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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。 

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

いたします。 

 

    ◎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29年第３回浦幌町議会定例会、本日８日の運営について９月５日午後、議会運営委

員会を開催し、協議をいたしましたので、報告をいたします。 

 本日の日程は、一般質問と平成28年度決算審査を予定しております。一般質問は、通告

順に安藤忠司議員、河内富喜議員の２名により２項目の通告がなされております。質問順

につきましては、通告順に指名されるよう議長に申し入れております。一般質問に続き、

平成28年度決算審査に入ります。質問者は、通告内容に沿ってわかりやすい質問を心がけ

ていただきますようお願い申し上げますとともに、活発な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に入ります前に皆さん方にお知らせをいたします。場内大変暑くなっておりま

すので、自由に上着を外して結構でございますので、そのような方法でご理解いただきた

いと思います。 

 

    ◎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。 

 一般質問は、浦幌町議会会議規則第61条第５項及び同条第６項の規定により、一問一答

方式により行います。質問時間につきましては、質問、答弁を含め45分以内とし、発言残

時間については場内掲示板にて表示されます。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、答弁となりますようご協力のほどをよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 初めに、４番、安藤忠司議員の質問を許します。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 それでは、通告に従いまして、一般質問を行いたいと思います。 

 北海道所有の空き家住宅等の環境整備対策について。空き家対策特別措置法が北海道で
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は平成27年５月26日に施行され、法施行に伴い空き家等対策に関する有識者会議を設置し、

北海道の空き家対策に関する取組方針、空き家情報バンク、空き家対策に関する相談体制

など学識経験者による意見を聴取しております。民間空き家住宅については、平成26年12月

第４回町議会定例会において一般質問の町長答弁で、今後施行令等で具体的な方針が示さ

れたら、それを見定め浦幌町の空き家等対策について取り組むと答弁しております。法施

行に伴い、現在は取り組みが進んでいることと思われます。 

 しかし、浦幌町の市街地において空き家のまま放置され、老朽化が激しい住宅が点在し、

住宅の周りは１メートル以上の草が生い茂っているところも存在しています。その中で浦

幌町の市街地において特に目につくのは、北海道所有の空き家住宅等であります。私が知

り得る範囲で戸数にして20戸以上、また10年以上空き家になっている住宅もあり、防犯上

及び衛生面、また景観等においても地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしております。

そこで、次の２点について伺います。 

 １、北海道所有の空き家住宅等の戸数を把握しているのか。また、今日まで北海道に対

して空き家住宅等の利活用について協議をしたことがあるのか。 

 ２、老朽化している空き家住宅等の現況を把握し、修繕や撤去、周辺の環境整備につい

て要望したことはあるのか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 安藤議員のご質問にお答えをします。 

 １点目の北海道所有の空き家住宅等の戸数を把握しているかについてですが、北海道が

所有し、管理する住宅等であることから、空き家住宅等の戸数については把握しておりま

せんが、空き家住宅となった物件を含め、北海道において利用計画がない、またはおおむ

ね１年以内に使用しなくなる物件については、毎年北海道から町に対して道有未利用地、

低利用地の利用、取得希望の照会があることから、そのような物件については把握してお

ります。また、今日まで北海道に対し空き家住宅等の利活用について協議をしたことがあ

るかについてですが、過去に道有未利用地、低利用地の利用、取得希望の照会を通じ、旧

浦幌高校教職員住宅を取得した経緯がございますが、近年については利活用等をする見込

みがないことから、利用、取得希望がないと回答しているところであります。 

 ２点目の老朽化している空き家住宅等の現況を把握しているかについてですが、北海道

所有の住宅状況については空家等対策の推進に関する特別措置法の対象外となっているこ

とから、町では把握しておりません。また、修繕や撤去、周辺の環境整備について要望し

たことはあるかについてですが、現況の把握ができていないことから要望はしたことはあ

りません。 

 以上、安藤議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今の質問のお答えの中で空き家住宅等の戸数については把握していないとい
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うことでございますが、９月５日に一般質問の質問通告書を通告していると思いますけれ

ども、その後はどうなのですか。調査か何かされたのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまの安藤議員のご質問についてお答えをさせていただきます。 

 先ほどの町長からの答弁にございますとおり、北海道所有の空き家住宅ということで、

この分についてはいわゆる道有の財産ということでございますので、その中にありまして

把握をしている必然性がないということの中で進めてきてございますので、重複しますけ

れども、空家等対策の推進に関する特別措置法の対象外となっておりますことから、町と

してもその調査をする権限もないということでございますので、このことについてはそう

いう形で調査をしておりません。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 調査する必要がないということですが、私こういうふうに質問書を出してい

るにもかかわらず調査をしていないということは、ちょっとその辺どういうふうに一般質

問のことを考えているのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 何度も重複した形になろうかと思いますけれども、いわゆる北海道の財産

ということでございます。その財産の特定については、それなりの情報がないとやはり特

定はでき得ません。臆測の中で調査ということはできるのでありましょうけれども、全て

においてはあくまで財産の所有というのは財産の所有者の物件でございますので、その特

定の情報があってこその調査、把握ということになり得るのだろうというふうに理解して

おりますし、また先ほどから説明させていただいておりますとおり空家等対策の推進に関

する特別措置法の調査対象外ということで、町においてもその調査権限を有していないと

いうことでございますので、あくまで財産のものでございますので、調査の仕方によって

は財産の侵害ということにも触れる可能性もございますので、やはり法律または規則等に、

そのルールに従って権限の有するものについては調査をしたいという考えでございますの

で、通告を受けたとの中にありましても権限の範囲の中で調査でき得るものとでき得ない

ものというのがございますので、このことについてはご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 調査するのが財産権についてはどうだということで、町は関係ないよという

ふうに聞こえます。ただ、この市街地、浦幌町全体であれば結構広い地域ですけれども、

市街地だけでその辺調査ができないということはちょっと遺憾でないかと私は思っており

ます。 

 私も今年の冬も雪降ったときに道の住宅の付近を一回調査しました。足跡は一つもつい

ていない。ここの役場の北側にもある道の住宅、それから附属建物、物置というか、倉庫
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等にも使っておると思うのですけれども、その関係についても足跡は一つもない。ずっと

使われていないのだろうと、私はそう思われます。これだけ現実的にわかっていることを

調査しない、ほかのところの財産だと、そういうことではちょっと町としてまずいのでな

いかなと、私はそう思いますけれども、その辺についてお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 道の所有の施設関係でありますけれども、ご質問のとおり利活用ができるも

のであれば利活用するというのが町の考え方でありますけれども、現在のところ住宅等々

について利活用の考えはないと。特に今雑種家屋をどうするかという問題を町で抱えてお

りまして、それを所有して雑種家屋にして利用するというところは今のところ全く考えて

いないという状況であります。そういう中で道の所有の物件を調査するということについ

ては、現在町としては必要性を感じていないというのが正直なところでありまして、そう

いうところを調査するということはまだしていないというのが現状であります。今後そう

いう道有の施設等々について町として利活用すべき点が出てくれば、当然道に問い合わせ

るなり調査するなりをして有効利用が図れるものは図っていきたいというふうに思ってい

ますけれども、ただいま申し上げたとおり今有効利用の、利活用の見込みを持っていない

という中で調査はしていないという状況であります。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 利活用する見込みがないということですが、この関係、民間の方が借家なり

売却なり希望したときに、今までもそうだと思うのですが、やはり道に直接行ってその住

宅を貸してくださいと言っても無理なことだと思っております。やはり町のほうから打診

していただいて、そしてそれに対して回答を得ていると思われます。そういうふうに今後

民間の方がどうしてもこの住宅なり、そこにも今森林室ですか、十勝振興局の。森林室の

寮もございます。そういうものをどうしても売ってほしいと、貸してほしいと、そういう

ときには、町はどのようになさるおつもりなのかお聞きしたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問についてお答えをさせていただきます。 

