスタイル推進事業負担金468万6,000円の減、この負担金に

つきましては昨年若者の仕事創造事業に取り組み、地域資源を活用した事業化プランの作

成業務が終了したことに伴い減額となっております。このほか、新たな事業といたしまし

て、国内交流事業として洋野町との友好協定にかかわる経費として８節報償費で16万

6,000円、９節旅費で87万9,000円、11節需用費の消耗品で11万7,000円、食糧費で29万

3,000円、印刷製本費で10万円の計155万5,000円を本町における調印式、相手町におけるレ

セプションなどの経費及び交通費として計上しているところであります。１節報酬、８節

報償費、11節需用費の修繕料、12節役務費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工
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事請負費、19節の負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料14、15ページの記載

のとおりでございます。 

 次に、47ページをお開き願います。あわせまして説明資料17ページでございます。５項

統計調査費、１目統計調査総務費、本年度予算額1,384万6,000円、この目につきましては

統計調査にかかわる管理費で、人件費の内容であります。 

 ２目指定統計調査費、本年度予算額165万8,000円、この目につきましては法律に基づく

指定統計にかかわる事務費で、増減の主な内容は農林業センサスにかかわる費用の増に伴

い指導員、調査員にかかわる１節報酬97万2,000円の増額によるもので、説明資料17ページ

に記載のとおりでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ９番、河内議員。 

〇河内議員 先ほど間違えて質問したところなのですけれども、７番の企画費の報償費と

いうところで地域おこし協力隊、この資料によりますと謝礼ということで３名、597万

6,000円見ているわけですけれども、先ほど説明したとおり、昨年はこのことについては６

カ月分２人を対応していたということで204万円払っていたということですけれども、この

ことでの今年は謝礼ということで、ここに地域おこし協力隊謝礼ということで載っている

わけですけれども、昨年の私の記憶では報酬というような表現になっていたのではないか

なと思うわけですけれども、その辺の表現が変わったということの理由と、あと昨年は道

ですか国ですか、何かそういった助成があったように思うのですけれども、今年は全て一

般の予算から出していると、一般財源化しているということでの説明と、２名から３名に

ふやしたということでの、やはりそれなりの理由があったと思うわけですけれども、その

辺についてわかりやすくご説明をお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 お答えいたします。 

 １点目の昨年は予算につきまして１節の報酬で組んであったと、今年度につきましては

８節の報償費で組んでいるということで、どういうふうに違うのだという点だと思います

けれども、昨年度の予算につきましてはおっしゃるとおり、当初１節の報酬で予算を組ん

でおりました。平成25年度、今現在25年度中でございますけれども、25年度の予算につき

ましては当初報酬で予算を組んでおりましたけれども、予算執行の上で報酬ではなくて報

償費が適切だろうという判断をいたしまして、途中で流用しまして、報酬から報償費に予

算を移してあります。 

 それから、２点目の、昨年は何か助成があったというお話ですけれども、地域おこし協

力隊につきましては国の特別交付税で対処になっておりまして、１人当たり400万円が特別

交付税で措置されるという内容でございまして、400万のうち半分が人件費で半分が活動費
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という内容になっております。 

 それと、増員ですけれども、昨年10月と、年を明けまして１月に１名ずつ地域おこし協

力隊員を配置しております。新年度については、その２人で当初計画しておりましたけれ

ども、新年度におきましてはもう一名追加いたしまして、従前のお二人については若者雇

用創造事業を中心といいますか、その辺にかかわっていただきながら地域活動をしていた

だいていると。それから、今回新たに増員した方につきましては、うらほろスタイルのほ

うにちょっとかかわっていただこうという考え方で増員する予定でございます。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 地域おこし協力隊、名前も勇ましいわけですけれども、地域の活性化という

ことで若者創造事業に１名と、うらほろスタイルですか、各そういった部署に分かれて活

動していただくということでの説明だったと思います。国のそういった、入り口の事業と

してはそういったことで活用したけれども、今後については一般財源でこのことを進めて

いきたいという考えだと思います。ぜひこれらのことが活性化につながるように今後とも

努力をしていただきたいなと思っているわけですけれども、１つ確認ということですが、

これは職員として臨時職員か何かの採用ということで考えていいわけですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 地域おこし協力隊員につきましては、前段報酬から報償費に

変えたというお話をしたと思うのですけれども、その報償費に変えた理由は、当初非常勤

特別職という身分、嘱託という形で考えていたのですけれども、どうしても活動時間が不

規則だということがございまして、なかなか非常勤特別職で町の職員という形では難しい

だろうと。ほかの町村でやっているのを見ますと、８節の報償費で謝礼という形で支払う

ことによって活動範囲が広がるということもありまして現在実施しております。したがい

まして、身分的には本来非常勤であれば特別公務員というふうになるのですけれども、報

償費の謝礼を払っていますので、雇用関係はないという形になっています。 

 それと、先ほど特別交付税の話をしましたけれども、今現在予算上は一般財源になって

おりますが、特別交付税も国から補填されるという形で、それにつきましては特定財源で

はなくして一般財源の取り扱いになりますので、この地域おこし協力隊員につきましては

国のほうから特別交付税で一般財源として措置されるということになっております。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 ありがとうございます。大分すっきりしてきました。 

 あと、委託費の中で、これは人件費ではなくて地域おこし隊コーディネートということ

で600万見ていますね。昨年からこの委託料も275万から325万増額になっているわけですけ

れども、この辺についてご説明をお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 
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〇菅原まちづくり政策課長 ご説明いたします。 

 先ほど400万の半分が経費だというお話をしたと思うのですけれども、この400万の半分

200万ですね、、200万が経費といたしまして、コーディネーターのほうの契約に使われてい

るわけですけれども、この中身については本人の使用するもの、例えば車とか、それから

パソコンとか、それから電話、そういうものが特別交付税の対象になりまして、それから

一部住宅の確保のための経費、そういうものが交付の対象になっておりますので、できる

だけ協力隊員の来やすいように、あるいは来ても生活しやすいように、そういうふうに条

件がいいことによって浦幌町の印象もよくなる。当初募集の際にはそういう条件下で出す

ことによって募集も何とかなるだろうというふうに考えまして、そういうもろもろの経費

等をコーディネートして委託業務にかけているところでございます。したがいまして、そ

ういうものの支給のほかに、あと地域におきまして農林水産業あるいは商業、そういう経

験もしてもらわなければならないものですから、町でそれをあっせんすれば事は済むかも

しれませんけれども、この辺についても同じ業者にお願いをしまして、地域のいろんなそ

ういう協力していただける方々にその業者さんにお願いいたしまして、手配等全てをお願

いしているところでございます。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 よくわかってきました。 

 あと、ここで採用された方、当然皆さんそれぞれこういう内容についてもある程度掌握

した中での勤務ということになっていると思いますけれども、この事業の継続性というの

ですか、その辺の見通しというのはあるわけですか。何年間継続してこの事業をやるとか。

単年度事業ではないですね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 地域おこし協力隊につきましては、契約が１年ごとの更新に

