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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９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。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 議案第２号 

〇田村議長 日程第１、議案第２号 浦幌町空家等の適正管理に関する条例の制定につい

てを議題といたします。 

 本件は、平成30年３月５日開会の第１回町議会定例会で総務文教厚生常任委員会に審査

を付託された事件であります。 

 これより委員長の報告を求めます。 

 総務文教厚生常任委員会、阿部委員長。 

〇阿部総務文教厚生常任委員長 総務文教厚生常任委員会委員会審査報告書。 

 本常任委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、浦幌町議会

会議規則第77条の規定により報告します。 

 事件の番号、議案第２号、件名、浦幌町空家等の適正管理に関する条例の制定について、 

審査の結果、原案可決であります。 

 平成30年３月５日開催の平成30年第１回浦幌町議会定例会初日において本委員会に付託

されました事件について、３月９日に総務文教厚生常任委員会を開催し、浦幌町空家等の

適正管理に関する条例の制定について慎重に審査いたしました。 

 提案されました条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、空家等対策計

画を策定し、これに基づく施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項を定め、

町民の生活環境を確保し、安全で安心して暮らすことのできる町の実現に寄与することを

目的としているものであります。 

 条例の内容につきましては、議案書及び議案説明書、資料のとおりでありますが、第１

条から第17条までの構成となっております。第３条では、所有者の責務として周辺の生活

環境に悪影響を及ぼさないよう空き家等を管理することがうたわれております。第４条で

は、町の責務として空家等対策計画の策定と計画に伴う施策の実施が規定され、町はこれ

に基づき空き家対策をすることとなります。第５条では町民からの情報提供を求めること

とし、第６条では関係機関に必要な措置を要請することができるとしています。第７条以

降に空家等対策協議会の設置及び組織構成、委員に関しての取り扱い等が規定してありま

す。 

 本委員会におきましては、各委員の活発な議論のもと、また委員外議員の出席も含め慎
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重に審査させていただき、浦幌町空家等の適正管理に関する条例の制定は原案のとおり可

決することに決定いたしましたことを報告申し上げ、以上で委員会審査報告といたします。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 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２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２ 議案第９号 

〇田村議長 日程第２、議案第９号 浦幌町介護保険条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

 本件は、平成30年３月５日開会の第１回町議会定例会で総務文教厚生常任委員会に審査

を付託された事件であります。 

 これより委員長の報告を求めます。 

 総務文教厚生常任委員会、阿部委員長。 

〇阿部総務文教厚生常任委員長 総務文教厚生常任委員会委員会報告書。 

 本常任委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、浦幌町議会

会議規則第77条の規定により報告します。 

 事件の番号、議案第９号、件名、浦幌町介護保険条例の一部改正について、審査の結果、

原案可決であります。 

 平成30年３月５日開催の平成30年第１回浦幌町議会定例会初日において本委員会に付託

されました事件について、３月９日総務文教厚生常任委員会を開催し、浦幌町介護保険条

例の一部改正について慎重に審査しました。 

 提案されました条例は、浦幌町老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定審議会より答

申された介護保険事業計画をもとに平成30年度から平成32年度までの保険料を改正するも

のです。また、介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、被保険者等に関する審

査に適正な理由なしに従わなかった場合等における過料の対象者について、第１号被保険

者の配偶者等に第２号被保険者の配偶者等が加えられたため、本条例においても同様に改

正するものであります。 

 審査に当たりましては、本委員会において確認してまいりましたが、昨年11月22日を第
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１回目として老人福祉計画・介護保険事業計画策定審議会において浦幌町の高齢者が安心

して暮らすことができるように高齢者に関する施策を総合的かつ計画的に推進するととも

に、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るため、審議会委員の活発なる発言の

もと審議会が開催され、本条例提案のもととなる老人福祉計画・介護保険事業計画につい

ては１月22日から２月15日までパブリックコメントを実施されております。また、町地域

包括支援センター運営協議会、浦幌町介護保険運営協議会におきましても協議されており

ます。 

 保険料につきましては、説明資料のとおり保険料基準額を5,550円から5,400円で150円の

減額となり、各段階の年額保険料については記載されているとおりであります。保険料に

あっては、人口の推計、介護サービスの見込み量、介護給付費及び予防給付費の推計、基

金の状況なども踏まえ算定されている状況であります。 

 本委員会におきましては、各委員の活発な議論のもと、また委員外議員の出席も含め慎

重に審査させていただき、浦幌町介護保険条例の一部改正は原案のとおり可決することに

決定しましたことを報告申し上げ、以上で委員会審査報告といたします。 

〇田村議長 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これより議案第９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を願います。 

（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。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、ここで暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１４分  休憩 

午前１０時３４分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第３ 議案第２１号 

〇田村議長 日程第３、議案第21号 平成30年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 平成30年度予算をご審議いただく前に、私から予算の概略について説明をさ

せていただきたいと思います。 

 国の平成30年度当初予算は、２月28日に衆議院で可決されまして参議院に送られました

が、憲法の規定により年度内成立が確定しております。97兆7,128億円と６年連続で過去最

大を更新する予算が編成されました。地方財政対策としては、一般財源総額において平成

29年度を上回る額が確定されたところでありますけれども、地方公共団体の重要な財源で

ある地方交付税につきましては出口ベースで前年度比2.0％の減、臨時財政対策債について

は前年度比1.5％減となっているところであります。地方創生が叫ばれる中、町政の執行に

当たっては迅速な対応とまちづくりが求められているところでありますが、日本社会も人

口減少や少子高齢化などの構造的な課題に対処するためには、国と地方が直面する課題に

お互いに向き合いながら、それぞれ実情に応じ自主性と主体性を最大限発揮して責任を果

たしていく必要があると考えているところであります。このような状況の中で、一般財源

の多くを地方交付税に依存している本町の財政構造から、平成30年度予算については引き

続き行政の効率的運営と財政基盤強化を図るため、財政の健全化に努めながら、人口減少

対策を最重要課題として捉え、浦幌町第３期まちづくり計画の後期計画を基本に重点プロ

ジェクトを強力に推し進めるための予算編成を行ったところであります。一般会計予算は、

総額62億6,700万円で、前年度当初予算比の６億6,900万円減、99.6％の減といたしました。

８特別会計を合わせた総額は89億5,917万円であり、前年度当初予算比７億6,500万円の減、

7.9％減としました。 

 地方交付税の減額が見込まれることから、財源としてふるさと納税によるふるさと基金

を子どもが健やかに育つ環境づくり事業、大いなる田舎まちづくり事業などの各事業に

4,702万円を充当し、地域振興基金から町民が安心して安全な暮らしを確保できるように、

定住対策推進のための重点プロジェクトを中心に1,945万円を充当するとともに、前年に引

き続き財政調整基金から２億8,200万円を繰り入れたところであります。新規事業及び継続

事業のハード事業やソフト事業の主な事業につきましては、町政執行方針で述べさせてい

ただきましたほか、桜町歯科診療所デジタルエックス線撮影装置購入、給食センターの既

存施設の解体工事及び外構工事費、今後建設予定の防災倉庫実施設計委託料や地域防災計

画の更新にかかわる地域防災計画等の策定委託料、そのほかＪアラート受信機更新事業な

どを計上しています。限られた財源の中でありますけれども、効果的で効率的な行政運営

に努めて浦幌町第３期まちづくり計画に基づくまちづくりを今後とも進めるとともに、町

民の安全、安心を確保しながら、住民生活の充実に向けた積極的な予算編成をしたところ

であります。 

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

きましては副町長、担当課長から説明させますので、よろしくお願いをいたします。 
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 以上で概略説明とさせていただきます。 

〇田村議長 続いて、平成30年度予算説明書附表の説明を求めます。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 それでは、平成30年度予算書附表を説明させていただきます。 

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

左側の各会計予算比較表でございますが、平成30年度予算額、一般会計62億6,700万円、町

有林野特別会計など８特別会計を含む総計で89億5,917万3,000円になります。比較増減で

ありますが、一般会計につきましては前年度当初比６億6,900万円、9.6％の減となってお

ります。一般会計、特別会計の総計で前年度当初比７億6,505万2,000円、7.9％の減となっ

ております。 

 特別会計の主な増減要因といたしましては、町有林野会計において前年度比で1,541万

9,000円減ですが、これは森林環境保全整備事業における事業進捗から森林作業道等の事業

費1,646万4,000円が主な減額要因であります。国保事業会計の5,877万4,000円減は、本年

４月１日から国民健康保険の財政運営の主体が市町村から北海道に移ることから保険税の

取り扱いについては現状と同じ浦幌町が徴収しますが、北海道国民健康保険団体連合会に

納付する療養給付費において3,098万円の増、平成29年度までは社会保険診療報酬支払基金

へ後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、介護納付金等を納付していましたが、これを要

しないことから３億6,209万3,000円の減、新たに北海道へ納付する医療給付費、後期高齢

者支援金、介護納付金に係る２億7,215万4,000円が主な要因であります。後期高齢会計の

558万3,000円の増は、後期高齢者医療広域連合に納める納付金において427万9,000円が増

額要因として占めておりますが、保険料軽減特例の見直しに対応するシステム改修委託料

54万円が新規追加となることも増額要因となっております。公共下水道会計における

2,548万7,000円の減は、下水道建設事業における汚水管カメラ調査に係る委託料900万円が

新規追加となりますが、委託料全体では1,100万円の減、北栄マンホールポンプ所の設備更

新1,650万円の新規追加がありますが、終末処理場における機械設備の更新を含めた全体の

工事請負費で700万円の増、そして一部償還が完了したことによる長期債償還元金及び利子

額で2,037万5,000円の減が主たる要因であります。個別排水会計の501万9,000円減は、浄

化槽保守点検業務委託料で127万4,000円増となりますが、個別排水処理施設工事について

設置数６基を見込んだことによる620万円の減が要因となるものでございます。簡易水道会

計の1,561万5,000円の増は、新規追加による簡易水道資産台長作成業務委託料1,000万円、

浦幌浄水場ほか３監視制御システム更新基本設計業務委託料600万円が主たる増額要因と

なるものであります。 

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

ら他会計への繰出金でございますが、町有林野会計など８特別会計に６億6,769万8,000円

を繰り出しております。総計から重複計を引いた純計は82億9,147万2,000円で、前年度と

比較しますと７億6,410万7,000円の減となっております。 
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 次のページの一般会計歳入歳出総括表につきましては、説明を省略をさせていただきま

す。 

 次に、一般会計の歳入及び歳出に係る款別比較表についての説明ですが、歳入歳出に係

る各科目の内容につきましては、後ほど各説明員から各会計歳入歳出予算書の説明におい

て前年度と比較して大きな増減につきましてはその内容の説明がございますので、ここで

の詳細にわたる説明は省略し、前年度と比較し増減の主なものをご説明いたします。平成

30年度予算の編成におきましては、第３期まちづくり計画の後期計画を基本として、重点

プロジェクトを中心に各事業施策を推し進めるための編成に当たったところでございま

す。 

 初めに、３ページから始まる一般会計歳入款別比較表についてご説明いたします。３ペ

ージをごらんおき願います。１款町税400万2,000円の増につきましては、個人町民税及び

法人町民税の増が主な増額要因となるものですが、固定資産税については評価がえによる

土地評価に係り価格が下がったこととたばこ税についても健康志向の高まりから年々減額

傾向にあることから減額を見込んでおります。６款地方消費税交付金300万円の増及び７款

自動車取得税交付金200万円の増は、いずれも前年度の実績見込み額によるものでありま

す。９款地方交付税500万円の減は、普通交付税の減額によるものが大きく、前年度の実績

比で見ますと前年度交付額29億7,997万5,000円でありますので、3.4％の減で見込んでおり

ます。12款使用料及び手数料の201万4,000円減は、公営住宅使用料において230万円減が主

な要因であります。 

 次に、４ページをごらん願います。13款国庫支出金3,474万9,000円の減は、給食センタ

ー改築事業の充当財源である学校施設環境改善交付金3,311万3,000円減が主な要因であり

ます。地方創生交付金については、常室ラボ運営事業負担金に充当するものであります。

14款道支出金1,808万1,000円の増は、地籍調査事業の充当財源である道負担金1,849万

1,000円の増によることが主な要因でございます。16款寄附金4,000万円の減は、ふるさと

づくり寄附金の減によるものであります。17款繰入金5,672万1,000円減は、財政調整基金

繰入金5,400万円減によるところが主な内容であります。なお、ふるさとづくり基金活用事

業の内容につきましては、この予算書附表の中の各会計予算説明資料の一般会計説明資料

40ページにその内容を記載しておりますので、ごらんおきを願います。その他基金からの

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

間賃貸住宅建設促進事業補助金、出産祝金、新規就農者営農促進補助金、転入者はまなす

商品券贈呈、新規創業等促進補助金、店舗等リフォーム補助金の７つの事業に充てるため

に地域振興基金から1,945万円を繰り入れする内容でございます。 

 ５ページに移りまして、20款町債５億5,990万円の減は、過疎対策事業債において６億

1,460万円減が主たる減額要因ですが、全会計予算説明資料における一般会計予算説明資料

13ページにあります20款１項町債、８目教育債の給食センター改築事業費７億3,460万円

減、新規事業で教職員住宅整備事業債3,790万円、スクールバス車庫建設事業債2,320万円
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の追加が主な内容となるものでございます。 