 民間の方が状況に応じて使いたいということにあって申し出がございましたら、このこ

とについては先ほど町長の答弁にございましたとおり、町としては別に利用計画は持って

おりませんので、照会する部分はございませんけれども、民間の方が使用したいというこ

とであれば、このことについては担当部局の中で照会をしながら確認をしたいというふう

に思ってございますけれども、ただ１点、北海道の公有財産の扱いの中でのいわゆる処分

の対応というのが恐らくは国の公有財産の処分に関する法律等と同じようなルールをもっ

て行っていくのだろうというふうに思ってございます。その中では、先ほどからの答弁に

ございますとおり、道有未利用地、低利用地の利用、取得希望、こういった照会がある物
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件が優先されていくのだろうと。それに該当すればよろしいのでしょうけれども、それに

該当しない場合については何らかの北海道のお考えがあるだろうというようなこともあり

ますので、この辺については物件によっては差異が生じるのかなということについてはご

理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 私の見た限り一戸建ての住宅が６棟ございます。２戸については、もとの高

校の現在パークゴルフ場の際にある２棟でございますが、ほかのものについては市街地の

中心部でございます。こういう物件が一般の方も見てわかっている方もいると思うのです

が、どうしてもやっぱりそういうものを払い下げといいますか、売却してほしいという声

もあります。ほかのものも１棟２戸建て、これ木造の住宅ですけれども、それについても

まだまだ普通に住める住宅だと思われます。このまま空き家にしておくということは、本

当道の財産をただもう腐らすといいますか、使い物にならなくなってしまうということで

ございますので、やっぱりこの辺についても少し道にも打診して、売っていただけるもの

か、また借家として使わせてもらえるのかということを町が率先してある程度やっていっ

てもらわないと、なかなか一般の住民がそこまでやるということは大変なことだと思いま

す。その辺についてやっていけるのかどうか、それをお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますけれども、先ほど町長のほうで答弁いたし

ました道有未利用地、低利用地の関係でございますが、この関係で町のほうに照会来てい

る空き家の建物につきましては、現在のところ来ている部分で７棟11戸ございます。です

けれども、それら全て建築から30年以上経過しておりまして、古いものであって道のほう

で利用する見込みがないというものであるため、そういった形になっていると思われます。

それ以外のものにつきましては、先ほど副町長のほうでお話ししましたとおり、道のほう

でまだ活用する見込みがあるということで町のほうでは判断してございますが、先ほど申

し上げました未利用地、低利用地の照会が来ている物件につきましては道のほうでもホー

ムページ等に公開をしておりまして、それらにつきましては一般競争入札で売り払い、も

しくは有償での貸し付け等を行っているということを情報提供してございますので、そう

いった建物については今お話しされたようなことが可能かとは思われますけれども、それ

以外の建物につきましては先ほどお話ししましたとおり道のほうでまだ活用する見込みが

あると思われるため、なかなかちょっと難しいのではないかと考えます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今言われた未利用地の関係、そういうことで空き家も含めて町のほうに来て

ということであれば、やはり一般住民にもその辺をお知らせして、希望があるのであれば

そのことについて相談に乗ってあげていただきたいと。 
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 建設されて30年といいますけれども、30年が本当に古いのかといいますと、まだまだ使

える住宅です。そういうことでやっぱり広報等にもこういうものを紹介して、希望がある

かないかと。なければ道にもう老朽化しているのだから解体したほうがいいと、そういう

ことも含めてやっていかないと、この町が今人口も減ってだんだんと疲弊していくという

こともありますけれども、やはりこういう空き家を長期間置いておくということは余計に

本当に疲弊した町に見えるのではないかと、私はそう思います。そんなので、これをある

程度一般周知できるかどうか、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。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問についてお答えをさせていただきます。 

 いわゆる北海道有財産の処分に当たっては、一般の方々にその利用に当たっての周知を

したらどうかというようなご意見だというふうに思います。先ほどもお話しさせていただ

きましたけれども、公有財産の扱いの中でその処分についてどのような形でするかという

ことにつきましては、国有財産にあってはその処分にかかわっては法律に基づいた中では、

１点的にはいわゆるもう用途を廃止して処分をしましょうという財産におきましては、特

に建物にあっては当該立地しているところの自治体に照会をすると。そして、このことは

何かといいますと、いわゆる公益な事業として使えるものがあるかどうかと。公益、いわ

ゆる住民の福祉の向上の増進を図るための公益としてなり得るものとしての利用があり得

るのかどうかということをまず先に当該立地されているところの自治体に照会をかけると

いうのが本来のルールではないかと。そこでその利用がない中にあっては、最終的には国

有財産につきましては国民全体の財産でございますので、競売物件としての扱いをし、財

産を換金をして金銭にかえて、またそれを競売で図りますから最も高い価格でのいわゆる

換価ということに、そういった手続を踏まえているのが国有財産の処分に関する法律の対

応だと思います。また、北海道行政ですので、どういう形でしているか詳しくはわかりま

せんが、恐らく北海道もその法律に、国に準じてそういった財産の処分をしていくのだろ

うというふうには捉えております。そういった中で道有未利用地、低利用地の利用、取得

の希望があった中で、町が利用しないということになったときにはその次にどのような手

続を踏んでいくのだと。その中で最終的には一般の方々も取得するにはどういう手だてが

あるのだろうということについては、照会の中で確認することはできますけれども、それ

をもって、通常どおり購入するということについてはなかなか周知を図るのは難しいのか

なというふうに思ってございます。最終的に北海道の判断で競売という物件になれば競売

というお知らせはできるでしょうけれども、すぐ取得が可能といったことについては非常

に難しいものだろうと。これは、いずれにいたしましても財産の所有をしてございます北

海道には確認をする部分があるのかなというふうに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 ４番、安藤議員。 
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〇安藤議員 なかなか道のもの、国のものもそうですが、難しいということですが、やは

り町内のことを考えたときに、本当にこのまま空き家状態にしておいていいのかと。森林

室の寮についても建った当時は丸太づくりで大変立派な寮でございましたけれども、あの

まま空き家にしておいたら外の丸太も腐ってき、もう将来的には本当にここ何年と言いま

せんけれども、利用できない状態になるのでないかと、私はそう思います。これは道に対

して、その辺少しでも早く今後の対策どうするのかということを聞いていただきたいと思

います。その辺についてお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 先ほど答弁した道の所有の物件でありますけれども、先ほども公募して競争

入札といいますか、公募しているということを話をさせていただきました。一般公募をし

ているということでありますから、道が自治体等々に問い合わせして利活用、利用の予定

がないという物件については一般公募でしているということでありますので、この公募の

方法がまだ周知が足りないということであれば、町としてどのようにこれをより周知して

いくのがいいのかということについては検討させていただきたいというふうに思います。 

 町としては、定住宅策ということでそれぞれの住宅、そしてまた住宅建設補助も行って

おりますから、町民の住みやすいまちづくりのためにどのような方法がいいのかというの

を常に検討させていただいているところであります。ただ、道の所有の財産については町

が関知できない部分は当然あるということでありますので、今具体的に指摘された物件に

つきましては町としては今後使うかどうかというのもまだ検討というか、今のところ使う

予定がないということであります。道としてもここで一般公募にかけていないということ

は、最終的な道の判断がまだ決まっていないというふうに町としては考えざるを得ないと

いうふうに思っているところであります。そういう物件について町としては、積極的に自

分が利用する計画がない中でどうするのかという、そういう町に問い合わせるというのは

ちょっといかがなものかということもありまして、そういう物件が必要な物件、そして町

民が必要とされるであろう物件についての一般公募については今後とも検討させていただ

きたいというふうに思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今の道で直接一般公募するのだということですが、私もその一般公募したと

ころというのは見たことありません。国のは新聞によく載っております。一般公募するな

らそれでよろしいのですが、やっぱりそういうふうになってきたときには町内回覧なり広

報なり周知していただければいいと思いますが、その辺についてお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問についてお答えさせていただきます。 

