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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30年第３回浦幌町議会定例会、本日11日の運営について、９月６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、一般議案、第52号の１件、補正予算は第53号の１件と平成29年

度決算審査であります。一般質問は、通告順に阿部優議員、森秀幸議員、安藤忠司議員の

３名により４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。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、活発なる議論を期待いたして、議会運

営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇田村議長 日程第２、一般質問を行います。 

 一般質問は、浦幌町議会会議規則第61条第５項の規定により、一問一答方式により行い

ます。また、同条第６項の規定により、質問時間については質問、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表示されます。なお、制限時間３分前に予鈴を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

りやすい質問及び答弁となるよう特段のご理解とご協力をお願いいたします。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 初めに、９番、阿部優議員の質問を許します。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 一般質問に先立ちまして、今月６日未明に発生しました震度７の胆振東部地

震で大切な命を落とされた44名の方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災されま

した皆様にお見舞いを申し上げます。また、同時に発生いたしました全道規模の大停電に

おき避難所を開設していただきまして、またその際に特段のご配慮いただきました理事者、

町職員の皆様にも感謝申し上げます。 
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 それでは、通告に従い、一般質問をさせていただきます。障がいを理由とする差別の解

消ということでございます。さきの第２回定例会での傍聴、会議等での高齢者及び障がい

のある方、特に下肢の障がいのある方の来庁を町職員の方が介助するところを見て、これ

は双方にとって気遣いが必要であると感じました。今後ますますの高齢化社会を迎えるに

当たり、理事者は高齢者及び障がいのある方への合理的配慮として弱者に優しい施設運営

に心がけるのは当然の責務であり、早急に対応するべき事件と考えます。 

 そこで、伺います。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消

法（平成25年法律第65号））の中で、国及び地方公共団体の責務として職員が適切に対応す

るために必要な要領を定めるよう努めるものとするとありますが、当町ではどのような取

り組みをしているのか、またされようとしているのか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 阿部議員のご質問にお答えします。 

 障がいを理由とする差別の解消についてでありますが、障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法は、障がいを理由とする差別の解消を推進

し、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として、平成28年４月より施行さ

れたものであります。同法では、町などの地方公共団体は国の障害を理由とする差別の解

消の推進に関する基本方針に即し、行政機関の職員が障がいを理由とする差別の解消に関

して適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとされています。 

 本町では、障がいのある方に対して、正当な理由なく障がいを理由として差別すること

の禁止、障がいのある方から社会的障壁を取り除くために何らかの対応を必要としている

との意思が伝えられたときに負担が重過ぎない範囲で対応する合理的配慮の基本的な考え

方、相談体制の整備、障がいの理解及び障がいのある方への応対について検討を進めてお

り、まとまり次第、障がい者差別解消の推進に関する職員対応要領及び障がいのある方へ

の職員配慮マニュアルを作成し、障がいのある方もない方もともに安心して暮らせるまち

づくりを推進するため、浦幌町が事務または事業を実施するに当たり、町職員が適切に対

応するための基本的事項について定めてまいります。 

 以上、阿部議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ただいまご答弁をいただきました。今後作成していくということでございま

すが、その作成の際に庁内だけなのか、それともそれに関係する団体の方の意見も聞くの

か、それから有識者の意見も聞くのか、その辺について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 ただいまのご質問に対しましてお答えしたいと思います。 
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 現在のところ、対応要領としまして浦幌町における障がいを理由とする差別の解消の推

進に関する対応要領及び障がいのある方への職員配慮マニュアルにつきまして内部で協議

して、素案ができている状況でございます。今後につきましては、この素案につきまして

障がいのある方やその関係者の意見を反映するために必要な措置を講じまして、定める予

定としておるところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 外部の意見も外部に対する意見も逆に聞くということだと思います。それで、

せっかくつくられた要領なのでございますが、その後のことなのですけれども、どのよう

に対応していくのかということでございます。例えば庁舎内全員の方に伝達するのはもち

ろん当然だと思いますけれども、関係団体、また地域に対してどのような広報といいます

か、それをやっていくのかも伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 ただいまの質問にお答えします。 

 障がいを理由とする差別の解消の推進を図るために、職員に対しまして必要な研修、そ

れから啓発を行います。また、障がいの特性を理解させるとともに、障がい者へ適切に対

応するために必要なマニュアルの活用等につきまして意識の啓発を職員に対して図ってま

いります。本法律に基づきますこのマニュアルにつきましては、地方公共団体の職員に対

するマニュアルという位置づけをされてございますので、このマニュアルにつきましては

全職員に対して、今後総務課と協議し、職員研修という位置づけで進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 その際ですが、１点だけ伺わせていただきます。さきの定例会の中で、同僚

議員のほうから手話をどうするのだということがございました。さすがにそういうことも

必要なのだなと私感じました。ところが、先日のテレビで、盲聾という方で目が見えず、

耳が聞こえないという方の対応がありました。そのときに、その人たちがどういうコミュ

ニケーションをとるのだろうと私考えておりました。そうすると、点字ばかりではなく、

手話点字といいますか、そういう形の中でお互いのコミュニケーションを、今の言葉が適

切かどうかわかりませんけれども、ありました。お互いに１対１で差し向かってコミュニ

ケーションをとり、それから相手方とのコミュニケーション、何人もの方がシェアハウス

の中で暮らしている中での取材、それから放映だったと思いますので、そういうときの対

応のためには、そういう方が町内にいる、いないにかかわらず、もしあらわれたときには

すぐ対応できるような形の中で今後対応していただきたいと考えておりますが、その辺に

ついてはいかがでしょうか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 ただいまの質問なのですが、一般質問におきまして、確かにおっし

ゃるとおり手話等についての答弁をさせていただいているところでございます。手話が必

要な方につきましては、その一般質問の中でお答えしているとおりでございますけれども、

窓口等につきましては本マニュアルにおきまして、そういった手話の方をという体制で対

応するのではなくて、筆談であったり、それからさまざまな手法でそういった方々に対す

る対応の仕方、これにつきましてもこのマニュアルのほうに記載しているところでござい

ます。手話の方につきましては、窓口に突然来られた段階で委託等で手話の方々に来てい

ただくという体制をとるという答えをさせていただいているところですけれども、いずれ

にしても窓口で対応しなければならない方々につきましてできるような、そういった職員

の研修を進めた中で、筆談のやり方、そういったところの注意点、これにつきまして研修

を重ねて職員に周知してまいりたいと思っています。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 親切な対応を心がけていただけるということで、よろしいのかなと考えます

が、ただマニュアルのところ、例えば庁舎に入る直前、庁舎に来るところの状況の中でそ

ういう対応をしていただけるかどうかということを迷われる当事者もおると思うのです。

その中で、いきなり来て対応していただけますよということを例えば表に表示とか、そう

いうところに表示というのは今後考えていかれるとは思うのですけれども、一度確認させ

ていただきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 ただいまの質問でございますけれども、庁舎の入り口等につきまし

ての掲示につきましては、今後前向きに検討していきたいと思います。いずれにしまして

も、本マニュアルにつきましては障がいのある方、ない方、これにつきましては見た感じ

ではっきりわかるものではございません。ですので、障がいのある方なのか、ない方なの

かにつきましても、窓口に対して声がけだとか、そういった気遣い、配慮、そういったも

のをこのマニュアルのほうに載せているところでございます。それにつきまして職員研修

等を重ねながら、そういった対応ができるよう体制を整えていきたいというふうに考えて

います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ただいま一番先に答弁いただきましたソフト面のことの対応をさせていただ

きました。それで、私も通告書の中間のところであるのですけれども、高齢化社会を迎え

るに当たり、理事者は高齢者、障がいのある方への合理的配慮として弱者に優しい施設運
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営ということでございますので、その辺について若干伺いたいと考えているのですけれど

も、よろしいでしょうか。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律がござ

います。その中で、今回のオリンピック関連の2020の中でも改正案があります。それが今

年の２月ぐらいに改正が出たのだと思います。その中で、例えば移動するに当たり簡単に

移動していただけるようなバリアフリー、それからユニバーサルデザインの進め方だとも

思うのですけれども、そういう中で直接言いますけれども、庁舎内にエレベーターが必要

なのではないかと、エレベーターの設置についてはどうなのだろうということが提起され

ておりました。浦幌町もそれに値するのかなと私考えておりますので、その辺について、

突然でありますので、どういうお答えいただけるかわかりませんけれども、ちょっと伺っ

ておきたいなと思います。 

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が、エレベーターの設置につきましては、

これまでも役場庁舎耐震・防災改修調査特別委員会の中ですとか、また平成26年８月の総

務文教厚生常任委員会の所管事務調査の中でもそういったご意見がございました。その際

には、エレベーター設置につきましては緊急防災・減災事業債、改修する際の起債の対象

にならないということ、それとあとメンテナンス費用等も含めまして費用のほうが全て町

単独予算で賄わなければならないということもありまして、財政的に非常に厳しいものが

あるので、職員の対応として階段の上りおりのお手伝いをするとか、そういったことでソ

フト面の充実を図っていくことで対応するということで説明をさせていただいているとこ

ろでございます。 

 ただいまの法律の関係でございますが、多分バリアフリー法のことだと思うのですけれ

ども、それにつきましては一応庁舎も特別特定建築物というものに該当しておりまして、

その建築物につきましては、建築につきましては新築、増築、改築になりますが、それと

用途変更、こういったことをしようとする場合には設置義務というものがありますけれど

も、それ以外につきましては、前回の改正の場合もそうですけれども、努力義務という形

になっております。そういったことも含めて、今回先ほど町長のほうから答弁していると

おり、障がい者差別解消の推進に関する職員対応要領及び障がいのある方への職員配慮マ

ニュアルを職員全員に理解していただいて、今まで同様同じ対応でソフト面の充実を図っ

ていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今ご答弁いただいたのですけれども、先ほどの耐震化の中で、長寿命化をす

るという中身のことを含めての耐震化だったのかなと考えております。その中で、これが

正しいかどうかというのはわかりませんけれども、一応文書としてありますので、公共施

設等の老朽化対策を初め、適正管理を推進するために公共施設適正管理推進事業費という

ことにプラス、長寿命化の対象を拡充するとともにユニバーサルデザイン化に要する経費
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を追加するなどの内容を充実し、地方財政計画に計上をということがあります。この中で、

そういうことも含めた中でこれから考えていく必要があるのではないかと考えます。急速

に高齢化が進む折なので、こういうことにつきましてはなるべく早くやっていただくとい

うことがよろしいのかなと私考えますが、その辺はいかがでしょうか。 

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が、先ほど申し上げた部分で、その部分に

関して多分違う起債が使えるとか、そういったものもあるかと思いますけれども、先ほど

申し上げました改修のときの緊急防災・減災事業債などは交付税措置で７割のバックとい

うか補填があるということでございますので、財政的な負担も少ないのですけれども、長

寿命化に関して起債を借りる場合、充当率が低いですとか、交付税の措置率が低いとかと

いうことで、ないとは言わないですけれども、負担としてはどうしても大きなものが残っ

てしまうというものがありますので、ですから費用がかかる部分も考えまして、できれば

今までどおり職員の対応によるソフト面の充実を図るということで対応したいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 なかなかハード面でのことができにくい環境なのかなと思いますけれども、

これは我々もそろそろ高齢化していきます。障がいを持つ方はいつ、何どき来るかわかり

ません。庁舎の中でもし起きたときに、その対応等、ケア等が少しでも緩和されるよう、

４人の方の補助といいますか、あるか、一人でもできるかという状況に入ってくると思い

ます。なかなか職員の方も大変だなと思いますけれども、瞬間的なことと考えれば今総務

課長のおっしゃられたとおりなのですけれども、これが長年これからいくということにな

りますと、できればそういうハード的な面も、充実とまでいかなくても何とかしていただ

けるとよろしいのかなと思いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問について私のほうからもお答えをさせていただきたいと

思います。 

 役場庁舎に限ってはと申しますか、庁舎においては先ほどの説明にあったとおり、過去

からの耐震対策、そういった中での議論も踏まえた中での現状にあるということでなって

ございます。このことは、先ほどの説明のとおりであります。現行そういった中で、障が

いの対応としてもっと高度なものを目指すべきではないかといったような内容であろうか

と思いますけれども、庁舎について申し上げますと、１階においては水道、また納税に係

る、そして住民登録、戸籍に係る、そして出納に係るといったことのフロアになってござ

います。このことは、町民の皆様が直接生活にかかわる、そういった対応がなされるとこ

ろというのを１階にそろえております。また、２階にあっては、一部農業にかかわる方々
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の対応ということの所管がございますけれども、また３階についてはご存じのとおりでご

ざいます。町民の皆様の利用からいたしましても、１階の中でほぼ生活にかかわる対応と

いうのが対応できるのかなというふうに思ってございますし、またそれが２階において事

務処理がどうしても必要な場合につきましては、現行２階の担当の職員が１階に赴いてそ

ういった対応も行っているということでございますので、１階の利用の中である程度町民

の皆さんには不便のないような形での対応をさせていただいております。 

 また、今般の対策に係ります要領を定めた中で、なお一層の職員の意識の向上と対応に

係るマニュアルの意思の統一というか、共有化を図りながら進めたいと考えてございます

ので、現状の町の財政的なこと等々を含めた中ではこのソフト的な対応として賄っていけ

るのではないかというようなことも考えてございます。ただ、おっしゃる向きの心配とし

ては、そういっても職員が２階に上がる、３階に上がる際にお手伝いをするということが

頻繁に起きる、または相当数が発生するということであれば、職員の負担がふえて大変だ

ろうといったようなご心配の向きだというふうに思いますけれども、現状はそういう状況

でございますので、今後の動向を見ながら、そういった部分ではソフトの部分を対策とし

て重点置いて進めてまいりたいということで考えております。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 いずれにしても、ハード的なことではなかなか納得いただけないということ

なのでございますけれども、今後におきましてできればなるべく、誰でもそうなのですけ

れども、人の手をかりないで例えば移動ができれば最高なのかなと思います。ただ、今お

っしゃられるように、用事といいますか、そういうことに関しましては今言われたような

ことで親切な対応をしていただければ済むのかなとは思いますけれども、いざというとき

の対応として、今回の大停電みたいになってしまうとそれがまだあだになることもあるか

ら、余り言えないかなとは思いますけれども、ふだん一般的な事務等についての中身、そ

れから議会等の傍聴とか、それからいろんな形の中で来ていただくためには、気楽に来て

いただくということの一環としてやはりあったほうが私はよかろうと考えています。 

 それとまた、財政的なことなのですけれども、だんだん浦幌町の財政は逼迫してまいり

ます。本当に逼迫してから、今副町長が言われたようにさあ、やるぞといったときにどう

するのだと。本当に逼迫して、例えば５割も６割も８割も助成が何か探せるのだったら、

今のうちに探していただきたいと思います。財政的なことを見ますと、そういったことに

持っていく手腕によっては５割ぐらいのものがあるのではないかと私見ておるのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問についてお答えを申し上げたいと思います。 

 議員の議員活動の中、調査活動の中でどのようなことをお調べになったかわかりません

けれども、５割といった補助については現在のところこちらで把握しているものはないと
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いうふうに捉えております。それと、建設に当たっては建設事業という中で投資的経費に

当たって一過性のものでありますけれども、ただ維持費というのは当然かかります。こう

いった固定経費的な扱いとなった中では、財政的には固定経費を捻出することについては

一般財源の対応ということが必然になりますので、そういったことも考えながら、建てて

そのままという形にはなりませんので、そういったことも含めながら財政事情を考えた中

では、現行の中でソフト面を充実した中で進めたいと。 

 そして、おっしゃった質問の中で、町民の皆様が気軽に庁舎に赴くといった環境をつく

るのが当然でないかといったご質問だと思います。このことにつきましても、要領が現在

作成中でございますので、それが定まった中では町民の皆様にもこういった要領を定めた

中で職員の対応として行ってまいりますということを広く周知をして、気軽に庁舎のほう

に赴いていただけるようなことも含めて進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解

いただきたいと思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 どのようなと言われても、要綱がいろいろありまして、私の見たところとこ

れから見られるところはちょっと違うかなと思いますけれども、今言われたようにどの程

度の建設費がかかって、どの程度の維持費がかかるということを私も、ざっとだったので

すけれども、私の思いが全然当たらなくて、本当はかかるのはわかります。理事者のほう

でどの程度の維持費がかかるのももしわかれば、これは無理だなとか、これは何年か後に

計画的にできるなとかという、そういうのがもしあれば聞かせていただきたいと思うので

すが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 阿部議員の言われるように、費用的な部分で積算したものがあるのであれば

出せると思いますけれども、全くそういうものを積算したところはありませんので、今現

在どのような金額がかかるかということについては概算であっても積算しておりませんの

で、出すことはできないだろうというふうに思います。ただ、先ほどから言われているよ

うに、財政的に健全なときに必要なものを整備したほうがいいのではないかというご指摘

がありました。それは、必要な分であれば当然、本当に必要なものは財政に関係なく整備

する必要があるだろうというふうに思いますけれども、私どもでは、先ほどから申し上げ

ましたとおり、障がい者の方も健常者の方もともに生活できる、そういう助け合いする職

場が必要だというふうに考えておりますので、そういうマニュアルをつくりながら、障が

い者の皆さんが役場庁舎を利用できる、そういうものをつくってまいりたいと、そういう

マニュアルをつくってまいりたいというふうに思っておりますので、今予算をかけてエレ

ベーター的な施設をつくるということは考えておりませんし、またそういう必要が現状の

ところではないのではないかというふうに考えておりますので、そこはご理解をいただき

たいというふうに思います。 
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〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 町長から決定的なこと言われたのかなと思ったのですが、案外決定的でなく