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

行う拡充事業または大型事業と新規の特徴的な事業のみご説明させていただきます。継続

して行う拡充事業または大型の主な事業といたしましては、６ページの３款民生費、下か

ら３行目、学童保育所運営経費928万1,000円については平成29年第３回定例会において補

正予算の専決処分におけるご承認を賜り、上浦幌児童クラブについて試行的に開所運営し

ておりましたが、引き続き運営を行うためその経費を見込んでの増額となるものでありま

す。 

 ７ページの６款農林水産業費、上から７行目、地籍測量委託料5,450万8,000円について

は常室、円山、常豊の一部を実施するもので、範囲の拡大を進め、進捗率48.79％を目指す

ものであります。次の行のうらほろ森林公園遊歩道補修工事1,925万円は、ふるさとづくり

基金を財源として進めるものでございます。 

 次のページの８ページ、８款土木費、上から３行目、改良舗装を行うところの相川川西

線道路整備事業、続いてその下の光南３丁目通道路整備事業、次の行の北栄５条通道路整

備事業、以下橋梁長寿命化修繕事業、町道の舗装修繕を実施する老朽化対策事業について

継続して行う事業であり、それぞれ２億4,550万円、5,060万円、5,420万円、8,550万円、

１億円の事業費を見込んでおります。 

 ９ページの10款教育費において上から２行目の上浦幌中央小学校教員住宅整備事業

3,790万円は、１棟２戸の住宅を建設更新するものであります。以上が継続して行う拡充事

業または大型の主な事業であります。 

 次に、新規の特徴的な事業についてご説明いたします。６ページに、恐れ入ります。戻

りまして、２款総務費、上から１行目、指定金融機関派出所事務手数料、現在町出納室窓

口業務において指定金融機関による業務を無償で一部行っていただいておりますが、近年

の金融事情から応分の負担となるもので、手数料108万円を計上しております。次の住民基

本台帳ネットワークシステム導入支援委託料、現システムの更新導入に係る委託料で339万

2,000円を見込んでおります。上から７行目、解体工事実施設計委託料は、旧上浦幌小学校

校舎等の解体に係る設計委託料として730万円を見込んでおります。 

 次に、7ページに移りまして、３款民生費における上から３行目、スチームコンベクショ

ン購入費157万7,000円は、養護老人ホームの備品購入であります。同じページの４款衛生

費、上から２行目、消火栓設置工事負担金250万円は、簡易水道特別会計に拠出する負担金

で、学校給食センター付近での消火栓設置に係る工事費相当分であります。同じく上から

７行目、デジタルレントゲン機器購入862万3,000円は、桜町歯科診療所に設置する機器購

入費であります。続いて、５款労働費、常室ラボ運営事業負担金は、平成28年度から旧常

室小学校において地方創生交付金を活用しながら行ったサテライトオフィス・コワーキン

グ実証事業をもとに新たな雇用の創出、交流人口の拡大等を図るため、旧常室小学校を拠

点に運営するための費用で、地方創生交付金及びふるさとづくり基金を財源とするもので



                                             － 11 － 

あります。６款農林水産業費、上から４行目、栄穂地区排水路補修工事700万円は、平成29年

度当初予算において調査測量、設計委託を行ったことに基づく工事費用であります。上か

ら６行目、栄穂地区担い手育成型畑地帯総合整備事業工事負担金782万円は、道営土地改良

事業の工事に係る負担金を拠出するものであります。最終行の大津漁港船揚場減災対策事

業補助金1,040万円は、災害時における漁船の減災対策を行う事業において大津漁業協同組

合、豊頃町、浦幌町で負担する内容で、本町負担分の金額であります。 

 ８ページに移りまして、８款土木費、下から３行目、東山団地公営住宅購入１億3,614万

4,000円は、浦幌町公営住宅等長寿命化計画に基づく２棟６戸の建てかえ事業であります。

９款消防費、上から４行目、防災倉庫実施設計委託料610万円は、防災備品の集約保管を図

るところを目指すもので、緊急防災・減災対策事業債により全額充当財源とするものであ

ります。次の行の地域防災計画等策定委託料565万円は、近年の災害状況から見直しを必要

とすることから行うものであります。下から３行目のＪアラート受信機更新工事290万円

は、住民に緊急情報を知らせる全国瞬時警報システムであるＪアラートの伝達時間の短縮

を図る更新内容であり、緊急防災・減災対策事業債により全額充当財源とするものであり

ます。 

 ９ページに移りまして、10款教育費、下から３行目、スクールバス車庫建設事業2,320万

円は、平成29年第３回町議会臨時会におけるスクールバスに係る財産の取得についてご議

決をいただきました当該車両の車庫を整備するもので、過疎対策事業債により全額充当財

源とするものであります。続いて、下から２行目、浦幌パークゴルフ場改修工事180万円は、

老朽化に対応するためセンターハウス床及びバンカーの改修を行うものであります。 

 以上で歳出についての説明を終わります。 

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

略させていただきますので、後ほどごらんおきを願いたいと思います。 

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

が、まず14ページ上段の一般会計における増減でご説明をいたします。人件費、前年度比

4,086万1,000円の増、このことにつきましては職員の給与及び期末、勤勉手当支給率並び

に共済組合納付金掛金率の改定、スクールバス運行に係り一部直営への変更に伴う嘱託運

転手の増員及び外国語指導助手の増員によることが主たる要因であります。なお、スクー

ルバス運行に関して物件費におけるスクールバス運転業務委託料について2,490万円の減

額が伴うものであります。次に、物件費、維持補修費315万2,000円の減は、物件費で1,029万

2,000円増、維持補修費で1,344万4,000円減によるもので、物件費においては燃料費の482万

3,000円増、光熱水費598万8,000円の増が影響しているもので、維持補修費においては浦幌

太排水機場に係る修繕料1,363万円減が主な内容でありますが、チェーンコンベヤー等の修

繕整備が終了したことによるものであります。次に、扶助費、補助費等につきましては

6,327万2,000円の減、これは扶助費では406万6,000円の減と補助費等において5,920万

6,000円の減によるもので、扶助費においては平成29年度終了による臨時福祉給付金
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1,725万円減、障害福祉サービス等給付費971万6,000円増、障害医療給付費507万6,000円増、

補助費等についてはうらほろスタイル推進事業負担金で1,487万6,000円減、返礼品等のふ

るさと寄附事業で1,500万円減、とかち広域消防事務組合における各負担金で1,362万

5,000円減、十勝圏複合事務組合分担金における塵芥処理及びし尿処理分1,255万5,000円減

が主な減額内容でございます。次に、普通建設事業費、災害復旧事業費につきましては５

億9,256万8,000円の減ですが、主な増減額要因は給食センター改築事業費７億9,231万

5,000円減、町道相川川西線ほか２路線の改良舗装及び橋梁長寿命化、道路老朽化対策事業

における道路建設補助事業費において9,130万円増、公営住宅購入費１億3,614万4,000円の

新規追加によることが主な増額要因であります。公債費は1,081万8,000円の減ですが、長

期償還に係る元金で237万2,000円、利子で844万6,000円減となるものでございます。繰出

金は、特別会計への繰出金ですが、155万4,000円の増は公共下水道特別会計2,558万1,000円

減、簡易水道特別会計2,791万2,000円増による増減が主な要因であります。その他につき

ましては、ふるさとづくり基金積立金4,000万円減が主にそのほかの全体を占めておりま

す。 

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

明いたします。人件費4,636万4,000円、3.5％の増、物件費、維持補修費で70万4,000円、

0.04％の減、扶助費、補助費等で１億3,031万8,000円、4.8％の減、普通建設事業費、災害

復旧事業費は６億779万2,000円、29.4％の減において、18ページから29ページまでに記載

しております全会計主な事業費調べの事業のうち米印のついているものが投資的経費とし

て普通建設事業費、災害復旧事業費の対象事業でありますが、29ページをごらんいただき

たいと思います。29ページでございますけれども、全会計、本年度投資的経費合計の金額

14億6,272万8,000円は、恐れ入ります。15ページにお戻りいただきまして、15ページの一

般会計と特別会計の合計額の普通建設事業費、災害復旧事業費の合計額14億6,272万

8,000円と同額となっているものでございます。引き続き15ページですが、公債費3,222万

3,000円、2.9％の減、出資金、貸付金は同額で増減ゼロ円でございます。繰出金155万

5,000円、0.2％の増、その他4,193万4,000円、44.2％の減となっております。 

 次に、16ページ、17ページをごらんおき願います。一般会計債務負担行為総括表につい

てでありますが、平成30年度予算額合計は17ページの下の段になりますが、１億6,762万

7,000円、そのうち一般財源につきましては１億6,688万円であります。次に、右側の平成

31年度以降支出予定額は、合計が２億3,124万8,000円で、うち一般財源につきましては２

億2,853万6,000円となっております。 

 次のページ、18ページから29ページまでの全会計主な事業費調べにつきましては、説明

を省略いたしますので、後ほどごらんおきを願いたいと思います。 

 続きまして、29ページの次のページの薄い桃色の表紙がありますが、給与費明細書につ

いての説明をいたします。最初に、浦幌町一般会計予算書の付表として給与費明細書とな

っております。１ページから全72ページまでこの付表がございますが、一般会計から各特
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別会計までの全会計における給与費明細の内容となります。まずは、１ページの給与費明

細書をごらんおき願います。一般会計の給与費明細書でありますが、特別職に係る内容で、

表の比較欄におけるその他の特別職の人数が前年度比30名の増となっていますが、漁業セ

ンサス等の指定統計調査調査員等における増員の内容となるものであります。給与費、共

済費の合計、表の一番下の右側の欄になりますが、前年度対比1,484万4,000円の増となっ

ております。内訳は、下の比較の欄でご説明をいたします。給与費の合計で1,515万6,000円

の増、共済費31万2,000円の減の内容でございます。 

 次に、２ページをごらんおき願います。一般会計における一般職につきましての内容で

あります。職員110人で前年度比２人増でありますが、欠員補充の内容でございます。給与

費、共済費の合計で前年度比1,491万2,000円の増となっております。 

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

ども、一般会計、特別会計における９会計全体で職員数は129名となり、前年度比２名の増

でございます。一般職の給与費、共済費の総合計は９億8,752万4,000円で、前年度対比で

2,058万4,000円、2.1％の増となっております。 

 以上で平成30年度予算説明書附表の説明を終わります。 

〇田村議長 次に、議事の進行上、第２表、地方債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 予算書の１ページをごらん願います。議案第21号 平成30年度浦幌町

一般会計予算。 

 平成30年度浦幌町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ62億6,700万円と定める。 

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

る。 

 （地方債） 

 第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 （一時借入金） 

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

10億円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

 第４条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

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

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 平成30年３月５日提出、浦幌町長。 
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 ２ページをごらん願います。２ページの第１表、歳入歳出予算につきましては説明を省

略させていただきます。 

 次に、７ページをごらん願います。第２表、地方債、起債の目的、過疎対策事業、限度

額３億7,970万円、内容につきましては移住・交流・若者の定住促進対策事業、限度額500万

円、うらほろスタイル推進事業、限度額800万円、地域公共交通確保事業、限度額1,000万

円、高等学校等就学費補助事業、限度額200万円、紙おむつ購入費助成事業、限度額120万

円、介護事業運営補助事業、限度額4,200万円、消火栓設置事業、限度額250万円、医療費

無料化事業、限度額800万円、雇用促進事業補助事業、限度額190万円、模範牧場作業用機

械購入事業、限度額1,650万円、合流地区担い手育成型畑地帯総合整備事業、限度額1,900万

円、林道上出沢線開設事業、限度額1,270万円、道路建設補助事業、限度額１億2,300万円、

橋梁長寿命化修繕事業、限度額3,340万円、住宅リフォーム補助事業、限度額300万円、教

職員住宅整備事業、限度額3,790万円、スクールバス車庫建設事業、限度額2,320万円、学

校給食費補助事業、限度額1,400万円、給食センター改築事業、限度額1,640万円、以上が

過疎対策事業に係る内容でございます。次に、公共施設等適正管理推進事業、限度額8,280万

円、内容につきましては老朽化対策事業でございます。公営住宅建設事業、限度額6,340万

円。緊急防災・減災対策事業、限度額900万円、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。臨時財政対策債、限度額１億4,600万円。限度額の計で６億8,090万円で