なっております。それで、国の交付税の対象になるのが３年を限度にしております。した

がいまして、この３年間のうちに浦幌町になれ親しんでいただいて、浦幌町で何かやるき

っかけをつかんでいただいて、最終的に３年目には浦幌に残るというような決断をしても

らえるようにし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 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 まちづくり政策課が窓口になるわけでございますけれども、今この予算説明

書の附表の中で見ていると、先日町長の対応の中にもございましたように、岩手県洋野町

との、今年７月の12日に一応調印式を結ぶわけでございますけれども、それに関して、実

はこの予算説明附表の中の19ページに国内交流推進事業費255万5,000円という提示がござ

います。これについては、岩手県洋野町との交流事業の内容が書かれているものでござい

ますけれども、今現在この場所でお尋ねしてもよろしいかどうか、ちょっと確認をしたい

わけでございますけれども。まちづくり政策課が窓口でございますので、よろしいかどう
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か、その辺まず確認したいと思います。予算書のほうには別に記載はございません。しか

しながら、予算説明書の19ページ、国内交流推進事業費、岩手県洋野町との交流事業経費

という中でのっているわけでございますけれども。 

〇田村議長 事業費調ですよね、説明資料。 

〇髙橋議員 その中身の関係とあわせて、洋野町にまつわる関係で質問をしたい内容があ

るわけでありますけれども、窓口の今対応の中でその辺のあれがないものですから。 

〇田村議長 よろしいです。 

〇髙橋議員 実は、国内交流推進事業という中で町長の説明にもございました。岩手県洋

野町と今月７月の12日にそういう内容で対応するというお話ございまして、その関係につ

きまして何点かお聞きをしたいわけでございますけれども、まず１点目といたしまして、

友好町村提携が今年７月12日に結ばれるわけでございますけれども、その中でどのような

内容で、予算的にはどのような中身という形で、予算はここに計上されている150万5,000円

がその相当額なのかなと思いますけれども、その辺のまず確認をしたいと思います。よろ

しいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 課長補佐。 

〇正保まちづくり政策課長補佐 それでは、ただいまの質問にご説明させていただきます。 

 資料につきましては、平成26年度予算説明書附表という資料になります。資料の19ペー

ジになります。上から２段目で全会計主な事業費調という資料の19ページ、上から２段目

に国内交流推進事業費ということで155万5,000円を見ております。この平成26年度の内容

ですけれども、主なものとしましては10月に洋野町で開催されます洋野町農業祭、これに

係る関係経費でございます。それと、７月に浦幌町、そして10月に洋野町で行われます両

町長杯のパークゴルフ大会に係る関係経費、それと小学生の派遣交流事業にかかわる調査、

調査にかかわる訪問旅費、それと７月12日に予定しております友好提携調印式に係る経費

を計上しているものでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 ただいま補佐のほうから説明を受けたわけでございますけれども、一応我が

町にとっては開町115年という中で初めての洋野町との調印でございます。その上から、町

内59行政区ある中でも周知しながら、それぞれ町民がこぞって、今７代目の浦幌町長でご

ざいます水澤町長もこの段階が初めての調印式という状況になろうかと思います。そうい

う中で、最も記念すべき、そしてまた実は昨年とその前の年と２年続けて私も洋野町のほ

うに行ってまいりました。その段階で、今年も10月の26日ですか、洋野町で浦幌町長杯の

第20回目が行われます。そういう中で、今お話がございましたこの155万5,000円ですか、

この金額はそういったものに充てるのだよと。そしてまた、７月12日に行われる浦幌町と

友好町村提携、この名前が、名称がぴんとこなかったわけでございますけれども、これは
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町長の今回の町政の中でお話しされた中身でございますけれども、これは何でこのような、

調印式だとかそういうような名称でなくて、友好町村提携という、名称もこんなような状

況にしたのはどんなことか、その辺からまずお尋ねしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 ただいま議員からご指摘の友好町村協定調印式というような

今現在表現を使っているわけですけれども、友好協定につきましては姉妹提携あるいは友

好都市、いろんな表現の仕方がございまして、この辺について相手の洋野町と事前に協議

をした際にそれぞれ姉妹とか都市とかあるのですけれども、どうしても姉妹でしたらどっ

ちが上でどっちが下か、都市というのも町村において妥当なのかというような議論がござ

いまして、とりあえず表現の仕方としましては、今現在そういう言葉を使っておりますけ

れども、実際協定書を締結する際にはちょっと違った名前を使って、実態に合ったような、

あるいはもう少し親しみのあるような名称を使って実施したいというふうに考えておりま

して、今現在は友好の町きずな協定というような名前を使っておりますけれども、またこ

れも決定ではありませんので、そういう意味ではこれからどのような名前を使ってやって

いったらいいかということも含めまして、まだ検討段階でございます。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 それでは、先日町長のほうから言われました友好町村提携というのは確定し

た名前でなく、今暫定的に使っているということだというふうに捉えたわけでございます

けれども、いずれにいたしましても洋野町につきましては今現在１万8,580人ですか、浦幌

町から見たら本当に３倍近く多い、たまたま2006年、平成18年に旧種市町と旧大野村が合

併して今現在洋野町になったということも確認してございます。そんな意味から、この調

印に当たるまでの段階では非常に、町長言われたように昭和63年２月ですか、共同利用模

範牧場同士が姉妹提携の職員相互の派遣、研修、パークゴルフ交流及び物産交流を通じ、

26年という長きにわたって今現在まできたと、そういうことでございます。さらにまた、

先ほどお話ししましたように、浦幌の町民の方が一昨年、去年、おととしについては８人、

去年は14人の皆さんが実費をかけて４日という日にちを使って洋野町まで行ってございま

す。それも我が浦幌町が岩手県の洋野町と久しくそういう状況の中にあるのだろうという

気持ちを切に期待しながら、皆さん各自４日間つぶして、それぞれ何万円という経費をか

けてそれぞれがそこに臨んだというその気持ち、この大切さを私は忘れてはいけないと思

うわけでございます。それがいよいよ今年第20回を迎えると、浦幌町長杯ですね。浦幌町

長というのは、吉川利昌さんから続いて佐藤幸守さん、そして本間道雄さん、そして徳永

光孝さん、そして八木忠宏さん、そして今の水澤町長という７名の町長まで今現在きてい

るわけでございますけれども、そういう中において久しくそういう日本全国の中で岩手県

の洋野町と今仲よく提携を結ぶという状況にきているわけでございますけれども、そうい

う中で旅費の関係あるいは調印式、祝賀会に係る費用、農業祭あるいはパークゴルフ大会、
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今年も第20回目に町民の方々もまた出席をすると思います。そういう際に、浦幌町では７