て、私としては、来年の４月まででありますけれども、その間に私たちに何もなければい

いなと考えています。足のことでございますので、エレベーターについては特に。それか

ら、その際の介助する方の負担を考えますと、やはり私は必要なのだろうなと。特に今年

の春の定例会、足に障がいを持った方の対応をしていただくのを見て、本当にこれは気遣

いをいただいているのだなと考えました。その際から多少の予算のことは必要なのだろう

なという考えの中で、もちろんつくったからには、余りそのことを言うと、ほかのことも

僕考えていますので、経費がかかるのはわかります。でも、今ここで思い切っていただく

のがいいのでないのかなと。定例会でなくて、26年の庁舎耐震の際にありました。議会か

らどうにかしてほしいということがあれば、別途違う形で協議とあったように記憶してお

るのですけれども、あれから５年たっています。その後何かあったのかなということで先

にお聞きしたのですけれども、何もなかったということなので、ちょっと寂しいなという

感じはいたしました。これから弱者に優しいマニュアルをつくってくれるプロセスかな、

つくってくれるのだろうと思うのですけれども、できればハード的な面もある程度、来た

ときにすっと使えるものをつくっておいていただければいいのかなという感じしますが、

最後にします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまの阿部議員のご質問についてお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 議会のほうの分として私どもとしてご理解させていただいておりますことにつきまして

は、議会から今後の町の動向も注視しながら確認をするといったような結果ではなかった

かなということで、これは議会側のほうから何かしら確認のほうが告げられてくるのだろ

うというふうなことで理解はしておりましたので、こちらからその都度議会の動向につい

てお伺いをするということについてはなっていないのかなというふうなことで理解をして

ございました。そういう中で今般一般質問という形であったわけでありますけれども、ま

た先ほどの質問と答弁の繰り返しになると思いますけれども、ソフト面を充実した中で、

また先般の対応において、これも障がい者に寄り添った対応という中では職員が３階まで

車椅子を持ち上げて移動させていただいたと。このことについては、障がい者の方、車椅

子を利用されている方と職員とが本当に寄り添った中で、そしてその間中お言葉を交わし

ながら、お互いの町職員と、そして町民という間の中でいろんな会話もしながら移動させ

ていただいたと、これは本当に町民と身近に接する機会がまたふえたなというか、そうい

うふうなことで職員も大いにそういった面では勉強になったのではないかなというふうに

捉えておりますし、このことが町職員が町民とみずからの中で、存在として行政をつかさ

どっていくということが改めて具体的になった事例なのかなというふうに捉えております
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し、また今後そういった機会も職員にとっては大事な機会が得られるのではないかという

ようなことも捉えております。ただ、議員がおっしゃるとおり、その機会が余りにも人的

に、数的に到底対応し切れないといったように利用度が上がれば、また考えは具体的にな

っていくのでしょうけれども、現在のところそういった中ではもっとソフト面を充実すれ

ば対応についても可能かなと、また財政的なことを含めた中で、お金のかからない中で住

民の皆様の満足の度合いも上げていくことができるのかなというようなことで捉えており

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、阿部議員。 

〇阿部議員 前向きなお答えをいただいたのかなと思いますけれども、今オリンピックプ

ラス2020という中で、パラリンピックのことも含めまして、これ一つのチャンスだなと私

考えております。そのことも含めまして今後協議をいただきたいと考えております。 

 一度でいいですから、１階から３階まで私及び町長を車椅子に乗せて一回上げていただ

けると私たちの言っていることがわかります。それから、障がいある方によっては持って

いただくことがすごく不安になる人がいます。すごく緊張するのだと言う人がいます。割

と出払っていればそうでもないのですけれども、たまに来てというのが例えば２階まで上

がろう、３階まで上がろうとするときの感覚としては物すごく不安なものがあるのだそう

です。そういうことも一度何かの形でご答弁いただいた方に体験していただくと、私の言

っていることの意味がわかっていただけるのかなと思います。そのことも含めまして、今

後弱者に優しい庁舎にしていただけるようにお願いしまして、一応質問は閉じますけれど

も、最後にもう一回、町長、何か一言お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 私どもとしては、庁舎のあり方については町民の皆さんが本当に必要なこと

については整備してまいりたいというふうに考えているところであります。先ほどから答

弁しておりますとおり、費用対効果という面だけで言っているわけではなくて、今３階ま

でエレベーターをつけることが町民にとって本当に必要なのかどうか、そしてまたそのほ

かにエレベーターでない方法というのはあるのかどうかということは先ほどお話をさせて

いただきました。障がい者、健常者がともに助け合える職場づくりというのは当然必要で

ありますし、当初阿部議員から言ったとおり、双方にとって気遣いが必要だと感じたとい

うふうに最初に質問しておりますけれども、まさにそういう気遣いをお互いにするという

ことが大切なのではないかなというふうに思います。そういう面では、ハード面だけでの

充実ではなくて、ソフト的な充実をこれからも図ってまいりたいと思いますし、障がい者

の皆さんが役場に来ることが苦痛でない、そういう社会をこれからもつくってまいりたい

と思っています。そういう面でも、これから障がい者の皆さんに対応するマニュアルをし

っかり職員が共有してまいりますし、お手伝いができる部分を人的パワーでカバーしてま

いりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 
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〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 実際にやっていただける、検討していただくと、そういう立場が出てきたら

ということでよろしいかなと思いますけれども、その点を重ねて一応お聞かせいただいて、

もしそういう立場になったときには副町長の言われたような形の中で検討していただける

ということでよろしいですね。もしそういう方が出てきて、そういうことが顕著になって

きたら、例えばハードの面も充実していただけるということをちょっとお聞きしたような

気したのですけれども、違ったですか。検討していただけると私聞いたような気したので

すけれども。 

〇田村議長 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ます。 

 先ほどのご質問に対してのお答えの中で、現状と、そして今後の動向はどうなるかわか

りませんけれども、現状の職員数の中で対応が不可能な場合、こういった部分になった場

合については、どういった形が望ましいかというのは考えていかざるを得ないといった意

味合いでお答えをしたつもりでございますけれども、今後先ほど申し上げましたとおり対

応マニュアルの作成、そしてそのマニュアルの意思徹底を図りながら充実を図ってまいり

たいということを思ってございますので、今後の動向についてはどうなるかわかりません

けれども、障がい者の方、また移動がなかなか困難な方、そういった方々が数多く庁舎に

訪れた場合の対応については人的なパワーの中で進めたいという原則を持ってございます

ので、その際にどのような状況になるかということについては見きわめていきたいという

ことを思った次第の答弁ということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 あくまで人的パワーだったということですね。私別な検討もしていただける

のかなという感じしたのですけれども、あくまで人的パワー、ハード的なものは一切検討

しないということですね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 遠い将来のことについてはなかなか読めないものですから、現状の中での

判断といたしましては、マニュアルをつくった中で、人的パワーと申しますか、職員の対

応ということで進めてまいりたいというようなことでお答えさせていただきました。ただ、

そのことが利用する皆さんが数多く来られた中で職員の対応がなかなか困難になるといっ

た場合がもしあれば、あった場合、そのときはどのような対応が望ましいかという部分に

ついては考える部分があるのかなという意味合いでお話をさせていただいたものでござい

まして、現時点で一切ないですとか、そういう部分は、将来のことについてでございます

ので、なかなか言い切れない部分がございますけれども、あくまで原則的には基本として

職員の対応ということでのソフト面を重視してまいりたいということでお話をさせていた

だいたということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 



                                             － 14 － 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 考える余地というか、そういうことでございますので、これ以上あれですけ

れども、私はやっぱりどこかで考えていきますというお答えが欲しかったと思いますが、

できればそのような時点で職員がもう参ったと言う前に、でも浦幌町の職員の人たちは参

ったって恐らく絶対言わないと思うのです。ただ、側から見ていて気の毒だなと思うのは

出てくるのだと思います。そうなる前に、少しでも財政的に明るいうちにそういうことを

検討していただくということが私は大切なのだろうと思います。そのお答えをいただいて

やめたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 何度も同じことを繰り返しているようでありますけれども、私どもとしては

３階までのエレベーターについて現状のところは必要性を感じていないということであり

まして、障がい者の皆さんが不自由だから、不自由でないからということでお話をしてい

るわけでありません。現状これまでの３階へ来る障がい者の皆さんに対しては職員での対

応でできるのではないかというふうに思っていますし、現実にそうしていっているという

ことであります。議員が今職員に対する思いやりというか、おもんぱかっていただいてい

るのは大変ありがたいことでありますけれども、職員がそれに対して嫌だとか、そういう

ことで対応しているわけでは決してありませんので、お互いに、先ほどから言っているよ

うに健常者と障がい者がともに共有できる施設をしっかり守っていきたいという思いでや

っているわけでありますから、職員にそこまでおもんばかっていただくことは必要ないの

ではないかというふうに思います。 

 また、今後いろんな意味で障がい者の皆さんが３階へどんどん来るような機会がある、

つまり議会の傍聴者がたくさん来ていただくということは大変ありがたいことであります

から、そういう時代が来ることをぜひ望んでいきたいなというふうには思っています。た

だ、もう一つ、その場合にそれでは議会をどうするかと、移動議会という方法もあります

から、ここは議会でも考えていただく必要があるだろうというふうに思います。施設の使

い方はいろいろありますから、そういうことも含めて行政と議会でしっかり対応しながら

障がい者の皆さんに対応してまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 私にとっては45分、何か同じことの繰り返しだったなという感じはいたしま

すけれども、理事者の考えは私にはちょっとわからないのですけれども、できれば職員の

方が少しでも対応しやすい形、参ったと言う前に私はしていただきたい。あくまでも公共

施設でございますから、庁舎ということを申しましたけれども、これから公民館等のこと

もあるので、その辺のことについても公共施設という中身の中では必要なのだろうなと思

います。そういうことも含めましてご検討いただければありがたいと思うのですが、最後
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にそれ１点、よろしくお願いします。 

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。 

 職員に対しては、非常にご配慮と申しますか、ご心配をおかけしているのだなというの

が改めてわかった次第でありますけれども、職員につきましては課長会議等を通じまして

そういった声の集約というのはほかのこともいろいろやってございますし、またこのマニ

ュアルをつくった中でのマニュアルの徹底、そして共有を図る中では課長会議を通じなが

ら、その都度そういった状況についての意見も聞きながら進めるということは思ってござ

いますので、決して職員が何も言わないという、そんな環境ではございませんので、声が

上げられる環境を各課を通じながらつくってまいってございますし、また改めてそういっ

たことも含めて充実を図ってまいりたいと思っておりますので、非常にご心配をおかけし

ておりますけれども、このことにつきましては職員についての対応についてはそういう形

で進めたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 時間がなくなってしまいました。ちょっと残念でありますけれども、その中

身の中でぜひともこの後設置とかそういうことについてもご検討願いたいものだなと考え

ております。 

〇田村議長 これで阿部優議員の一般質問を終わります。 

 次に、10番、森秀幸議員の質問を許します。 

 10番、森議員。 

〇森議員 通告に従いまして、防災無線の設置について質問させていただきます。 

 初めに、胆振管内厚真町で６日未明、道内で初めての最大震度７を観測した胆振東部地

震でお亡くなりになりました方々のご冥福をお祈りを申し上げますとともに、被災されま

した方々に心からお見舞いを申し上げます次第でございます。 

 昭和58年から開始したアナログ防災無線、浦幌町農業協同組合と設置費を分担し、農村

情報連絡施設として農業世帯500戸以上に運用してきましたが、この施設は平成９年に運用

廃止されております。また、津波による浸水が想定される地域には、平成25年にアナログ

であった防災行政無線をデジタル防災無線へ移行し、屋外受信局２局と戸別受信機により

運用を行っています。しかし、上浦幌地区については、機器の老朽化に伴い、修繕の見通

しが立たず、またアナログ無線の機器の使用期限が平成34年までとなっていることに鑑み、

現在運用を停止している状況となっております。 

 今後は、町民の皆さんが災害関連情報を確実に受けとめる体制の構築を目指し、検討を

進めると昨年11月、第３回臨時会において行政報告がありました。近年東日本大震災や熊

本地震、九州北部や広島の豪雨など、大規模な自然災害が全国各地で発生しています。ま

た、北海道においても相次いで上陸、接近した台風、前線により河川の氾濫や土砂災害が



                                             － 16 － 

発生している状況であり、予想を上回る大災害が起きていることが現状だと思われますし、

また今回のように胆振東部地震の影響で道内では大規模な停電が生じたところでもござい

ます。このようなことから、町民の皆さんが安全で安心して暮らせるように、早急な防災

行政無線の設置が喫緊の課題であると考えますが、町長の考えを伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 森議員のご質問にお答えします。 

 上浦幌地区において運用していたアナログ防災行政無線につきましては、昨年機器の不

良による修繕の見通しが立たなかったことなどから運用を停止し、現在は貴老路、宝生、

美園にある消防用サイレンを代替として運用しています。このため、本町の津波浸水想定

区域に設置、運用しているデジタル防災行政無線の運用地域を拡張し、運用を停止したア

ナログ防災行政無線と同様に貴老路、美園に屋外拡声子局を設置した場合における電波の

伝搬シミュレーションを実施しております。シミュレーション結果としては、現在の東山

基地局と上厚内中継局からのデジタル電波送信では貴老路、美園の屋外拡声子局には電波

が届かないと考えられ、本町市街地と上浦幌地区の中間に中継局または再送信子局の設置

が必要との結果が出ており、相当な費用負担が見込まれました。 

 防災行政無線は、一度に多数の住民の方に対して同じ内容の情報を短時間で提供するこ

とができるなど、災害情報の伝達手段として重要な役割を担うものとなっています。ただ、

屋外拡声子局からの放送のみでは、雨や風などの気象条件や近年の住宅の気密性向上によ

り十分に聞き取れない場合も想定されます。また、広域な上浦幌地区において２カ所の屋

外拡声子局では不十分であり、新たな地域への屋外拡声子局の設置や戸別受信機の配付な

どが必要と思われ、さらなる費用負担の増加が予想されます。昨今では情報通信技術、Ｉ

ＣＴなどの発展から多くの情報伝達手段が存在しています。本町としては、さまざまな情

報伝達手段の情報、資料収集等を行い、それぞれメリット、デメリットの検証を進めてま

いります。 

 以上、森議員の答弁といたします。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 地域が広いとなかなか思うように町民への通達ができないのかなというふうに

も思っているところなのですけれども、本年度予算において地域防災計画策定委託業務と

して565万円の予算を計上していますが、この辺についての進捗状況というのはどこまで進

んでいるのでしょうか。 

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が、本年度計画の策定ということで、業者

の選定のほうはプロポーザル方式で行いまして業者が決まりまして、それに伴いまして今

後順次進めていく形になっておりまして、今業者のほうと現状どういった形になっている
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かというすり合わせを行っておりまして、また今月下旬には防災会議のほうも開催いたし

まして、その中で今年について防災計画のほうを改定していくということをお伝えしなが

ら進めていく予定となっております。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 ありがとうございます。本町は、ご承知のように幅広い地域になっております

し、この地域防災計画の策定と防災行政無線網は密接な関係だと思いますけれども、この

ことについてどちらを優先的に策定しているのか、ちょっと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。 

〇獅子原総務課長 現段階で、先ほど町長のほうから答弁しているとおり、さまざまなも

のがありまして、検討も早急に結論を出すというのはなかなか難しい状況にあります。た

だ、言われるように、早く設置することは当然必要にはなってきますけれども、そういっ

たこともありまして、今現在としては計画のほうが先に進んでおりまして、計画の中では

具体的などういったものを今後整備するというところまでうたうことはどうかなというと

ころで今考えているところでございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 進捗状況はお伺いしましたけれども、災害につきましては、今年は台風が非常

に多く発生していると思います。また、台風に伴って前線が押し上げられまして、大雨、

また豪雨になったところもございます。８月には、台風が私10個かと思ったら９個も発生

をしているのです。また、上陸したところを見ますと土石流が流れて集落を襲い、村がな

くなったというケースもございます。浦幌町も本町の75％は山林でございます。そういう

面では、上浦幌地区のみならず、沢伝いの土砂災害が起きる可能性は十分に私はあると思

うのです。ただ、前もって台風情報や何かは報道、テレビあたりでもわかるのですけれど

も、前線がとまったとか、そういうときにはいち早く町民の方に連絡というのが私は必要

だというふうに思うのですけれども、今回のように車につけました拡声器ですか、やられ

ているようですけれども、なかなか聞き取れないというようなこともすごくあるのです。

ですから、そういう面では行政としてもいち早く防災に関しての無線網の設置が必要だと

いうふうに思うのですけれども、この辺につきましてはいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 今回の停電に係る部分でございますが、今回につきましては自主避難

所のほうを町内に４カ所ほど設けております。そのことにつきましては、言われたように

広報車による広報、また行政区長さんへの連絡、それから町の電子メールサービス、それ

から町のホームページのほうに掲載をするという形で情報の伝達を行っているところでご

ざいますが、先ほど言われたように広報車だけではなかなか聞き取りづらいというものも
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ございます。ただ、今現在は無線がついていないという状況でございますので、行政区長

さんなりにお伝えした段階で、今町のほうで進めています自主防災組織等が、本来はそう

いったものがしっかりとできている状況であれば行政区長さんなり自主防災組織を通じて

地域の皆さんにお伝えしていただくということもできたかと思うのですけれども、なかな

かそれも今現在進んでいない状況にあります。 

 また、金曜日の日には、入浴ができないということもありましたので、上浦幌地域にお

いて上浦幌の公民館のほうで入浴をできるようなサービスをすることと、あと留真温泉で

すとか、また健康湯のほうの無料開放というものを予定しておりました。それにつきまし

ては、町内の市街地の停電している地域全戸と上浦幌地域全戸について、人海戦術という

ことで職員が出向きまして、各戸に文書を入れて周知することを予定していたのですけれ

ども、その前に停電のほうが解消されたことによりまして、そのことは実際には行わなか

ったのですけれども、そういったことでたまたま今回は地域が限られていて戸数も余りな

かったということもあったので、全戸配布ということも考えていたのですけれども、その

とき、そのときによって対応は変わるとは思うのですけれども、今回はそのような対応を

しております。 

 なるべく先ほど言ったように早く整備するのはいいのですけれども、ただ整備をしても、

今回いろんなまちで整備しているものがありますけれども、長期間の停電ということで蓄

電池の関係とかがあったりして、実際に使いたかったものが使えなかったりですとか、サ

イレンのほうもあと１回しか鳴らせないだとか、そういったようなことがあったという話

も聞いてございます。ですから、いろいろなものがあるのですけれども、そういったもの

を実際に整備しているまちに、例えば今回どういった結果であったのかですとか、そうい

ったことも聞き取りをしながら、今後我々が整備するとした場合にどういった形のものが

いいのか、またそれ以外のもので何かいいものがないのかですとか、そういったものも含

めながら、またあと金額の部分も整備するものによっては多額の費用もかかりますので、

その費用がどれぐらいかかるのか、またそれに対する補助金や起債の措置がどういった形

になっているのか、またそれによってより多くの人に本当に届けることができるのかです

とか、またその後の更新の費用もかかってくるもの等もありますので、そういったものも

複合的に考えてということになりますと、どうしても早い整備が必要なのですけれども、

早急な結論が出せないという状況にありますので、そういったこともご理解いただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 今回の停電のことで各地域、また住民の方にいろいろとサービスを提供すると