ございます。起債の方法につきましては、証書借入又は証券発行、利率は年5.0％以内（た

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

当該見直し後の利率）、償還の方法につきましては政府資金又は金融機関等の融通条件によ

る。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は

低利債に借換することができる。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 地方債までの質疑は、歳入の質疑とあわせて行いたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、地方債までの質疑は、歳入の質疑とあわせて行うことに決定をいたしました。 

 次に、歳入歳出予算事項別明細書の審議は、便宜上歳出から行いたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、歳入歳出予算事項別明細書の審議は、歳出から行うことと決定をいたしました。 

 次に、平成30年度浦幌町一般会計予算及び特別会計予算の９議案は、本会議での質疑を

３回までとする会議規則第55条の規定を適用しないで審議を進めたいと思いますが、これ
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にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、平成30年度浦幌町一般会計予算及び特別会計予算の９議案は、会議規則第55条

の規定を適用しないで審議することに決定をいたしました。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、ここで暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１１分  休憩 

午前１１時１６分  再開 

 

〇田村議長 会議を開きます。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１６分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 休憩前に引き続き議案第21号 平成30年度浦幌町一般会計予算の審議に入ります。 

 予算の審議は、各会計予算審査順序予定表に従って進めます。また、説明は配付してお

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

す。 

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

 議会事務局長。 

〇新川議会事務局長 予算書29ページをお開き願います。あわせまして説明資料につきま

してはお手元に配付のこちらのピンクの表紙の資料で平成30年度予算説明資料、附表と記

載された資料になります。中ほどより後ろのほうに同じくピンク色の合紙がありまして、

各会計予算説明資料と記載されております。そのピンク色の合紙をめくっていただきます

と１ページに平成30年度一般会計予算説明資料となっております。39ページまでが一般会

計の予算説明資料となります。議会費の説明資料につきましては、14ページになります。 

 最初の予算書に戻りまして、予算書の29ページでございます。１款１項１目議会費、本
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年度予算額7,375万6,000円、この科目につきましては議会の運営に係る経費であります。

増額の主な内容は、11節需用費で議会だより発刊に係る印刷製本費及び13節委託料で議会

等会議システム保守点検料でございます。減額の主な内容は、14節使用料及び賃借料で議

場等会議システムのリース終了によるものでございます。そのほか特に説明を加える事項

はございません。 

 次に、46ページをお開き願います。２款総務費、６項１目監査委員費、本年度予算額257万

6,000円、この科目につきましては監査の運営に係る経費であります。特に説明を加える事

項はございません。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に２款１項１目一般管理費から４項１目選挙管

理委員会費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 一般会計予算書30ページをごらん願います。あわせまして予算説明資

料14ページをごらん願います。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予

算額３億374万4,000円、この目につきましては総務所管事務に要する予算及び庁舎管理に

要する経費でございます。増額の主なものは、12節役務費、手数料のうち指定金融機関派

出所事務手数料108万円の増額の内容でございます。減額の主なものは、２節給料で419万

5,000円の減額の内容でございます。１節報酬、13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節

備品購入費につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、予算書32ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料14ページから16ペ

ージをごらん願います。２目情報化推進管理費、本年度予算額１億3,756万9,000円、この

目につきましてはクラウドコンピューターに対応した各種電算システム、総合行政ネット

ワークシステム、庁内ネットワークシステム等の維持管理に要する経費であります。増額

の主なものは、ＬＧＷＡＮシステム更新に伴う総合行政ネットワークサービス提供設備更

新委託料84万6,000円及び備品購入費89万7,000円の増、次期庁内ネットワークシステム更

新に係る庁内ネットワークシステムリプレース基本設計委託料108万円の増、住民基本台帳

ネットワークシステム更新に係るシステム導入支援委託料339万2,000円の増額の内容で

す。減額の主なものは、セキュリティークラウドへの移行完了に伴う庁内イントラネット

ワーククラウドサービス環境設定業務委託料238万7,000円の減額の内容でございます。

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

いては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書35ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料16ページをごらん願いま

す。５目財産管理費、本年度予算額1,443万7,000円、この目につきましては町有財産の管

理に要する経費であります。増額の主なものは、13節委託料で公共建築物除却に係る実施
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設計委託料730万円の増額の内容です。減額の主なものは、15節工事請負費で雑種家屋火災

警報器取りかえ工事費170万円、旧職員住宅解体工事費400万円の減額の内容です。13節委

託料、17節公有財産購入費につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 ６目財政調整等基金費、本年度予算額5,127万2,000円、この目につきましては基金の積

み立てに要する経費でございます。減額の主なものは、ふるさとづくり基金積立金で

4,000万円の減額の内容でございます。 

 38ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料17ページをごらん願います。９

目公平委員会費、本年度予算額２万2,000円、この目につきましては公平委員３名による２

回の公平委員会開催に要する経費でございます。１節報酬につきましては、予算説明資料

に記載のとおりでございます。 

 40ページをごらん願います。あわせまして説明資料18ページをごらん願います。12目職

員厚生費、本年度予算額982万9,000円、この目につきましては職員の福利厚生、職員研修

等に要する経費でございます。１節報酬、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につ

いては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 13目諸費、本年度予算額4,468万2,000円、この目につきましては行政区の振興、各種団

体の活動推進、コミュニティ施設の管理、コミュニティバス運行、常室簡易郵便局の維持

管理に要する経費でございます。減額の主なものは、12節役務費で旧吉野軽スポーツセン

ター等のごみ処理手数料200万円の減額の内容でございます。１節報酬、13節委託料、19節

負担金、補助及び交付金についは、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、予算書45ページをごらん願います。あわせまして説明資料19ページをごらん願い

ます。４項選挙費、１目選挙管理委員会費、本年度予算額1,063万6,000円、この目につき

ましては選挙管理委員４名及び選挙管理委員会事務局に要する経費でございます。１節報

酬につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 10番、森議員。 

〇森議員 一般管理費の31ページ、交際費の範囲に入るというふうに思うのですけれども、

弔慰規程の関係でちょっとお話をさせていただきたいと思います。 

 お葬式を行うたびに弔辞というものがございまして、原則としては弔辞につきましては

町内ということでございます。ただ、親族の都合により町外で行う場合というようにもこ

れありますけれども、上浦幌地帯は本別にお寺があるということで、大変優遇をしていた

だいて、本別に来ていただきまして、弔辞の関係も読んでいただくということでもござい

ます。ただ、最近ですとお亡くなりになりました家族の中に帯広市内の葬儀屋さんの会員

になったり、またお葬式を挙げたくても行政区、今戸数が少なくなるということでお葬式

の手伝いもできない。やむを得なく帯広の葬儀屋さんで行うと。また、１次産業が盛んで

すから、非常に忙しい時期にぶつかりますと家族の方もやはり周りに気を使っていただい
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て、帯広の葬儀場で行うというようなケースもちょこちょこ出てきております。そんな中

で、帯広となるとやはり弔辞までというのは余り聞いたことはないのです。ただ、弔慰規

程の中には弔辞または弔文を送電にかえることができるということもあるのですけれど

も、弔文、また弔電ですか、あるのですけれども、やはりお葬式に行って寂しいものがす

ごくあると思うのです。この辺も今後考えていくべきでないのかなというふうに思います

し、また年齢制限も65歳以上が弔辞というふうにもなっております。それまでに年齢が達

していなくてお亡くなりになった場合は、弔文、また弔電ということも聞いているのです

けれども、この辺につきまして今後検討していただくということはないものでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまのご質問でございますが、まず本町の場合、弔辞を送る対象

者につきましては現在現職または元職の町議会議員ですとか、行政委員会の委員、町理事

者、ただ現職の法令または条例等により町長等が委嘱した委員の方、それから表彰条例に

基づく表彰を受けた方、それと先ほどおっしゃいましたとおり満65歳以上の町民の方、そ

れ以外に老人福祉施設入所者の場合はどうしても住民票を移さなければならないというこ

ともございますので、そういった方につきましては他町に転出した方であっても本町で葬

儀をされるという場合には弔辞を贈るという形をとっております。また、それ以外の方々

につきましては弔文を贈るということとしております。先ほどお話しされましたとおり、

親族の都合によりまして町外で葬儀を行う場合は、上浦幌支所所管区域内の町民の方が本

別町内で行う場合は別ですけれども、それ以外の場合で町外で行う場合には弔辞または弔

文を弔電にかえることができるということで、現在は弔電で対応している状況でございま

す。最近は、おっしゃられたとおり帯広市ですとか音更町、また釧路市で葬儀をされると

いった方も結構な数おられます。ただ、今現状としましては、やはりどうしても帯広市で

葬儀があるとなると、理事者が出席する、参列するということになりますと往復だけで２

時間、また参列で３時間、通常で考えますと大体午前中いっぱい全部時間が潰れるという

ことがございまして、それぞれの理事者の日程等の都合もございまして、なかなか現状で

はすぐ対応するのは難しいかなというふうに考えております。また、年齢、65歳という部

分でございますが、もともと本町の場合、浦幌町弔慰規程というものがございまして、そ

の弔慰規程って昭和42年につくったものでありますけれども、そのころは弔辞を贈る方は

公職者等に限られておりました。ただ、慣例として、ちょっとその辺の経緯はわからない

ですけれども、規程では規定していないのですけれども、65歳以上の方に弔辞を贈るとい

うことを行っていたものですから、平成12年にそれを改正しまして、そして65歳以上の方

にも贈るというふうに規程を改正しております。また、その後平成17年度に香典等の廃止

も含めて65歳以上の弔辞もやめるといったことを初め一時行うということをしました。そ

うしたときに議会のほうでも財政的な部分で香典等を見直すのはわかるけれども、弔辞を

やめるというのはちょっとどうなのだという話もございまして、結局は以前同様に65歳以
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上の方に弔辞を贈るという形をとっております。その辺の65歳という決めの区切りがわか

らないのですけれども、管内状況からいきましても、管内でもやはり公職者のみに限って

いるという市町村が今10市町村ございます。残りの９町村のうち全員に弔辞をささげると

いう町は６町村、20歳以上という町が２町村、あと本町だけが65歳以上ということになっ

ております。この辺もほかの町村の部分の状況も勘案しながら今後検討したいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 検討していただくということですから、ぜひお願いをしたいと思います。浦幌

町で生まれて、浦幌町で育って、浦幌町で仕事をされていますので、やはり帯広、また音

更あたりも距離はこれあるのですけれども、例えばここから本別まで来ていただくとせい

ぜい40キロ、45キロだというふうに思っております。そういう面では、大変ありがたく思

っております。ただ、ここから38号線通って45キロ行けば帯広にかなり近くなるのでない

かなというふうにも思いますし、また弔辞を行ったことにおいてやはり家族の方の慰めに

もなりましょうし、また弔辞をいただいた方も町の進展に今後寄与するというような力強

さも出てくるのではないかなというふうにも思いますので、ぜひ検討していただきたいな

と思います。 

 以上です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの関係につきましては、年齢の関係、それと葬儀を町外で行

う場合等の関係につきましても管内状況等も勘案しながら今後検討してまいりたいと思い

ます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 幾つか質問したいと思います。 

 予算書30ページ、説明資料14ページといいますか、一般管理費の中で、昨年は一般管理

費の報酬で行政改革推進委員会議の報酬が予算化されていたのですけれども、本年は計上

されていない。今後の行政改革推進計画についてどのように考えているのかお伺いしたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまの行政改革の関係なのですけれども、本町におきま

してはこれまで必要に応じて４次の行政改革を大綱を策定してまいりました。直近でいき

ますと平成23年度から平成27年度までの行財政改革プラン2011というのがこの大綱に当た

るわけなのですけれども、これにつきましては平成28年度に推進委員会を開催しまして、

まずは５年間の実績を求めております。そして、昨年、平成29年度につきましては計画が

終了しているわけなのですけれども、この行財政改革プランの中で51項目のうち目標達成
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度Ｃ、計画が遅延している取り組みというのが15項目ございました。このため平成29年度

は推進委員会を開催しまして、この達成度がＣとなっている項目につきまして説明をさせ

ていただきました。そして、この15項目の中にはその時点で取り組まなくてもいいもの、

それからさらに検証が必要なものということで分類をさせていただきました。最終的には、

この取り残された部分については継続して役場の庁舎内でそういった検証を行っていくと

いうことで、委員の皆様からのご意見をいただいた中で取りまとめを行っております。こ

のため現時点におきましては、新しい大綱とか行政改革を策定するということは予定がな

いということになっております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 昨年の行政改革推進委員会のてんまつを見ましても、今言われたような15項