月の12日の日に調印式をそれぞれ名士が集まって対応されるわけでございますけれども、

今年行われるであろう10月の26日、この対応について今現在どのような考えがあるか、そ

れもまた承りたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 それでは、ご答弁させていただきます。 

 今回の友好町の提携につきましても、今まで数多くの方々のいろんな努力の積み重ねで

今回こういう提携を結ぶことになったと思っています。それで、パークゴルフの方々が洋

野町に行って親善パークゴルフをやってくると。それも自前でやってくるということは、

大変尊敬に値することだと思っております。今年度の予算におきましては、その辺の経費

を見てあげれれば大したいいのですけれども、今回の予算には計上されていないと。ただ、

浦幌から苫小牧まで、何らかの形で苫小牧から船に乗るというふうに聞いておりますので、

苫小牧までの車につきましては町のほうのバスをできれば出したいなと、そういう対応を

したいなというふうに考えておりますし、今後協定が締結されますと、住民間の交流も当

然ふえてくると思っておりますので、この辺については一応相手町とある程度協議をしま

して、どんな形でやっていったらいいのかということも今後の検討課題というふうになっ

ております。したがいまして、本年度はちょっと間に合いませんけれども、来年以降お互

い歩調を合わせながらやっていくということでございますので、その辺も検討していきた

いというふうに考えております。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 ただいままちづくりの課長のほうからお話がございました。浦幌町始まって

以来の交流でございますので、今後また10月の26日に向けて、その前日にまた向かって、

先ほど言いましたように苫小牧から船に乗って、フェリーの中については２等席のごろご

ろ転がった場所に男女、男の人も女の人も参加をしているわけでございます。そんな思い

を大切にしながら、私はこの10月の26日の日にも向こうで何かのセレモニーがあるのかな

と。洋野町始まって以来、今年で洋野町８年目ですか、洋野町と種市と、それと大野村が

一緒に合併して８年という中で初めて北海道十勝の浦幌町と提携をするわけでございます

から、そういう中で何かのセレモニーもまたあろうかと思います。そういう中に浦幌町民

も、言いましたように毎年、今年はまた20名近い方が行くと思います。皆さんそれぞれ私

たちは浦幌町の代表で来たと胸を張って対応する状況になろうかと思います。そういうと

ころに行かれた男女、結構年配者もたくさんいます。そういう中での安堵感といいますか、

安らぎを覚えるような、そういうお互いの交流であってほしいと、このように思うわけで

ございますけれども、それも含めて、今予算云々はないのだという中身は、それはわかり

ます。それはわかるけれども、行くという上においての気持ちの町としてのありがとうご

ざいますというその誠意ですね、それをしっかり見せるようにまちづくり政策課がしっか
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りその辺中心になりながら進めていただきたい、このように私自身思うわけでございます

けれども、その辺課長どういうふうに思いますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 洋野町との提携のお話でありますけれども、ご存じのとおり模範牧場が姉妹

提携をしながら進めてまいりました。まさに長い年月、26年が経過したという中でありま

して、洋野町とは改めて、旧大野村の時代ですから、18年に種市町と旧大野村が合併して

洋野町になったということでありまして、そういう面で歴史を重ねながらパークゴルフ

等々、また模範牧場の職員の交流等々で今まで進めてきました。このたび新たに、さらに

もう一度深い交流を進めていこうではないかということで洋野町の水上町長とも合意をい

たしまして、新たな段階に進んでいこうということで、名称については先ほど言いました

ようにまだ固まっておりませんけれども、新たな姉妹提携というような形で結んでまいり

たいというような感じ、今それを進めているところであります。名称もそうですけれども、

７月に調印式を行うということでありまして、当初は浦幌町でやるのか洋野町でやるのか

ということでいろいろ両町で協議をさせていただきました。洋野町のほうで、ぜひ浦幌町

からパークゴルフの関係で先に来ていただいたので、浦幌町のほうでやっていただきたい

と。そして、その後10月には改めてまた違う形で洋野町でやりましょうという話になりま

した。そういう面では、先に浦幌町で正式な調印式を締結をさせていただきたいというこ

とであります。あとその進め方、中身の問題でありますけれども、今までパークゴルフを

中心にして交流を進めてきたということもありますけれども、このたびの姉妹提携という

ような形になりますと、パークゴルフだけではなくて、いろんな部分での交流がこれから

は出てくるだろうというふうに思っています。ただ、その中身については、両町では急に

大きなものをやるのではなくて、できることから進めていこうよという話をしています。

そういう面で協定を結びながら、自分たちで災害協定等々も含めて、いろんな部分でのこ

れから話し合いをしながら、できるところからお互いの町の交流を図っていきたいという

ふうに考えているところでありまして、10月に洋野町に行ったときには、こちらからお伺

いをして、向こうの方々とお会いして、また違う形で、何かの形といいますか、今ちょっ

と考えているのは災害協定を結ぶかという話をしていますけれども、それも詳細を詰めて

いるわけではありませんので、そういうことを少しずつ進めながら深い交流を図ってまい

りたいなというふうに思っているところであります。そういう面では、予算につきまして

は、まだ協定を結んでいませんから、新たな予算、今枠組みをつくるということではなく

て、そこは補正で組むかどうかについてはまた議会の皆さんにご理解をいただきたいなと

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、これだけの長いおつき合

いをしてきた町でありますから、これからも末永いおつき合いをさせていただくためにこ

ういう協定をきちんと結んで、今度は模範牧場だけではなくて、町全体での協定でお互い

にカバーしていこうと、お互いに町の利益になると言ったら語弊があるかもしれませんけ
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れども、お互いのまちづくりを進めていこうということで今洋野町とのお約束をしている

ことでありますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今町長のお話をいただきまして、非常に洋野町との調印を大事にしていると