 町内の行政区回覧という言葉がございましたけれども、基本的には町内の行政区回覧に
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つきましては町行政にかかわることが主たるものでございまして、道行政にかかわって町

の行政区回覧を使用するということについてはどのような効果があるのかなと。このこと

は、仮に北海道のほうからそういった依頼がございましたら、町としても先ほど来の趣旨

も含めて考えることに至るのかなというふうに思ってございます。いずれにいたしまして

も、どのような手段で一般の方々、これは道有財産でございますので、浦幌町に限らず全

道的な分としての北海道の扱いになるだろうと思いますので、このことについては広く一

般に知れ渡る方法を北海道としても事務処理の中で対応していただきたい旨の事務局段階

でのレベルの中での打ち合わせ等の意向としてお伝えすることはできるのかなと思ってご

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 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 道がそういうふうに一般公募するというときは、やはり町のほうに、その辺

の関係を町側に教えていただいて、町からもそういうふうな周知をするということを道側

に伝えて、周知作業をしていただきたいと思います。 

 次に、２点目の関係ですが、道の所有住宅は空家等対策の推進に関する特別措置法の対

象外となっているという、それはわかっておりますけれども、ただ、今現在道自体が、北

海道がこの空き家対策の関係で町村に対してもっと対策を練るようにということも含めて

空き家対策に関する有識者会議というのを設置して、専門的な知見を有する学識経験者か

ら意見を聴取する必要があるということで、道自体は設置しております。ただ、こういう

立派な有識者会議を設置したにもかかわらず、道自体が何もしていないと。道の所有の住

宅が空き家のまま放置されていると。それで、この２点目の質問にも書きましたけれども、

修繕や撤去、周辺の環境整備、この環境整備についても、光南のところにある住宅、２棟

４戸でしたか、その住宅の周りもう１メーター以上の草が生えていると。これで道に対し

ても町は何も言っていけないのか。それと、ここの裏の森林室の住宅付近も一回は春先刈

っていますけれども、もう草ぼうぼうになっておるということで、これで道行政として本

当に地域に根差した行政をやっているのかということで、やはり町はこのまま放置してい

いのかどうか。行政区の方々にも聞きますと、いつも草だらけで、もう蚊は発生するし、

環境的に悪いのだという声を聞きます。やはり町のほうからこの辺道の今の空き家だとか、

そういうのを、元高校跡地の空き家については教育庁、それからここの旧林務署といいま

すか、そこは十勝振興局の森林室、それからあと光南のほうにあります住宅については旧

土木現業所、今北海道建設部といいますか、そこがもとは所管だったのだけれども、これ

が何年も空き家になると今どこで管理しているのか、その辺管理している部署わかってい

るのかどうか、それをお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 老朽化をしているところの住宅周りの環境が非常に衛生的なことも含めて好ましくない
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というようなご意見だと思います。このことについては、付近の方々、住民の方がそうい

った面では身の回りのことでございますので、一番状況についても把握をしているのかな

と思いますけれども、そんな中にありましてそれぞれ行政区の中で、行政区の会議等を含

めた要望の中では現在のところそういった要望が来てはいないのが現状でありますけれど

も、そういった部分につきましては今後の行政区の会議等の中でも確認もさせていただき

たいなというふうに思ってございます。 

〇田村議長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 管理の関係でございますけれども、先ほど申し上げました未利用、低

利用地に関しましては、町の財産と同じですけれども、使う見込みがないということで多

分普通財産等になりまして、そういった関係もありまして、本庁の財産運用の担当のほう

で管理をしているものとなっております。それ以外のものにつきましては、先ほど言われ

たとおり今森林室なり北海道の建設管理部なり、そちらのほうで使っている部分というこ

とになるので、そちらがそれぞれの管理になると思われます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 そういうふうに部署があちこちだということであれば、やっぱりその部署ご

とにお話ししないと多分伝わらないのではないかなと、私はそう思っております。その辺

そういうふうなことで各部署に周知願いたいと思います。 

 それで、最後ですけれども、町長にご質問したいと思います。この道の所有の住宅等に

ついては、浦幌町だけのものではないと思っております。これは、十勝、道全体のもの。

ほかの町村はどのようにやっているかちょっとわかりませんけれども、こういう道の所有

の空き家などについて、これは町村会等ででもやはりこれからも議論して要望していただ

きたいと思いますけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまの安藤議員のご質問にかかわりまして、浦幌町議会基本条例第９

条第３項に基づき反問権の行使をしたく、議長のお許しをいただきたいと思います。 

〇田村議長 ただいま副町長のほうから反問権を執行したいということでございますの

で、許可をいたします。 

〇鈴木副町長 議長のお許しをいただき、ありがとうございます。安藤議員のご質問につ

きましては、北海道の財産の取り扱いということで、いわゆる北海道行政に対する意見要

望というふうに理解をしてございます。その中にありまして地方自治法第99条では、申す

までもなく「普通公共団体の議会は、当該普通公共団体の公益に関する事件につき意見書

を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されており、それを受けて浦幌町

議会会議規則では第14条に意見書について、議員個人からの提案と各常任委員会からの提

案とそれぞれが提案できる旨規定されております。直近の議会では、北海道の高校教育に

対して教育の機会均等と子どもの学習権保障のため、総務文教厚生常任委員会から北海道
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教育委員会「新たな高校教育に関する指針」の見直しとすべての子どもにゆたかな学びを

保障する高校教育を求める意見書の提出についてが平成28年第２回町議会定例会において

提案され、可決後提案議案に基づき北海道教育委員会教育長、北海道知事、北海道議会議

長にそれぞれ意見要望がなされ、町民の皆さんも大いに関心と期待を寄せているところで

あると思います。本件につきましては、町民の生活環境における北海道行政に関しての意

見要望に係ることでありますことから、会議規則第14条第１項の規定に基づく関係行政庁

への意見要望に係る議員提案につきまして安藤議員がなされるのかお尋ねいたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今の反問権ですが、いろいろ法令述べられました。この関係については私も

そこまで熟知しておりませんけれども、どちらにしましてもこの一般質問を通告したとい

うことは、これは私の意見でございますので、そのことについてこういうふうなことで答

弁されているということで、今後につきましてもその辺についてはお願いしたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 お尋ねしたことについてはそのようなお答えだというふうなことでござい

ますけれども、町と議会とは地方自治法でいうところの住民の福祉の増進を図ることにつ

いて共通の目的を持っているというふうに認識してございます。議会が町と同じ思いで北

海道へ意見要望をなさるということについては、本当に町としても心強いというふうに思

ってございますので、ただいまの反問権の中での質問とさせていただきました。 

 質問の趣旨としては、町に対して北海道に対する意見要望をもっと強くすれといった意

味合いだというふうに捉えてはおりますけれども、議会としても町民に対する環境整備も

含めて、北海道行政に対する意見の取り扱いについて議会の中でのご一読を重ねていただ

ければというふうに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 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 私の言っているのはそういうことでなく、浦幌だけの問題ではないと。これ

は、十勝の町村会、町長方の集まるところでこういう実例はないのかどうかというのを聞

いてほしいと。それで、適切に対応してほしいということを言っているので、その辺町長、

どうなのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 特定空き家の問題につきましては、町村会で常にその提起をしておりまして、

このたび新たに条例が制定されたというのもその要請活動が実った成果かなというふうに

思っています。特定空き家、道の所有のものを特定空き家というのは町としてはございま

せんけれども、全道的に見てそういうものがあるかどうかというのは私も存じておりませ
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んけれども、当然そういう危険な建物、倒壊寸前の建物は特定空き家でありますから、そ