目のＣ評価についてはということで、そのぐらいしか書いていないのです。内部で確認し

ていきたいと。それから、私が28年の６月のときに一般質問の中で町長に伺っております。

町長は、行政改革というのは常に町行政として必要な事項だと認識していると。いずれに

しても、外部評価をしっかりしていく中で今後の方針を固めてまいりたいということで答

弁をいただいております。ただ、内部でやればそれでいいのかどうかということなのです

けれども、町長、その辺どう思われますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 行政改革につきましては、基本的な姿勢については常に行政としては改革を

進め、より効率的な行政を進めていくというのは基本理念は変わらないところであります。

ただ、今プラン2011については説明をいたしましたけれども、今までこのプラン2011につ

いては役場職員等々からもいろんな意見をいただきながらこの2011を策定をして、また今

まで進めてまいりました。ただ、これ以上進めていってもなかなか進まない部分が残され

ているなということでありまして、これについては大々的に見直しをかけていかないとな

らないだろうなというふうにこのたびの最終的な判断をさせていただきました。今後これ

をどうして進めていくかということについては庁内で十分検討しながら、この行政改革に

ついて新たな視点で進めていくことがどうかということも含めて根本的に練り直す必要が

あるだろうということで今考えているところであります。 

 以上であります。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 次に、予算書40ページ、説明資料が18ページです。ここの中で職員厚生費の

中で人事評価研修会を昨年より実施しているということですが、評価結果については給与

だとか人事異動に反映されているのかどうか、それとこれに対するメリット、デメリット、

何かあれば教えていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまのご質問でございますが、人事評価の研修会ということでご

ざいますが、研修会につきましては人事評価を行う中で評価をする側の人間のための研修

会ということで開催をしているものでございます。これを毎年今後も継続して開催する予

定としておりまして、予算のほうを計上しております。 

 また、人事評価に関しましては平成29年度より実施をしております。現在は、まだ今年

が初めて実施ということもございまして、今のところ給与等に反映させるということは考

えてはおりません。ただ、人事評価のやった中でのメリットみたいなものという話なので

すけれども、この人事評価を行う中で業績評価というものと能力評価というものがありま

して、能力評価というものはそれぞれの着眼点に基づいた評価になりますが、業績評価と

いうものはそれぞれの職員が自分の目標というものを立てます。その目標が達成できたか

どうか、そういったものの評価をするものになります。今回初めて行ったのですけれども、

その目標を立てた段階で、初めにその評価をする人間とこの目標でいいかどうか、またこ

ういったことでやりたいという面談というものを実施しております。それが終わって、ま

だ最終的には終わってはいないのですけれども、評価が終わった後にもその評価結果がど

うだったということを伝えながら面談をするということになっております。それで、メリ

ットという部分なのですけれども、今までも私たちも自分で自分の目標を立てるですとか、

そういったこともなかなかありませんでしたし、そのことに関して上の者と話をするとい

った機会も今までありませんでした。ただ、今回こういったことをやることによって自分

はこういうことをやりたいのだと。それに対して上司がではそれならやってみようとか、

そこはこうしてやったほうがいいのではないかですとか、そういった話し合いもできたと

いうところが人事評価とはまた違う部分かもしれませんけれども、それぞれの職務を進め

ていく上の中ではとても有意義なものであるのではないかというふうに私は感じておりま

す。今後も同じような形で進めていこうと考えておりますので、そういった中でより一層

進歩していければなというふうには考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。 

 あと、予算書の41ページ、諸費です。それの中のコミバスの関係でちょっとお聞きした

いのですが、水曜日と土曜日運行されているということで、留真温泉に行かれるというか、

そちらの方向に行っているバスについては結構乗られていますけれども、聞くところによ

りますと市街地の循環バスの乗車が余りふえていないように聞かれるのですが、その辺に

ついてどのような状態になっ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。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまご質問ありましたコミュニティバスの乗車状況なの
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ですけれども、市街地区の循環バスにつきましてはご承知のとおり昨年の１月４日から運

行してまいりました。もともと平成25年度から平成26年度の実証試験のときには１日当た

りの運行に当たりましての人員が6.3人ということだったのですけれども、今直近でいきま

すと２月の運行でいきますと２月が１日当たり11.5人、そして１月が10.1人ということに

なっています。１日４便走っていますので、場合によっては平均で今1.何がしということ

なのですけれども、それが１桁とか、そういうことはあるのですけれども、このような状

況で推移します。ただ、この１年間運行した中でいきますと、どうしても夏場になります

と乗りおりされる方が減ります。今申し上げたのも冬場でありますと特に11月、12月にな

りますと10人台確保するのですけれども、夏場でいきますとこれが９人台とか、それから

6.9人とか、やはり夏場になりますとご自分で自転車を利用されたりと、そういう方が多い

のですけれども、冬場に関しては今の申し上げたような利用をいただいているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今１月、２月で10人程度ということですが、やっぱり利用が少ないと思われ

るのです。この少ない原因というわけではないですけれども、もっと利用してもらえる努

力といいますか、そういう方法は何か考えているのかどうか。 

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 ＰＲの関係なのですけれども、昨年も１月運行が始まりまし

てから、３月、市街地区ではそれぞれ行政区の総会がございましたので、その総会の中に

お邪魔させていただきまして、時間帯とか、それから乗りおりについての注意事項など申

し上げながらご利用いただくように説明してまいりました。夏場に入りましてからこのよ

うな形で利用が減っているわけなのですけれども、今年度につきましてもまちづくり出張

説明会の中で利用状況もお話ししますし、利用についての説明をし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。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 42ページ、その中の高等学校就学費補助金というところでございます。この

間いろいろ町内の方とお集まりすることがありまして、その中で出た話で確認をしたいの

ですけれども、この補助金の中で誓約書というようなものも何かあるようなことを聞いた

のですけれども、このことについてちょっと説明していただけますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務係長、三宅君。 

〇三宅教育委員会総務係長 高等学校生徒就学費補助金について説明させていただきま

す。 
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 この制度の概要につきましては、浦幌高校の閉校に伴いまして公立、私立高等学校に在

学している生徒または学生が安心して勉学に打ち込めるよう就学費用の一部、年額３万円

ですが、これを補助することによって家庭の教育費負担を軽減し、教育の機会均等を図る

ことを目的に平成19年度以降に浦幌町立中学校を卒業した生徒等を対象として平成22年度

に創設されたものです。浦幌高校の閉校後一定期間を経過し、制度創設当時から状況も変

化していることから、平成29年に見直しを行い、浦幌町立中学校を卒業していない生徒で

も一定の条件を満たした場合には補助対象となるよう要綱を改正し、平成29年９月号の広

報において補助金対象者の拡大を町民の皆さんにお知らせしたところです。主な内容につ

きましては、浦幌町立中学校を卒業していない生徒でも転入等により親が浦幌町に住民登

録し、住民登録後10年以上町内に居住する場合は対象とし、10年以上居住について定住誓

約書により確約いただくこと、また10年以内の転出等により補助対象要件に該当しなくな

った場合は全額または一部返還を求めることができるという内容でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 考え方によっては、そういった方針、考え方というのは成り立つのかなと思

っておりますけれども、町長は今回の執行方針の中で今後は人口減少対策に重点を置いて

やっていくのだというようなことを申されておりました。やはり私は、いろんなところか

らこういったものは判断していかなければ、何かその該当になった方が精神的な圧迫感を

この制度で感じるような制度になっては、今後移住、定住ということをもしこの制度の中

で対応を迫られたときにどういう感じ受けるのかなということで、イメージが余りよくな

いのではないかなと思うのです。ですから、ある意味ほかに子育てのいろんな支援も行っ

ていますよね。そういった中でバランスを考えた場合に、ではほかの子育ての支援を受け

た方についてはこういったことの対象にならないけれども、何か特にこの項目に当たって

はこういう対象になるというようなことでは、非常にそういうバランス感覚ということで、

やっぱりもっと大きな目でこういったものは考えたほうが、余り細かいところまで指摘し

てそういうふうにするというのは私はどうかと思うのです。また、町民の方にもちょっと

それはやり過ぎではないかというような意見もありましたので、その辺の考え方いかがで

すか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまの件についてご説明をさせていただきます。 

 この補助金要綱につきましては、本来浦幌独自の理由で、背景としてございます。それ

浦幌高等学校が廃校ということになりまして、浦幌町立中学校の生徒さんは全員がという

わけではないとは思いますけれども、浦幌高校に行く選択肢が消えてしまったということ

で、町外の高校に通学する必要になりました。その通学費の一部補助という形で３万円の

補助をさせていただいたと。そういう背景をもとにこの要綱ができております。その経過
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がございまして、時代状況が変わりまして、それだけ、そういう方々だけではなくて転入

された方も、１つは長く住むという意思を持った保護者の方もそれに含めてはどうなのだ

ろうというご意見もございまして、いろいろ教育委員会の中でも、また役場の中でも検討

させていただきまして、一つの考え方として10年以上の定住政策ということも兼ねまして、

例えば住宅取得補助金等の制度もございます。これは、全く10年以上という誓約書をいた

だいて同じような対応をさせていただいておりますので、移住政策というか、定住政策と

しますか、そういう同じような措置をさせていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 今の考え方、私も一定程度理解はできます。そういう考え方もできるのかな

と思っておりますけれども、私はもっと先ほどと同じくなりますけれども、人口減少対策

を大きな目で、イメージも含め、説得力のあるものにするには、やっぱりいろんなものに

対して浦幌はこういうふうに定住、移住に対して温かく迎えているのだよというようなイ

メージにしたほうがプラスになるのではないかなと、総合的に考えて。ぜひ今後このこと

については十分検討していただきたいなと思っております。 

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私のほうからもお答えさせていただきたいと思

います。 

 先ほど来の経過も含めてこの補助金の設置に至った状況についての説明もさせていただ

きました。本当に浦幌高校が廃校となってやむなく、本来選択肢としては浦幌高校に通学

できるといったものができなくなったということに対する対応というような、そういうこ

とでの補助金と。それが時代の趨勢とともに状況も変わってきたと。先ほどから申し上げ

ましているとおり、浦幌中学校、町内の中学校を卒業した方がそういった余儀なくされて

いる状況に対する補助金というものが転入、転出の中において転入者の方々がどうしても

ほかの高校に通わざるを得ない状況があったと。それもそれで補助金としての性格を広げ

ましょうということで行ってきたわけであります。ただ、転入の方々、本当に長く住んで

いただきたいのでありますけれども、いろんな諸事情、お勤めの事情等々ありまして、そ

れが１年、２年で転勤となるといったことも実際にございます。そのことに対して補助金

を交付するのはいかがなものかといったような意味合いの思いの方も実際おられます。そ

こで、どこまで一定のラインを引くかというのは大変難しい部分がございます。議員おっ

しゃるとおり、本当に広い意味での誰でもいいですよというような意味合いで補助金とい

うことも考えられるのでしょうけれども、ただ一方ではそういったこともありますので、

大変な町民の皆さんの公金でございますので、そこは事務処理的にはやはり一定の基準と

いうことを設けながら、そしてそれを理解をしていただくということも、これは周知をし

ていかなければいけないと。そういうことも含めまして行っていくということで、行って
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きたということをまず１点ご理解いただきたいということと、また受け取る方々のやっぱ

り快くお受け取りいただくといったことも一つの事務処理の配慮という部分もございます

ので、このことについては今後の事務処理についてどうあるべきかについては、内部的に

は管内、管外等々いろんな事例も含めまして調査をさせていただきたいなというふうに思

います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ３点お伺いいたします。 

 まず、説明資料14ページの報酬の中の行政不服審査会、去年も同じ予算でのっておりま

した。それと、その上の情報公開・個人情報保護審査会という、この方々も５名というこ

とで、多分余り詳しくは答弁いただけないだろうと思いますが、もし差し支えなければど

のような形でというか、審査会が行われて、不服があったのか、それとも個人情報のほう

でも何か問題があったのか、その辺あたりだとお話聞かせていただけるのかなと思います

ので、ホームページのぞいてもこのことは載っておりませんので、よろしくお願いいたし

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 ただいまのご質問の関係でございますが、まず初めに行政不服審査会

でございます。こちらにつきましては、町等の出しました処分等に関して不服がある場合

に審査請求等行うことができます。その審査請求の内容等を審査する審査会になります。

ですから、審査請求等がなければ審査会は開催されないこととなりますので、平成29年度

につきましては開催はされておりません。 

 また、情報公開と個人情報保護審査会でございますが、こちらにつきましてもそれぞれ

の開示請求ですとか、そういったことに対して町民の方等々から不服の申し立て、そうい

ったものがあった場合に開催されるものとなっておりまして、平成29年度につきましては

いずれもそういったものがございませんでしたので、開催のほうはしてございませんが、

直近でいいますと平成28年度に１度ありまして、開催をしているという状況でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ありがとうございます。 