いう状況がよくわかりました。また、先ほど言いましたように、私自身も10月26日に参加

をして、そしてまた向こうの水上町長、そして奥寺さんという副町長との交流を深めてい

る状況にございます中、もっともっと親交を深くしながら、いい意味で先ほど言いました

ように洋野町は１万8,582人と浦幌の３倍近い状況にある町でございますので、これからい

い意味でのヒューマンネットワークを深めていくような形に対応していければ非常にいい

かなと思いますので、町民と役場と一緒になってそういう親交を深めていくことに期待を

していきたいと思います。 

 返答は要りません。以上で終わります。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 まちづくり政策課の担当かとも思われますが、先日文化センターで男女平等

参画講演会を聞きました。その中で札幌の先生が見えて、すばらしいお話をしていただき

ました。浦幌町における女性の登用率を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。 

〇菅原まちづくり政策課長 答弁いたします。 

 今福原議員から質問のあった件につきましては、多分審議会等の登用率だと思うのです

けれども、本町のまちづくり計画におきましても審議会での女性の登用率という形で指標

が示されておりまして、基準となるのが19.3％でございます。これよりも計画といたしま

してはアップさせるというのが計画の目標でございます。それで、今現在直近の一番新し

い登用率は、昨年の４月１日現在で17.8、その１年前が19.2ということで、昨年は少し下

がってきていると。そういう意味では、定数における女性の登用率は下がっているという

結果になっているところでございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 1999年に男女共同参画社会基本法というのが制定されました。国では2020年

まであらゆる分野において女性管理職の割合を30％以上にするという目標を掲げておりま

す。浦幌町の場合は、何年かに１遍しか私も確認しないのですが、行革絡みでずっと下が

ってきているのが現状だと思います。こういう講演会をしていくということは、全く女性

の立場を無視したわけでなく、何とか町のほうも行政の立場から登用率をアップしたいと

いう気持ちがあって年に１度の講演会をしていると思います。今後において、すぐすぐと

いうわけでもありませんが、なるべく登用率を下げないような方策は町としてとれないの

か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。 



- 45 - 
 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 ただいま福原議員から管理職というお言葉があったのですけ

れども、それは役場の職員という意味合いで…… 

〇福原議員 あらゆる分野というふうに言った。 

〇菅原まちづくり政策課長 先ほど審議会の登用率につきましては、ご説明したとおり、

前年度と比べますと下がっている状況下にあります。町といたしましては、各審議会の委

員を選考するに当たっては、極力女性を登用したいという気持ちは全ての課において持っ

ているはずです。結果的にお願いしても引き受けていただけないというような状況下もあ

りまして、あるいは委員さんに近年なり手がいなくなってきているという状況もありまし

て、そういう中で女性を確保するというのもなかなか難しい状況になっています。だから、

そういう意味合いからいいますと、極力女性になっていただきたいのですけれども、なか

なかそういう環境下にないということも１つ原因としてあるのではないかと思っておりま

すが、引き続き登用率を上げるように頑張っていきたいとは思っております。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 このことについては、私も何年も何回も言い続けているのですが、登用率が

低下していくということは非常に残念だと思います。せっかく家庭を守って子どもを産ん

で育ててということで、社会進出が狭まれているのが今現在の女性の姿ではないかと思い

ます。そういう手を差し伸べられるようなことをやはり行政が率先してやっていただかな

いと、なかなかこれは率がアップしないと思っています。それで、芽室町は30％をとうに

超えています。芽室、帯広なんか、非常に活発なところでございます。やはり行政の姿勢

もある程度私はあるかな。人口も少ない、高齢化もしてきたということで、それも起因し

ているかと思いますが、やはり何かもっと子ども連れでも審議会や何かに入って町のこと

をわかっていただくような状態をなるべく早くつくっていただきたいなというふうに思っ

ていますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 男女共同参画のこの間講演がありまして、まさにすばらしい講演だったなと

いうふうに思っています。町としては当然でありますけれども、女性の登用といいますか、

そういうお力をかりるということは当然の姿勢でありまして、今までも各課でいろんな審

議会等々、いろんな会議等々では、ぜひ女性に入っていただきたいということを呼びかけ

をしています。決して今言われたように町の姿勢が後退しているということでは決してあ

りませんので、この辺はぜひ強調しておきたいと思いますけれども、残念ながら審議会等

でお受けしていただけないというところが大変ネックであろうかなというふうに思ってい

ます。そういう意味では、ぜひこれからも浦幌町としては女性の社会進出というような大

げさなことではなくて、そういういろんな機会に女性のお力をかり、また意見をかりると

いう姿勢をこれからも持ち続けたいなというふうに思っています。 
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〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 １点、ページ数でいくと34ページ、文書広報費の13番の委託料、町ＰＲ映像

の委託料250万についてお伺いしたいのですけれども、過去につくったやつも説明いただい

たように、はっきり言って映像の資料と過去の資料になりつつ、私も何回か見た程度なの

ですけれども、これは町ＰＲ政策というふうにうたった経費でございますけれども、具体

的にどのような活用を考えてつくるのか、その考え方をまず最初にお伺いしたいと思うの

ですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 答弁いたします。 

 このＰＲ用の映像作成業務でございますけれども、このビデオにつきましては、やはり

百聞は一見にしかずということで、近年いろんなところで市町村の紹介する機会が結構あ

ります。そんなときにプレゼンテーション等でお話をするよりは映像で見てもらうと、そ

のほうが早いというようなこともございまして、こういう映像関係がよく使われておりま

す。本町におきましては、先ほどもちょっとお話しさせていただきましたけれども、非常

に古いと、15年前だと。中を見ると、ああ、こんなのもあったけれども、今はないよねと

か、そういう部分が結構ありまして、現状にそぐわない、合っていないと。そんなことも

ありまして、町村の紹介あるいは観光の紹介等も含めまして、その辺を網羅したビデオ。

ただ、長いビデオでなくて、短時間の15分程度のビデオを制作することによって、そうい

うプレゼンテーション等があったときに活用できるという考え方で制作されるものでござ

います。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 よくわかりました。町の、結局アピール、ＰＲ。今先ほどもいろいろこの場

所で議論しているとおり、まちづくり応援隊だとか、それから移住、定住の進行だとか、

またほかの団体でもやっています着地型観光だとか、何とか浦幌の町に人を呼び込んで、

また通過する、交流をふやそう、そして定住、移住も図って最低限の人口の底上げという

のは町の政策であり町長の考えで予算化されていますけれども、私はすばらしいと思って

いるのです。今までは中のことばかりで皆さん議論していますけれども、やはり外に向か

って、我が町はこういうものだよ、いいところはこういうことだよ、この施設はこういう

ものだよというものを当然出すべきだと。私は、ＰＲってすばらしいことだと思ったけれ

ども、今の話を聞くと、そういうプレゼンがあるときに出す資料だという、何か消極的過

ぎるのでないかと。逆に町の住民税の寄附、1,000万も1,500万もお礼を申し上げる、町の

特産を発送しているわけです、お礼として。今聞いたら、ビデオでなくてＣＤ１枚焼きつ

けば何百円もしないのです。それを１枚ずつ差し込んでやるとか、札幌だ、東京だ、当然

うちらの浦幌会があるわけですから、そういうところへ持っていって皆さんに、逆に必要

経費で売ってもらうなり、近しい人は寄附してやっても結構なのですけれども、もっと積
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極的に使うべきでないかと思うのです、つくったならば。なおかつ、今言ったような編集