いうようなことをお話をいただきました。今回この停電のことにつきましては、誰しもが

停電になっても30分や１時間や２時間待てば大体はまた戻ってくるだろうというようなお

考えを持っていたと思うのです。ただ、今回の場合は、情報収集している方々、今は車の

中にテレビもありますし、またスマートフォンや何かでなぜ停電になったのかということ
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を調べた場合、情報を先にキャッチをして、これは停電で、いつ復旧するかわからないぞ

というような方々は店屋に行っていろんなものを用意をできるのですけれども、うちにお

られる方、高齢者等の方々はそういう内容というのは全然わからないのです。わかったと

きには、もうこれから暗くなっていく、また食料のほうも不安になるということも今回の

場合はかなりあったというふうに思います。ですから、そういう面では、私は拡声器の車

もいいのですけれども、個々の何か伝達方法というのですか、例えば個別に受信機みたい

ものをつけるとしたら、それはすごく個数はございます。そういう面では大体どれぐらい

かかるのかとか、そういうことはお調べになっていると思うのですけれども、仮に全戸に

配布するということになれば、ちなみにどれぐらいの費用がかかっていくものなのでしょ

うか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 現在いろいろ考えているものがございまして、防災行政無線の今デジ

タルでやっている部分を拡張する方法ですとか、またＩＰ告知というものがございまして、

携帯電話網を使って行うものですとか、またポケットベルの電波を使ってラジオ型のよう

なものを個別に配付するものですとか、いろいろございまして、それらによっても金額は

違うのですけれども、金額のほうを言ってしまうとそればかりが先行してしまいそうな気

もするので、あれなのですけれども、いずれにしても戸別受信機だけでは受信ができない

ので、先ほどの防災無線と同じように途中に中継の局ですとか、そういう電波を発生する

ものも設けなければなりません。ですから、戸別受信機自体はそんなに高いものでは、10万

円弱ぐらいの金額のものがほとんどで、今防災行政無線に関しましては国のほうでもモデ

ル的なものを標準として出しております。そのモデル的なもの、標準的なものを出すこと

によって業者が必要最低限のものをつくっていただけるのではないかという形で出してお

ります。それが出たのが今年の３月なものですから、これから業者がそれに従って、低廉

で安く買えるようなもの、そういったものを今後つくっていただけることを希望して出し

たものであって、必ずそれをつくっていただけるかどうかもわかりません。その辺になる

と大体３万円弱ぐらいで買えるというふうには言われておりますけれども、ただ先ほど言

ったように中継の局を建てるのに何千万円という金額がかかってきますので、そういった

部分も含めると全体的にはどうしてもどの方法をとっても大体億は超えるような金額がか

かるということで私どものほうでは押さえております。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 確かにお金のかかることなのですけれども、高齢者の方々、そういうスマート

フォンだとかを使えない方、まだこれ大勢いらっしゃると思うのです。その辺のことも十

分に考えて、今後経費のかかることなのですけれども、やはり町民の方々に通達する方法

を考えていただきたいなというふうにも思っております。この辺につきましてはぜひ考え

ていただいてやっていただきたいなというふうに思いますけれども、この辺のほうをもう
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一度答弁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。 

〇獅子原総務課長 今言われたように、若い方ですとか携帯電話をお持ちの方については、

町のほうでも先ほど申し上げたとおり町の登録制メールに登録していただけるとそういっ

た情報も入手することができますので、こういったものをどんどんＰＲをして、ぜひこう

いった機会に携帯電話を持っている方には全ての方に登録していただきたいなというふう

には私どものほうで思っております。ただ、今言われたように、ご高齢の方で携帯電話等

をお持ちでない方ですとか、メールの受信の仕方がわからないですとか、そういった方も

当然おりますので、そういった方々については今後戸別受信機の配付等も考えるとか、そ

ういったことも必要かと思います。 

 また、これだけではないのですけれども、今回の停電に関しましてはなかなか長期間の

停電ということで、今まで経験がないものでございましたので、今職員全員にどういった

問題点、課題点があったかというものを集約している状態になっています。また、避難所

対応した者もいますので、その中で住民の方からこういったことできないのかと、こうい

ったものが必要だとかという声も聞いているというふうに聞いておりますので、そういっ

たものを全てまとめまして、それをまとめた後に、どういった対応が必要だったのか、今

後はどういった対応をするべきかということを検討した上で、今後の災害対応に生かして

いきたいと考えております。 

 また、議会のほうでも防災会議を開いたというふうに聞いてございます。議員の皆さん

でもいろいろ聞いたお話等がもしあれば、ぜひ私どものほうにこういった声があったとい

うことを伝えていただければ、それを今後の災害対応に私どもも生かしていきたいと思っ

ておりますので、その辺もよろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 ぜひ考えていただきたいなというふうに思いますし、また私ども、また町民の

皆さんもこういう経験というのは初めてであろうなというふうにも思っております。私ら

の地区は大方２日間電気が来ない状態が続いたということで、非常に不安もありました。

ただ、水の関係では、町民の方も水は常時出たから、これはよかったですよというような

お話をされていました。ただ、私が言いたいのは、途中、途中の情報を提供するというこ

とはやっぱり一番大事であろうかなというふうにも思っております。 

 今は本当に災害というのは頻繁に起こっている状況でございます。５日の未明に台風

21号が北海道付近を通過して大風が吹きまして、やれやれと安心したと思えば、次の日に

は大地震、また停電が起こったということでもございます。最近は身の安全を確保すると

いう言葉から、命を守る行動をとってくださいという言葉がございます。ただ、こういう

状況が変わったときに伝達するというのは大変難しいと思うのですけれども、異常気象と

いうことを考えた場合、行政としても住民の安全確保に努めていただきたいなというふう
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に思っております。先ほども町長のほうから答弁いただきましたけれども、最後にいま一

度答弁をいただきまして終わりにしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 本当に最近異常気象により生じた自然災害が多発しているというのが全国的

に見られるところでありまして、浦幌町もその枠外では決してないというふうに思ってい

ます。いつ、いかなるときにそういう災害が発生するかもしれないというのは、本当に現

実的な問題かなというふうに思っています。そういう面では、地域の皆さんが安心できる

伝達方法というのは構築していく必要があるだろうというふうに思ってはいるところであ

ります。 

 ただ、今まで答えさせていただきましたように、その伝達方法をどうしたらいいのかと

いうのが今本当に最大の課題でありまして、国もいろんな意味でできるだけ全国に伝わる

ように安価な機材を開発したいということで、それぞれメーカーにモデル的なものを出し

ておりますけれども、それが今現実にメーカーで機械として出てきているものではまだな

いということであります。それでは、今あるもので整備したほうがいいのかということに

なると、先ほど申し上げましたとおり整備に１億円以上かかってしまうと、そしてそれが

がまた１年たつと古くなって、より新しいものが出てくるというのであれば、またこれも

拙速的にやることがいかがなものかなという話になるのではないかなというふうに思いま

す。でも、そこは兼ね合いでありますから、どのように、お年寄りに安心してもらえるた

めにはどうしたらいいのかというのは今私どもとして行政としても課題だというふうに思

っています。できるだけ早い時期に、そしてお年寄りに安心してもらえる伝達方法を考え

ていく必要はあるだろうなというふうに思っています。 

 ただ、先ほど総務課長が申し上げましたけれども、今登録メールというのがありまして、

登録している方には町から出せばすぐ受けてもらえるという情報機関もあることはありま

す。また、いろんな方法がこれからも出てくるだろうと思いますので、そういうのをしっ

かり見きわめながら配備計画を進めてまいりたいというふうに思っていますので、今すぐ

というわけにはいかないかもしれませんけれども、できるだけ早く、そして有効な手段を

講じてまいりりたいというふうに思っていますので、これからもうちょっとお待ちいただ

いて、防災計画も含めて全体計画の中で掲げて進めていくことが必要だろうというふうに

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 10番、森議員。 

〇森議員 大変ありがとうございました。ただ、１つ、今町長が言われましたように、い

ろいろやっていかれるということなのですけれども、私どもは進捗状況というのはなかな

かつかめないものなのです。どこまで、まだ正式に決まってはいないのですけれども、途

中でここまでやっていますとか、このように進んでいますとか、そういうことを途中で報

告いただければ大変ありがたいと思うのですけれども、この辺につきましてはどうなので
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すか、最後に聞いておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 今言われた件につきましては、防災に関しましては議会のほうからも

防災に関する政策提案等もいただいていることもございますので、その辺についてはどこ

までという部分もありますけれども、何らかの形でそういったことを報告できればなとい

うふうに考えますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇森議員 終わります。 

〇田村議長 これで森秀幸議員の一般質問を終わります。 

 継続しようと思いましたけれども、５分間だけ休憩したいと思います。 

 

午前１１時１４分  休憩 

午前１１時２１分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 次に、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 質問の前に、このたびの胆振東部地震及び長期停電において町理事者並びに

町職員の方々に大変な対応をいただいたことに関し、心より感謝申し上げます。どうもあ

りがとうございました。 

 それでは、通告に従い、一般質問を行います。公共施設等の防犯カメラ設置について。

浦幌町の公共施設等の防犯カメラ設置についてお伺いしたいと思います。今まで同僚議員

も防犯カメラ設置について一般質問をしておりますが、町長はプライバシー保護等の観点

から設置することの考えは持っていないとの答弁でありますが、公共施設等の安全な利用

を担保する役割として大変効果的、防犯上すぐれている防犯カメラを設置すべきと思うが、

次の２点について町長の見解をお伺いしたい。 

 １、現在町の公共施設等において防犯カメラの設置の施設はどのくらいあるのか。 

 ２、食品等を提供している公共施設等においては、特に安全、安心の面から防犯カメラ

を設置していくべきと思うが、今後設置していく考えがあるかどうかお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 安藤議員の１項目めのご質問にお答えします。 

 １点目の現在町の公共施設等において防犯カメラが設置されている施設はどのぐらいあ

るかについてでありますが、現時点では過去に盗難被害があった３施設で設置しておりま

す。 
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 ２点目の食品等を提供している公共施設等の防犯カメラの設置についてでありますが、

本町で食品を提供している公共施設は学校給食センター、養護老人ホーム、しらかば保育

園、町立診療所の４施設でありますが、これら施設の防犯対策としましては、夜間につい

ては施設警備または夜警員により、不審者が建物に侵入した場合直ちに警備員等による人

的対応ができる体制となっております。また、日中については、施設出入り口の玄関以外

は施錠しており、特に食品搬入口を解錠し、施設内に食品を搬入する際は常に職員等が食

材などの衛生や周囲の安全面に細心の注意を持って対応していますことから、現時点では

食品を提供している公共施設に防犯カメラを設置する考えはありません。 

 以上、安藤議員の１項目め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 今町長の答弁で過去盗難被害があった３施設で設置しているということです

が、定期監査報告の中で教育委員会の灯油タンク等の管理状況というところに、平成25年

に起きた灯油窃盗事件を教訓に防犯カメラの設置や給油口に施錠するなどの対策が講じら

れており、防犯意識のあらわれが確認されたということでありますが、この管理について

カメラの設置の看板の表示だとか、取り扱いについてどのように取り扱っているのか、ま

ずそこを聞きたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 中学校の灯油タンクの盗難につきましては、平成25年の12月、それから平成26年の１月

ということで、この２回にわたりまして中学校屋外、体育館暖房用の灯油タンク、体育館

の東側にあるタンクから灯油が盗難されたというような経緯でございます。これを受けま

して、灯油タンクにつきましては給油口に施錠を行い、そして抜き取り防止方法を施し、

そして防犯カメラを設置しまして、体育館の東側ということで大変人目につかない場所で

ございますので、そこで防犯カメラを設置しているというような状況で対応しているとこ

ろでございます。看板の設置については、カメラを設置しているというような看板は表示

はしておりません。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今カメラを設置している看板は設置されていないということです。前から町

長が言っていますプライバシーの関係です。灯油タンクのところの防犯カメラについても、

これはやっぱりプライバシーの侵害は存在しているのかどうか、この辺についてはどう思

われるか、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。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまの質問にお答えします。 

 プライバシーの関連になりますが、あくまでも盗難防止というような形での監視カメラ
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ということですので、目的は灯油を盗難することを防ぐということですので、それに関し

てのプライバシーということはこちらのほうでは余り考えていないというようなのが現状

でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 考えていないというのは、それは教育委員会サイドでといいますか、町のほ

うで勝手にそう思われているのだろうなと思います。ただ、その近辺を歩いただけでも誰

かかれか写るということは、もうプライバシーの侵害を受けているのだということになる

と思うのです。その辺については、前から同僚議員も言っておりましたルールづくりです。

ガイドラインを定めるということでいかないと、誰でもかれでもそこに行けば写ってしま

うと。そこの管理は誰がするのだと、誰でもかれでも見れるものなのかどうかということ

もありますし、今は学校に設置しているということですから、多分校長先生がそこの管理

者ということだと思います。校長先生にはどのように指示しているのか、その辺もあわせ

てお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ビデオカメラにつきましては、２台設置をしております。そして、ビデ

オカメラの録画機械としてビデオレコーダーを設置しております。ビデオレコーダーには

常時録画されているというような状態でございます。灯油等々の盗難があった場合には、

そのビデオレコーダーをもとに、そこに犯行が撮影されていましたら、そこで犯人関係を

特定するというような内容でございますので、特にそこで24時間誰かが監視しているとか、

そういうような状態の内容ではございません。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 前から言っておりますガイドラインについてはどのようにお考えなのか、そ

の辺お聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 プライバシーのガイドラインについてなのですけれども、先ほども説明

しました内容でございますが、あくまでも犯罪防止用の監視カメラということですので、

そこに何か犯罪があれば、その犯行を記録した映像を確認して、犯人をある程度特定でき

ると思いますので、特定をして、そして解決、早い検挙ですとか、そういう解決につなが

っていくものだろうということの意味で設置しておりますので、プライバシーに関すると

いうような安藤議員からのご質問でしたが、あくまでも犯罪を防ぐための監視カメラの設

置というようなことで考えていますので、ご理解のほうをよろしくお願いします。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 町長の答弁で、給食センターも含めて公共施設に防犯カメラを設置する考え

はありませんということですが、今次長言われたこと、防犯上と。やはり防犯のために設
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置するものだと思います。こういう事件だとか事故等があったときに慌ててつけるとか、

そういうことというのは意味がないのかなと思います。今までも浦幌中学校で以前ガラス

が２回ほど割られたとか、両保育園には消火器がまかれたとか、公民館などでは夜間盗難

があったと。昔というか、以前は結構防犯カメラというのは高いものでした。今は本当に

安い価格で機器が買えるということですので、その辺も含めて、事件とか事故が起きる前

に防犯カメラは設置すべきと私は考えておりますけれども、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。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 施設の防犯カメラの設置というような質問だと思いますけれども、教育

委員会に限ってでは学校給食センターがございます。学校給食センターにつきましては、

先ほど町長の答弁にもありましたとおり、日中は常時職員が常駐していると、なおかつ夜

につきましては施設警備ということで機械による警備を行っているというようなことでご

ざいます。例えば夜に不審な方が建物に侵入しようとしたならば、そこでブザーとか警報

が鳴りまして、そして警備員が駆けつけるというような対応をとっておりますので、この

ような対応で施設内の警備が賄い切れるのかなということで今現在は考えているところで

ございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 教育委員会サイドだけでなくて、町側、今こうやって設置されている防犯カ

メラがありますけれども、今後このガイドラインは私は進めていくべきかと思いますけれ

ども、その辺についてお伺いしたいです。 

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。 

 先ほどから教育委員会のほうから答弁をしてございますけれども、公共施設については、

現行教育施設に限らず警備体制として施設の警備の委託契約を現在行ってございます。こ

れは、教育施設の小中学校においても施設警備の委託契約を施してございますし、また町

長部局の公共施設においてもほとんどが施設警備の委託契約を施してその対応に当たって

ございます。また、その施設警備の委託契約を施していない施設につきましては夜警員の

配置ということでそれぞれ行っておりますので、公共施設という建物に限って申し上げま

すと、その建物に対する防犯対策ということについてはそういった形でさせていただいて

おります。また、先ほどの中での一部防犯カメラ、確かに盗難の事実があったという中で、

それも金銭に換価できるようなものの盗難といった事実がございましたので、それに対応

すべく防犯カメラということの設置をさせていただいております。ほかの公共施設におき

ましては、大きな金銭にかかわるような、そういったものを保管はしてございませんので、

そういった面では比較的盗難の対象としてはどうなのかなというところはありますけれど
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も、そういった中では施設警備、そして夜警員の配置ということで最低限の中では進めて

いるということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 また、１点、プライバシーの保護にかかわりましては、公共施設という中には町道も含

まれております。道路については、不特定多数の方が、それも時間に制限なく通行が可能

になっておりますので、これは本当に不特定地数の方々のプライバシーという部分ではな

かなか大変だろうなという、主な観点は。ただ、公共施設においてはあくまで施設内は敷

地という概念ございますので、公共施設においてもその利用時間が限られておりますので、

限られた以外については敷地内の不法侵入的な扱いにも当然なってきますので、プライバ

シー保護の観点という中での看板設置ということは今のところ考えていないという部分が

ございます。ただ、いろんな環境が変わってきておりますので、このことについては今後

の調査をしながら、どういう対応が望ましいかという部分についてはまだ検討課題がある

のかなというふうには捉えておりますけれども、そういった対応をしてきているというこ

とでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今道路の関係もちょっと言われたので、道路について中学校の地下道だとか、