 それから、情報化推進管理費の中の13節の委託料なのですけれども、14ページの。第四

次ＬＧＷＡＮ更新委託料としまして78万3,000円、ここの説明のところに総合行政ネットワ

ークサービス提供設備更新、リプレースという新しい言葉が今年初めて出てきております。

これの意味合いをお聞きするのと第三次のＬＧＷＡＮの初期化をして、これを第四次に持

っていくのだろうと思いますが、この辺の業務の内容というか、スピード性とか、そうい

ったものはどのように変化していくのかを伺いしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの第四次のＬＧＷＡＮの関係でございますが、そちらの先ほ

ど申し上げたリプレースという部分につきましては、英語で書いてありますけれども、単

純に言いますと更新、更新に係る委託料ということになりますので、そういった内容のも

のになります。 

 あと、具体的にどういった内容に変わるかといった部分につきましては担当係長のほう

よりご説明いたします。 

〇田村議長 総務課情報管理係長。 

〇村瀬総務課情報管理係長 ＬＧＷＡＮのことについて説明させていただきます。 

 第三次ＬＧＷＡＮの初期化に関してですが、ルーターという機械がありまして、そちら

の初期化をジェイリスのほうでやっていただくのですけれども、そちらのほうを委託しな

ければ初期化ができない。その初期化をしないと機械を返すことができないということで、

そちらの作業になっています。第四次に関しましては、ルーターもしくはあとスイッチに

関しまして新しいもの、またジェイリスのほうから届きまして、そちらの設置をして各ネ

ットワークに接続するために保守会社のほうに委託をしまして、ＬＧＷＡＮを接続すると

いう形になります。また、新しい第三次から第四次に変わるというだけで、スピードに関

してはそのままになっております。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 非常に煩雑なネットワーク、いろいろ庁舎内のシステムなどがありまして、

もう私ども素人にはわかりません。ですが、システム改修委託料としまして元号改正対応

というふうにシステムが改正されるということで、これは元号がはっきりとわかった時点

でこの予算、新年度中に改正されるのだろうと思います。これに対するシステムの改修、

これ以外に多分町民に配付するようないろんな書類があると思うのですが、それはまた別

な予算ということで捉えてよろしいかどうか確認をしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの関係でございますが、システム改修委託料の中の元号改正

対応という部分につきましては、現在は元号が入って年月日ということで、年月日の日付

だけです。入れるような形になっておりますけれども、これが元号がどういった名前にな

ってもよろしいように、元号も含めて入れない形、そういった形の改正をすることによっ

て元号が決まったときには元号も含めてそういったものが打ち出されるという形の改正を

するものでございます。こちらは、システムの改修になりますので、それ以外の部分とい

うことになりますとそれぞれ持っています帳票ですとか、そういったものの中で印刷等を

行っているものがありましたら、当然それに伴って印刷をしなければならないもの等は今

後出てくるかと思われますけれども、今現段階ではシステムのほうは元号が決まっていな
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くても改修ができるということで予算の計上をしているといった内容になっています。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に９款１項１目常備消防費から14款１項１目予

備費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 予算書86ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料33ペー

ジから34ページをごらん願います。９款１項消防費、１目常備消防費、本年度予算額１億

7,463万9,000円、この目につきましては浦幌消防署の管理運営、浦幌消防の施設、浦幌消

防署職員の給与等に係るとかち広域消防事務組合への負担金及び消防署職員待機宿舎の維

持管理に要する経費でございます。増額の主なものは、７節賃金で厚内分遣所臨時職員賃

金202万4,000円の増、19節負担金、補助及び交付金で消防施設費及び職員費の科目統合に

よるとかち広域消防事務組合浦幌消防施設費負担金1,365万9,000円の増、とかち広域消防

事務組合職員給与費負担金１億3,720万円の増額の内容です。減額の主なものは、19節負担

金、補助及び交付金で前年度繰越金増額に伴うとかち広域消防事務組合浦幌消防署費負担

金505万4,000円の減額の内容です。参考といたしまして、浦幌消防署費に係る11節需用費、

13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費、浦幌消防施設費に係る15節工事請

負費については、予算説明資料33ページから34ページに記載のとおりでございます。なお、

予算書109ページの次のページ以降に参考としてとかち広域消防事務組合予算、浦幌町分を

記載しておりますので、後ほどご参照願います。 

 ２目非常備消防費、本年度予算額2,720万8,000円、この目につきましては浦幌消防団の

運営等に要する経費でございます。１節報酬、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交

付金については、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書87ページ下段をごらん願います。あわせまして予算説明資料34ページをごらん願

います。３目災害対策費、本年度予算額2,975万1,000円、この目につきましては防災、災

害対策、国民保護に要する経費でございます。増額の主なものは、13節委託料で防災倉庫

実施設計委託料610万円の増、地域防災計画改定及びハザードマップ策定に係る地域防災計

画等策定委託料565万円の増、15節工事請負費でＪアラート受信機更新工事費290万円の増、

19節負担金、補助及び交付金で新規事業として町内に住民登録のある世帯主ですとか、町

内で事業を営む事業者が自己や家族、従業員や企業の社会的責任を果たすために購入する

防災備蓄品の購入費用の一部を助成する防災備蓄品購入費用補助金50万円の増額の内容で

す。減額の主なものは、15節工事請負費で旧吉野小学校改修工事費330万円、公民館等避難

所ワイファイ導入工事費120万円、防災行政無線東山基地局移設工事費120万円、18節備品

購入費で災害対応型大型発電機購入費690万円の減額の内容でございます。１節報酬、11節

需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、18節備品購入費、19節負
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担金、補助及び交付金についは、予算説明資料に記載のとおりでございます。なお、18節

備品購入費につきましては、防災用備蓄品等として保存水や授乳用テントなどの避難所用

備品のほか、ドローン１機、車載用衛星携帯電話２台の購入費が含まれております。 

 予算書88ページをごらん願います。消防施設費及び職員費につきましては、１目常備消

防費と統合したため廃目整理でございます。 

 予算書109ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料39ページをごらん願いま

す。11款災害復旧費、３項その他公共施設等災害復旧費、１目その他公共施設等災害応急

費、本年度予算額150万円、この目につきましてはその他公共施設における災害時の応急対

策に要する費用でございます。11節需用費、12節役務費、14節使用料及び賃借料につきま

しては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 12款１項公債費、１目元金、本年度予算額６億7,294万2,000円、この目につきましては

長期債に係る償還元金に要する経費でございます。 

 ２目利子、本年度予算額5,775万3,000円、この目につきましては長期債に係る償還利子

及び一時借入金利子に要する経費でございます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金、本年度予算額２万円、この目につきましては過

年度分の支出に要する経費でございます。 

 14款１項１目予備費、本年度予算額100万円、この目につきましては予備の支出に備える

経費でございます。 

 次のページからは、参考のとかち広域消防事務組合予算、浦幌町分になりますので、後

ほどご参照願います。また、参考予算の４ページの次の附表と書かれたピンク色の表紙の

次のページをごらん願います。債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度

末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書でご

ざいます。１ページから３ページまで記載しておりますので、後ほどごらんおき願います。 

 次に、４ページごらん願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

び当該年度末における現在高見込みに関する調書でございます。合計金額のみご説明いた

します。前々年度末現在高計77億1,588万6,000円、前年度末現在高見込額計83億2,289万

4,000円、当該年度中の増減見込み、当該年度中起債見込額計６億8,090万円、当該年度中

元金償還見込額６億7,294万2,000円、当該年度末現在高見込額計83億3,085万2,000円でご

ざいます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 説明書の34ページ、18節の備品購入費のところで今説明いただいた中でドロ

ーンの購入も入っているということで、先般の同僚の一般質問の中で33名の方が講習を受

けられたということですけれども、新聞報道等で報道されているように危険性も伴うとい

うことの中で、資格等が必要になってくるのかなと思いますけれども、その資格取得等も



                                             － 29 － 

含めて今後どのように考えているのかお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまのご質問でございますが、ドローンを飛行させるには特に資

格というものは必要がないことになっています。ただ、法の規制がございまして、やって

はいけないことですとか、日中飛ばしなさいですとか、いろいろとあるのですけれども、

そういったものについては昨年行いました研修会の中でも実施しておりますし、また今年

度購入した後にもそういった講習会を改めて実施をし、また今度は新しく自分のところで

ドローンを持つようになりますので、それを使った飛行の訓練ですとか、そういったもの

も行いながら実際に使っていくという形をとりたいと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 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 資格等が要らないということで、個人的になくてもいいのかなと思いますが、

行政で持つ中でもし万が一のことがあってはこれも当然大変ですし、法令等も含めて十分

に検討されるのかなと思いますけれども、その機種を持つに当たって所有者といいますか、

行政が持つようになるわけですから、その不慮の事故等を含めた管理責任といいますか、

そういったものには、最高責任者になるのか、担当の課なのかだけ伺っておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 事故の関係につきましては、一応保険のほうは全国町村会の総合賠償

補償保険というものがございますので、こちらのほうが対象になるという形で、もし万が

一のことがあった場合にはその保険で対応するという形を考えております。 

 また、誰でも使えるというわけではなくて、やはり使う目的等がしっかりした中でなけ

れば、ただ遊びのように使うわけにはいかないものですから、その辺は総務課のほうで備

品のほうは管理をいたしますので、どういったことでどういったことに使うのかという部

分も含めて確認をしながら貸し出しをするということになると思いますので、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 予算書88ページの13節委託料、地域防災計画策定委託料ということでお聞き

したいと思います。 

 以前は、地域防災計画については独自で何かつくったようでございますけれども、今回

委託してこれをつくるということですが、私たちとしても昨年防災体制の検証ということ

で合同委員会も実施させていただいたところで、防災計画の中でいろいろ今後こういうこ

とに取り組んでいただきたいというようなことも８月には政策提案も含めてさせていただ

いた流れがあるわけですけれども、そこで私たちも一番感じたことは、町民の声というこ

とでアンケートもとらさせていただきました。その中で町民の思いとか本当にこういうと
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ころをこうしてほしいというようなことの実態を把握した中で、こういったものはやっぱ

り必要とされるのかなというふうに思います。そのようなことで、委託するに当たってそ

ういった町民の実態、考え方、希望することを含め、この委託することでそういうものが

反映されるのかどうかということをちょっとお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、まず１点、平成25年３月に全面改定し

たものが今の防災計画でございますが、このときも委託をして策定をしております。です

から、今回も同じように委託をして策定をするということになります。それで、先ほどお

っしゃられました町民の方の声が反映されるかどうかといった部分でございますが、一応

今町のほうで考えている部分としましては、地域防災計画自体にはそういったところまで

は考えておりません。ただ、今後避難所の運営マニュアルですとか、より地域の方が身近

になるマニュアルですとか、そういったものに関してはつくる場合に話し合いをしてつく

るというわけではなく、我々がある程度たたき台としてつくったものをそういったものを

見ていただいてどうなのだろうということを訓練等あったときにでもお話をしながら、そ

ういったやりとりをしながらそういう形でつくっていきたいというふうに考えてございま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 今の災害に関する関連になると思うのですけれども、昨年の11月に第３回の臨

時会において町内で防災無線がありましたアナログの関係、これ浦幌町農業協同組合と設

置費を分担して農村情報連絡施設としてずっとやってきたものが廃止になったということ

でございます。これにかわる情報システムというか、行政報告の中ではこのことについて

常に検討を進めて、情報を確実に受けることができるような体制の構築を検討を進めてま

いりますというような説明をいただいたのですけれども、こちらのほうはどのように行っ

ているのか、ちょっとお伺いをしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまのご質問の件でございますが、昨年のときにアナログの無線

が修理不能になって停止したという際にそのようなお話をしてございます。これにつきま

しては、現在さまざまなものが出ておりまして、それぞれの町村でも新聞報道等に載って

いるとおり、戸別の受信機を置いたりですとか、いろいろな対応をされているところでご

ざいます。ただ、地域の特性ですとか、そういったものによって必ずしも同じものがうち

の町でも使えるといったことも限られているわけではございませんし、先ほど申し上げた

とおりいろいろなものがありますので、早急にすぐに決めるということはなかなか難しい

状況にございます。それで、できれば町としては１年ぐらいかけていろいろなもの、こう
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いったものがあるとか、どういったものがあるのか、またそれのメリット、デメリット、

また確実にそれが情報が伝達できるものなのか、またそれを使う場合の費用、それから維

持費用、それから導入等した場合の費用に対する補助ですとか起債の対応ですとか、そう

いったものを全部総合的に判断した上で、どのようなものがいいのかということを１年ぐ

らいかけて検討したいと考えておりますので、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 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時０３分  休憩 

午後 ２時０４分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

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

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 一般会計予算書の34ページをごらん願います。あわせまして

予算説明資料の16ページをごらん願います。２款総務費、１項総務管理費、３目文書広報

費、本年度予算額651万7,000円、この目につきましては広報誌「うらほろ」及び電子メー

ル配信サービスなど広報広聴事業に要する経費でございます。14節使用料及び賃借料につ

いては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、35ページから37ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料の16ページ