ういうものが全道にはあるかもしれません。そういうものについては、民間の空き家につ

いて特定空き家法ができましたので、これを活用して住民に危険を及ぼさない、撤去を含

めて行うということになりました。そういう面では、道の所有のものがあるかどうかにつ

いては私も存じておりませんので、今ここで答弁するということはできませんけれども、

もしそういうものが出てくれば当然町村会を通じての意見を申し上げるということになる

だろうというふうに思います。 

〇田村議長 これで安藤忠司議員の一般質問を終わります。 

 次に、８番、河内富喜議員の質問を許します。 

 ８番、河内議員。 

〇河内議員 通告に基づき、一般質問をいたします。 

 特定健診の受診率向上の改善策ということでございます。国民健康保険事業の特定健診

受診率の向上は、成人病の予防、健康維持、医療費の抑制施策として国も目標を掲げ、各

市町村に受診率向上を義務づけている。第３期まちづくり計画前期５カ年、平成23年から

平成27年においては、国の目標受診率65％に対し、町の実績は毎年33％程度と停滞してい

る。後期５カ年、平成28年から32年では、国の目標受診率は60％に下げられているが、実

効性のある改善策が必要と考える。そこで、次の４点について伺います。 

 １点目、町政執行方針においても受診率向上の取り組みについて述べているが、成果が

上がっていないのが現状である。管内でも低い位置にある受診率をどのように改善しよう

と考えているか。 

 ２点目、レセプトの電子化により、データ活用が可能になった。特定健診の受診率向上

もそれらを利用した中で考えているようだが、その成果の現状はどのようになっているの

か。 

 ３点目、健康増進事業としてマイレージ制度、いわゆる健康ポイントを導入している町

村もあるが、導入についての考えはないか。 

 ４点目、管内において特定健診の受診率60％を目指し、自己負担分を無料にした町があ

る。本町においても受診料の無料化を検討する考えはないか。 

 以上、４点について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 河内議員の質問にお答えします。 

 特定健康診査は、メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群に着目した健診で、糖尿

病や心臓病、脳卒中などの生活習慣病を早期に発見し、重症化を防ぐことを目的に各保険

者が40歳から74歳までの被保険者を対象に実施しています。町は、国民健康保険被保険者

の特定健康診査受診率を第３期まちづくり計画後期５カ年計画で国の目標である60％に設

定し、特定健康診査を実施しているところであります。 
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 １点目の受診率をどのように改善しようと考えているかについてでありますが、町は毎

年国民健康保険被保険者に特定健康診査の案内時や被保険者証の更新時、医療費通知の送

付時に健診受診の重要性を周知するパンフレットを同封するなど啓発を行い、また以前受

診され、現在受診していない未受診者などに対し個別にはがきや電話などで健診の必要性

を周知し、受診率の向上に努めてまいりましたが、ここ数年の受診率は34％前後の横ばい

状況であることから、今後も積極的に受診勧奨を継続し、さらに町立診療所との連携によ

り実施しています30歳から65歳の５歳刻みを対象者とした国保人間ドックの対象者の拡大

を検討するとともに、保健業務に携わる保健師の欠員を解消するなど人員体制の整備を図

り、受診率の向上につなげていくよう努めてまいります。 

 ２点目のレセプト電子化のデータ活用についてでありますが、町はレセプトデータによ

り健診受診者などの医療受診の状況を確認し、その後治療を中断している方や経過観察の

方に対し受診勧奨を行っているところです。また、レセプトデータにより医療機関で治療

をしていなく、かつ健診未受診者を把握し、受診勧奨を行っていますが、今後もさらに積

極的な受診勧奨を行い、受診率の向上に努めてまいります。 

 ３点目のマイレージ制度の導入についてでありますが、北海道は平成28年度より道民が

行う日ごろの健康づくりへの取り組みにポイントを付与して、一定のポイントがたまると

特典を交付する北海道健康マイレージ事業を実施しています。この事業は、市町村が実施

する健診や健康づくりに関連する事業の参加状況に応じてポイントシールを発行し、ポイ

ントがたまると当該事業の協賛企業から特典が提供されるものであります。現在町独自の

マイレージ事業は実施していませんが、町は28年度より北海道健康マイレージ事業を北海

道と共同で実施しており、十勝管内ではまだ５町しか実施していない当該事業を今年度も

引き続き実施しています。 

 ４点目の特定健康診査受診料の無料化ですが、町は平成28年度より特定健康診査の健診

料金を1,500円から500円に減額し、町民の自己負担の軽減を図ってきたところですので、

現在は無料化についての考えはありません。 

 以上、河内議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 説明いただきありがとうございました。 

 まず、１点目でございます。ご説明のように、いろいろ今後積極的な受診勧奨をしてい

くということの説明がございました。また、業務にかかわる保健師の欠員解消など人員体

制の整備を図るということで、受診率の向上を図りたいという考えが説明されたわけでご

ざいますが、これらをすることは恐らくどこの町村でも心がけてやっていることだと考え

ております。大変ご苦労さんでございますが、今後この辺の充実も徹底して進めていただ

くことが受診率の向上につながっていくのかなと考えているところでございます。 

 しかし、ここで私ちょっと認識していただきたいのは、質問の中でも、管内でも非常に

低いのです、浦幌町の受診率が。そのことについてどうしたらいいのかということのお答
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えが示されていないわけですけれども、そのことについてはどのようにお考えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいま河内議員からのご質問がありました。お答えさせていただ

きます。 

 十勝管内でも特定健診の受診率が低いということは、私たちも現在認識しております。

先ほど町長の答弁にもあったように、未受診者に対する勧奨、それは個別で積極的に今現

在行っているというような状況でございます。やはりまず、勧奨というものは継続して行

っていかないと、ただ通知だけではというような問題もありますので、電話ですとか、一

回通知した後、さらにはがきで勧奨を行っているというような状況でございますけれども、

今まで健診率低い中で、私たちも健診率の向上を、さらなる上げるということでございま

して、今考えておりますのは国保人間ドック。国保人間ドックの対象者、国保人間ドック

につきましては30歳から65歳の５歳刻みの段階で実施しているという状況ですが、この対

象年齢の拡大を今現在考えているところでございます。ただ、この拡大によりまして、今

委託している医療機関につきましては町立診療所ですので、町立診療所の健診の受診者の

受け入れ態勢という問題もこれは出てきますので、その辺のところは町立診療所と十分に

協議を行いながら、対象年齢の拡大を検討していきたいと。その上で受診率の向上を目指

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 ８番、河内議員。 

〇河内議員 こういうこと、国保人間ドックのカリキュラムを町立診療所と連携して充実

を図りたいというお答えでしたけれども、そのことについては恐らくどこの町村も同じよ

うなことをやっていっているのではないかと私は想像ですけれども、思っております。 

 それで、参考にほかの町村がどの程度の受診率かということをちょっとお示しいたした

いと思いますが、これ上士幌町ですけれども、今無料化したということでございますが、

平成27年で43.6％でございます。浦幌からは相当高いわけですけれども、それでも無料化

を図ってさらに向上しようとしている。それと、士幌町は49％、大樹町は55.7％、足寄町

は56.7％、これは平成27年ですけれども、このような形で浦幌の受診率と比較してはるか

に高い受診率の町村がある。こういうことをしっかり認識をして、この改善策をきちっと

やはり出していただきたいわけです。今課長が言われた努力については、恐らくどこの町

村も当然きちっとやっていることだと思います。その上に町が今受診率を上げるためにこ

ういった方策、こういった計画、こういったやり方というものをきっちりやはり持たなけ

れば、いつまでたっても低い受診率は上がらないと私は思いますけれども、その辺につい

てどのようにお考えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいま河内議員のほうから各町の受診率の報告がありました。そ
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の数字については私も認識しております。その中で受診料の無料化という話も議員のほう

から出てきましたけれども、浦幌は28年に受診料の見直しを行いまして、受診料1,500円か

ら500円に健診料金を下げたところでございます。町も現在そのような努力をしながら受診

率の向上をというところを目指しているところでございますので、ご理解よろしくお願い

いたします。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 今お答えいただいたわけですけれども、ちょっと説得力に欠けるのかなと私