家の張りついていないところ、道道の本別浦幌線のオベトン川のところにかかる橋の付近

だとか、こちらの町道の通学通りのオベトン川にかかる橋の付近だとか、そういう家の張

りついていないところについてはやはり設置しておくべきと考えますけれども、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。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまの件につきまして説明をさせていただきます。 

 道路といいますか、通学路といいますか、防犯灯というものがございまして、通学路も

含めまして全町で1,040を超える防犯灯を設置させていただいております。暗くなれば当然

防犯灯がついて明るい状況になると、そういう環境になるということで、防犯の意味を込

めて防犯灯を設置させていただいておりますし、また前回の定例会でもお話をさせていた

だいたとおり、防犯指導員が下校時に合わせまして月10日ほど、毎月巡回パトロールをさ

せていただいているというような状況もございますので、防犯カメラは設置はしておりま

せんけれども、巡回と、また防犯灯の設置において防犯の活動といいますか、そういうこ

とを行っていることで対応させていただいております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 防犯協会のそういう広聴、広報については前回も聞いております。その後南

町でも夜、通学通りの近辺で不法侵入の事件があったという話も新聞にも出ておりました。

家の張りついていない付近は、やはりそういう事件というのは起きると思われます。以前

から同僚議員も言っておりますけれども、防犯カメラは設置する考えはないということで
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あれば、これは行政でやることですけれども、ただ町民全体が設置すべきでないかと、全

員でなくてもいいのですけれども、そういうことであれば、やはり考えていく必要がある

と思っています。 

 ３年ほど前ですけれども、私も市街地区の区長をやっておりました。市街地の区長会の

中でごみステーションに防犯カメラの設置を要望したと、これ要望したけれども、そのと

きも設置は難しいということでしたが、そのときにはダミーのカメラでもいいのでないか

ということも言っておりました。前回の同僚議員の一般質問のときには、行政区のほうか

ら何も要望はありませんよという発言もございました。しかし、行政区長会の中でこうい

う話が出ているということは、やはりそれなりに防犯カメラの必要性を訴えているのだと、

私はそう思いますけれども、その辺について町長どのように考えますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 過去に、おっしゃるとおり、行政区長の一部だったと思いますけれども、区長のほうか

ら資源ごみの格納庫における防犯カメラの設置ということの要望がございました。ただ、

これは防犯というよりは、むしろ不法にごみを、資源ごみではなくて違うごみを置いてい

る方がどなたかわからないので、朝になったらあるという状況があって、その対応につい

て防犯カメラといったご意見がございました。このことについては、町としてはそういう

ことのないように周知を図りながら、町民の皆さんにご協力をいただくという部分で進め

てきたという経過がございます。ですから、防犯カメラの本来の趣旨というか、そういっ

た部分ではなかったかなというふうに記憶してございます。また、行政区長の会議の中で、

防犯カメラの設置ということが多くの方が、多くの行政区からといったことについては、

どのような形で議員の活動の中では把握されているか私わかりませんけれども、実際に行

政側としてはそういったご意見が寄せられていないといったことも事実でございますの

で、現状はそういう状況でございます。 

 先ほどの対応としての防犯に関しましては、防犯灯ということについて以前から対応し

てきたということでまいっておりますので、今後防犯灯についても、現状の先ほどの数値

も説明をさせていただきましたけれども、その中で対応ということも考えていくことの中

にあるということでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今後区長会やＰＴＡ、それから町生活安全推進協議会などとも協議していた

だきたいと思いますが、そういう考えはあるのかどうかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまの件につきましては、前回もご質問がございましたし、今回も

そのようなご質問をいただいておりますので、どのような場でどのようにということはこ
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れから検討させていただきたいと思いますので、もうちょっとお時間をいただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 それでは、１項目め終わりまして、次に２項目めのほうに行きたいと思いま

す。 

 公用車のドライブレコーダーの設置について。現在の車社会において、交通事故は当事

者間や目撃証言に食い違うところもよくあることですが、そういうときに映像の記録型ド

ライブレコーダーの映像記録が主張を裏づける決め手となることが多くなっている。一般

の車両についての普及率は、30％に近い方が所有していると言われています。公用車の管

理上ドライブレコーダーを設置していくことが望ましいと思いますが、次の２点について

町長にお伺いしたい。 

 １、公用車のドライブレコーダーの設置台数は何台あるのか。 

 ２、近年機器の価格も低廉になっており、今後全車両に早急に設置していく考えはある

のかお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 安藤議員の２項目めのご質問にお答えします。 

 本町では総数107台の公用車両を保有しており、そのうち主に公道を走行する車両は乗用

自動車、バス、維持車両などで77台となっております。 

 １点目のドライブレコーダーの設置台数についてでありますが、乗車人数の多いバスへ

先行して設置したほか、車両更新の際に設置するなど順次設置台数をふやし、現在21台に

設置しています。 

 ２点目の全車両に早急に設置していく考えについては、交通事故等が発生した際にドラ

イブレコーダーの映像記録が有力な情報となることは十分に認識しており、全車両設置に

向けて取り組むべきものと考えているところであります。 

 以上、安藤議員の２項目め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 １点目の設置台数ですが、現在21台ということで、自分で思っていたよりは

結構多く設置されているのだなと思います。設置されているレコーダーについては、前だ

けなのか、後ろもやっているのか、その辺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。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 今のお問い合わせでございますけれども、今本町で設置をしているドラ

イブレコーダーにつきましては、基本的には前方方向にのみ設置している状況でございま

す。なお、一部乗車人数の多いバス等につきましては車内を写すタイプのものも数台設置

してございます。 
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 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 総数107台の車の公用車を管理していると、77台が公道を走行する車だという

ことでございますが、あとの残り30台ほど、これについては農業用トラクターだとか、そ

ういうものも含まれているのかなと思うのですが、作業車についても順次ドライブレコー

ダーを設置していく考えはあるかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 総数107台、そのうち公道を主に走行するものは77台というふうにお答え

をさせていただきました。その除かれた部分におきましては、一般的には芝生を刈ります

芝刈り機ですとか、トラクター系統の車両でございます。そういった車両につきましては、

基本的には敷地内において単独で使用される場合が多く、事故の発生等も確率としては少

ないということもございます。今現在のところは公道を主に使用する77台、こちらの全車

設置に向けて取り組んでまいっているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 それで、防犯カメラの質問の際にも話が出ておりますが、プライバシーとい

うものがドライブレコーダーにも存在するのでないかなと私は思っております。ドライブ

レコーダーの記録映像のデータなどの取り扱いはどのようにしているのか、またデータの

保管、そしてほかの自治体でもドライブレコーダーに対する管理要綱、ガイドラインとな

るものだと思いますけれども、そういうのを設置している、設置というか、要綱をつくっ

ているところがあると聞いております。その辺についてはどう思われるかお聞きしたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 まず、お問い合わせのドライブレコーダーの映像記録等の取り扱いにつ

いてでございますけれども、原則的に公用車を管理しております施設課担当職員のみがそ

のデータを閲覧するというような取り決めとして現在のところ運用しているところでござ

います。また、記録につきましても、一般的に異常事態がない映像につきましては原則保

存はしておりません。何がしかの事故等が発生した場合、そういった場合には証拠書類と

しまして管理責任者となるべき担当職員が保存するというような考え方の中で取り組んで

いるところでございます。また、今お話をしました取り扱いにつきましては、要綱、規定

等、今現在本町においては定めているものではございません。原則論としましては、日常

的にプライバシー、他者の方、そういった映像記録を私たちが閲覧した場合であったとし

ても、業務上知り得た情報というような一つの取り扱いになろうかと思いますので、その

辺の管理、プライバシーにおける管理については業務上知り得た情報ということで外部に
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は漏出しない、そういった取り扱いとして行っているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今後この要綱とか、ガイドラインを設置するということは考えていないとい

うことでよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 他町におきまして、先ほど議員がおっしゃられました要綱なり規定なり

策定されているところもあるということは私たちも認識をしているところでございます。

他のそういったプライバシーに関するそのものも含め、今後設置台数がふえていったとき

にそういったデータ管理そのものがどうあるべきか、そういったものにつきましては内部

協議を重ねながら今後考えてまいりたいなというふうに考えているところでございます。 

〇安藤議員 終わります。 

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。 

 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 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩をいたします。 

 

午前１１時５５分  休憩 

午後 １時２９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第３ 議案第５２号 

〇田村議長 日程第３、議案第52号 浦幌町模範牧場設置及び管理等に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、議案書７ページをごらん願います。議案第52号 浦幌町模範

牧場設置及び管理等に関する条例の一部改正について。 

 浦幌町模範牧場設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 平成30年９月３日提出、浦幌町長。 
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 次のページをごらん願います。浦幌町模範牧場設置及び管理等に関する条例の一部を改

正する条例。 

 浦幌町模範牧場設置及び管理等に関する条例（平成22年浦幌町条例第17号）の一部を次

のように改正する。 

 条文の朗読は省略させていただき、本条例の改正の内容につきましては議案説明資料を

もちまして説明させていただきます。議案説明資料の14ページをごらん願います。浦幌町

模範牧場設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例説明資料。 

 １、改正の趣旨でございますが、近年飼料及び資材等の高騰、高どまり、また現状の料

金体系が長期にわたることなどから、飼養に係る費用と収益に大きな乖離が見られるよう

になりました。模範牧場の使用料の見直し等につきまして検討が必要な時期に来ていると

考えているところでございますけれども、現状では第三者などから意見を聞く組織がない

ことから、これらをご審議いただく諮問機関といたしまして審議会を設置するため、条例

の一部改正を行うものでございます。 

 ２、改正の内容でございますが、模範牧場審議会設置等に関する規定の追加並びにこれ

ら規定の追加に伴う条項の繰り下げを行うものでございます。 

 詳細につきましては、新旧対照表でご説明させていただきます。次のページをごらんく

ださい。第14条は、審議会の設置に関する規定で、審議会は町長の諮問に応じ設置するも

のでございます。 

 第15条は、組織に関する規定で、農業委員から学識経験者まで８名以内で組織し、委員

は諮問機関の審議をもって解任されるものでございます。 

 第16条は会長及び副会長について、第17条は審議会の招集について、第18条は会議につ

いて、第19条は報酬等についてそれぞれ規定するもので、第20条以下につきましてはこれ

らの規定の追加に伴う条項の繰り下げでございます。 

 14ページにお戻りください。３、施行期日でございますが、この条例は公布の日から施

行するものでございます。 

 以上で説明を終わりますので、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。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいま課長のほうより説明をいただいて、趣旨の部分も説明をいただいた

わけですけれども、我々のほうに届いている資料によりますと、飼料及び資材の高騰によ

りということでございますけれども、監査のほうには高騰というよりも量がふえたような

内容の中で、そういったことを審議するためにこの会を設けるということですけれども、

その辺の違い等も含めてちょっと説明をお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 説明資料の中にも、おっしゃったように近年の飼料及び資材の高騰によ
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りということで書いてありますけれども、ちょっと言葉足らずで大変申しわけなかったの

ですが、追加で私のほうで説明させていただきましたとおり、飼料の高どまりに加えまし

て、これまで改定等を行ってこなかったことから、費用と負担についての乖離が見られる

ようになったので、その辺を改善するために一度、どの程度の負担をいただくのかよろし

いのかというようなこともありまして、審議会を設置したいということで提案させていた

だいたものでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 二瓶議員に申し上げます。質問は３回ということになっておりますので、有

効に発言願います。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 模範牧場の関係でございますけれども、本町においては指定管理をいただい

ているところが何者かございます。そのほかのことについても乖離があった場合について

は、改めてそちらのほうも諮問機関を置くような考えでいるのかどうか、ちょっと伺って

おきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 今回の審議会につきましては、使用料とか施設整備に関することということでございま

すので、今回は一般会計のほうの補正予算にも上げさせていただいておりますけれども、

使用料についてどうなのかということで審議していただくということで準備をしていると

ころでございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 模範牧場の管理に関する条例ということで、今も同僚議員が質問しましたが、

私のほうからも二、三お聞きしたいと思います。 

 飼料並びに資材の高騰ということで、大変収支に大きな乖離があるということの内容で

ありますけれども、審議内容につきましては料金と施設整備についてということが書いて

あるのですけれども、施設整備についての審議というのはどの範囲までやられるのかとい

うことと、先ほども同僚議員がお話ししていましたように、今回は非常に赤字が出たとい

うことで、赤字が出たことについての今後の改善計画というのはこの審議会の中で何か審

議されるのか、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。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、ただいまのご質問に関しましてお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の施設整備に関してでございますけれども、所管として考えてございます

のは、これから大きな施設を建てていくとか、全体的な模範牧場をどういうふうにやって

いくのかというような場合についてという部分で皆さんのご意見を求めなければならない
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と思ったときには、諮問させていただきたいなというふうに思ってございます。 

 それから、今回指定管理の赤字の改善の内容についても審議会で話をするのかというこ

とでございますけれども、審議会に関しましては町の条例の使用料という部分での話にな

りますけれども、当然今までの経営の中身がそれが妥当なのかどうなのかという分析もし

ながら、これから指定管理料に関しましては使用料が利用料金の上限額ということになり

ますから、どの辺が使用料と設定したときに費用としてうまくいくのかというようなとこ

ろも踏まえて話しますけれども、赤字の改善というよりは、これまでかかった経費を負担

していただく、町としてはどれぐらい負担するというようなことを全般的に見ながら使用

料の審議をしていただきたいというふうに考えてございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 施設の整備につきましては、今後どういうふうにしていくというような中身だ

と思うのですけれども、実際に今まで利用者の方と模範牧場側が円滑にいくためには、そ

ういう管理状況も一緒に含めた形の中で審議していかないのかなというふうに思うのです

けれども、この辺のことについてお聞きしたいということと、非常に収益的に大きな乖離

があるということなのですけれども、実際に私も餌代だとか調べさせていただきましたら、

そんなに値上げというのか、飼料、肥料がその年度によって大幅に使われたのかなという

ふうな考えなのですけれども、この辺のことも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。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目、管理運営等の審議をしないのかという部分でございますけれども、模範

牧場につきましては指定管理者により管理運営を行っておりますので、審議会におきまし

ては今回の改正案のとおり、町長の諮問によりまして使用料と施設整備についてご審議を

いただきたいというふうに考えてございます。管理運営に関しましては、制度の趣旨にの

っとりまして指定管理者の責任において適切に行われるべきというふうふうに思っており

ますけれども、常に利用者へのサービスですとか満足度向上に対する努力は必要と考えて

おりますので、町といたしましても指定管理者と連絡を密にしながら適切に対応していき

たいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 また、値上げに関する飼料等はその年のばらつきによるものではないかということであ

りまして、資料も提示させていただいたのですけれども、ごらんのようにその年、年によ

りましてばらつきはあります。今回所管として考えてございますのは、哺育に関して非常

に大きな開きがあるということでありますので、その辺の費用と負担の部分についてどの

辺が妥当なのかという部分も踏まえて、細かな分析をしながらご審議いただきたいという

ふうに考えているところでございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 細かいことにつきましては、決算審議もございますので、その中でもまた説明
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をさせていただきたいと思っております。ただ、運営に関する利用者の方々とのそういう

懇談なりは、今の説明ですと指定管理者の方針というようなこともちょっとありましたけ

れども、これ実際に町が委託をしている業務なのです。そういう面では、何か今の説明で

すと使用者と指定管理者の方がやったらというようなことなのですけれども、この辺がど

うも気になるところなのですけれども、それともう一点、審議が終了したときには解任さ

れるものということなのですけれども、これはずっと継続というか、何年も継続していっ

たほうがよろしいと思うのですけれども、この辺の考えも聞きたいなというふうに思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 指定管理者と利用者の方だけということで、私の言葉足らずもあったと思うのですけれ

ども、指定管理者の趣旨にのっとるということになりますと、指定管理者と町民が指定管

理者の民間ノウハウとか、そういうことでサービスを向上したりということでやるという

のが本来の趣旨だと思いますので、そこの努力はしていただきたいというふうに思ってい

るということでございます。ただし、これまでもお話ありましたように、そこのところが

うまくいっていないのでないかというところについては、全てそこの２者にお任せという

ことではなくて、そこについては町としても関与していきますということでご理解いただ

きたいというふうに思います。 

 それから、諮問が終わった後に解任されるということで、継続であったほうがいいので

はないかということでございますけれども、料金に関しましてはすぐいじるようなもので

はないというふうに考えてございまして、目的を持った審議会ということでありますので、

それの目的を達成した場合については一旦そこでおしまいというふうに考えてございま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 ５年間の資料をいただきましたけれども、今この審議会、使用料に関して審

議してもらうということですが、この５年間の資料を見させていただいても、収入総体に

対してもそんなに収入がないというような感じではないのです。冬期舎飼いの１頭当たり

の29年度、１頭当たり196円と、この関係についても27年度は194円ということで、さほど

開きもないということで資料には出てきているわけですが、このほかに肥料、飼料、両方

なのですが、若干29年度は金額が上がっています。ただ、飼料については27年も3,400万円、

肥料についても26年は840万円、そういうことでいきますと、29年度がなぜこんな900万円

という赤字になったのかというのが、たまたまこういう肥料なり飼料が多くなったという

か、高くなったというか、そんなのでこういうふうな赤字が出てきているのかなと思って

おるのですが、その辺についてどう思われるか。 
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 それと、修繕費の中の454万8,000円の内訳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。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 まず、１番目の収益は合っているのではないかというお話だったと思い