から17ページをごらん願います。７目企画費、本年度予算額１億1,059万1,000円、この目

につきましてはまちづくり計画、広域連携、地域情報通信基盤整備推進事業、定住・移住・

交流推進事業、国内交流推進事業及び地域づくり支援事業に要する経費でございます。増

額の主なものは、地域おこし協力隊の増員及び雇用契約に係る経費で４節共済費で116万

3,000円の増、８節報償費で641万6,000円の増、13節委託料は地域情報通信基盤整備推進事

業支障物移転業務で302万1,000円の増、地域おこし協力隊コーディネート業務で656万

6,000円の増、これらを合わせて958万7,000円の増、15節工事請負費は光伝送路設備等移設

工事及び市街地区地上デジタル放送再送信施設改修工事で1,103万円の増額という内容で

ございます。減額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金は地域産業活性化補助金で

250万円の減、十勝圏複合事務組合分担金の広域事業運営分で56万9,000円の減、婚活応援

委員会負担金は３年間の事業終了に伴い400万円の減、住宅建設等補助金で700万円の減、

うらほろスタイル推進事業負担金で1,487万6,000円の減、国内交流事業補助金で50万円の

減、これらを合わせて2,944万5,000円の減額という内容でございます。１節報酬、８節報

償費、11節需用費、12節役務費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、
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19節負担金、補助及び交付金については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、42ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料の18ページをごらん願い

ます。14目ふるさとづくり寄附奨励費、本年度予算額3,974万7,000円、この目につきまし

てはふるさとづくり寄附者への記念品及び記念品発送業務等に要する経費でございます。

減額の主なものは、８節報償費は記念品代で1,500万円の減、12節役務費は記念品郵送料で

1,157万円の減、14節使用料及び賃借料はクレジット納付に係るソフトライセンス料で43万

2,000円の減額という内容でございます。８節報償費、14節使用料及び賃借料については、

説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、45ページをごらん願います。５項統計調査費、１目統計調査総務費、本年度予算

額1,502万9,000円、この目につきましては統計調査に係る職員人件費に要する経費でござ

います。特に説明を加えることはございません。 

 次に、46ページをごらん願います。２目指定統計調査費、本年度予算額50万5,000円、こ

の目につきましては法律に基づく指定統計調査に係る経費でございます。特に説明を加え

ることはございません。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 34ページで、説明資料については16ページになります。行政情報メルマガの

発信にかかわっている借上料に関してでございますけれども、かなり皆様方から好評いた

だいて見られているのでございますけれども、おおむね件数にしてどの程度あるのか、ち

ょっとお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課広報広聴係長。 

〇山口まちづくり政策課広報広聴係長 行政メールマガジンサービスの配信の関係です

が、29年度本日の９時現在で登録されている方の人数は230人となっております。今年度に

おける登録者数の数は、230名中32件となっております。また、配信の件数ですが、本年度

配信件数が189件の配信となってございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 件数もそれなりにあって、使われていることも多いのかなと思いますけれど

も、本年度金額にして18万2,000円ということになっております。しかし、前年度は21万

9,000円となっていますが、通常上がることがある中でこれ下がってきた中の理由というの

はどういうことなのか伺っておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課広報広聴係長。 

〇山口まちづくり政策課広報広聴係長 メールマガジンサービスの配信サービスの借上料
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につきましての減額の理由ですが、現在使用しているシステムが本年、2018年の９月にサ

ービスが終了する予定となってございます。現在使用しているサービスにつきましては、

平成30年度の６月30日をもって年間の契約が切れることから、ここに目がけまして別の新

しいシステムを使用することで考えております。そのシステムの変更に伴いまして減額と

なったものでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 終了してかわるということですけれども、現在計約している会社とまたかわ

るという意味なのかどうか、その辺もちょっとお伺いします。 

〇田村議長 まちづくり政策課広報広聴係長。 

〇山口まちづくり政策課広報広聴係長 現在使用しているシステムですが、ＮＴＴドコモ

のアットワンスというシステムを使用しております。新しく使うシステムについては、同

じくＮＴＴドコモのライデンというシステムがございまして、そちらのシステムを使用す

ることを考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 ちょっと整理したいということでお聞きしたいと思います。 

 今資料を見ているわけですけれども、資料の４ページです。これは報道機関資料だから

違うか。 

（何事か声あり） 

〇河内議員 いいです。そうしたら、こっちから聞きますから。済みません。予算書の36ペ

ージのここに委託料ということで説明がありました。この辺の事業として移住・交流・若

者対策業務委託料ということと地域おこし協力隊コーディネート業務委託料ということで

のっております。これについては、事業費はそのようにのっているわけですが、以前これ

らの財源に対する交付金が適用になるものとならないものがあったように思うわけです

が、その辺についてちょっと説明いただければありがたいのですけれども。これは、例え

ば地域おこし協力隊コーディネート業務委託料は一般財源で全部賄っていますね。それと、

移住・交流・若者についてはその他ということで見ているのですけれども、とりあえずそ

れちょっと。あと、その前のページの地域おこし協力隊についても、その３項目なのです

けれども、その辺の財源内訳は載っているのですけれども、これは交付金絡んで、例えば

交付金で対応するものが幾らなのかというようなことについてちょっとお聞きしたいので

すけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまの質問ですけれども、まず初めに17ページの説明資

料のところを見ていただきたいのですけれども、17ページの説明資料の一番上に移住・交



                                             － 34 － 

流・若者の定住促進対策業務委託料ということで、内訳では移住・交流コンシェルジュ業

務、それと北海道暮らしフェア出展業務ということで239万1,000円になっております。こ

ちらのほうにつきましては、平成27年度から地方創生法が施行されまして、平成27年度の

ときには先行型交付金ということで全て交付金のほうで充当してきたわけなのですけれど

も、平成28年度以降、それから平成30年度につきましては、こちらにつきましては交付金

は充当されておりません。また、この下の段に地域おこし協力隊コーディネート業務とい

うことで８名分、1,535万4,000円ということになっておりますけれども、基本的には新年

度につきましては８名の地域おこし協力隊が着任というか、委嘱することになっています。

地域おこし協力隊の経費につきましては、特別交付税の中で予算措置されているというこ

とで見込んでいるわけなのですけれども、基本的には隊員の活動に要する経費ということ

で、隊員１人当たりの報酬とか、いろいろなコーディネートに係るについては１人当たり

400万円を上限に地方交付税措置されているということで整理しているところでございま

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 今の地域おこし協力隊、今年８名なのですが、うらほろスタイルに５名の担

当ということで、この活動内容を教えていただきたいのと昨年まで農業分野にも１人行っ

ていたと思うのですが、今年は林業関係ということで、その辺もう農業は行かないという

ことで考えてよろしいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり推進係長。 

〇川上まちづくり政策課まちづくり推進係長 ただいまご質問ありましたうらほろスタイ

ル担当の協力隊５名の活動内容についてご説明させていただきます。 

 この５名につきましては、うらほろスタイル推進事業ということで５つのプロジェクト

がございます。地域への愛着を育む事業、農村つながり体験事業、子どもの想い実現事業、

また若者のしごと創造事業、平成28年度から始まりました高校生つながり発展事業という

ものがございます。それぞれのうらほろスタイルの５つの柱で動いてございますけれども、

協力隊員につきましてはそのうちの２名がまず地域への愛着を育む事業ですとか、子ども

の想い実現事業、あと高校生つながり事業といった教育に関連する部分について担当させ

ていただくというような形になります。また、残りの３名につきましては、若者のしごと

創造事業といいまして、ハマナスの花を使いましてまちなか農園というものを浦幌中学校

のグラウンドの奥にあります畑をお借りしまして、そちらに設置してございます。そうい

ったものもまちなか農園の事業に関する管理運営ですとか、またそちらのハマナスを育て

ておりますけれども、そういったものを使って新たな商品開発ですとか、新事業の創出と

いいますか、そういった部分について担当をしていくという形になります。また、今現在

ハマナスの商品につきましては新聞報道等でも皆様ご存じかとは思いますが、ハマナスコ
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スメということで商品が開発されまして、年度内の販売にまでは至らなかったのですが、

４月にはそちらの商品のほうも販売されるというような形になります。そちらについては、

別会社になりますけれども、あくまでもうらほろスタイル推進事業の中から生まれた商品

でございますので、そちらの部分についての応援というのも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。 

 うらほろスタイル担当に係る協力隊の活動の内容についてのご説明とさせていただきま

す。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ２点目の酪農関係の協力隊の関係なのですけれども、酪農支

援ということで平成27年度から配置しておりまして、今年の３月で３年間の任期が満了に

なります。地域おこし協力隊につきましては、これまでも地域へのいろいろな地域活動に

かかわりながら、３年の期間満了後は起業とか、そういった形で浦幌町に残るということ

で考えていたわけなのですけれども、これに加えまして担い手対策ということで平成27年

度から酪農支援の部分について配置してまいりました。今回は、酪農だけではなく林業と

か、いろいろな産業団体にもお話しかけする中で、最終的には林業の担い手を４月から配

置しますけれども、このほかの酪農支援とか、そのほかの担い手対策につきましても今後

産業団体とご相談しながら検討し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。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。 

 それで、地域おこし協力隊の５名の方が今のうらほろスタイル推進地域協議会の５つの

柱ということでそちらのほうに行くということですが、新聞報道等ではうらほろスタイル

推進地域協議会が今後ＮＰＯ法人ということで、独立されるということなのですが、その

辺との兼ね合いというのが明確でないので、ちょっとその辺教えていただきたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 今法人手続をしているということで、その法人と地域おこし

協力隊のかかわりなのですけれども、まず法人のほうにつきましては協議会自体が平成

20年度に協議会が設立されましてから、今係長のほうから説明したように５つのプロジェ

クトをこれまで行ってまいりました。その中で若者のしごと創造事業の中ではハマナス化

粧品が誕生したということとまちなか農園ではハマナスの花や実といったもので収益事業

を伴ってきたということで、そういったことも踏まえながら組織体制をしっかりするとい

うことで、法人化になるということで今進んでいるところでございます。この中でいきま

すと、法人が担う事業としては子どもの想い実現事業、それから高校生つながり発展事業、
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そして若者のしごと創造事業ということで、この３つの柱を基本と考えているところでご

ざいます。また、あわせまして支援事業ということで、地域への愛着を育む事業と農村つ

ながり事業、こちらのほうはどちらかというと学校主体で進んできた事業なのですけれど

も、これについても引き続き支援を行っていくということで、こういったそれぞれの５つ

の事業の中に先ほど係長が説明しましたように地域おこし協力隊がもともとかかわってき

たということで、同じような形で法人化になった段階でこの事業にかかわっていくという

ような形で今考えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今法人化になるということで、法人化になるということは利益も追求されて

いくのだろうと思います。その中にこの地域おこし協力隊も入って一緒の活動をしていく

ということになると、そういう利益が出ることになってくるのだと思うのですけれども、

そういう辺の捉え方というのはどう考えたらいいですか。 

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 基本的には、子どもたちを核としたまちづくりということで、

うらほろスタイル推進事業ということで、こちらにつきましては官民一体で行ってまいり

ました。法人ができましても、この形については基本的には同じ形ということで考えてお

ります。そういった中で町から委嘱をした地域おこし協力隊が先ほど申し上げましたいろ

んな事業にかかわっていくということで、今後についても同じような形で進めていくとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 次に、地域おこし協力隊コーディネート業務ということで、これは実際誰に

支払われるのか。この地域おこし協力隊個人個人に支払われていくのかどうか、その辺お

聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり推進係長。 

〇川上まちづくり政策課まちづくり推進係長 地域おこしの協力隊に係りますコーディネ

ート業務の委託料につきましてですが、まず地域おこし協力隊のコーディネート業務につ

きましては、地域おこし協力隊、今回は８人になる予定でございますが、それぞれ活動計

画等を立案したり、また活動場所、活動先というものが必要になってきます。そういった

ときに限りまして、そういった場合にありまして、各団体といいますか、今回でいいます

と酪農担当の方もいましたけれども、酪農の場合になりますとそれぞれ酪農のヘルパーで

すとか、そういった酪農家の方のところにお邪魔して仕事をしなければなりません。そう

いった部分についてその間をとってそれぞれの研修場所の確保ですとか、また研修計画の
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立案ですとか、そういった部分をサポートするというところがコーディネート業務になり

ます。したがいまして、コーディネート業務につきましてはそれぞれ協力隊個人に支払わ

れるものではなくて、そういったコーディネート業務を委託された団体に対してこちらの

コーディネート業務委託料のほうを支払うという形になります。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 このコーディネート業務の委託会社というのはどこなのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 新年度につきましては、うらほろスタイル推進事業担当、そ