自身はそのお答えを受けとめております。 

 ２点目についてお聞きしますが、これレセプトの電子化によってデータ活用が可能にな

ったわけで、このようなことでまだ活用してから何年もたっていないのですけれども、そ

の効果ということについてはどういう認識をされておりますか、受診率向上との関係では。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 レセプト電子化のデータの活用状況をまず報告させてもらいます。 

 このデータを活用しまして、過去に特定健診を受けて現在健診を受けていない方、また

は過去に医療機関で治療を受けていて、現在治療を中断している方、また現在医療機関で

治療を受けていますが、特定健診を受けていない方、それらをデータ等で把握しまして、

健診の必要性の高い人から個別で電話で健診の勧奨を行っているところでございます。電

話で個別勧奨を行うに当たりまして、やはり受診ということで、その場で受診の受け付け

をしてくださる方もおりますので、現在本当に地道ではありますけれども、そういうよう

な活動をしながら少しでも受診率のアップにつなげていくよう努力しているところでござ

います。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 活用できるものはどんどん活用していった中で受診勧奨を進めていただきた

いなと思うわけですが、次に３点目のマイレージ制度についてお聞きをしたわけですが、

今町独自のマイレージ事業については実施しませんという、考えはないということのお答

えがありました。その中で北海道健康マイレージ事業ということで、それを管内では５町

しか実施していない中で浦幌がそれに取り組んでいるということですが、このことでの周

知というのはどのぐらい周知されていますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 北海道健康マイレージ事業の周知ということでございますが、周知

につきましては、まず各健診ですとか、それから浦幌町が行う健康づくり、いきいき元気

体操ですとか、まる元運動教室、そういうような健康づくりの事業に参加していただいた

方に北海道健康マイレージ事業の説明を行いまして、それぞれ登録をしていただいている

と。また、広報にも周知をさせていただいているというような周知の方法をとっておりま
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す。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 そういった健康事業に参加された方に周知していると。また、広報でも周知

しているということでございますが、これらの実績というのはどのようになっております

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 北海道健康マイレージ事業の実績でございますが、28年度につきましては北海道は28年

の６月からこれを開始したというような状況でございます。実際にそれぞれカード、シー

ルというようなものが北海道のほうから配付されてきたのがたしか記憶の中では９月ごろ

だったと思いますので、町は昨年10月ごろからこの事業を開始したと。実際に28年度につ

きましては、シールそれぞれポイントがありまして、６ポイントたまるとこの北海道の事

業に協賛している事業から景品が交付されるということになりますが、28年度のその６ポ

イントを達成した町民の方は81人ということでございます。29年度今現在でございますが、

現在このマイレージ事業に参加するということで登録していただいている町民の方につき

ましては82名というような状況でございますので、これからまた各種健診等がありますし、

いきいき元気教室、それからまる元運動教室等がありますので、その参加する方々に周知

をして、少しでも健康づくりに関心を持っていただきたいな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 ８番、河内議員。 

〇河内議員 今実績を聞いて、28年６月から始めてそれほど日数たっていない割にはそう

いった事業の特典が当たる方がポイントたまっているのにちょっと。やはり関心を持てば、

ポイント、またそれが健康につながっていくということを考えれば、私は独自のマイレー

ジ事業、これ昨年度の介護保険制度の調査の中でも報告書の中でこういうマイレージとい

うのを今後活用していくということについて進めるべきであるというようなご意見を申し

上げているわけですが、町独自のマイレージについて何らかの、先ほどから申し上げてい

るようにいろいろ内部でできること、職員でできること、一生懸命やりますよ、レセプト

も使って受診率向上を図りますよということを言っていても、なかなか低い受診率がぐぐ

っと上がっていくような、そういった見方はどう見てもできないのです。それであればや

はり具体的な事業というものを、もしマイレージということを導入しないということであ

れば、かわりに何かそれにかわる浦幌町独自のものを考えていかなければならないのでは

ないかなと私思うわけです。その辺についてはどのようなお考えをお持ちですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 
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〇熊谷保健福祉課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 浦幌町独自のものというようなご質問がありました。町の独自のものを考えているとい

うところにつきましては、現在１つ受診率を向上するというものについて方策を考えてい

るところでございますが、ただこれにつきましては医療機関との連携が不可欠というふう

になりますので、その辺のところは医療機関との協議、そこを十分にしていきながら、受

診率の向上につなげていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 今いろいろ思索中であるというようなことでございますけれども、ぜひこの

受診率が非常に管内でも低いという状況をやはり変えていただきたい。これもう私の把握

するところでは、実は平成21年に総務文教厚生常任委員会で鷹栖町を調査しているわけで

すが、このことについての取り組みについて。そのことについてもそのときやはりいろい

ろこのことについては改善が必要であるというご指摘をさせていただいた経緯がございま

す。平成21年から10年までなりませんけれども、ずっと低迷した受診率できているという

ようなことを考えますと、やはり抜本的にこの辺の考え方を変えていく必要があるのでは

ないかなと私は思っております。３点目のマイレージ制度、健康ポイントについては実施

しないということでございますが、大変残念だなと思っているところでございます。 

 次に、４点目の特定健康診査受診料を無料化ということについてですが、1,500円から

500円に28年度からしていると。自己負担の軽減を図ってきたということでございますが、

まだ月日は浅いわけですけれども、町民の500円ということに対しての理解度とか周知、そ

の辺についてはどのようにお考えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 まず、町民の方の周知でございますが、周知につきましては毎年特定健診の案内時、被

保険者に対する案内のときに料金の設定500円という部分で周知をさせていただいていま

す。また、特定健診の申し込みを行う町民に周知するチラシにも500円という形での設定と

いうような周知をさせていただいております。実際に28年度から500円というふうな設定に

なりましたが、現在の実績からいえばさほど伸びてはいないというような状況でございま

す。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 今説明されたような形でこのことについて努力をされているという説明でご

ざいますけれども、この健康事業に対する、全般的に先ほどから私が言うように、せっか

く500円ということを町民自身が本当に町の施策として軽減しているということを理解し

て、それをまたやはり自分たちの健康に必要だとの意識のもとに、それがそういった方向

に行っているのかなということがちょっと疑問なわけです。ですから、周知含め、また500円
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ということが皆さんの健康に大事なのだということでやっているのだというようなことを