ますけれども、収益的にはそんなに、今回29年で大幅な赤字が出たというような形にはな

っておりますけれども、特に部門によりますと費用と負担の差が大きいので、模範牧場の

使用料の中では夏期の放牧と、それから冬期の舎飼い、それから哺育と３パターンありま

すけれども、その中の部門によっては幅の広いものがあるので、それを全て今回上げよう

ということで審議会を設置するわけではありませんで、細かな分析をした中で、何をどれ

だけということでこれから審議会に臨んでいきたいなと思いますので、全て赤字部分を補

填するために料金を上げるために審議会をつくるということではなくて、その辺の数値的

なものもお示ししながら、審議会の皆さんにこれが妥当なのか、これは経費の使い方が悪

いのではないかというところのご意見もいただきながら、町としてはどのような使用料が

いいのかということを審議していきたいということが目的となってございます。 

 それから、２点目の赤字の部分でございますけれども、今回確かに年度によってばらつ

きがあるものですから、一定的な統計的な数値が出せないところはあるのですけれども、

たまたま飼料費につきましては頭数等の増頭により量がふえたという部分があります。飼

料費の中の配合飼料に関しては、大きなウエートを占めるのですけれども、そちらに関し

ましては飼養頭数の部分がふえたですとか、それから最近舎飼いになれていない牛の夏期

の放牧の際に舎飼いにするために配合飼料を給与しているという事情があるですとか、粗

飼料に関しましては若干単価のアップがあったのですけれども、それにつきましては28年

の台風で収量が平年より大幅にとれなかったという部分もあって、それに対する購入量も

ふえたというようなことが要因となっています。肥料費に関しましては、土壌診断により

ます施肥設計を行っておりまして、毎年順番に各圃場への施肥を行っていることから、そ

の年、年で種類や量が異なっておりまして、表で見ていただいてもわかりますとおり、そ

の年度によって大きな開きがあるというような状況でございます。 

 それから、修繕費に関しましては、リスク分担の中で50万円以上の部分については町の

ほうで負担するのですが、それ以下の部分については指定管理者のほうの経費の中でやっ

てくださいということで、施設管理等のそれの積み上げということで、１つ高額なものを

やっているということではございませんので、１件１件の細かな修繕の内容については把

握しておりませんので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今の説明によると、いろいろなことでこういう諮問委員会で審議してもらう

ということなのですが、この説明書の中で飼料及び資材の高騰ということになっています

けれども、それだけではないということで理解していいのですか。 
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 それとあと、この高騰によってとか、赤字によって指定管理者側から何か言ってきてい

るとか、そういうことはないのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 １点目のご質問でございますけれども、一番最初に二瓶議員からおっし

ゃったとおり、説明資料の言葉足らずで大変申しわけなかったということでございますけ

れども、飼料の高騰、高どまりという部分が言葉足らずということと、それから今までに

料金改定を行ってきていないということで、かかってくる費用と、それからご負担いただ

いているものの差があるということがありまして、今後指定管理料を算定するには、先ほ

ど申し上げましたとおり町の使用料が上限額となるものですから、町がやるとしたときに

どれぐらい負担いただくかというのは費用の部分からちゃんと計算しなければならないと

いうことでございますので、今回の条例改正の提案に関しましてはそういうことが要因と

いうことでご理解いただきたいというふうに思います。 

 それから、指定管理者が今回の部分についてということでありますけれども、５年間の

指定管理期間の中でということで考えている部分もあるのですけれども、指定管理者のほ

うといたしましてもそういう考え方にのっとっているということで、今指定期間の中での

やりくりということで、今回の部分についてどうこうというお話はございません。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 そしたら、審議会に諮って、この金額がどういうふうに、使用料がどういう

ふうになるかというまだわからないですけれども、これについては今度の指定管理の契約

更新のときにこの使用料が、改正されるのかどうかわからないですけれども、そういうふ

うなことになるということでよろしいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 現指定管理が平成30年、今年度いっぱいまでということになってございますので、来年

31年度からの指定管理に向けて準備を進めているところでございますけれども、先ほどか

らご説明させていただいているとおり、町の使用料が上限額ということになるものですか

ら、このタイミングでどれだけ負担をいただいて費用を賄っていくのかというところの議

論が必要だということでございますので、使用料が固まって、どうなるかわかりませんけ

れども、決定したということになれば、それをもとに新たな指定管理料を積算するという

形になって考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 単純なことなのですけれども、審議会委員８名をもってとあるのですが、割
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合をちょっと教えていただければ、全部で５名以上８名ですから、どこかがお二人ずつに

なる可能性があるかと思うのです。その辺何名ぐらいになるかもちょっと教えていただけ

れば。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 これからお願いしていく形になりますけれども、これの以前の条例の中では８名の委員

さんに審議していただいたのですけれども、それをベースに考えておりまして、受益者を

４名程度、それとそれぞれの役職員の皆様、学識経験者については各１名ということで、

前回の審議会をベースに検討して、人選はこれからになりますので、決定いただいてから

になりますので、はっきりは申し上げられませんけれども、そういう形で考えてございま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 それでは、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第52号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第４ 議案第５３号 

〇田村議長 日程第４、議案第53号 平成30年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 別冊の補正予算書１ページをごらん願います。あわせまして説明資料

17ページをごらん願います。議案第53号 平成30年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成30年度浦幌町の一般会計補正予算（第４回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億5,297万2,000円を追加し、歳入歳

出の総額を歳入歳出それぞれ64億5,690万7,000円とする。 
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 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債） 

 第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 平成30年９月３日提出、浦幌町長。 

 ２ページから４ページの第１表、歳入歳出予算補正は説明を省略させていただきます。 

 ５ページをごらん願います。第２表、地方債補正、変更でございます。起債の目的、緊

急防災・減災事業、内容につきましては防災拠点施設整備等事業でございます。補正前限

度額900万円、補正後限度額290万円。臨時財政対策債、補正前限度額１億4,600万円、補正

後限度額１億4,576万2,000円。計、補正前限度額６億8,090万円、補正後限度額６億7,456万

2,000円。なお、補正後の起債の方法、利率及び償還の方法につきましては変更がございま

せん。 

 ６ページ及び７ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括は説明を省略させて

いただきます。 

 ８ページをごらん願います。２、歳入、８款１項１目地方特例交付金61万1,000円を追加

し、121万1,000円、地方特例交付金の額の確定によるものでございます。 

 ９款１項１目地方交付税2,014万8,000円を減額し、31億2,485万2,000円、普通交付税の

額の確定に伴います減額でございます。 

 13款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金192万8,000円を追加し、416万

9,000円、内容につきましては説明資料19ページに記載してございますが、社会保障・税番

号制度システム整備費補助金の追加でございます。 

 ４目教育費国庫補助金11万1,000円を追加し、819万9,000円、内容につきましては説明資

料17ページに記載してございますが、コミュニティ・スクール推進体制構築事業補助金を

追加するものでございます。 

 14款道支出金、３項委託金、１目総務費委託金１万6,000円を追加し、732万5,000円、内

容につきましては説明資料19ページに記載してございますが、経済センサス調査委託料を

追加するものでございます。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、２目利子及び配当金45万2,000円を追加し、174万

1,000円、内容につきましては説明資料22ページに記載してございますが、森林組合からの

事業分量配当金を追加するものでございます。 

 17款繰入金、１項他会計繰入金、１目国民健康保険特別会計繰入金106万5,000円を追加

し、106万6,000円、２目後期高齢者医療特別会計繰入金６万2,000円を追加し、６万3,000円、

３目介護保険特別会計繰入金345万9,000円を追加し、346万円、いずれも前年度繰出金の精

算による追加でございます。 

 ２項１目基金繰入金1,200万円を追加し、３億7,642万5,000円、内容につきましては説明

資料23ページに記載してございますが、地域振興基金繰入金を追加するものでございます。 
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 18款１項１目繰越金１億5,975万4,000円を追加し、１億6,075万4,000円、前年度繰越金

の額の確定による追加でございます。 

 20款１項町債、１目総務債23万8,000円を減額し、１億7,076万2,000円、内容につきまし

ては臨時財政対策債の額の確定による減額でございます。 

 ７目消防債610万円を減額し、290万円、内容につきましては説明資料25ページに記載し

てございますが、防災拠点施設整備等事業債を減額するものでございます。 

 10ページをごらん願います。３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、６目財政調整等

基金費8,821万6,000円を追加し、１億3,948万8,000円、内容につきましては地方財政法の

規定により決算余剰金の２分の１以上を財政調整基金に積み立てるものでございます。 

 ７目企画費938万1,000円を追加し、１億1,997万2,000円、内容につきましては説明資料

17ページから18ページに記載してございますが、笑顔輝く地域づくり支援事業補助金、地

域情報通信基盤整備事業における支障移転業務委託料、住宅建設等補助金及びうらほろス

タイル複合施設設置に伴う施設運営に係る諸経費を追加するものでございます。 

 13目諸費10万円を追加し、4,478万2,000円、内容につきましては説明資料18ページに記

載してございますが、北海道池田高等学校創立100周年記念事業協賛会負担金を追加するも

のでございます。 

 14目ふるさとづくり寄附奨励費180万円を追加し、4,154万7,000円、内容につきましては

説明資料19ページに記載してございますが、ふるさとづくり寄附返礼品パンフレットに係

る印刷製本費を追加するものでございます。 

 ３項１目戸籍住民登録費192万8,000円を追加し、2,538万9,000円、内容につきましては

説明資料19ページに記載してございますが、住民基本台帳システム改修業務委託料並びに

戸籍情報システムデータ収集作業委託料を追加するものでございます。 

 ５項統計調査費、２目指定統計調査費１万6,000円を追加し、52万9,000円、内容につき

ましては説明資料19ページに記載してございますが、経済センサス基礎調査の調査準備に

係る消耗品費を追加するものでございます。 

３款民生費、１項社会福祉費、２目国民年金事務費32万4,000円を追加し、77万5,000円、

内容につきましては説明資料20ページに記載してございますが、国民年金システム改修業

務委託料を追加するものでございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費1,156万1,000円を追加し、3,197万2,000円、内容

につきましては説明資料20ページに記載してございますが、子ども・子育て支援事業計画

策定業務委託料及び認定こども園建設候補地現況測量及び地質調査業務委託料を追加する

ものでございます。 

 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費54万7,000円を減額し、１億9,595万6,000円、内容

につきましては説明資料20ページに記載してございますが、屋内ゲートボール場の漏電箇

所などの修繕料の追加及び介護保険特別会計繰出金の減額でございます。 

 12ページをごらん願います。３目老人ホーム費118万5,000円を追加し、２億253万
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5,000円、内容につきましては説明資料21ページに記載してございますが、養護老人ホーム

の設備等の修繕料及びリフト機能つき浴槽用入浴車の購入に係る費用を追加するものでご

ざいます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費549万5,000円を減額し、２億4,359万

7,000円、内容につきましては簡易水道特別会計繰出金を減額するものでございます。 

 ３目環境衛生費77万4,000円を減額し、3,013万6,000円、内容につきましては個別排水処

理特別会計繰出金を減額するものでございます。 

 ５目医療対策費1,328万3,000円を減額し、１億296万6,000円、内容につきましては浦幌

町立診療所特別会計繰出金を減額するものでございます。 

 ５款労働費、１項１目労働諸費96万円を追加し、981万2,000円、内容につきましては説

明資料21ページに記載してございますが、雇用促進事業補助金を追加するものでございま

す。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、５目畜産振興費５万9,000円を追加し、3,913万4,000円、

内容につきましては説明資料21ページに記載してございますが、模範牧場審議会の委員報

酬及び費用弁償を追加するものでございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費45万2,000円を追加し、2,207万円、内容につきましては説

明資料22ページに記載してございますが、森林組合への出資金を追加するものでございま

す。 

 ２目林業振興費６万4,000円を追加し、2,439万9,000円、内容につきましては説明資料

22ページに記載してございますが、森林整備担い手対策推進事業負担金を追加するもので

ございます。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費８万1,000円を追加し、3,418万7,000円、内容につきま

しては説明資料22ページに記載してございますが、森林公園モニュメントに設置の排水ポ

ンプ修繕に係る費用を追加するものでございます。 

 ７款１項商工費、１目商工振興費1,200万円を追加し、１億9,167万4,000円、内容につき

ましては説明資料23ページに記載してございますが、新規創業等促進補助金を追加するも

のでございます。 

 ２目観光費46万1,000円を追加し、4,342万円、内容につきましては説明資料23ページに

記載してございますが、留真温泉の加温制御のための電動三方弁の修繕費用及び取水施設

の清掃に係る費用を追加するものでございます。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費、２目道路維持事業費309万9,000円を追加し、9,991万

8,000円、内容につきましては説明資料23ページから24ページに記載してございますが、道

路維持整備委託料の減額及び運転手２名に係る報酬の追加、合流橋護岸工の河床低下を抑

止するための機械借り上げ料及び根固めブロック購入費用を追加するものでございます。 

 14ページをごらん願います。３目道路建設補助事業費950万円を追加し、５億4,530万円、

内容につきましては説明資料24ページに記載してございますが、平成31年度新規着工路線



                                             － 41 － 

２路線に係る調査測量設計委託料を追加するものでございます。 

 ３項河川費、１目河川管理費4,200万円を追加し、6,452万円、内容につきましては説明

資料24ページに記載してございますが、堆積土砂の除去、樹木伐採などの機械借り上げ料

及び河岸整備に係る工事請負費を追加するものでございます。 

 ４項都市計画費、２目公共下水道費428万1,000円を減額し、１億4,431万1,000円、内容

につきましては公共下水道特別会計繰出金を減額するものでございます。 

 ９款１項消防費、３目災害対策費560万円を減額し、2,415万1,000円、内容につきまして

は説明資料25ページに記載してございますが、防災行政無線拡声子局の同軸ケーブル修繕

料の追加及び防災倉庫の事業年度繰り延べによる実施設計委託料の減額補正をするもので

ございます。 

 10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費17万円を追加し、１億194万2,000円、内容

につきましては説明資料25ページに記載してございますが、浦幌小学校校長住宅の給湯ボ

イラー購入費用を追加するものでございます。 

 12款１項公債費、１目元金65万4,000円を追加し、６億7,359万6,000円、２目利子144万

8,000円を減額し、5,630万5,000円、これらの内容につきましては説明資料26ページに記載

してございますが、利率見直し方式で借り入れていた起債の利率見直しに伴う長期債償還

元金の追加及び長期債償還利子の減額補正を行うものでございます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金38万9,000円を追加し、40万9,000円、内容につき

ましては説明資料26ページに記載してございますが、平成29年度負担金額の確定に伴いま

す返還金を追加するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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。 

 ８番、河内議員。 

〇河内議員 まず最初に、10ページの企画費の中の13節の委託料についてお聞きしたいと

思います。 

 この中で、うらほろスタイル複合施設管理業務委託料ということで45万8,000円のってお

ります。資料にその内訳が載っております。うらほろスタイル全般に言われることなので

すけれども、非常にわかりにくいということが町民の中でも私たちに問いかけられること

があります。そういうこともありますので、よりわかりやすい予算の計上ということで説

明を求めたいと思います。うらほろスタイルの委託料については、３月14日の最終日に追

加補正として地方創生拠点整備交付金事業ということで補正予算として提出され、このこ

とについては議会としては可決をしているわけでございますが、こういったことで空き店

舗を活用した複合施設を整備するということで繰越明許費として交付率２分の１というこ

とでの事業を行っているところでございます。その概要としては、子どもたちの自主的活

動の発展と地域の課題解決を図るため、地方大学の学生や町内の小中学生、高校生等との

交流を整備するとともに、うらほろスタイル事業の活動をサポートするために来町する地
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方大学の学生や企業関係の宿泊滞在施設を整備するというようなことで、ほかにいろいろ

な機能なども地方大学学生と町内の小中学生、高校生との連携事業の活動拠点、浦幌部高

校生の活動拠点、うらほろスタイルの活動をサポートする地方大学の学生の宿泊滞在施設、

次にサテライトオフィス事業で来町した企業関係者の宿泊滞在施設ということの考え方で

この事業が進められていると思っております。 

 今回その施設の管理業務委託料ということでの提案でございますが、この施設の交付金

事業を申請するに当たって、地域再生計画というようなもの、これをつくって、こういっ

たことの裏づけとして交付金事業ということでの申請を行っていると思うのですけれど

も、その中に当然こういった考え方のもとに施設管理受託収入ということでの考え方も提

示されております。その辺のことについてちょっとご説明を願いたいと思いますが。 

〇田村議長 答弁調整のため、ここで暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時１４分  休憩 

午後 ２時１５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 答弁に時間を要しまして大変申しわけございません。 

 ただいまのご質問ですけれども、ちょっと経過的なものを説明させていただきますけれ

ども、先ほど議員から説明があったとおり、３月の補正で地方創生拠点整備交付金という

ことでご議決をいただきまして、この施設につきましては４月から実施設計ということで、

その実施設計が７月で完了いたしまして、８月の末に改修工事の入札ということで、こち

らのほうも業者が決まりまして、12月10日までの工期で現在進めているところでございま

す。本来もうちょっと早目の改修の予定ではございましたけれども、今の工期からいきま

すと大体12月には施設を使えるようになるのではないかということで、今年度でいきます

と４カ月間の使用となりますので、委託料につきましてもその４カ月分の委託料というこ

とで計上させていただいておるということになっておりますので、ご理解いただきたいと

思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 次に、11ページの児童福祉総務費ということでの委託料ということで、資料

にも載っておりますけれども、そのことでちょっと確認をさせていただきたいと思います。

このことについていろいろ私たちも資料など確認をさせていただきました。その中で、こ

の諮問委員会の中でどういった意見が出ているのかということも確認させていただきまし

た。その中で諮問委員もこのことについては指摘しているわけですけれども、明確な答え
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がどうしても見当たらないというようなことで今回のこの予算計上ということになってい

るので、この辺のことについての考え方について確認をさせていただきたいと思っており

ます。 

 資料については20ページのところに載っていることでございますけれども、候補地とな

る場所について審議委員さんもいろんな疑問を持たれているというようなことがかいま見

えるわけですけれども、特にあの場所は国道に近いというようなことで、騒音のことにつ

いてどうなのかなということの疑問があります。それと、特に段差といいますか、あそこ

は橋があって、あそこに空洞共鳴するような状況にある中で、騒音と振動というようなこ

とを非常に心配しております。ここに提出された案については、病院の西側でいえば河川

の近くまで土地がありますし、向こうはすぐ橋の下ぐらいまで候補地についてはあると資

料では認識しておりますが、そんなようなことで、その辺について今後現況測量及び地質

調査ということでここに委託料を追加補正するのですけれども、その辺の騒音とか振動に

ついての考え方についてはどのような対応をしようとしているのか、それについてお伺い

したいと思います。 

 それと、13ページの商工費の負担金、補助及び交付金というようなことで、今回新規創

業等促進補助金が300万円から500万円に増額した中で対応している。このこと自体は私は

いいことだなと思っているのですけれども、なぜこのタイミングで、もし出すとしたら年

の当初に出して、こういったものへの考え方を政策的なものも含めて示すべきではないか

なと思うわけですけれども、こういったことが今の時点で出てきたということについての

説明、補足をお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 それでは、私からは前段の児童福祉総務費の委託料につきましての