して15分、まあいいでしょう。うちの町、15分程度で十分網羅される説明ができるのなら

いいですけれども、これを250万、来年も250万、なぜ２年間、500万も金かけるのに２年間

も必要なのですか。１年間、四季折々のやつだったら、今回議決すれば来年の３月までに

１年間、春から始まって冬まで終わるわけですし、そういう季節感を盛り込みたかったか

ら単年度の事業ですぐリアルタイムに、一日でも一秒でも早くみんなに我が町を知っても

らうためのＰＲとして使うべきではないかと思うのですけれども、それの考え方はどうで

しょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 ２カ年で500万というお話をさせていただきます。 

 なぜ２カ年かかるのだというご質問だと思いますけれども、ビデオの内容的にはやはり

浦幌町における四季それぞれの特色があると思いますので、やっぱり四季について撮影を

していきたいと。そうなってきますと、１年で契約しますと、４月１日から契約しまして、

３月31日に終われば１年たつのですけれども、実際映像を撮影してつくるということにな

れば１年間ではできないわけなのです。やはり１年以上の期間をもって撮影しないと、ど

うしても編集等には間に合わないといいますか、１年ではできないということもございま

して、２年間をかけるということでございます。 

 それから、ＣＤをふるさと寄附をしていただいた方々に配ったらいいのではないかと。

１枚ＣＤでしたら……ＶＨＳですか、ＤＶＤですか、今ＤＶＤですね、幾らもしないのに

というお話でございますけれども、これは著作権の問題がありまして、通常はコピーガー

ドかかっていますので、複製ができないようになっています。町に著作権はあるのですけ

れども、なかなかそれを行使して多数つくるということはできなくて、１枚に2,000円ぐら

いはかかるようなのです。そういうこともございまして、寄附の方に配るというのは難し

いと思うのですけれども、別にほかにいい方法があれば、そういうこともできるものなら

やっ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 12番、野村議員。 

〇野村議員 私の考え方と大分相違がありますし、今説明でよく理解できましたけれども、

結局私が言いたいのは、今言ったように２年間の500万、よくわかります。でも、同じ映像

を２年やっていいものをつくるわけでないです。十分に単年度でできる事業だと私は認識

するのです。だから、その辺の見解の違いはわかります。いいものをつくりたいというの

なら２年間かけてじっくりと。だけれども、今我が町を見たら、毎月毎月広報出ているよ

うに、人口の動態を見ると本当に一番頭の痛い問題は何かというと、これだけの資料説明

あるように、多くのお金を割いて交流人口を図り、定住、移住を図り、いろんな事業を国

から補助金もらったり、そしていろんな事業、またほかの団体にもお願いしながら、何と

か浦幌に来ていただいて、見ていただいて、感じていただいて、できれば住んでいただい
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てと、これが最終目的だと思っている。そうしたら、このすばらしいＰＲする事業をもっ

と積極的に前へ出して、今言った著作権の問題、いろんなこと、大きな問題はわかります。

たまたま事例として、せっかく我が町に寄附していただいた方に、場所と送られてきた特

産しかわからないのです、こんな言い方失礼だけれども。たまたま映像で浦幌の産物が、

お返しのものがすばらしいと出たもので、急激に寄附が上がったということも事例として

聞いております。それも浦幌の町の特産を送るわけですから、それは町と個人だけの問題

で、せっかく我が町に寄附することにおいて、そして特産が送られてきた、おいしかった

ね、すばらしいねで終わってしまわないで、そのときにやっぱりアピールする方法を、こ

ういう段階でこういう経費を持ちながらやっていくことがすばらしい効果があるのでない

かと。だから、私はこの予算をすばらしいと思っているのです。ただ、何で２年もかけて

つくらなければならないのか。今聞いたら、そういうプレゼンがあるときに持っていきた

いのだという。何かそれ聞くと、また映像における資料化になってしまうのでないかとい

う気がしてしようがない。せっかく大きな金を使うわけだ、500万という。もっとスピーデ

ィーに、もっと広範囲に我が町をアピールできるように、全ての事業が絡んでくるような

大きなベースになると思うのです。だから、その辺をもう少し前向きにやっていただけれ

ばなと思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 いずれにいたしましても、今回予算がつけば新年度からビデ

オ制作に着手するわけでございますけれども、今野村議員のほうからお話のありましたと

おり、せっかくつくる以上はいろんな手法、使い方を考えたいということだと思いますの

で、当然これは私たちはつくれないので、業者さんにお願いするので、業者さんとも十分

に検討、お話し合いをしまして、ただ記録映像的に物をつくるのではなくして、いろんな

活用ができるように、その辺のところを少し深く追及しまして制作していきたいというふ

うに考えております。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 細かいことを申し上げて申しわけないのですけれども、２年間で500万、何枚

お願いしているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 成果品としましては、ＤＶＤの盤で４枚。つくったものにつ

きましては、先ほども言いましたけれども、１枚2,000円ぐらいで頒布することは可能です

し、町としましても必要であれば増版するということは可能でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ４枚が原盤ということで、これは一切町民にも見せる場所や何かは考慮して

いないのでしょうか。それと、町民が自分が使ってどこかの団体にＰＲをしたいというよ
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うなことも考えられないのでしょうか、その辺お伺いしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 使い方はまだ余り深く考えておりませんけれども、前回の

100年のときにほぼ1,000万かけてつくっているのです、ＶＨＳのテープ。このときには、

当時それが欲しい方には有償で頒布しているということもありましたし、今回は前回の式

典から15年ということで、式典はないのですけれども、できれば町民に見せてあげたいと

いう気持ちも当然ありますし、見た結果、欲しいという方も出てくるとは思いますので、

当然町民の方がそれを欲しいというふうになれば、有償にはなると思いますけれども、頒

布していきたいというふうに考えておりますし、そのほかに、先ほども言いましたけれど

も、映像の活用方法についても少し広く使えるように十分検討していきたいというふうに

考えています。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 今の町のＰＲ映像制作の件なのですけれども、この映像の中にアイヌはどの