めり張りというのですか、そういう政策のめり張りということで町民に伝わるような形で

努力することでなければ、この受診率の向上は今のお答えでは当分の間上がることはそん

なにないのではないかなと私は考えますが、最後に町長にこのことについてどのようにお

考えし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。 

 町長。 

〇水澤町長 特定健診の受診率の向上について、河内議員から26年のときも質問がありま

して、そのときも答弁をさせていただいておるところでありますけれども、先ほど鷹栖町

の話もありまして、自分の健康は自分で守るというのが、そのスローガンのもとに行って

いるという、そのときにも話がありました。ただ、健康推進員制度を使っているという話

で、それはちょっと難しいでしょうという、そのときもお話をさせていただきました。い

ずれにしましても、マイレージカードにしましても、特定健診を受けることについてはや

はり動機づけが一番必要なのだろうというふうに私は常に思っているところであります。

そういう面では、受診料を1,500円から500円に下げさせていただいたと。受診料全体でい

えば普通の健康保険でも6,000円以上するわけですから、それに対して500円で受けれると

いうことは大きなメリットであろうというふうに思っていますし、そこまで町としては負

担を行っているという状況の中でありますから、これをやはり周知していきながら、まさ

に町民の皆様に自分の健康は自分で守る、そういう気持ちをぜひ伝えたいものだなという

ふうに思っています。そういう面では、担当のほうもそれぞれの機会を通じて勧奨を行っ

ていますし、まさに個別に電話の勧奨でも行っているという状況であります。 

 ただ、残念ながら数字が上がっていないという状況もあります。先ほどは、河内議員の

ほうからほかの町で上がっているところがあるという話ありました。確かに急激に上がっ

ているところもございます。ただ、そこはその町の事情がありまして、ではそれを浦幌町

でできるかというと、浦幌町の事情がありまして、そこの部分はできないというのが現状

であります。それは、その町、その町の特徴的な部分がある、これはやむを得ない部分だ

ろうというふうに思っています。そういうことではなくて、やはり何といっても一人一人

が健康を守る意識づけ、動機づけ、こういうのが必要であろうというふうに思っています

し、そういう面では地道な勧誘というのは必要になってくるだろうというふうに思ってい

ます。私たちの町としては、特定健診は普通は40歳からですけれども、30歳に切り上げた

のもこの動機づけの一つでありますし、いろんな方策はとっているわけでありますけれど

も、なかなかそれが機能していないというか、伝わっていないというのはまことに残念な

ところでありますけれども、だからといってそれを放棄するということではなくて、やは

り地道に町民の皆様にいろんな勧奨を行いながら動機づけを進めて、何とかこの受診率を

上げていきたいというふうに思っているところでありまして、最終的に国は60％を目指す

ということになっておりますけれども、国の目標も全然達していないというのが現状であ



                                             － 20 － 

ります。そういう面では、町独自の今34％の受診率を何とか少なくても当初の目的の60％

を目指して、これからも地道な活動を進めてまいりたいというふうに思っているところで

ありまして、今後とも方策としてとれるものは町としてはとっていきたいというふうに考

えているところであります。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 なかなかご理解いただけないところもあるのかなと思っておりますけれど

も、やはり今後受診率の向上が健康保険、そういう国民健康保険事業の安定的な推進とい

うことにもつながっていくと私は思っております。また、当然町民の健康にかかわること

ですから、町民に対してのいろいろな大きな政策になっていくと考えます。私は、今後町

理事者のその辺をよく理解した中での政策を示していただけるものと信じて、質問を終わ

らさせていただきます。 

 終わります。 

〇田村議長 これで河内富喜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させていただきます。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認め、よって暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１６分  休憩 

午前１１時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第３ 認定第１号 

〇田村議長 日程第３、認定第１号 平成28年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の57ページをごらん願います。認定第１号 平成28年度浦幌町

一般会計歳入歳出決算認定について。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成28年度浦幌町一般会計歳入歳出決算を別冊

のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成29年９月４日提出、浦幌町長。 

〇田村議長 審議に入る前に、平成28年度浦幌町各会計決算審査に係る監査委員の意見に

ついて説明を求めます。 
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 代表監査委員。 

〇神谷代表監査委員 平成28年度決算審査意見書について説明させていただきます。 

 平成29年７月12日付浦総務第1077号で町長から審査に付された平成28年度一般会計ほか

８特別会計歳入歳出決算に関し、平成29年８月７日から８月17日までの期間において、杉

江監査委員とともに歳入歳出決算書並びに附属書類について関係諸帳簿及び証拠書類と照

合審査を実施いたしました。その結果、計数は正確であり、適正に執行されたものと認め

ましたので、お手元に配付しております意見書総評の部分を読み上げ、決算審査に係る意

見についての説明とさせていただきます。 

 総評、平成28年度全会計における決算は、予算額96億8,294万4,000円に対し歳入総額93億

5,943万7,000円、歳出総額89億5,925万2,000円、差引額４億18万5,000円、翌年度へ繰り越

すべき財源7,679万円、実質収支額３億2,339万5,000円で終了し、予算に対する収入率

96.7％、執行率92.5％の結果であった。 

 一般会計については、その歳入歳出差引額２億6,455万9,000円となり、翌年度へ繰り越

すべき財源7,629万円、実質収支額も１億8,826万9,000円の黒字となっている。 

 一般会計における自主財源では、町税、負担金、財産収入、繰入金、諸収入で２億2,228万

8,000円の増、使用料、手数料、寄附金、繰越金の区分で6,662万3,000円の減となり、差し

引き１億5,566万5,000円の増である。また、依存財源では地方交付税、国庫支出金、町債

などで４億805万8,000円の減となったが、要因としては橋梁長寿命化修繕工事の減額や南

町団地公営住宅建設事業の完了などに係る国、道支出金や地方債の減によるものが大きい。

一方、道支出金ほかの区分では１億1,916万5,000円の増となり、差し引き２億8,889万

3,000円の減である。その他の財源では、分担金で1,014万1,000円の減であった。 

 特別会計総額については、歳入歳出差引額は１億3,562万6,000円、翌年度へ繰り越すべ

き財源50万円、実質収支額も１億3,512万6,000円の黒字となっており、本町の財政は健全

状態にあると言える。 

 一般会計における収入未済額の状況であるが、町税では1,296万3,000円で、前年に対し

63万7,000円の増、負担金、使用料などでは負担金1,458万6,000円、使用料168万4,000円、

貸付金元利収入343万9,000円の総額1,970万9,000円となった。町税を含めた全体では

3,267万2,000円、前年度3,665万3,000円で、前年度に対し398万1,000円が解消された結果

となった。特別会計を含む各会計の収入未済額はそれぞれ示したとおりであるが、負担の

公平の観点からも新たな収入未済の発生を未然に防止するため現年のうちに適正な対策を

行うとともに、恣意的滞納者に対しては引き続き積極的に滞納整理を行うなど、収入未済

額の縮減に努められたい。 

 平成28年度地方債発行額は、一般会計４億6,237万7,000円、特別会計7,730万円、総額５

億3,967万7,000円であり、平成28年度元利償還額は特別会計を含め10億3,056万1,000円と

なった。平成28年度末現在高は、一般会計77億1,588万6,000円、特別会計34億1,311万

4,000円、総額111億2,900万円である。前年に対し、３億5,064万9,000円が減額となった。
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今後においても将来の財政負担を考慮し、世代間の負担の公平の観点を踏まえ、借り入れ

に当たっては財源措置で有利なものを選択し、引き続き町債の計画的な活用を図るよう望

む。 

 平成28年度末基金残高の状況であるが、一般会計９基金総額40億8,592万8,000円、前年

10基金41億3,812万1,000円、特別会計３基金総額１億7,308万9,000円、前年度３基金１億

5,190万4,000円となり、全会計総額42億5,901万7,000円、前年度42億9,002万5,000円であ

る。増減は、一般会計で5,219万3,000円の減、特別会計で2,118万5,000円の増、総額3,100万

8,000円の減となっている。総額では、10年前と比較すると33億円以上が積み立てられたこ

とになる。経費節減意識のもと実質黒字におさめ、大規模災害など将来の財政需要及び財

政環境の変化に鑑み、各種基金への積み立てと適切な運用に努力されていることは評価し

たい。 

 一方、財政構造面から見ると、財政力指数は0.161から0.168と微増したが、経常収支比

率は78.7％から82.7％と前年度と比較して４ポイント上昇した。実質公債費比率は、３カ

年平均で10.8％から9.7％と1.1％下回った。引き続き健全な財政運営が図られるよう努力

されたい。 

 平成28年度においては、予測を超える自然災害によって町民の生命、財産に危機をもた

らす状況やジャガイモシストセンチュウの発生によって産業基盤を揺るがすなど、次々と

対応に迫られることが起きた。今後も予測以上の自然災害などが予想されることから、そ

れらに対応できる財政運営に努められるよう望む。 

 以上です。ありがとうございます。 

〇田村議長 次に、平成28年度予算執行の実績及び主要な施策の成果報告の説明を求めま

す。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 別冊の黄色い表紙の説明資料をごらん願います。地方自治法第233条第