れから常室ラボ、それから林業担い手ということになっておりますけれども、まずうらほ

ろスタイルにつきましては現在法人が設立されますので、そちらの法人のほうでコーディ

ネート業務を行うという予定でございます。また、常室ラボにつきましては新しい事業と

いうことで、民間の事業者と町とで運営組織をつくるわけなのですけれども、その民間事

業者に常室ラボの担当の地域おこし協力隊のコーディネートをお願いする予定でございま

す。また、林業の担い手につきましてはかかわる産業団体がコーディネートを行うという

形になっております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。 

 それからあと、説明書の17ページのうらほろスタイル推進地域協議会の推進負担金の全

部で５つの事業が書いてありますけれども、この1,511万4,000円というのがそこに支払わ

れると思われますけれども、これの振り分けというのはもうわかっているのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり推進係長。 

〇川上まちづくり政策課まちづくり推進係長 うらほろスタイル推進事業負担金の内訳に

ついてでございますけれども、まずうらほろスタイルの５つの柱でございます。それぞれ

の事業がございますが、まず地域への愛着と誇りを育む事業につきまして、こちらの部分

につきましては454万9,360円となってございます。続いて、子どもの想い実現事業でござ

いますけれども、こちらにつきましては30万9,000円、続いて農村つながり体験事業ですけ

れども、こちらは47万9,280円、続いて若者のしごと創造事業、こちらにつきましては212万

2,000円となっております。続いて、高校生つながり発展事業、こちらが30万円という振り

分けになってございます。なお、これら５つのプロジェクトとほかにうらほろスタイル推

進事業を進めていく上で、今年の２月にも開催しましたけれども、浦幌フォーラムですと

か、そういったうらほろスタイルの事業を紹介するというような事業がございます。そち

らの部分につきまして667万4,160円、こちらが予算が振り分けられまして1,511万4,000円



                                             － 38 － 

となってございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 次に、国内交流事業補助金についてお聞きしたいと思います。 

 昨年は７万5,000円の20名で150万円だったのですが、今年度は５万円の20名ということ

で計上されています。この関係についてはこのぐらいなのだろうということで予算減らさ

れたのかもしれないですけれども、この中で昨年もその前もそうですけれども、パークゴ

ルフの交流をされていたということなのですが、今後そのほかに何か交流する団体といい

ますか、そういうものがあるのかどうか、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。 

 課長補佐。 

〇小林まちづくり政策課長補佐 ただいまの安藤議員のご質問にお答えいたします。 

 30年度の友好市町村交流事業補助金につきましては、１人当たりの補助金額を５万円と

して20名分というような形としております。これにつきましては、この交流事業の補助金

の補助の対象につきましては洋野町への交通費、それと宿泊費という形が補助金の補助対

象になっております。それで、今まで当初予算につきましては…… 

（何事か声あり） 

〇小林まちづくり政策課長補佐 失礼いたしました。現在今まではパークゴルフ１団体と

いうような形が対象となっておりましたが、文化協会のほうから交流事業を使って洋野町

と交流をしたいというような要望が出ております。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 若干今のところではないのですけれども、やっぱり企画費の中でお伺いいた

します。 

 昨年まで婚活イベントということをやっておられました。その中で400万円という予算が

ついたのだと思います。今年からそれが予算づけもされない。企画も…… 

（何事か声あり） 

〇阿部議員 30年度でね。でも、今回ついていないのですよね。なぜなのかなということ

をちょっとお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 婚活イベントの関係なのですけれども、平成27年度から平成

29年度まで３年間国の交付金等を活用しながら実施してまいりました。３年間実施した結

果、当日カップルはできるのですけれども、この３年間でいきますとご成婚された方が２

件ということで、カップルになられた後の経過を考えながら、今後のことについて内部で

相談したのですけれども、当日はカップルが誕生するのですけれども、それ以降なかなか
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成婚に結びつかないということもございますので、当初予定のとおり３年間事業を行って

きたのですけれども、４年目以降は今のところ実施しないということで予定しているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 要するに成果が出なかったというふうに簡単に捉えていいのかなと感じます

けれども、企画なのですから、先ほどの金額までかけているので、量というか、人の数だ

けではなくて、やはり質ということをお考えいただきながらやっていただいたらどうなの

かなと思います。期間が長ければいいという意味ではございませんけれども、やはりまだ

結婚されていない方がかなりおられます。それから、若い方だって全くいないわけではな

い。望みを持っておられる方がいるという中で、一つのきっかけ、私は１組でも２組でも

という感じがするのですけれども、やはりそういうきっかけづくりが、どうも部分的にそ

ういうことを言うと失礼な部分はあるのかもしれませんけれども、割とおとなしい男性の

方が平均真面目だという形の中で農村地帯に残っておられる気がします。それだけではや

っぱりこれからなかなか、きっかけづくりは私絶対必要だと思うのです。それで、いきな

りやめてしまうというのではなくて、できればそういうことも含めながら、やはり町の中

だっておられると思うので、もう少し縮小しながらでも続けていただければ、私としては

まだ望みがある方もいるかなと考えるのですけれども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 非常に難しい判断をしたところなのですけれども、阿部議員

おっしゃるとおりきっかけづくりということで、結婚を望まれる男性と女性との出会いの

場の設定ということでこの３年間行ってまいりました。参加された女性の方々からも、浦

幌中学校の吹奏楽で受け入れをしたり、それから町内のいろんな地元産品を使った手料理

とか、そういった形で非常に感激していただいたのですけれども、いかんせんこの３年間

の結果でいきますと次年度までという、同じ形でやっていこうという形まで総括的に結び

つかなかったものですから、残念なことではありますけれども、一応３年間ということで

けじめをさせていただきました。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 そういうきっかけができて、なってしまえばいとも簡単な気はするのですけ

れども、本当にナイーブな方が多いということは私も見ていて、ふだん話ししてもこのま

まではやはりちょっと至らないのだろうなと思います。我々ある程度年齢に達した者は気

楽に思うのですけれども、当事者にとってはやっぱり何かでも少しきっかけが欲しいのだ

ろうなと私は感じます。だから、結構冷やかすと言ったらあれですけれども、僕はそうい

うきっかけにどんどん出ていったほうがいいぞということがあるので、なければ出ること



                                             － 40 － 

もできない。青年団活動ではなかなか今少ないということがありますので、例えば言い方

悪いのですけれども、400万円からいきなりゼロというのではなくて、やはり皆さんのご協

力をいただける範疇の中でやっていただく。また、逆に言えば先輩方のどんなことしたら

いいのだろうという中身の中で、やはりもうちょっと企画を持っていただけると定住にで

もつながってくるのではないのかなと私は考えするのですけれども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 阿部議員ご指摘のとおり、婚活事業についてはこの３年間やってきました。

町としては、費用をかけながら、夢と希望を持ちながら人口増、そして結婚を希望する方、

特に男性の方にこういう機会を与えるということで、いろんなイベント会社含めて札幌か

らの女性を浦幌町に招待するというわけではありませんけれども、来ていただいて、浦幌

町の男性との出会いの場をつくってこの３年間進めてまいりました。実際に結婚してこの

たび子どもも生まれた方もいますし、現在まだ去年の事業で続いている方もいらっしゃい

ます。その方がぜひまた結婚に結びつければいいなというふうに考えているところであり

ます。ただ、これ当初から３年間一つの事業をめどにしてやっていこうということで進め

てきて、去年で３年間を迎えたということで、この事業についてもう一回見直してみよう

ということで、一回この予算は打ち切らさせていただきました。ご存じのとおり、各近隣

の町でもいろんなイベントをやっています。民間団体でやっているこういう結婚、婚活活

動に補助金を出している町もいらっしゃいます、これは民間の事業に対して。いろんなイ

ベントの形があるのだろうなというふうに思っていまして、そういう面では、この婚活に

参加していただいた男性の皆さんはぜひ続けていただきたいという希望も中にはありまし

た。そういう中で、ただこのままでいったのではやはりカップリングできた後実際に交際

を続けていく、その中身がなかなか続かないというのが実態であったものですから、もう

一回違う形でやってみたほうがいいのではないかということで、このたび一回予算の打ち

切りをさせていただいたところであります。 

 いずれにしましても、結婚を希望する男性の方に対して町としてはできるだけ助けをし

ていきたいという気持ちは変わっておりませんので、今度違う形で何とか新しい事業、イ

ベント、そういうものを見つけていきたいなというふうに思っていまして、これをどうい

う形がいいのかというのは費用対効果という、こういう事業は費用対効果と言ってしまっ

たら身もふたもないということでありますから、そういうことではなくて、やはりこうい

う機会をとにかく設けていくということが必要だろうというふうに思っていますので、今

までと違う形での事業ができないのかどうか、本当にこういう面ではもう一度模索をして

いきたいというふうに考えているところであります。いずれにしましても、独身の方、ま

ず特に後継者に何とか結婚していただきたいということで始めたわけでありますから、そ

ういう後継者でまだ結婚されていない未婚の方に対してぜひそういう違う意味での、違う

イベントでのそういう機会ができる、そういうものができないかどうか模索してまいりた
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いというふうに思っていますので、決してこれで諦めたということではなく、違う形での

模索を続けていきたいと思っていますので、ご理解をいただきたいと思いますし、そのと

きにはまた議会としても、当初議会の皆さんが札幌行って女性に来ていただくということ

に、それにも参加していただいた経緯もありますので、今後とも町としては議会の皆さん

とともに、気持ちは同じでありますから、そういうイベントなり、そういう事業をこれか

らも新たな形を模索してまいりたいというふうに思っていますので、その節はまたご協力

をよろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 楽しみにいたしておりますので。今ある意味の町長の希望的な観測いただき

ました。議員の皆さんもいろいろと心配されて、札幌でのイベントに対することもやって

おりましたので、この企画がなくなるのは若干寂しいが、本当新しい形の中で、また議員

も協力ができるような形の中で企画をしていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時４５分  休憩 

午後 ２時５８分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

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

 町民課長。 

〇山本町民課長 予算書は38ページをお開き願います。あわせまして説明資料は17ページ

をごらん願います。２款総務費、１項総務管理費、10目生活安全推進費、本年度予算額

1,971万5,000円、この科目は交通安全対策、防犯対策の推進事業並びに消費者保護対策事

業を通じ、町民の安全、安心な日常生活を確保するため、交通安全指導員、防犯指導員が

実施している巡視活動や消費者協会による消費者保護活動に対する経費を計上してござい

ます。増減の主な内容は、１節報酬、交通安全指導員の増員により16万1,000円増、19節負

担金、補助及び交付金で浦幌町消費者協会が主管する十勝消費者大会の浦幌開催終了によ

る13万円の減でございます。１節報酬、13節委託料につきましては、予算説明資料に記載

のとおりでございます。 

 42ページをお開き願います。説明資料は18ページをごらん願います。下段でございます。

２項徴税費、１目税務総務費、本年度予算額2,944万6,000円、この科目は固定資産評価審

査委員会の運営並びに税務事務に要する職員の人件費並びに事務的経費を計上したもので

ございます。主な増額につきましては、人件費に係る増でございます。１節報酬は、説明
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資料に記載のとおりでございます。 

 ２目賦課徴収費、本年度予算額1,186万8,000円、この科目は町税の賦課徴収業務に係る

事務的経費を計上してございます。主な減額内容は、13節委託料で評価がえのための土地

の評価業務終了による346万5,000円の減となっております。12節役務費、13節委託料、14節

使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金は、説明資料19ページに記載のとおりで

ございます。 

 次のページをお開き願います。３項１目戸籍住民登録費、本年度予算額1,711万9,000円、

この科目は戸籍住民登録の窓口業務に係る事務的経費を計上してございます。減の主なも

のは、人件費に係る減額でございます。19節負担金、補助及び交付金は、説明資料19ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 48ページをお開き願います。説明資料は20ページをごらん願います。３款民生費、１項

社会福祉費、２目国民年金事務費、本年度予算額45万1,000円、この科目は国民年金事務及

び国民年金制度の啓発等に係る経費を計上してございます。特に説明を加える事項はあり

ません。 

 50ページをお開き願います。説明資料は21ページをごらん願います。６目重度心身障害

者ひとり親家庭等医療対策費、本年度予算額1,126万5,000円、この科目は重度心身障がい

者、ひとり親家庭等の医療費を助成する経費を計上してございます。主な増につきまして

は、20節扶助費、ひとり親家庭等医療費扶助費の84万円の増額でございます。内訳につき

ましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ７目後期高齢者医療費、本年度予算額１億868万6,000円、この科目は後期高齢者医療制

度における75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の寝たきり等の状態にある方に係る療養給

付等に要する経費を計上してございます。主な増減は、19節負担金、補助及び交付金の療

養給付費負担金69万円の減、28節繰出金は159万円の増、内容につきましては説明資料に記

載のとおりでございます。 

 次のページをごらん願います。下段でございます。２項児童福祉費、２目児童措置費、

本年度予算額5,737万4,000円、この科目は児童手当の支給並びに支給事務に要する経費を

計上してございます。減の主なものは、20節扶助費で414万円の減、対象児童数の減であり、

内容につきましては説明資料21ページ、22ページに記載のとおりでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に４款１項３目環境衛生費から２項２目し尿処