ようにして表現するのでしょうか。歴史的にもずっとここに住んでいたということがだん

だんわかってきましたし、産業においてもいろいろ私たちこれから発信していくつもりで

す。それに関して、白老に2020年にイオル構想、伝統的生活空間を再生した施設をつくっ

ていくということで今進んでいるのですけれども、これに関して十勝では全十勝で一応私

たちがＮＰＯ法人をつくって、白老でつくる、平取でつくる、札幌でつくる、そういった

ことではなしに、十勝は全十勝でつくろうということで今話し合いが進んでおります。幾

つかの町村にも協力を依頼しながらやっていかなければならない大きな事業になると思い

ますので、私たちのことを浦幌町では今回どういったふうにアイヌのことについて表現し

ていただけるのか、ご質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 今現在何も考えておりませんけれども、新年度、業者選定さ

れましたら、そのビデオの中身についてどんな内容で撮影していくか、あるいはどんな内

容にするかというようなことは当然検討していかなければならないと思っていますので、

その中で本町におきましてもアイヌ関係につきましては関係深いところもありますから、

その辺でどういうふうに使っていけるか検討していきたいと思っています。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 私たちの動きとしては、こういったイオル構想といいますか、こういったこ

とで日本に対して、日本人に対して、世界の人に対してＰＲしていくだけではなしに、も

ともと私たちは先住民の権利宣言で国連で日本政府も締約しておりますので、そっちのほ

うからも私たちは日本政府にはどんどんこれから運動していくのですけれども、浦幌町も

いろんな面で私たちがアピールしていきますので、ひとつご協力よろしくお願いいたしま
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す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 ＰＲ映像の件でいろいろご意見をいただいています。開町115年ということで

ありまして、100年のとき以来つくっていないということで、新たなＰＲ映像をつくろうと

いうことであります。今まで定住、移住ということで皆さんのご理解をいただきながらい

ろんな面で進めてきました。このＰＲというのは、現在の浦幌町はどのような状態になる

のかということも含めて、物産だけではなくていろんな町、今浦幌はこういう状態でこう

いう人たちが住んでいて、こういう人たちが活動しているよという幅広いビデオをつくり

たいなというふうに思っています。それによって、町のイメージアップも図れれば大変あ

りがたいというふうに思っていまして、ただビデオでありますから、前は25分とか長いビ

デオはあったのですけれども、なかなか25分とか30分のビデオを見るというのは難しいと

いうこともありまして、できればコンパクトにアピールをしたいということで、15分の映

像とさせていただきました。確かに費用的な部分もあります。倍になれば金額は倍になる

ということもありますから、15分の中でコンパクトに町のイメージアップを図れるような

映像をつくっていきたい。もちろんこれをつくって作成した段階では、あらゆる機会を通

じて町内外にアピールをしたいというふうに考えていますから、４枚、原盤でつくります

けれども、それによって希望される方には当然有料でありますけれども、頒布し、またど

のような活用をつくっていけるかということについては、本当にあらゆる機会を通じてこ

の活用を図ってまいりたいなというふうに思っているところであります。先ほどふるさと

づくりも特産品を送っただけでどうなのだという話もありました。まさにそのとおりだと

思いまして、せっかく今5,000件を超えるリクエストというか、ふるさと納税があります。

その5,000件の方にどのようにして町をアピールしていくかということも一つの大きな課

題でありますので、ぜひ特産品を送っただけではなく、何かのつながりが持てるようなふ

るさと納税であってほしいなというふうに思っていまして、これについてまたいろいろ提

案できるときになれば議会にまた提案させていただきたいなというふうに思っているとこ

ろであります。いずれにしても、浦幌町の現状、そしてイメージアップになるようなＰＲ

映像にしてまいりたいというふうに思っていますので、ぜひご理解をいただきたいと思い

ます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 先ほど同僚議員も質問いたしましたけれども、地域おこし協力隊員の関係で、

この方々についての今謝礼金ですね、これについては本人と町が契約して、どのように謝

礼金をお支払いするのか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。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 協力隊員の報酬ですけれども、金額につきましては要綱によ
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りまして一月16万6,000円というふうに決まっております。先ほども言いましたように、お

手伝いしてもらうという意味合いでの報償費でございますので、雇用契約はないというこ

とでございます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 先ほどこの方々はうらほろスタイルの推進協議会のほうと一緒に活動するの

だということを聞いたのですが、地域おこし協力隊コーディネートの業務委託料は、これ

はどちらに入るのですか。うらほろスタイルの協議会のほうにも入っていくのか、それと

も個人の人、先ほども自分で使うものだとか住宅費だとかいろいろ言っていましたけれど

も、残った分はそちらの協議会のほうに入るのか、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。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 うらほろスタイル推進協議会とは関係がございません。確か

に仕事の中身はうらほろスタイルの部分についてもお手伝いいただきますけれども、お金

に関してはうらほろスタイルとは関係なくして、地元のコンサルタント会社に委託いたし

ます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 地元のコンサルタントというか、その業者の方というのは、いつもやられて

いるＮＰＯ法人のところなのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 お見込みのとおりでございます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。 

 それで……違うの。 

（何事か声あり） 

〇菅原まちづくり政策課長 済みません。株式会社のコンサルタント会社でございます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 それと、このうらほろスタイルの推進事業負担金、今年度540万4,000円とい

うことなのですが、前年が1,000万ついているのです。この関係、何かあるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 うらほろスタイル推進協議会の予算だと思いますけれども、

前年度は1,000万ちょっと負担金がついていまして、今年は500万、昨年度につきましては

若者雇用創造事業におきましてほぼ500万ぐらいのお金を使いまして、調査検討を実施して

いるところでございまして、それが本年中に終わりますので、新年度からその部分が落ち

て500万になるということでございます。 
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〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 もう一つお伺いしたいのですが、先ほど国内交流推進事業の関係で同僚議員

も質問したのですが、これ以前からやはり姉妹提携といいますか、そういう話はずっとあ

ったわけですけれども、今回今年度からそういうことで７月に調印するということになっ

ているそうですが、今までどうしてこういう交流事業といいますか、やってこなかったか

というと、多分財政難でできなかったと。やっぱり財政難のときにはほかの町村でも姉妹

提携をやめたところもいっぱいあったということで聞いております。こういうのをやるの

はいいのですけれども、今年は155万5,000円という金額ですが、今後やはりお互い両町で

どの辺までというか、金額を示すとかそういうことでなくても、どういうふうにやってい

くかということをもっと詰めて７月までの間にやっていただきたいなと思っております。

その辺について、お伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 洋野町との交流につきましては、26年間という長きにわたりまして、いろ