５項に基づく平成28年度予算執行の実績及び主要な施策の成果報告についてご説明いたし

ます。 

 １ページをごらん願います。平成28年度会計別決算総括表でございます。各会計とも歳

入決算の金額、歳出決算額の金額と執行率、繰越事業費繰越財源、実質収支額についての

みご説明いたします。一般会計、歳入決算額64億7,333万2,113円、歳出決算額62億877万

2,843円、執行率91.1％、繰越事業費繰越財源7,629万円、実質収支額１億8,826万9,270円。 

 特別会計でございます。町有林野会計、歳入決算額１億8,936万9,110円、歳出決算額１

億8,305万1,334円、執行率87.4％、繰越事業費繰越財源50万円、実質収支額581万7,776円。 

 国民健康保険事業会計、歳入決算額９億4,297万7,436円、歳出決算額８億6,595万

7,764円、執行率94.3％。繰越事業費繰越財源につきましては、国民健康保険事業会計から

簡易水道会計までゼロとなっておりますので、それぞれの会計においては説明を省略させ

ていただきます。実質収支額7,701万9,672円。 
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 後期高齢者医療会計、歳入決算額8,418万4,621円、歳出決算額8,400万7,999円、執行率

99.6％、実質収支額17万6,622円。 

 介護保険会計、歳入決算額６億5,660万8,049円、歳出決算額６億3,252万3,026円、執行

率96.8％、実質収支額2,408万5,023円。 

 浦幌町立診療所会計、歳入決算額２億7,774万2,318円、歳出決算額２億6,426万1,901円、

執行率97.5％、実質収支額1,348万417円。 

 公共下水道会計、歳入決算額２億8,204万2,446円、歳出決算額２億7,637万6,452円、執

行率99.2％、実質収支額566万5,994円。 

 個別排水処理会計、歳入決算額4,550万9,575円、歳出決算額4,449万678円、執行率98.5％、

実質収支額101万8,897円。 

 簡易水道会計、歳入決算額４億767万1,668円、歳出決算額３億9,981万480円、執行率

98.9％、実質収支額786万1,188円。 

 一般会計、特別会計を合わせました合計、歳入決算額93億5,943万7,336円、歳出決算額

89億5,925万2,477円、執行率92.5％、繰越事業費繰越財源7,679万円、実質収支額計３億

2,339万4,859円でございます。 

 次に、２ページをごらん願います。平成28年度・平成27年度一般会計款別収入比較表で

ございます。平成28年度の収入済額及び収入率についてのみ款ごとにご説明をいたします。

町税、収入済額６億3,176万4,174円、収入率102.1％。地方譲与税9,474万円、107.1％。利

子割交付金58万3,000円、116.6％。配当割交付金108万6,000円、181.0％。株式等譲渡所得

割交付金65万7,000円、219.0％。地方消費税交付金9,195万7,000円、114.9％。自動車取得

税交付金1,592万3,000円、144.8％。地方特例交付金99万円、198.0％。地方交付税33億

1,239万6,000円、100.8％、交通安全対策特別交付金69万9,000円、87.4％。分担金及び負

担金１億6,590万6,861円、100.7％となっておりますが、平成29年度へ繰り越した財源が予

算額に含まれておりますので、それを除きますと実質102.7％の収入率となります。使用料

及び手数料１億3,362万7,273円、107.8％。国庫支出金４億2,414万6,943円、91.4％となっ

ておりますが、平成29年度へ繰り越した財源が予算額に含まれておりますので、それを除

きますと実質98.0％の収入率となります。道支出金３億6,729万2,600円、49.6％となって

おりますが、平成29年度へ繰り越した財源が予算額に含まれておりますので、それを除き

ますと実質98.8％の収入率となります。財産収入7,128万9,420円、101.2％。寄附金4,773万

3,782円、110.0％。繰入金２億4,837万3,999円、95.2％。繰越金２億1,467万3,075円、100％。

諸収入１億8,711万5,986円、117.0％。町債４億6,237万7,000円、94.8％となっております

が、平成29年度へ繰り越した財源が予算額に含まれておりますので、それを除きますと実

質98.5％の収入率となります。合計64億7,333万2,113円、94.9％ですが、平成29年度へ繰

り越した財源を除きますと収入率は101.2％でございます。 

 次に、３ページをごらん願います。平成28年度・平成27年度町税収入比較表でございま

す。この比較表につきましては、平成28年度収入済額及び収納率についてのみ区分ごとに
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ご説明いたします。町民税、現年課税分２億8,946万3,750円、99.1％、滞納繰越分251万

8,658円、35.3％、計２億9,198万2,408円、97.6％でございます。固定資産税、現年課税分

２億8,090万4,900円、99.4％、滞納繰越分121万7,021円、24.5％、計２億8,212万1,921円、

98.1％でございます。軽自動車税、現年課税分1,542万7,600円、98.8％、滞納繰越分９万

8,100円、50.5％、計1,552万5,700円、98.2％でございます。町たばこ税、現年課税分のみ

で4,003万7,505円、100％でございます。入湯税、同じく現年課税分のみで209万6,640円、

100％でございます。計、現年課税分６億2,793万395円、99.3％、滞納繰越分383万3,779円、

31.1％、計６億3,176万4,174円、98.0％でございます。 

 次に、４ページをごらん願います。平成28年度・平成27年度一般会計款別支出比較表で

ございます。この比較表につきましても、平成28年度の支出済額及び執行率についてのみ

款ごとにご説明いたします。議会費7,524万5,427円、99.0％。総務費11億34万6,720円、

96.3％となっておりますが、平成29年度に繰り越した個人番号カード交付事業が予算額に

含まれており、これを除きますと実質96.4％の執行率となります。民生費10億8,788万

8,076円、98.3％。衛生費５億115万7,696円、98.5％。労働費609万4,889円、93.7％。農林

水産業費５億7,649万986円、57.9％となっておりますが、平成29年度に繰り越した浦幌町

担い手確保経営強化支援事業、産地パワーアップ支援事業、台風被害等による鹿柵被害復

旧支援事業及び合流地区担い手育成型畑地帯総合整備事業が予算額に含まれており、これ

を除きますと実質99.2％の執行率となります。商工費２億4,340万7,664円、98.3％。土木

費８億7,701万6,664円、98.4％。消防費２億4,259万7,544円、99.2％。教育費６億9,934万

6,475円、97.9％。災害復旧費１億3,844万3,925円、62.5％となっておりますが、平成29年

度に繰り越した公共土木施設災害応急事業、現年発生補助災害復旧事業及び林道川流布小

笠原線災害復旧事業が予算額に含まれており、これを除きますと実質99.6％の執行率とな

ります。公債費６億5,384万555円、99.8％。諸支出金689万6,222円、99.7％。予備費につ

いては執行がございません。計62億877万2,843円、執行率91.1％ですが、平成29年度に繰

り越した事業費を除きますと執行率98.2％でございます。 

 次に、５ページをごらん願います。平成28年度・平成27年度一般会計節別支出比較表に

ついてご説明いたします。この比較表につきましても、平成28年度の支出済額及び増減率

についてのみ区分ごとにご説明いたします。１節報酬7,493万3,245円、0.1％増。２節給料

４億7,153万7,312円、0.4％増。３節職員手当等２億6,699万6,711円、4.2％増。４節共済

費２億6,789万6,582円、5.5％減。５節、６節については執行がございません。７節賃金

9,358万5,610円、12.8％増。８節報償費5,132万9,050円、23.1％減。減額の主なものにつ

きましては、ふるさとづくり寄附記念品代でございます。９節旅費2,149万3,215円、68.4％

増。増額の主なものにつきましては、消防団員に係る費用弁償でございます。10節交際費

11万7,916円、16.5％増。11節需用費２億9,508万758円、4.4％減。12節役務費8,061万

3,466円、2.3％増。13節委託料５億9,776万8,128円、7.7％増。14節使用料及び賃借料２億

4,807万6,676円、33.8％増。増額の主なものにつきましては、災害応急に係る機械借上料
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でございます。15節工事請負費６億226万2,000円、50.7％増。増額の主なものにつきまし