答弁をさせていただきます。 

 まずもって、認定こども園の建設候補地現況測量及び地質調査業務委託料、これに対す

る補正に対する質問というふうに思っております。まず、建設候補地に当たります児童育

成計画策定委員会、これにつきましては町長の諮問機関として位置づけされているところ

でございます。浦幌町児童育成計画策定委員会の設置条例の規定に基づきまして、浦幌町

の児童育成計画、それから今回の補正の部分になりますけれども、児童福祉施設及び幼児

教育施設整備計画等の策定、その他実施に関し必要な調査、審議を行い、町長に答申する

という町の諮問機関でございます。この審議内容については、ホームページ等にもアップ

させていただいておりますけれども、町長から諮問いたしました事項につきましては、先

ほどの条例の規定に基づきまして、認定こども園の整備計画の策定、その他実施に関し必

要な調査、審議を行い、町長に答申するという形で諮問したところでございます。 

 答申という話も質問の中にございましたけれども、この答申につきましては、先ほど申

し上げた諮問事項につきましてはまずもって今回測量調査の補正予算を計上させていただ



                                             － 44 － 

きまして、現況測量、それから地盤の状態、地質調査、これを実施しなければ、建設の候

補地とさせていただいた面積が必要な面積の倍以上の面積があるということでございま

す。その広大な面積の中に、どこの場所にどういった形の道路、園舎、グラウンド、駐車

場、これを整備するか、これにつきましては現況測量等をしなければ、調査しなければ審

議ができないというところの判断の中で策定審議会の中でご意見を賜りまして、建設候補

地として決定いただいた部分の調査測量等の経費を今回計上させていただいたところで

す。 

 審議会でどのような意見があったかというお話もありましたけれども、建設候補地につ

きましては、まずもって町立診療所の近くにあると、それから教育文化センター、そうい

った文化施設、また森林公園の場所からも近いといったところで、おおむね審議会の委員

の中からは了解をいただきまして、ただ１つ、意見としては、やはり地盤的なものが心配

があると、例えばグラウンドをつくったときに水はけが悪いような状態では困るというよ

うな意見等につきましては賜ったところでございます。いずれにしましても、全員一致で

建設候補地を決定いただいて、これから審議をするために必要な測量調査等の経費、これ

が今回の補正予算に計上した経費でございます。 

 その後に振動、それから騒音ということでございますけれども、まず振動なのですけれ

ども、こちらにつきましては詳細な振動計等で調査したわけではありませんけれども、こ

れ簡易的な調査ですが、公用車で、車内では地盤振動等を強く感じやすく、揺れを増幅す

るものですから、まずもって車で何回かあの場所につきまして調査をさせていただいてお

ります。まず、国道38号の公園橋、この下の橋脚の部分、こちらにつきまして車をとめま

すと、やはり揺れを感じる。特に大型トレーラー等走りますと揺れます。その後に、建設

候補地のちょうど中間地点になりますけれども、南北に簡易舗装で道路があるところ、ち

ょうど中間になりますが、この地点で公用車で調査しますと、大型トレーラーが通ったと

しても体に感じる揺れがないという状況でございますので、振動については特に問題は今

のところないのではないかというふうに判断しておりますけれども、国道から近いといっ

たところについてはいい面、悪い面もございますので、それを踏まえた中で現況測量調査

を実施し、建設候補地はどこがいいのか、それを内部で協議をしまして、その後策定審議

会に諮っていただいて、ゾーニング等決定をしていただきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 また、騒音なのでございますが、騒音は、私ども執務しております保健福祉センターは

ちょうど国道のすぐ横にありますけれども、構造自体が鉄筋コンクリートづくりというこ

となものですから、構造によるのかもしれませんが、執務上特に国道の騒音は聞こえない

と。ただ、国道側の会議室で窓のみのところにつきましては、やはり国道を通過する車の

騒音が聞こえます。保健福祉センターにつきましては、高齢者等のデイサービス的なこと

もやっておりますけれども、特に騒音についての苦情等はない。また、養護老人ホームに

ついても入所に当たってはそういった話はないといったところで、今後建設する構造がＲ
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Ｃなのか、それとも鉄骨なのか、木造なのかは、これはこれから協議するところでござい

ますが、構造によるところもあるかもしれませんけれども、騒音については今のところ大

丈夫でないかということと、先ほど申し上げた測量調査の平面的なもので策定委員会の中

で建設候補地を決定してまいりたいという考え方を持っているものですから、現在のとこ

ろは答申をいただくのはまだこの先ということでございますので、それについてはご理解

いただきたいと思っています。 

 以上です。 

〇田村議長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、河内議員の２点目の質問についてお答えさせていただきます。 

 新規創業補助金に関してのご質問だと思われます。この補助金につきましては、制度設

計時よりも多大な投資による起業が大変多く見られるようになりまして、支援を充実させ

て新たな起業を後押しするということの意味も込めまして、補助金の額につきましては対

象額の経費の２分の１以内、限度額300万円。もとの制度を基本としつつも、対象経費の総

額、設備資金に応じた補助金ということで新たに設定して支援をしていきたいということ

で今回補正させていただいたものであります。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 まず、13節の委託料については、一定の説明がいただけたのかなと思ってお

ります。 

 あと、今の候補地ということでの最終答申はまだいただいていないというようなことで

ございますけれども、候補地は２万平方メートル、必要なのは１万平方メートルだね、敷

地が。今候補地は２万平方メートルということで、候補地は必要なものの倍、広さあるの

だけれども、それは先ほど言ったようにその中で適切な候補地を探して、東側にするのか、

西側にするのかということでの考え方ということを確認したいことと、それと今回あくま

でも候補地であるから、必要なものは１万だと、残り１万残るけれども、それはまた違っ

た目的に使うのか、あくまでも候補地になったところは１万なのだけれども、候補地でな

くなったところについては用途の違うものにそれを利用していくという考えがあるわけで

すね。その辺についてお聞きしたいと思います。２点。 

〇田村議長 河内議員、最後の質疑ですけれども、よろしいですか。 

〇河内議員 はい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 ２点につきましてご説明いたします。 

 まずもって答申につきましては、先ほど来説明していますとおり、建設候補地の選定を

この策定委員会のほうに諮問したわけではなく、あくまでも最終的な基本計画、建設に係

る計画を諮問したわけでありまして、その計画を諮問した内容をご審議いただいて、答申
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するには現地を、まずどこに建てるのかということを先に決めていただかなければ、配置

計画だとか園の運営だとか、そういったことが決まらないものですから、まずもって建設

候補地、これを決定をいただいて、その場所を調査し、それから審議をいただくという形

の順序を踏んでいるところでございますので、答申というのは初めからいただくという考

え方は持っておりませんでした。 

 それから、２万平方メートル、２ヘクタール、そのうち約１ヘクタール、これが必要な

面積としての最大、マックスになりますけれども、１ヘクタール以内で恐らく平家で認定

こども園が建設できるのでないかというような面積の算出の仕方をしています。残った土

地の面積の今後の利用については、現在この策定委員会で諮る内容ではございませんので、

今後の計画については私どものところにつきましては今現在何もないと、考え方は持って

いないということでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 認定こども園のことでお伺いいたします。 

 同僚議員もいろいろと聞いておりました。私も。大切なお子さんを預かる町の姿勢とし

て、昼寝の時間というのもありますし、それから福祉センターですか、あそこは騒音が余

り感じられない。先日の木曜日、私たち料理の宅配弁当をつくっておりました。そんなに

建物自体は振動はなかったです。ですが、騒音というのですか、ちょうど地震があった後

ですから、自衛隊の車が何十台も通っていたのです。道路のちょっと下に建物ありますよ

ね、それで騒音が割と感じられることは確かです。子どもさんがお昼寝の時間をとるとい

うことで、１日２時間ちょっとぐらい、零歳から５歳までとるような計画が出ております。

危険はないのですけれども、騒音はかなり増幅されるのではないか、陸橋の下ということ

になれば。建てる場所も１万平方メートルということで、建物自体は全部使うわけでなく

て、なるべく騒音のないほうに考えておられるとは思いますが、私は余り感心した場所で

はないなというふうに思っています。ということは、こちらのほうに公営住宅なんかも建

っていますけれども、段差ひどいですよね、こっちの南側なんか特に、１メートル以上も

土地が沈んで、公営住宅は階段を伝って上がっていくというような状態です。多分そこと

同じような地質であろうというふうに私は思います。 

 この先30年、40年と、ここに認定こども園ができれば、担った人の政治手腕というので

すか、そういうものももちろん問われるのではないかというふうに思うのです。ですから、

慎重の上にも慎重に私は建てていただきたいということと、それから公用車ではかったと

おっしゃっていましたけれども、やはり専門家に任せるべきだと。私当然そういったもの

は、この980万円ですか、そういった中に入っているのかなと思ったら、入っていないので

すね。騒音の調査ですとか振動の調査ということは、入っていないということですね。ぜ

ひきちっとはかっていただきたいというふうに、せっかく新しいものを建てるのですから、

きちっと専門家に見ていただいて調査をしていただきたいということを再度お願いするこ
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とと、あと今現在使用している。全道一か日本一わかりませんが、ふるさとのみのり祭り、

３万何千人という集客力がある大事なお祭りです。そのお祭りに今現在、これホームペー

ジからとったのですけれども、赤くなっているところを今駐車場で使っていますよね。あ

いているところは、雪捨て場に使っていましたよね。いろいろそういう利用がされている

場所です。将来的なことも考えれば、そういったことをどのように考えていくのかという

ことも聞いておきたいと思います。 

 それと、住民ニーズ調査をやりました。30年度にやったのです。ご存じですか。就学前

児童及び小学生アンケートの実施ということでやっております。これちゃんとホームペー

ジに出ていました。このアンケートを把握して、町としてどのような形で認定こども園を

やっていくかということを説明をしていただきたいというふうに思っております。 

 以上３点お伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 それでは、選定いただきました建設候補地に係る部分でのご質問か

なというふうに思っております。 

 まず、建設候補地の選定の考え方でございますけれども、ホームページにこれも掲載さ

せていただいていますが、どちらかの園舎を取り壊して建設するには敷地面積は、現在の

浦幌幼稚園、それからしらかば保育園の統合と考えてございますので、どちらか壊して、

建設中はその代替保育施設がないといったところで、現況での建てかえということについ

てはまずやめています。それから、浦幌幼稚園としらかば保育園の中間地点に建設するこ

とが望ましいといった内容になってございます。また、必要な敷地面積は、先ほど言いま

した１ヘクタールを確保できる場所。それから、幹線道路が近いなど保護者が車などで送

り迎えがしやすい場所。それから、新たな土地を購入するのではなく、現在所有している

町有地に建てることにより建設事業費を抑えるといった視点から審議会のほうで協議をい

ただいた中での選定箇所ということでございますので、まずもってそれをご理解いただき

たいなと存じます。 

 振動につきまして振動計等、専門家に調査をさせるべきだというお話だったのですけれ

ども、これについては今回補正予算に計上いたしました委託料の中には計上してございま

せんけれども、またコンサルさんともいろいろと協議をしながら、振動計自体は簡易的な

ものでございますので、設置することが可能かどうかにつきましては受託された調査業者

さんともまた協議をして、実際どうなのかといったところ、できるかどうか前向きに調査

研究させていただきます。 

 最後にですけれども、アンケート調査なのですが、本年12月にアンケート調査を実施す

る予定というふうに私ども掲載して、また委員さんにも説明したところでございます。ま

た、８月24日に保護者説明会の中でこれも説明したところなのですけれども、その部分の

質問であるのであれば、今年12月にニーズ調査、認定こども園に係る部分、これを調査し
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たいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ８月24日に保護者の方に説明したと今課長がおっしゃいました。これも保護

者の方のお話をお聞きしましたら、90％以上この土地に建てるような説明であったと、ほ

かのところは狭くて、いろいろと取り壊しすると別な費用がかかるのでということで、い

ろいろと審議委員会の議事録読んでいきますと、ほとんどこの場所に建設するような意向

でお話をされているのです。広くて、ここは何となくいいのですけれども、騒音と振動が

昼寝をする子どもたちの妨げにならなければ、私もここは大賛成です。広くていいですか

ら。だから、その辺を本当の業者にお願いをして調査をしていただきたいと。 

 それから、就学前児童及び小学生アンケートの実施ということでここに書かれているの

ですよね、建設計画についてということで。実施しているのは、これ日付がちょっとわか

らないのですが、調査期間はこれ古いのですね。調査期間、平成25年11月25日から12月９

日までの間に小学生と就学前児童のご家庭に配付をして、317件に配付して、本当に古くて、

５年もなりますと、この調査した子は既にもう小学校終わって中学生になっているかなと

いうふうに思います。この当時のいろんなところのアンケートの内容を見てみますと、保

育所が一番いいのだ、それから幼稚園もいいのだということで、いろんなことが載ってお

ります。今回は、このアンケートは町のほうでは12月に実施するということなのですか、

これから。間に合うのですか。新年度予算のいろんな調査物入っていますよね、設計費と

かなんとかということで。その辺ちょっとお聞きしておきます。 

 それと、今課長が専門業者と騒音と振動のことはなるべく相談しながら実施していただ

けるということで、はっきりおっしゃっていただいたということでよろしいですか。その

辺の確認と、それとあとみのり祭りの駐車場の件なのですが、その辺なんかもどんなふう

に、これから長いスパンで考えていかなければならないと思いますので、その辺のことも

お答えをお願いします。 

 それと、答申云々と同僚議員からも話がありました。30年７月11日に児童育成計画策定

委員会というものが開かれております。そこでいきなりいろんな資料を渡したのだろうと

思います。13人の策定委員さんの名前がここにありまして、いろいろと審議されておりま

す。ですが、内容を読ませていただきますと、ここにありきというようなお話がほとんど

なのです。ここで建設をしていくとははっきりは書いておりませんけれども、原案のとお

り決定とか、全員一致で決定されたというようなことがずっと書いてあります。本当にこ

こしか考えていないのか、町では。もっとほかに土地のいいところは考えられないのか、

その辺ももう一度確認しておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 それでは、私のほうから現在の候補地に対して今現在使っております森
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林公園の駐車場、ふるさとみのり祭りとしての駐車場並びに冬期間の排雪用地としての質

問についてお答えをさせていただきます。 

 今２万平米のうち、想定しておりますのは１万平米というお話をさせていただいており

ます。現在雪捨て場エリアといたしましても、実質的には今の残った１万平米があれば、

他の町有地、空き地もございますので、雪捨て場の排雪業務については支障なく、配置を

調整すれば除雪体制に影響はなく挑めるかなというふうに思っているところでございま

す。 

 まず、雪捨て場の関連につきましては、私のほうからは以上で終わらせていただきます。 

〇田村議長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、その場所はみのり祭りの駐車場の場所として確保されている

のではないかという関係の質問に対しましてお答えさせていただきますけれども、従来か

ら空き地だったということで使わせていただいたという経過でございまして、みのり祭り

大変大勢のお客さん来られて、駐車場も利用させてはいただいているのですけれども、そ

こでなければだめだということではないので、これまでも工事で使えない場所があった場

合は次の場所を使ったりということで、町内の空き地を有効的に回しながら使ってきてお

りますので、そこがなくなることによって支障があるということではなくて、なければそ

れなりにまた場所を探しながら対応していきたいというふうに考えてございます。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 私からアンケート、それから場所の部分についての答弁をさせてい

ただきます。 

 まず、アンケートにつきましては、お話しいただきましたところで平成25年、先ほど申

し上げたとおり実施しているところでございます。これにつきましては、今現在進めてお

ります子ども・子育て支援事業計画、これが平成27年から平成31年度までの５年間、現在

この計画に基づきまして推進しているところでございますが、この計画の策定時にアンケ

ート調査を実施したのがそちらの議案書に載っているところの結果でございます。今後に

つきましても子ども・子育て支援事業計画につきましては32年度から新たな期間となりま

すので、これの策定に向けましてもアンケートを実施するところでございますので、それ

を今年の12月に実施する予定としております。また、アンケートの実施につきましては、

保護者の就労状況とか、それから認定こども園に係る部分につきましてのアンケートを独

自に実施しまして、それぞれの今現在の保護者の方々からご意見を賜って、その中で恐ら

く運営に係る部分、これが非常に多いと思いますけれども、先ほどの午睡の時間が２時間

とかという形だとか、それから運営に当たってこういったグラウンドにしてほしいとかい

う部分でございますので、その後の実施設計に当たっては特に問題なく、期間的には間に

合うだろうというふうに考えています。なお、アンケートの取りまとめにつきましては、

今年度中に完成いたします。 

 それから、最後の場所の件なのですけれども、これも重ねて同じことになってしまうの
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ですけれども、まず策定委員会に示しました建設候補地の選定に係る考え方ということで、

先ほど５点を申し上げたところでございます。現在町有地で所有している部分につきまし

て、１ヘクタール、これを確保する場所というのははっきり申し上げて今の建設候補地し

かございません。そのほかの民地を購入するとなりますと、今現在の土地の公示価格で申

し上げると、記憶の中では平米当たり6,000円だったと思います。この6,000円で１万平方

メートルを買うということになると6,000万円かかるということになりますので、6,000万

円という部分は建設費用のほうに充てたほうがいいだろうというふうに策定委員会の皆様

方のご意見をいただいたものですから、町有地の今現在必要な面積のある場所ということ

で建設候補地を東山エリアにしたといったところの経過でございます。 

 振動調査についてのお話がありました。先ほど私から説明した内容につきまして再度申

し上げますけれども、振動調査については先ほど言った公用車、簡易的なものですけれど

も、これで揺れないという判断をしております。ですので、私の先ほど答弁させていただ

いた内容につきましては、コンサルさんと測量調査等を実施する業者さんが決まったとき

にある程度の振動調査が必要かどうかを再度確認をさせていただいて、やるべきだという

判断があったときには業者さんと打ち合わせをさせていただいて、実施ができるかどうか

判断させていただきたいということでございまして、決して必ず実施するということでは

なく、検討させていただきたいということです。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 同じくこども園の候補地の調査についてまず１点です。 