んな形でつながりを深めながら今日に至ったという状況でありまして、お互いに一歩前に

進みましょうというのはなかなかどちらも言えなかった中で、昨年７月に浦幌町で洋野町

長杯のパークゴルフ大会があった折に洋野町の水上町長と本町の水澤町長がお互いに席を

同じくして、今後具体的に進めましょうという話になったというのが経緯でありますけれ

ども、先ほど町長も言いましたように、今後交流を進めるに当たって無理をしない形でや

りましょうという基本的な話になっております。したがいまして、いろいろとこれから町

民間の相互交流あるいは青少年の交流といいますか、そういうことがこれから進められて

いくのかなというふうに思っておりますけれども、ただいろいろな経費の関係で、先ほど

髙橋議員のほうからもご質問がありましたが、お互いにできるだけ歩調を合わせて負担に

ついても協議をしながら話を進めていきましょうということになっておりまして、一方が

100％補助して片方が何も補助しないとか、そういうことにはなりませんので、今後いろい

ろパークゴルフ大会等もありますけれども、それらについても今後恐らく青少年交流とい

うことが始まりますので、一つの形になってしまいますので、その辺についてもやる前に

十分相手方と協議をしながら、どういうふうに交流を進めるに当たってのお金の出し方が

あるのか、それについては十分協議しながら進めていきたいというふうに思っております。 

 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 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。 
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 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時４９分  休憩 

午後 ３時０３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。 

〇小路谷町民課長 39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、本年度予算額1,702万5,000円、この目につきましては交通安全推進事業、防

犯推進事業及び消費者保護対策事業を通じ、町民の安全、安心を確保するとともに、日常

生活の安全を図る経費でございます。交通安全指導員11名、防犯指導員12名による啓発、

巡視活動、生活安全推進協議会における交通、防犯運動及び消費者保護活動に対する支援

を行うものでございます。また、全国的にも振り込め詐欺や悪徳商法等の被害が後を絶た

ないことから、消費者相談業務を消費者協会に委託をしております。また、消費者相談員

を養成するため、研修会の参加についても委託事業として実施してまいります。主な増減

につきましては、11節需用費の防犯灯の電気料金に係ります光熱水費108万、消費者啓発用

パンフレットの印刷製本費39万4,000円の増でございます。１節報酬、11節需用費、40ペー

ジの13節委託料につきましては、予算説明資料15ページに記載のとおりです。 

 43ページをお開き願います。２項徴税費、１目税務総務費、本年度予算額2,271万1,000円、

この目につきましては税務業務に係ります職員の人件費と管理経費及び固定資産評価審査

委員会の運営に係る経費でございます。主な増減につきましては、人件費の減でございま

す。１節報酬につきましては、予算説明資料16ページに記載のとおりです。 

 そのままのページで２目賦課徴収費、本年度予算額1,507万2,000円、この目につきまし

ては町税の賦課徴収業務に係る事務的経費でございます。主な増減につきましては、44ペ

ージの13節委託料、平成27年度の固定資産評価がえに向けての土地評価、路線価の業務委

託料334万1,000円の増、昨年実施しました土地の鑑定評価業務委託料453万6,000円の減で

ございます。12節役務費、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説

明資料16ページに記載のとおりでございます。 

 45ページをごらん願います。３項１目戸籍住民登録費、本年度予算額1,719万7,000円、

この目につきましては戸籍住民登録等の窓口業務に係る経費でございます。主な増減につ

きましては、13節委託料の戸籍総合システム改修業務委託料472万5,000円の減でございま

す。14節使用料及び賃借料につきましては、予算説明資料16ページに記載のとおりです。 

 50ページをお開き願います。３款民生費、１項社会福祉費、２目国民年金事務費、本年

度予算額49万8,000円、この目につきましては国民年金事務及び国民年金制度の啓発等に係
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る経費でございます。主な増減につきましては、13節委託料の国民年金システム改修業務

委託料32万4,000円の増でございます。13節委託料につきましては、予算説明資料18ページ

に記載のとおりでございます。 

 52ページをお開き願います。６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費、本年度予

算額1,789万1,000円、この目につきましては重度心身障がい者41名、障がい老人115名、ひ

とり親家庭などの親40名、子ども56名の医療費の助成に要する経費でございます。20節扶

助費につきましては、予算説明資料18ページに記載のとおりです。 

 ７目後期高齢者医療費、本年度予算額１億359万円、この目につきましては本町が負担す

べき広域連合への療養給付費等負担金及び後期高齢者医療特別会計に対します事務費及び

保険料軽減分の繰出金に要する経費でございます。19節負担金、補助及び交付金、28節繰

出金につきましては、予算説明資料18ページに記載のとおりです。 

 54ページをお開き願います。２項児童福祉費、２目児童措置費、本年度予算額6,839万

9,000円、この目につきましては児童手当の支給に要する経費でございます。３歳未満、月

額１万5,000円、３歳以上小学校修了前までの第１子、第２子につきましては月額１万円、

第３子以降は月額１万5,000円、中学生につきましては一律１万円、所得制限の特例給付の

方につきましては月額5,000円となっております。20節扶助費につきましては、予算説明資

料19ページに記載のとおりです。 

 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。質疑に対しましては、簡潔明瞭

に手短にお願いいたします。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、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。 

〇小路谷町民課長 65ページをお開き願います。４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境

衛生費、本年度予算額3,039万6,000円、この目につきましては葬斎場ほか生活環境衛生業

務一般に要する経費でございます。主な増減につきましては、11節需用費、葬斎場におき

ます火葬炉等の修繕料317万4,000円の減、13節委託料の隔年実施しております臭気測定業

務委託料42万円の減、28節繰出金の個別排水処理特別会計に対します一般会計からの繰出

金33万1,000円の増でございます。11節需用費、66ページの13節委託料、19節負担金、補助

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

 66ページをごらんください。４目墓地墓園費、本年度予算額88万5,000円、この目につき

ましては町が管理する墓地墓園の維持管理に要する経費でございます。14節使用料及び賃

借料につきましては、予算説明資料22ページに記載のとおりでございます。 

 67ページをごらんください。６目乳幼児等医療対策費、本年度予算額1,984万2,000円、

この目につきましては中学生以下の医療費の助成に係る経費でございます。主な増減につ
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きましては、20節扶助費の150万の増でございます。また、20節扶助費につきましては、予