ては、道路維持事業費、道路建設補助事業費、公営住宅整備事業費及び災害応急費でござ

います。16節原材料費、258万7,610円、5.8％減。17節公有財産購入費1,526万535円、88.9％

減。減額の主なものは、公営住宅整備事業における南町団地買い取り費用でございます。

18節備品購入費１億2,182万2,569円、190.8％増。増額の主なものは、コミュニティバス購

入費、除雪機械購入費及び消防ポンプ自動車購入費でございます。19節負担金補助及び交

付金10億4,719万4,993円、0.9％減。20節扶助費３億4,222万7,057円、2.4％増。21節貸付

金１億1,000万円、22.2％増。増額の主なものは、中小企業融資貸付金でございます。22節

補償補てん及び賠償金1,148万4,653円、220.6％増。増額の主なものは、道路建設補助事業

に伴う水道管移設補償費でございます。23節償還金利子及び割引料６億6,218万7,077円、

9.5％減。24節投資及び出資金70万5,000円、皆増でございます。25節積立金１億8,907万

4,792円、64.8％減。減額の主なものは、財政調整基金積立金、ふるさとづくり基金積立金

及び公共施設整備基金積立金でございます。26節寄附金については執行がございません。

27節公課費211万3,700円、95.5％増。増額の主なものは、消防団車両に係る自動車重量税

でございます。28節繰出金６億3,242万4,188円、8.4％減。29節予備費については執行がご

ざいません。計62億877万2,843円、3.0％減でございます。 

 次に、６ページごらん願います。平成28年度普通会計収入の状況でございます。このこ

とにつきましては、決算額を臨時的なものと経費的なものに仕分けし、それぞれ特定の事

業に充当する特定財源とそれ以外の使途が定められていない一般財源に分類したものの内

訳でございます。主なものにつきましては、地方交付税の欄でございますけれども、臨時

的なものとして取り扱われるものにつきましては、一般財源の欄の２億7,505万2,000円が

特別交付税でございます。経常的なものとして取り扱われるものにつきましては、一般財

源の欄の30億3,734万4,000円が普通交付税でございます。中段の区分の中の分担金及び負

担金から諸収入までが同様に仕分けされておりまして、表の下から２行目の地方債の欄の

臨時的なもの、一般財源１億4,967万7,000円につきましては臨時財政対策債でございます。

この臨時財政対策債につきましては、地方交付税の穴埋めとして発行する地方債であり、

その償還に要する費用は地方交付税の基準財政需要額に算入されることから、歳入合計欄

の経常なものの一般財源39億1,183万2,000円と地方債の欄の臨時財政対策債１億4,967万

7,000円を足したものが経常経費における一般財源として取り扱われるものになります。 

 次に、７ページをごらん願います。平成28年度普通会計支出の状況でございます。これ

につきましても決算額を突発的、一時的な行政需要に対する経費である臨時的なものとそ

れ以外の毎年継続して固定的に支出される経費である経常的なものに仕分けし、それぞれ

特定財源が充当されたものと一般財源が充当されたものに分類した内訳でございます。表

の中段より下にあります投資的経費につきましては臨時的なものとして取り扱われます。

12ページをごらん願います。12ページから19ページまでが平成28年度普通会計投資的経費

の内訳表になります。19ページごらん願います。一番下の欄に投資的経費の総合計11億
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3,905万1,000円とありますが、申しわけありません。７ページに戻りまして、７ページの

区分の欄の投資的経費における平成28年度の決算額11億3,905万1,000円と同額となるもの

でございます。次に、表の右から５列目の平成28年度の経常収支比率でございますが、表

の下段、中ほどの列にあります平成28年度経常的なものの一般財源の歳出合計33億6,072万

9,000円、これを前のページの地方債における臨時的なものの一般財源１億4,967万7,000円

と歳入合計の経常的なものの一般財源39億1,183万2,000円との合計であります40億

6,150万9,000円で割りますと、７ページにございます経常収支比率82.7％となるものでご

ざいます。 

 次に、８ページをごらん願います。平成28年度末地方債の状況で、一般会計から特別会

計、全ての会計の状況でございます。この状況につきましては、平成27年度末現在高と平

成28年度発行額並びに平成28年度末現在高についてご説明いたします。一般会計の合計に

つきましては、平成27年度末現在高78億3,546万1,000円、平成28年度の発行額は４億

6,237万7,000円、平成28年度末現在高につきましては77億1,588万6,000円でございます。

特別会計も含めた全体の総合計につきましては、平成27年度末現在高114億7,964万

9,000円、平成28年度発行額５億3,967万7,000円、平成28年度末現在高111億2,900万円でご

ざいます。 

 次に、９ページをごらん願います。平成28年度末基金の状況で、一般会計から特別会計、

全ての会計の状況でございます。この表につきましては、平成27年度末残高と平成28年度

末残高についてのみご説明をいたします。一般会計は、平成27年度末残高につきましては

10基金の合計で41億3,812万1,000円、平成28年度末残高につきましては９基金の合計で

40億8,592万8,000円でございます。特別会計を含めた総合計につきましては、平成27年度

末残高につきましては13基金の合計で42億9,002万5,000円、平成28年度末残高につきまし

ては12基金の合計で42億5,901万7,000円でございます。 

 次に、10ページをごらん願います。債務負担行為の状況でございます。一般会計につい

ての内容で、この表につきましては平成28年度の支出額及び平成29年度以降支出予定額の

合計についてのみご説明いたします。平成28年度支出額につきましては合計１億7,037万

4,000円、平成29年度以降支出予定額につきましては４億3,093万2,000円でございます。 

 次に、11ページをごらん願います。普通会計財政指標の推移についてご説明いたします。

各名称区分における説明につきましては、平成28年度の数値についてのみご説明いたしま

す。標準財政規模39億8,046万8,000円、基準財政収入額６億3,851万9,000円、基準財政需

要額36億7,888万9,000円でございます。財政力指数につきましては、３年間平均で0.168、

平成28年度単年度では0.174、経常収支比率につきましては82.7％でございます。 

 次に、12ページをごらん願います。平成28年度普通会計投資的経費内訳表でございます。

この内訳表につきましては、12ページから19ページにかけて記載してございますので、後

ほどごらんおき願います。 

 19ページの次のページをお開き願います。黄色のページがございますが、その次の１ペ
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ージから42ページまでにつきましては、平成28年度の一般会計の決算説明資料でございま

す。その次の43ページから60ページまでにつきましては、各特別会計の決算説明資料でご

ざいます。このことにつきましても、後ほどごらんおき願います。 

 また、特別会計の次の黄色のページ以降につきましては、１ページから最終28ページま

で監査委員様から提出されました平成28年度浦幌町各会計別決算審査意見書でございま

す。 

 以上で地方自治法第233条第５項に基づく平成28年度予算執行の実績及び主要な施策の

成果報告の説明を終わらせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 平成28年度浦幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定につきましては、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及び特別会計歳入歳出決算認定については、会議規

則第55条の規定を適用しないで審議を進めることに決定をいたしました。 

 初めに、平成28年度浦幌町一般会計歳入歳出決算書、実質収支に関する調書の説明を求

めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 別冊の決算書をごらん願います。平成28年度浦幌町一般会計歳入歳出

決算書、実質収支に関する調書。一般会計、区分、１、歳入総額64億7,333万2,113円、２、

歳出総額62億877万2,843円、３、歳入歳出差引額２億6,455万9,270円、４、翌年度へ繰り

越すべき財源、（２）繰越明許費繰越額7,629万円、計7,629万円、５、実質収支額１億8,826万

9,270円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入額について

はございません。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

    ◎休会・延会の議決 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 ここでお諮りをいたします。議事の都合により、本日の会議はこの程度にとどめて延会

とし、あすから９月10日までの２日間は休会として、９月11日午前10時から本会議を開き

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、議事の都合により、本日はこれをもって延会とし、あすから９月10日までの２

日間は休会として、９月11日午前10時から本会議を開くことに決定をいたしました。 
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    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会といたします。 

延会 午後 ０時０７分 

 