 細部にわたって同僚議員のほうから質問もありましたし、説明もありましたから、概要

については理解しましたけれども、ご承知のように、午前中の一般質問でもありましたよ

うに、財政的な問題、それから国が新年度の地方交付税交付金を103兆円要求ということで

すけれども、５％平均減額だと、こういう方針も打ち出しております。浦幌町も決してフ

リーハンドの予算を持っているわけではないという中では、調査は十分にやってください。

これはやらなければだめです。ただ、31年の実施設計、32年の本体工事という予算がフリ

ーハンドではないということを認識の上で、しっかりと調査を進めてほしいなということ

が１つです。 

 それから、もう一点、災害対策費のところであります防災倉庫の今年の調査を延ばすと

いう提案であります。これと関連するのですが、浦幌町の平地、市街地の大半が今見直し

される基準でうまくないというようなことで防災倉庫の建設調査も延ばすということです

から、こども園も同じ高さで、老人ホームや何かと同じような高さで今実施する予定をし

てもいいのかなと、非常に懸念があります。浦幌川の水位、あるいは帯富川の水位、いろ

んなこと考えて、その辺のことも何らかの配慮があるのか。 

 それから、もう一点は、災害対策費の中で倉庫の建設予定をしていたものを31年度に新

たな基準で洪水浸水想定区域が公表されることから延期するということです。これについ
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ても３月の当初予算で組んだものを延期するわけですから、もう少し内容についてきちっ

と説明欲しいなと。 

 この３点です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 １点目につきまして私のほうからご説明いたしたいといいますか、

これからの考え方につきましてご説明いたします。 

 まずもって建設事業費については、これから設計等しなければ、総体の総事業費という

のが全くわかりません。金額は別にしましても、議員おっしゃるとおり財政的にも非常に

厳しい中で、公立の認定こども園につきましては補助金が非常に少ない、ほぼないという

状況の中で少しでも、例えば木材に係る部分での補助金等、林野庁の部分を活用したり、

これは今後の検討になるのですけれども、極力財政的に補助金等を活用しながら建設しな

ければならないというふうに今現在考えております。また、建設に当たりまして、維持管

理コストについても今後さまざまなこともありますので、そういった管理上に対しまして

も今後経費のかからないような建設をするべく設計のほうに携わってまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 私のほうから浸水区域の関係でございますけれども、説明資料のほう

にも記載しているとおり、平成27年に水防法が改正されまして、それによりまして新たな

洪水浸水想定区域が示される形になっておりました。国の管理している河川につきまして

は、既にもう公表等されておりまして、それに基づいて今年度ハザードマップのほうを改

定する予定でありました。道の河川につきましては、それらの公表がいつになるというも

のがはっきりしていなくて、改正されるのはわかってはいたのですけれども、いつかとい

うのはわからなかったのです。それが先月ぐらいから31年度には公表できるということで

道のほうから情報がありましたので、そうすると今現在市街地、ハザードマップをごらん

になってわかるかと思うのですけれども、実はほとんどの地域が浸水区域に入っておりま

す。ただ、その地域によって深さがそれぞれありますので、そういったものを見た上で判

断しなければ、今建設ここにするということで決めて進めても、来年新たな浸水想定区域

が出た場合に今以上の浸水区域になって、建てた建物がこのままでは使い物にならないと

いうことになっては困りますので、それで一応その結果を待った上で、改めてもう一度実

施設計等を行う、建設を行うという形をとりたいということで、それで今回その部分を取

り下げております。 

 また、認定こども園の建設地につきましても、今現在の浸水想定区域は出てはいるので

すけれども、新たなものは31年にならなければ出ないというものがありますので、今の段

階でどうこうということははっきり言えないのですけれども、ただ先ほど申し上げたとお
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り町内全域にわたって浸水区域がほとんど入っているような形になっているものですか

ら、その辺については防災の関係上からも総体的に考え直さなければならない部分ですと

か、いろいろな違う方策ですとか、そういったものも検討しなければならないというふう

には考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ちょっと私聞き逃したかもしれないのですが、こども園の建設について31年

度にはっきりする水位の問題、こども園の建設に対してそのことも配慮するのかとお聞き

をしたのですが、その辺の答弁あったのか。聞き逃したのか。 

〇田村議長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 申しわけございません。 

 31年度に道のほうで公表されるということですので、実施設計を行う予定も31年度とい

うことになりますので、その辺をあわせながらという形で対応できるのではないかと考え

ていますけれども、ただ道のほうも31年度といいながらも、いつというのははっきりして

いない部分もありますので、今現段階でそれは考える必要は当然ありますけれども、工事

するという部分はちょっと難しいものがあるというところでございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ご承知のように、浦幌も水には大変弱い要素を持っております。そういう面

では、十分この基準も参考にしながら、慌てて実施設計をつくったりしないで、そういう

結果、例えば31年度中に基準が出るのかわかりませんけれども、十分配慮して進めていた

だきたいなというふうに思います。 

〇田村議長 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たいと思います。 

 おっしゃるとおり、防災と申しますか、災害にかかわって、それぞれ機関におきます対

応について浸水予測図等変わってきております。このことが、公共施設においてもその対

応はどうしなければいけないかという点が変わってきているというのが事実でございます

ので、ただいまご指摘ありましたとおり、浦幌町内全域にわたる浸水予測にかかわります

対応については道の結果をもって速やかに対応できるような体制を整えていきたいという

ふうに思ってございます。ただ、北海道の河川にかかわります予測のデータがどのような

形で出てくるのか、いつの時期に出てくるかというのが今の段階でまだはっきりしていな

い部分がございますので、このことについては即時対応できるような形で進めたいという

ふうに思ってございますし、またかかわります認定こども園の実施設計についても年度内

にでき得るものとして思っておりますけれども、この辺については一部流動的な面がある

のかもわかりませんけれども、原則としてはそういう対応でまいりたいと。あくまで浸水

に対応するように、実施設計に反映させていきたいという思いを持ってございますので、

それぞれのデータを活用しながら進めることを基本として行ってまいりたいというふうに
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思ってございます。 

 ただ、先ほどのご質問にありましたとおり、財政的なこともございますので、32年建設

につきましては予定としては浦幌町の第３期のまちづくり計画に基づいた中での現行の計

画年次というふうに押さえております。このことは、財政の推計計画をもって32年次が最

も適当な時期というようなことも含めまして、財政運用を図りながらということもござい

ますので、そういったもろもろの総合的な判断をさせていただきたいなということで、進

めるべく体制も含めて考えてまいりたいと思っております。 

 土地につきましても、先ほど来いろんなお話がございましたけれども、財政的なことも

ございます。そういった中で必要とする面積が１ヘクタール、１万平方メートルというこ

とで、単純に申し上げますと、正方形で申し上げますと100メーター掛ける100メーターと

いうことで、およそ浦幌小学校のグラウンドぐらいの敷地になるだろうと、これが１区画

です。現在のしらかば保育園と浦幌幼稚園の中間地においてその１区画を確保するという

のは、これはなかなか町有地としては難しい。ましてや、そうなりますと民間の所有地と。

ただ、民間の所有地といいましても、そういった１区画をそろえるというのは大変なこと

でございまして、なかなか現実的には厳しいだろうと。そういったことをもろもろ総合的

に判断して、また財政的なことも判断した中で、現在の候補地においてどういうような実

施設計を反映させていくかということを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 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 候補地については、策定委員会である程度方向性をつけてもらったというこ

とで、今回調査測量設計を委託するということですが、候補地、先ほどから言われている

ような１万平米ということで、この付近でというと林務所の東側のところの用地と、あと

ゲートボール場、あれは耐震の関係で、本当に古い建物だということもありまして、そこ

も解体して、そして大きな敷地をつくるとか。あと、こっちの改良住宅の８棟かな、そこ

あって、その向こう、国道側に２棟があるわけですけれども、そのところの南側にも、北

電の用地だとは思うのですけれども、更地になっている用地もあるということで、そうい

うふうにいきますと１万平米は切れるのかなとは思うのですけれども、ややそれに近い場

所になるのかなと思ってはおりました。ただ、策定委員会のほうである程度の候補地とい

うことで向こうのところを選定されたということでございますので、私もこの候補地につ

いてはある程度父兄の方も含めて考えていくというか、協議も含めてやっていただきたか

ったなと思います。ただ、策定委員会の審議内容を見ますと、ある程度そこありきのこと

でやったということですが、実際この資料であるとそれしかできないのだろうな思ってお

ります。 

 委託料980万円、これについてはボーリング、地質調査と用地測量ということでございま

すが、それのボーリング調査が幾らで、用地測量が幾らで、その辺教えてもらいたいのと、

あと用地測量につきましてはあそこみんな町有地なのです。西側は旧オベトン川というこ
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とで、何年か前に町から移管されて道の管理になったということで、くいも全部入ってい

ますから、何でそこで用地測量必要なのか。今町のほうでＧＩＳもできて、一目見ればど

こにくいが入っているとか、用地もどのようになっているとか、そういうのは一目でわか

るはずなのです。この用地測量というのは確定測量までしないとならないものなのか。た

だ図上で線を引いて、私はそれで十分でないかなとは思っております。先ほどからボーリ

ング調査もとりあえずする。そういうことはうまくないと私は思います。用地がある程度

決まって、建物がどこに建つかと、その建物の下に地質調査を何本やるか。それで地質調

査は終わってしまうのです。ですから、この地質調査やって、地盤悪いからやめるわなん

て、そんなことは一切できません。本当に無駄遣いするだけです。 

 今までも、以前から浦幌は建物建てるときには地質調査全部やっております。今まで地

質調査を取りやめたというのは、以前に十勝太の小学校、それをやったときに地質調査を

やったと、ただそれも事情でこちらのほうに統合したと、それで地質調査の分は、もうボ

ーリング調査終わったのだけれども、投げたということはありました。ただ、今これから

やろうとしているところは、ある程度敷地がここですと決まったら、配置図を描いて、そ

こに建物をセットしたら、その下にボーリング調査、地質調査をやるということでないと、

また無駄金です。この辺の一帯の、建物いっぱい建っていますから、大体の支持地盤とい

うのは全部出ております。多分施設課のほうでそれは持っていると思います。ですから、

そういうのも含めて参考にしながらやっていかないとならないと、私はそう思っています。

ですから、今２万平米を１万平米にするのだと、どういうふうにやるかわからないけれど

も、こちらから行っている道路を生かして１本道路をつける。そして、向こう側に１万平

米を確保するとか、そういうようなことである程度進めていかないと、これは用地測量や

らないとだめなのだと、ボーリング調査やったら、地盤悪いからだめなのだなんて、絶対

そういうことにはならないと、この1,000万円近い金で。私はそう思います。 

 あと、もう一つ、補正予算なので３回の質問なので、もう一つ。先ほど同僚議員も言い

ました防災倉庫の関係については、にしや医院のところから国道にずっと上っていきます。

そしたら、今のレストランだとか、アイスアリーナ、道の駅、あの辺は結構高いのです。

こちら側は水ついても、あの辺はつかないと思う。それで、今もう空き家になっている。

高齢者センターはどうしているかわからないですけれども、高齢者センターだとか、その

裏のキノコの栽培施設２棟あるのですが、それも今使われていないと思うのですが、それ

とあと山の上の生活改善センター、これも使われていないと。この庁舎から備蓄倉庫が離

れることによって、この辺も水がついてしまうということで今後出た場合、災害対策本部

は高台のところに持っていかないと災害対応できないのではないかなと思います。今の生

活改善センター、その用途についてはちょっと変わるかもしれませんけれども、そこを利

用するとか、補助金を返還するなら若干返還して、そして利用していくとか。備蓄倉庫だ

とか、そういうものであれば、今生活改善センターの体育館部分だとか、そういうところ

の床抜いて、倉庫ですから、コンクリで土間を打って、そしてそこに備蓄するとか。そし
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て、部屋もいっぱいありますから、研修室、そういうところも災害対策本部だとか、炊き

出しの備品類もありますから、そういうの含めてもっと検討されるべきかなと思います。

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。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 私から認定こども園に係る部分についてご説明申し上げます。 

 委託業務の概要というご質問だったと思いますけれども、まず現況測量調査、それから

地質調査、３つ目が配置計画等検討、この大きく３つの委託業務として積算してございま

す。まずもって用地測量のお話いただいたのですが、用地測量についてはこの委託業務の

中には入っておりません。あくまでも現況の測量、敷地面積の2.3ヘクタールに対しまして

平面測量、高低差レベル測量、それから地下埋設調査、こういったものの図面化、そして

配置平面、全敷地面積に対する平面図から、敷地面積の中から策定委員会にお示しした何

パターンかのものに対してゾーニングをこれから検討いたします。地質調査のお話で先ほ

ど議員からおっしゃった部分に対して、ボーリング調査のこともございましたけれども、

ある程度のパターンを決めた中で策定委員会で審議をいただいて、園舎の場所、グラウン

ド、駐車場、そういった配置が大枠が決まった段階で、建設する園舎の建設予定地、こち

らについてボーリング調査をする予定でございますので、やみくもに違うところをボーリ

ング調査するということではなく、あくまでも建設園舎の部分に対するボーリング調査を

実施いたします。なお、お話いただいたとおり、町立診療所や、それからこちらの改良住

宅、東山団地等に係る既存のボーリング調査のデータはございますので、それを生かした

中で建設予定地の部分のボーリング調査を実施していきたいと思います。 

 内訳につきましての金額、概算でございますので、今のところはっきり申し上げられま

せんけれども、現況測量調査の敷地の調査につきましては税抜きで270万円程度、それから

地質調査につきましては４カ所、12メートルで約180万円、税抜き、それからその後園舎の

概略平面、立面図、断面図、パース図等を作成する予定をしておりますので、この計画配

置の概略設計に当たりまして457万円程度、これに対しまして税抜きで907万円という形の

予算計上をさせていただいているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 防災倉庫の関係でございますが、先ほども申し上げたとおり、平成31年

度に道の河川の浸水想定区域が公表されるということで、それが公表された後に、防災倉

庫だけに限らず、総合的にいろいろな判断をしなければならない部分もございますし、繰

り延べるといっても来年に繰り延べるというわけではなく、それも何年後になるかという

部分も今の段階では決まってはおりません。現在は防災倉庫のほうも点在している状況な

ので、できれば集約をしたいという状況ですので、どうしても早くやらなければならない

というわけではなく、まとまっていたほうが当然いいのですけれども、そういう状況なも
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のですから、今言ったようにほかの部分ともあわせまして、先ほど言ったご意見とか、そ

ういったものも聞きながら考えていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今保健福祉課長から言われた関係は、パースから配置から全部ということに

なると、これ基本設計にならないのですか。パースというのは、肖像画というか、そうい

うのだから、ある程度間取りが決まらないとパースもできないということです。ですから、

基本設計をやるのなら基本設計やるとか、そういうことにしないと、これでは現況測量と

地質調査ですよね、それしか書いていないのです。先ほども言ったように現況調査は、あ

そこ全部町有地だから、先ほど福原議員の言われた振動調査だとか、そういうものを私は

この中である程度やったほうがいいのかなとは思いますけれども、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 私のほうから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。 

 先ほど保健福祉課長のほうからパースという答弁をさせていただきましたけれども、業

務の中でパースを作成するという予定はございませんので、おわびして訂正をさせていた

だきたいと思います。 

 配置平面図、この中では２万平米の中を一体といたしまして、東山区域から寿区域へ抜

ける連絡道路的な通路、中道路、そういったものですとか、現在予定している認定こども

園、これを西側に配置する場合、それもグラウンドを南北どちら側に配置するかであった

り、先ほどおっしゃられた余った残地、１万平米ほどできるわけですけれども、それを将

来的には恐らくはみのり祭りの駐車場等の用地として活用していくということも含めます

と、今建設する建物の基礎高、その高さ、それらが大きく波及するおそれがある。将来的

な敷地一体の使い方、これらも含めてこの敷地を今回調査をさせていただきたいという中

身で、大きく２万3,000平米という現況測量ということをさせていただいております。 

 あと、先ほど配置計画、ここはあくまでも必要な部屋の間取りですとか、大まかな建築

物の面積、それと認定こども園に対する駐車場ですとか、グラウンド、そういった配置、

周辺配置です。こちらを決定といいますか、提案をすると、そういったところまでの業務

の内容となっておりますので、若干の部分訂正、おわびして訂正をさせていただきながら

お答えとさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今の説明でわかりました。ただ、私は、先ほども言ったように現地調査につ

いては、レベルを見たらわかるのだし、テープを引っ張ったらある程度の長さ、面積、そ

れは出るのだから、そういうことぐらいはある程度自前でもできるのかなと。ただ、地盤

の中に何が入っているか、ごみが入っているとか、何が入っているとかと、そういう調査
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になると国会みたいなああいうことにもなってくるので、今の状況であれば地盤も余りい

いところでないので、山砂利や何か入れて上乗せしていくのだろうなと自分では思ってい

るのですけれども、そういうことで極力現況調査、測量も最小限にして、先ほど言った振

動の調査だとか騒音の調査も含めてこの中でやっていただければと思いますけれども、そ

れと先ほどの災害の関係で、空き家がごろごろしていると言ったらちょっとあれですけれ

ども、たくさんあるので、それの有効活用も含めてもっと検討していただければと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 最初の質問にお答えをさせていただきます。 

 この中で先ほど来から振動、騒音といったお話がございました。本業務を請け負った中

で、先ほど保健福祉課長からもお答えをさせていただきましたとおり、何とか方向性とし

ては今の業務請け負っていただいた業者の方と相談させていただきながら、そういった調

査ができるような方向で対処してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解く

ださい。 

〇田村議長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 防災倉庫の関係につきましては、繰り返しになりますが、これにつき

ましては31年度に公表された後に、今あったようなご意見等も踏まえながら総合的に判断

したいと考えますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 説明資料17ページ、その中の企画費の中で19節、笑顔輝く地域づくり支援事

業費、今回これで40万円ほど追加しているわけでございますけれども、せっかくの地域づ

くりということの中で、これもたしか今年も終わりだったのかなと思うのですけれども、

その辺も含めて確認だけ。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問ですけれども、笑顔輝く地域づくり支援事