算説明資料22ページに記載のとおりでございます。 

 68ページをお開き願います。７目公衆浴場管理費、本年度予算額900万6,000円、この目

につきましては公衆浴場健康湯の指定管理に要する経費でございます。引き続き平成29年

まで指定管理者制度によります管理委託を行うものでございます。主な増減につきまして

は、前年実施いたしましたボイラーの取りかえに伴います工事請負費610万円、ホールトイ

レの洋式化に伴います修繕料55万円の減でございます。13節委託料につきましては、予算

説明資料22ページに記載のとおりでございます。 

 ９目未熟児養育医療対策費、本年度予算額72万1,000円、この目につきましては入院医療

を必要とする未熟児を対象に指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う経費でご

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

す。 

 69ページをごらんください。２項清掃費、１目塵芥処理費、本年度予算額7,075万5,000円、

この目につきましてはごみ処理に係る収集運搬から処理に要する経費でございます。主な

増減につきましては、11節需用費におけるごみ袋の作成に係る印刷製本費173万4,000円の

増、13節委託料における一般廃棄物処理センターの管理業務委託料402万4,000円の減、昨

年更新いたしました塵芥処理車の更新に伴います備品購入費1,390万円の減、十勝環境複合

事務組合分担金85万7,000円の増でございます。11節需用費、12節役務費、13節委託料、19節

負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料22ページに記載のとおりです。 

 ２目し尿処理費、本年度予算額645万7,000円、この目につきましてはし尿処理に係る十

勝環境複合事務組合に対します負担金でございます。157万円の増につきましては、現在の

処理施設あります中島処理場の老朽化に伴いまして、十勝川流域下水道浄化センター構内

にし尿及び浄化槽汚泥の受け入れ施設を設け、処理するための汚水処理施設共同整備事業

に要する増でございます。今年度につきましては、実施設計などを行い、最終的には平成

30年に供用開始の予定でございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算

説明資料22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。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 清掃費の塵芥処理費、これ説明資料によりますと鹿、犬等となっております

けれども、この点で、例えば私たちの周りに結構猫がいるので、その猫の断種手術という

のですか、子どもの生まれないようにとか、そういったことに町も乗り出すべきではない

でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 避妊手術ということですか。 
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〇差間議員 はい、そうです。 

〇小路谷町民課長 一応猫、犬ですとか馬ですとか牛ですとか、動物愛護法の中で保護さ

れている動物でございます。ただ、これも人のやることでございますから、それでそのま

ま放置したり、いろいろな形はありますけれども、今のところはそういうようなことは考

えておりません。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 私自身のことを述べますけれども、ずっと犬を飼っていたのですけれども、

町民課の方も煩わしたような厚内での事件がありまして、野犬が厚内の中を走り回ってい

たのです。それで、私の飼っている犬も襲われまして、実は死んだのです。それで、犬が

死んだということで大変悲しんだのですけれども、私はその犬に対する恨みは一切ないの

です。犬を放した人に対する恨みというのですか。彼らを見ていると、世話さえすれば結

構かわいいものですから、ただそれで犬を飼うのももう諦めまして、それで猫……それで

というわけでもないのですけれども、猫を手に入れたのですけれども、やはりすぐ持って

いって動物病院で断種手術をしていただいて、それで自分のところで飼っているのですけ

れども、身の回りにワイルドキャットというのですか、人に飼われない猫が結構いるもの

ですから、子どもの教育上も、もちろん環境上も大変よくなくて、身の回りで野菜つくっ

ている方たちもやはり猫をどうしたらいいのだろう、自分の庭にがっちり網を張って防い

でいるのですけれども、そこはやっぱり野生の動物ですから、物ともしないで入ってくる

のです。子どもの教育の面からいっても環境上からいっても、これは何とかしてほしいと

思うのです。もしそういったことで町が乗り出してくれるのであれば、私捕まえて歩いて、

それで音更なり札内なりの動物病院に運ぶぐらいのことはできると思うのです。何とかこ

れ、町長の施政方針の中にもペットのことで言及があったものですから、やはり環境上も

子どもの教育上も絶対よくないことだと思うのです。何とか乗り出してほしいのですけれ

ども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 先ほどもちょっと申しましたけれども、動物愛護法という法律がござ

いまして、保護はできますけれども、捕獲というようなことで処分するようなことは、そ

の法律の中で縛られておりますので、なかなかできませんが、こういうことで毎年啓発啓

蒙しておりますが、より一層飼い主につきましてはそういう形で今後やっていきたいと思

います。 

 以上です。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 ほかの自治体でもこういうことをやっているものですから、そこら辺の動物

愛護法のクリアも僕は方法あると思うのです。断種手術した猫に耳をカットして印をつけ

て、それで離して、餌やりたい人はやると。そういった状況でやっている自治体もござい
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ますので、今後そういったことも一つの課題として考えていただければと思って質問いた

しました。 

 以上、回答は要りません。よろしくお願いします。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 予防費、委託料、予防接種委託料ということでご質問させていただきます。 

 昨年もお答えいただいたと思うわけですが…… 

（何事か声あり） 

〇河内議員 済みません。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 清掃費の塵芥処理費、委託料、管理業務委託料の関係ですが、前年度より400万

ほど、人数７名で400万ぐらい下がっておりますが、この関係についてご説明いただきたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問に係りましては、全体の公の施設の管理業務の、いわ

ゆる人件費的な、いわゆる人的委託の内容のものでございますので、一括して事務を行っ

ておりますので、総務課のほうから所管として説明させていただきたいと思います。 

 管理業務委託料、ごみ収集、運搬、リサイクル処理業務ということで、昨年と比較して、

おっしゃるとおり増となっております。このことにつきましては、委託料でございますの

で、消費税の改定に伴うものというのが主な内容となってございますし、また人件費の若

干の昨今の、議員ご質問も従前にありました、いわゆる労務単価の関係等々含めまして、

そういったことも精査した中では多少のアップもあったということでご理解いただきたい

と思います。 

（「違う、違う。逆なの」の声あり） 

〇鈴木総務課長 その分で若干人数の関係が異動ございまして、積算の中でその異動の分

としてなり得たという部分がありましたので、その分としてなり得たということです。 

 済みません。先ほどの説明については撤回して、修正してお答えをさせていただきたい

と思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 この関係は、委託業者のほうで人事異動といいますか、そういう異動があっ

たということなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 あくまでも算定のことでございますので、そういった中で人事異動云々

という中身ではなくて、この体制で算定上できるかなということで積算をさせていただい

たということでご理解いただきたいと思います。 



- 58 - 
 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 審議の途中ではありますが、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、本日はこれをもって延会とすることに決定をいたしました。 

 なお、再開は明日午前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 ３時２５分 