業につきましては、今年度で終わりということではなくて、平成26年度以降５回この支援

を受けた事業につきましては今年度というか、26年度ですから、26、27、28、29、30と５

回になりますので、終了ということでご理解いただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 地域づくりということで、大変それぞれに苦労してやられていると思います

けれども、現在７つぐらいできているのかと思いますけれども、４年、５年と続けてきた

と。支援がなければその組織の存続の難しさも出てくるとすれば、それに対して同じよう

な交付金というか、助成というものが町として考えられるかどうか、ちょっと伺っておき

たいと思います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 笑顔輝く地域づくり支援事業のこれまでの経過なのですけれ

ども、それぞれ団体がございまして、その中でもこの補助金を活用したりとか、それから

支援事業の中でいきますと補助金の活用だけではなくて、町が後援になったりとか、町の

施設を無料で使えますよとか、それから広報紙でその事業について宣伝をするとか、そう

いった支援はこれまでも行ってまいりました。団体によりましては、この補助金を使いな

がらやっている団体と、そのほかには自己資金や実行委員会形式を組みながら、その負担

金をいただいたりとか、それから参加費や寄附金をいただきながらそれぞれこれまで行っ

てきたという経過になっております。もともと笑顔輝く地域づくり支援事業につきまして

は、それぞれ住民活動を行う団体が実施する事業に対しまして地域課題の解決ということ

で支援を行ってまいりました経過があるものですから、平成26年度に見直しを行っている

わけなのですけれども、基本的には同一の団体に毎年同一事業に対して補助金を出してい

くということになりますと、これは団体補助金と変わらない性格になってしまうというこ

とで、先ほど申し上げましたけれども、それぞれの町民の協働のまちづくりをする中で地

域コミュニティに伴う事業ということで行っている事業なものですから、５回という制限

をさせていただいたということでご理解をいただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第53号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩をいたします。 

 

午後 ３時２２分  休憩 

午後 ３時４０分  再開 
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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５ 認定第１号 

〇田村議長 日程第５、認定第１号 平成29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。 

 本件の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 議案書の９ページをごらん願います。認定第１号 平成29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29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30年９月３日提出、浦幌町長。 

〇田村議長 ここで、審議に入る前に平成29年度浦幌町各会計決算審査に係る監査委員の

意見についての説明を求めます。 

 代表監査委員。 

〇神谷代表監査委員 平成29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30年７月27日付浦総務第1055号で町長から審査に付された平成29年度一般会計ほか

８特別会計歳入歳出決算に関し、平成30年８月３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29年度全会計における決算は、予算額105億5,197万1,000円に対し歳入総額

105億98万5,000円、歳出総額101億9,066万7,000円、差引額３億1,031万8,000円、翌年度へ

繰り越すべき財源、繰越明許費繰越額4,952万7,000円、実質収支額２億6,079万1,000円で

終了し、予算に対する収入率99.5％、執行率96.6％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は２億1,028万2,000円、翌年度へ繰り越すべ

き財源、繰越明許費繰越額4,952万7,000円、実質収支額も１億6,075万5,000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、分担金及び負担金、繰入金、繰越金で

３億4,067万1,000円の増、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、諸収入で7,592万8,000円

の減となり、差し引き２億6,474万3,000円の増である。また、依存財源では、地方交付税、

地方譲与税で8,240万4,000円の減となったが、国庫支出金、道支出金、町債などで８億

2,021万3,000円の増となった。特に道支出金で２億2,013万8,000円、町債で７億4,323万

6,000円の増となっており、主な要因としては、道支出金においては産地パワーアップ事業

の実施（種芋選別施設）によるほか、町債にあっては給食センター改築事業実施によるも
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のが大きい。 

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

源、繰越明許費繰越額はないことから、実質収支額は１億３万6,000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1,256万4,494円で、前年度に対

し39万8,539円の減、負担金、使用料では負担金1,229万6,649円、使用料101万2,684円、貸

付金元利収入311万5,240円の総額1,642万4,573円となった。町税を含めた全体では2,898万

9,067円、前年度3,267万2,347円で、前年度に対し不納欠損額の町税54万5,535円と住宅使

用料20万2,156円を除き、293万5,589円が収納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、負担の公平性の観点からも、新たな滞納

の発生を未然に防止すること及び収納対策の持続的、また効果的な対策を行うため、各債

権の特性を考慮した収納事務のマニュアルを各担当課それぞれにおいて作成するなど、早

い時期の適切な対応と業務遂行水準の平準化を望むとともに、恣意的な滞納者に対しては

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29年度地方債発行額は、一般会計12億561万3,000円、特別会計１億1,170万円、総額

13億1,731万3,000円であり、平成29年度元利償還額は特別会計を含め11億2,132万1,000円

となった。平成29年度末現在高は、一般会計82億4,529万4,000円、特別会計32億3,060万

7,000円、総額114億4,890万1,000円である。前年度に対し３億1,990万1,000円が増額とな

った。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性の観点も踏まえ、

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29年度末基金残高の状況であるが、一般会計、９基金総額38億5,284万9,000円、前

年度、９基金40億8,592万8,000円、特別会計、３基金総額２億3,958万8,000円、前年度、

３基金１億7,308万9,000円となり、全会計総額40億9,243万7,000円、前年度42億5,901万

7,000円である。増減額は、一般会計で２億3,307万9,000円の減、特別会計で6,649万9,000円

の増、総額１億6,658万円の減となっている。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を鑑み、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0.168から0.176と微増したが、経常収支比

率は82.7％から85.9％と前年度と比較して3.2％上昇しており、平成27年度からは7.2％の

上げ幅となっており、来年度の状況を注視する必要がある。また、実質公債費比率は３カ

年平均で9.7％から8.7％と1.0％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。 

 本年度も西日本豪雨による自然災害が発生するなど、今後も予測不能の自然災害などが

予想されることから、財政の硬直化対策と同時にそれらに対応できる財政運営に努められ

るよう望む。 
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 以上であります。 

〇田村議長 次に、平成29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の説明

を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 別冊の水色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29年度予算執行の実績及び主要な施策の成果報告書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29年度会計別決算総括表でございます。各会計とも歳

入決算額の金額、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76億4,069万1,434円、歳出決算額74億3,040万

9,603円、執行率96.2％、繰越事業費繰越財源4,952万7,000円、実質収支額１億6,075万

4,831円。 

 特別会計でございます。町有林野会計、歳入決算額１億5,631万9,288円、歳出決算額１

億4,903万9,183円、執行率96.8％、繰越事業費繰越財源につきましては町有林野会計から

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省略させていた

だきます。実質収支額728万105円。 

 国民健康保険事業会計、歳入決算額９億5,110万9,081円、歳出決算額９億977万7,040円、

執行率97.4％、実質収支額4,133万2,041円。 

 後期高齢者医療会計、歳入決算額8,749万9,678円、歳出決算額8,743万997円、執行率

99.7％、実質収支額６万8,681円。 

 介護保険会計、歳入決算額６億5,837万954円、歳出決算額６億3,787万6,979円、執行率

96.5％、実質収支額2,049万3,975円。 

 浦幌町立診療所会計、歳入決算額２億7,973万3,541円、歳出決算額２億6,551万9,759円、

執行率96.0％、実質収支額1,421万3,782円。 

 公共下水道会計、歳入決算額２億8,428万9,316円、歳出決算額２億7,846万1,891円、執

行率99.2％、実質収支額582万7,425円。 

 個別排水処理会計、歳入決算額4,680万1,739円、歳出決算額4,577万7,612円、執行率

99.1％、実質収支額102万4,127円。 

 簡易水道会計、歳入決算額３億9,617万98円、歳出決算額３億8,637万4,215円、執行率

98.9％、実質収支額979万5,883円。 

 一般会計、特別会計を合わせました合計、歳入決算額105億98万5,129円、歳出決算額101億

9,066万7,279円、執行率96.6％、繰越事業費繰越財源4,952万7,000円、実質収支額計２億

6,079万850円でございます。 

 次に、２ページをごらん願います。平成29年度・平成28年度一般会計款別収入比較表で

ございます。平成29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いたします。

町税、収入済額６億5,161万１円、収入率102.4％、地方譲与税9,430万5,000円、106.6％、
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利子割交付金105万8,000円、264.5％、配当割交付金151万2,000円、151.2％、株式等譲渡

所得割交付金153万9,000円、171.0％、地方消費税交付金9,514万6,000円、118.9％、自動

車取得税交付金2,327万1,000円、193.9％、地方特例交付金124万7,000円、249.4％、地方

交付税32億3,042万7,000円、100％、交通安全対策特別交付金75万9,000円、94.9％、分担

金及び負担金１億6,840万4,653円、102.0％となっておりますが、平成30年度へ繰り越した

繰り越し財源107万1,000円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１億2,729万9,575円、103.0％、国庫支出

金４億3,315万6,780円、96.0％となっておりますが、平成30年度へ繰り越した財源1,790万

円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100％の収入率となります。道

支出金５億8,743万583円、83.5％となっておりますが、平成30年度へ繰り越した財源

3,955万円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88.5％の収入率となり

ます。財産収入6,348万2,611円、101.1％、寄附金3,552万6,000円、98.0％、繰入金５億

1,681万5,167円、100％、繰越金２億6,455万9,270円、100％、諸収入１億3,752万9,794円、

109.5％、町債12億561万3,000円、98.6％となっておりますが、平成30年度へ繰り越した財

源440万円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99.0％の収入率となり

ます。合計76億4,069万1,434円、99.0％ですが、平成30年度に繰り越した財源を除きます

と収入率は99.8％でございます。 

 次に、３ページをごらん願います。平成29年度・平成28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29年度収入済額及び収納率についてのみ区分ごとに

ご説明いたします。町民税、現年課税分２億8,840万8,526円、99.3％、滞納繰越分257万

1,715円、35.1％、計２億9,098万241円、97.8％でございます。固定資産税、現年課税分３

億449万6,805円、99.4％、滞納繰越分102万4,032円、19.1％、計３億552万837円、98.1％

でございます。軽自動車税、現年課税分1,592万5,480円、98.8％、滞納繰越分10万8,502円、

37.3％、計1,603万3,982円、97.8％でございます。町たばこ税、現年課税分のみで3,692万

9,581円、100.0％でございます。入湯税、同じく現年課税分のみで214万5,360円、100％で

ございます。計、現年課税分６億4,790万5,752円、99.4％、滞納繰越分370万4,249円、28.6％、

計６億5,161万１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29年度・平成28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29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7,091万1,188円、98.6％。総務費13億2,612万1,061円、

94.8％となっておりますが、平成30年度に繰り越した地方創生拠点整備交付金事業が予算

額に含まれており、これを除きますと実質97.3％の執行率となります。民生費11億2,884万

6,079円、98.7％。衛生費４億5,050万2,016円、97.8％。労働費761万4,758円、97.3％。農

林水産業費８億2,201万9,183円、85.4％となっておりますが、平成30年度に繰り越した合

流地区担い手育成型畑地帯総合整備事業、地籍調査事業が予算額に含まれており、これを

除きますと実質91.3％の執行率となります。商工費２億1,602万710円、96.7％。土木費７
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億7,008万8,626円、98.6％。消防費２億3,177万9,033円、98.6％。教育費15億4,377万

4,472円、98.4％となっておりますが、平成30年度に繰り越した中央公民館トイレ改修事業

が予算額に含まれており、これを除きますと実質99.3％の執行率となります。災害復旧費

１億2,391万7,515円、97.7％。公債費７億3,850万2,393円、99.9％。諸支出金31万2,569円、

93.6％。予備費については執行がございません。計74億3,040万9,603円、執行率96.2％で

すが、平成30年度に繰り越した事業費を除きますと実質97.6％での執行率でございます。 

 次に、５ページをごらん願います。平成29年度・平成28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は、平成29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7,702万8,386円、2.8％増。２節給料

４億6,863万2,047円、0.6％減。３節職員手当等２億6,716万8,185円、0.1％増。４節共済

費２億6,768万5,456円、0.1％減。５節、６節については、執行がございません。７節賃金

9,038万4,842円、3.4％減。８節報償費4,659万9,034円、9.2％減。９節旅費2,239万5,140円、

4.2％増。10節交際費11万2,780円、4.4％減。11節需用費３億1,127万3,845円、5.5％増。

12節役務費6,888万9,235円、14.5％減。減額の主なものは、ふるさとづくり寄附に係る返

礼品送料、旧厚内小学校廃棄物処理手数料及び災害応急に係る沖合漂着物処理手数料でご

ざいます。13節委託料５億3,575万1,327円、10.4％減。減額の主なものは、患者輸送バス

運行委託料、地積測量委託料、林道上出沢線開設事業に係る実施設計委託料及び給食セン

ター改築事業に係る実施設計委託料でございます。14節使用料及び賃借料２億1,776万

6,500円、12.2％減。減額の主なものは、災害応急に係る機械借上料でございます。15節工

事請負費13億8,297万3,480円、129.6％増。増額の主なものは、給食センター改築事業費で

ございます。16節原材料費243万6,540円、5.8％減。17節公有財産購入費83万5,269円、94.5％

減。減額の主なものは、旧桜町歯科診療所の医師住宅購入費でございます。18節備品購入

費１億2,353万3,569円、1.4％増。19節負担金補助及び交付金14億3,454万4,971円、37.0％

増。増額の主なものは、備荒資金組合超過納付金及び産地パワーアップ事業補助金でござ

います。20節扶助費３億5,855万361円、4.8％増。増額の主なものは、障害介護等給付費及

び自立支援医療給付費でございます。21節貸付金１億1,000万円、前年度同額でございます。

22節補償補てん及び賠償金565万8,040円、50.7％減。減額の主なものは、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７億3,943万1,763円、

11.7％増。増額の主なものは、公債費償還額でございます。24節投資及び出資金67万

4,500円、4.3％減。25節積立金２億7,765万7,083円、46.9％増。増額の主なものは、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138万5,830円、34.4％減。減額の主なものは、自動車重量税でございます。28節繰出

金６億1,904万1,420円、2.1％減。減額の主なものは、公共下水道特別会計繰出金及び簡易

水道特別会計繰出金でございます。29節予備費については、執行がございません。計74億

3,040万9,603円、19.7％増でございます。 

 次に、６ページをごらん願います。平成29年度普通会計収入の状況でございます。この



                                             － 64 － 

表につきましては、決算額を臨時的なものと経常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が、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２億5,045万2,000円、こちらが

特別交付税になります。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29億7,997万5,000円、こちらが普通交付税でございます。区分の中段、分担金及び負

担金から諸収入まで同様に仕分けされており、表の下から２行目の地方債の欄の臨時的な

ものの一般財源１億5,101万3,000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、歳入合計額の経常 

的なものの一般財源38億8,666万6,000円と地方債の欄の臨時財政対策債１億5,101万

3,000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29年度普通会計支出の状況でございます。こち

ら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。

表の中段より少し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。投資的経費の平成29年度決算額は18億2,796万4,000円で、この内訳につきまして

は12ページから18ページまでの平成29年度普通会計投資的経費内訳表に記載してございま

すので、後ほどごらん願います。 

 次に、平成29年度の経常収支比率でありますが、表の下段、中ほどの列にあります平成

29年度経常的なものの一般財源の歳出合計34億6,942万9,000円を分子とし、前のページの

地方債における臨時的なものの一般財源１億5,101万3,000円と歳入合計の経常的なものの

一般財源38億8,666万6,000円との合計額40億3,767万9,000円が分母として算出されるもの

で、７ページの表、右から５列目、下段の経常収支比率85.9％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29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。この表につきましては、平成28年度末現在高と平成

29年度発行額並びに平成29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28年度末現在高77億1,588万6,000円、平成29年度の発行額は12億561万

3,000円、平成29年度末現在高につきましては82億4,529万4,000円でございます。特別会計

も含めました全体の総合計につきましては、28年度末現在高111億2,900万円、平成29年度

発行額13億1,731万3,000円、平成29年度末現在高114億4,890万1,000円でございます。前年

度末と比較し、合計で３億1,990万1,000円の増となっております。これは、給食センター

の改築事業など借入額の増加によるものでございます。 

 次に、９ページごらん願います。平成29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28年度末残高と平成29年度
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末残高についてのみご説明いたします。一般会計の平成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、平成29年度末残高につきましては９基金の合計で38億

5,284万9,000円でございます。特別会計を含めた総合計の平成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、平成29年度末残高につきましては12基金の合計で

40億9,243万7,000円でございます。前年度末と比較し、合計で１億6,658万円の減となって

おります。これは、財政調整基金繰入額の増加によるものでございます。 

 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29年度の支出額及び平成30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29年度支出額につきましては合計額１億7,692万

円、平成30年度以降支出予定額につきましては３億4,875万1,000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でございます。各名称区分

における説明につきましては、平成29年度の数値についてのみご説明をいたします。標準

財政規模39億7,888万円、基準財政収入額６億7,487万5,000円、基準財政需要額36億5,773万

6,000円でございます。財政力指数につきましては、３カ年平均で0.176、平成29年度単年

度では0.185、経常収支比率につきましては85.9％でございます。なお、経常収支比率につ

いては昨年度と比較して3.2％増となっておりますが、これは収入における普通交付税の減

額と支出における公債費の増額が主な要因でございます。 

 次に、12ページをごらん願います。先ほどもご説明いたしましたが、平成29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18ページに

かけて記載してございますので、後ほどごらん願います。 

 18ページの次をお開き願います。水色のページがございますが、その次の１ページから

39ページまでにつきましては、平成29年度の一般会計の決算説明資料でございます。その

次の40ページから58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願います。 

 また、特別会計の次の水色のページ以降につきましては、１ページから最終29ページま

で、監査委員様から提出されました平成29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29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、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 平成29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29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
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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29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についての

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29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76億4,069万1,434円、２、

歳出総額74億3,040万9,603円、３、歳入歳出差引額２億1,028万1,831円、４、翌年度へ繰

り越すべき財源、（２）繰越明許費繰越額4,952万7,000円、計4,952万7,000円、５、実質収

支額１億6,075万4,831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。 

 

    ◎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９月12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９月12日午前10時から本

会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会といたします。 

延会 午後 ４時１９分 