理費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 予算書62ページをお開き願います。あわせまして説明資料は25ページを

ごらん願います。４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境衛生費、本年度予算額3,091万円、
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この科目は葬斎場ほか環境衛生業務に要する経費を計上してございます。主な増減は、１

節報酬、空家対策協議会委員報酬４万8,000円の増、減の主なものは修繕料139万1,000円の

減、13節委託料は隔年実施しております吉野地区の臭気測定業務43万2,000円の減となって

ございます。15節工事請負費、葬斎場の玄関スロープ改修工事完了による130万円の減でご

ざいます。１節報酬、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金の内容につきましては、

説明資料に記載のとおりでございます。 

 ４目墓地墓園費、本年度予算額136万円、この科目は町が管理する墓地と墓園の５カ所の

維持管理に要する経費を計上してございます。減の主なものは、12節役務費、ごみ処理手

数料９万円の減でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料は、説明資料25ページ

に記載のとおりでございます。 

 64ページをごらん願います。６目乳幼児等医療対策費、本年度予算額1,653万7,000円、

この科目は中学生以下の乳幼児等の医療費の助成に要する経費を計上してございます。主

な減は、20節扶助費の乳幼児等医療扶助費60万円の減、こちらは実績に合わせた減でござ

います。内容につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 65ページをごらん願います。７目公衆浴場管理費、本年度予算額1,341万1,000円、この

科目は町営公衆浴場健康湯の管理運営に要する経費を計上してございます。主な増は、指

定管理委託料50万9,000円の増、15節工事請負費、屋根の防水改修に伴う工事請負費350万

円の増でございます。13節委託料は、説明資料に記載のとおりとなってございます。 

 ９目未熟児養育医療対策費、本年度予算額72万1,000円、この科目は１歳未満の未熟児を

養育するための医療費の助成に要する経費を計上してございます。20節扶助費は、説明資

料に記載のとおりでございます。 

 66ページをごらん願います。２項清掃費、１目塵芥処理費、本年度予算額6,838万4,000円、

この科目はごみの収集運搬処理並びに野犬等処理業務、一般廃棄物処理センター等に係る

管理業務に要する経費を計上してございます。主な減額につきましては、14節使用料及び

賃借料で機械の借上料66万1,000円の減、18節備品購入費、ごみ収集車両の購入1,545万

4,000円の減、19節負担金、補助及び交付金、分担金206万4,000円の減でございます。その

他11節需用費、12節役務費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び

交付金につきましては、説明資料25ページ、26ページに記載のとおりでございます。 

 67ページをごらん願います。２目し尿処理費、本年度予算額825万5,000円、この科目に

つきましてはし尿処理に係る十勝圏複合事務組合に対する負担金でございます。増減の主

なものにつきましては、十勝圏複合事務組合の分担金242万3,000円の増、汚水処理施設共

同整備事業の完了による1,291万4,000円の減となってございます。19節負担金、補助及び

交付金につきましては、説明資料26ページに記載のとおりでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時０９分  休憩 

午後 ３時１１分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

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

めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 予算書46ページから48ページをお開き願います。あわせまして説明

資料19ページから20ページをごらん願います。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福

祉総務費、本年度予算額３億2,281万9,000円、この目につきましては社会福祉全般に係る

経費及び各種社会福祉団体に係る補助金、障がい者の生活介護等サービス給付費、浦幌町

国民健康保険特別会計繰出金等に係る経費でございます。増額の主なものは、８節報償費

は国からの委託事業であります人権啓発活動地方委託事業の経費として23万1,000円の増

額、20節扶助費は障害福祉サービス費等給付対象者の増加などによります生活介護等給付

費など971万6,000円の増、障がい児通所給付対象者の増加などによります通所給付費など

24万2,000円の増、障害者医療費の増加によります更生医療給付費など5,007万6,000円の増

で、扶助費総体で1,503万4,000円の増額内容でございます。減額の主なものは、７節賃金

は平成29年度に実施した臨時福祉給付金支給事業の臨時事務員賃金など74万円の減額、

11節需用費の消耗品費は人権啓発活動地方委託事業の経費など35万7,000円の増、印刷製本

費11万7,000円の減、修繕費は平成29年度に実施した平和塔展望台手すり改修に係る修繕費

45万円の減など需用費総体で21万円の減額、13節委託料は日中一時支援事業の利用者の減

などにより地域生活支援事業業務委託料50万4,000円の減、平成29年度臨時福祉給付金支給

事業終了によるシステム改修業務委託料43万2,000円の減など委託料総体で101万7,000円

の減額、19節負担金、補助及び交付金は利用者の増加などによる心身障害児等療育施設等

訓練通園費補助金36万1,000円の増、浦幌町社会福祉協議会運営事業補助金139万円の減、

平成29年度臨時福祉給付金支援事業の終了により臨時福祉給付金1,725万円の減などで、負

担金、補助及び交付金総体で1,835万2,000円の減額、28節繰出金は浦幌町国民健康保険事

業特別会計への繰出金3,503万円の減額内容でございます。13節委託料、19節負担金、補助

及び交付金、20節扶助費、28節繰出金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでご

ざいます。 

 予算書49ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料20ページ下段から21ペー

ジをごらん願います。３目厚生委員費、本年度予算額298万7,000円、この目につきまして

は民生委員、児童委員兼ねて浦幌町厚生委員24名の活動に係る経費でございます。予算説

明資料に記載の13節委託料につきましては、社会調査委託料として北海道からの委託料、
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１人当たり５万9,000円が町に交付され、同額を民生委員各位にそれぞれ交付するものでご

ざいます。１節報酬につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 引き続き予算書49ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料21ページをごら

ん願います。４目青少年健全育成費、本年度予算額28万8,000円、この目につきましては浦

幌町青少年問題協議会委員８名、浦幌町少年補導委員会委員11名の経費のほか、青少年健

全育成事業に係る経費でございます。１節報酬は、予算説明資料に記載のとおりでござい

ます。 

 引き続き予算書49ページから50ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料

21ページをごらん願います。５目社会福祉施設費、本年度予算額209万9,000円、この目に

つきましては浜厚内生活館維持管理及びアイヌ生活相談員１名の活動に係る経費でござい

ます。１節報酬、13節委託料につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書50ページの下段から51ページをごらん願います。８目相談支援事業所運営費、本

年度予算額19万1,000円、この目につきましては障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律及び児童福祉法に基づき、障がいのある方の地域生活を支援するため、

障がい福祉サービスや障がい児通所支援を利用する全ての方にサービス等利用計画の作成

を行うことにより、地域で生活していくときに必要となるさまざまなサービス等を有効に

活用し、生活の質を向上させることを目的とした特定相談支援事業及び障がい児相談支援

事業の運営に係る経費でございます。特にこの目で説明を加える事項はございません。 

 引き続き予算書51ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料21ページをごら

ん願います。２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、本年度予算額1,648万4,000円、この

目につきましては児童福祉、保育園、幼稚園等の入退園及び保育料納付事務等に係る経費

でございます。１節報酬、８節報償費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予

算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書52ページから53ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料22ページを

ごらん願います。３目認可保育園運営費、本年度予算額9,150万2,000円、この目につきま

してはしらかば保育園の管理運営及び園児69名の保育及び一時保育に係る経費でございま

す。増額の主なものは、７節賃金は支援を必要とする園児を補助する臨時職員賃金など

185万円の増額、11節需用費の消耗品は調理用器具及び調理員用被服購入経費など14万

5,000円の増、修繕費は園庭遊具塗装修繕料として36万円の増、賄い材料費は入園児等の増

加などによる30万8,000円の増などにより需用費総体で79万6,000円の増額、13節委託料は

広域保育による管外入所保育委託料など委託料総体で99万7,000円の増額内容でございま

す。減額の主なものは、18節備品購入費は施設用備品購入費28万5,000円の減額、19節負担

金、補助及び交付金は通園費補助金など33万5,000円の減額内容でございます。11節需用費、

13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料に記載のとおり

でございます。 

 引き続き予算書53ページから54ページとあわせまして予算説明資料22ページをごらん願
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います。４目へき地保育所運営費、本年度予算額3,097万5,000円、この目につきましては

上浦幌ひまわり保育園の管理運営及び園児21名の保育に係る経費でございます。減額の主

なものは、７節賃金は職員の育児休業等による代替保育士臨時職員賃金など215万3,000円

の減額、15節工事請負費は平成29年度実施した上浦幌ひまわり保育園外壁塗装工事260万円

の減額、18節備品購入費は園児用遊具などの購入費17万6,000円の減額内容でございます。

13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料に記載のとおり

でございます。 

 引き続き予算書54ページから55ページとあわせまして予算説明資料22ページをごらん願

います。５目児童館運営費、本年度予算額49万3,000円、この目につきましては常室児童館

維持管理に係る経費でございます。減額の主なものは、15節工事請負費は29年に実施した

常室児童館屋根塗装工事130万円の減額内容でございます。13節委託料につきましては、予

算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書55ページから56ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料22ページを

ごらん願います。６目子ども発達支援センター運営費、本年度予算額1,735万9,000円、こ

の目につきましては子ども発達支援センターの運営及び言葉や心身の発達におくれが認め

られる児童の療育に係る経費でございます。減額の主なものは、７節賃金は職員の育児休

業等による代替保育士臨時職員賃金など181万6,000円の増額、11節需用費の消耗品費は指

導員教材購入経費など10万8,000円の増額内容でございます。減額の主なものは、18節備品

購入費は平成29年度に整備した指導用備品購入費10万6,000円の減額内容でございます。

13節委託料につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書56ページをごらん願います。７目学童保育所費、本年度予算額928万1,000円、こ

の目につきましては放課後児童対策として開設する学童保育所及び上浦幌児童クラブ運営

及び児童の保育に係る経費でございます。増額の主なものは、７節賃金は上浦幌児童クラ

ブ支援員賃金など206万9,000円の増額、11節需用費は上浦幌児童クラブなどの消耗品費及

び賄い材料費39万5,000円の増額、12節役務費は上浦幌児童クラブ用携帯電話料金及び児童

の傷害保険料など13万8,000円の増額、18節備品購入費は学童保育所用の冷蔵庫、オーブン

レンジ購入経費として16万8,000円の増額内容でございます。 

 引き続き予算書56ページから57ページをごらん願います。８目子育て支援センター費、

本年度予算額1,763万円、この目につきましては親子の遊び等を通じて子育て家庭の育児の

不安や悩みの相談、子育て情報等を子育てする親に提供する子育て支援センターの運営及

び浦幌町ファミリーサポート事業に係る経費でございます。特にこの目で説明を加える事

項はございません。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に３項１目老人福祉総務費から10款４項１目幼
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稚園運営費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 予算書57ページから59ページをごらん願います。あわせまして予算

説明資料22ページから23ページをごらん願います。３項老人福祉費、１目老人福祉総務費、

本年度予算額１億9,769万6,000円、この目につきましては高齢者福祉及び在宅福祉支援事

業及び浦幌町介護保険特別会計繰出金に係る経費でございます。増額の主なものは、19節

負担金、補助及び交付金は認知症老人等託老サービス給付費負担金57万7,000円の増、訪問

介護事業運営費補助金329万7,000円の増、通所介護事業運営費補助金392万8,000円の増、

居宅支援事業運営費補助金40万円の増、在宅福祉通院等支援運営事業補助金62万5,000円の

増、その他増減を合わせまして負担金、補助及び交付金総体で756万3,000円の増額、28節

繰出金は浦幌町介護保険特別会計の繰出金621万9,000円の増額の内容でございます。減額

の主なものは、８節報償費は敬老祝金支給対象者の減などによる17万7,000円の減額、13節

委託料は在宅福祉支援事業委託料81万4,000円の減、介護予防プラン作成委託料41万

8,000円の増など委託料総体で38万6,000円の減額、15節工事請負費は平成29年度に実施し

た浦幌町屋内ゲートボール場つり物器具撤去工事費70万円の減額、20節扶助費は扶助費支

給対象者の減などによる扶助費総体で14万6,000円の減額内容でございます。また、予算説

明資料23ページ上段に記載しています19節負担金、補助及び交付金の訪問看護ステーショ

ン設置負担金70万円につきましては、現在池田町に池田地域訪問看護ステーションを設置

し、浦幌、池田、豊頃をサービス提供エリアとして訪問看護サービスを実施しています一

般社団法人北海道総合在宅ケア事業団に支出しておりますが、このたび平成30年３月31日

をもって廃止することになりました。４月１日からは、これを継承する形で公益社団法人

地域医療振興協会が池田町に24時間対応の東十勝訪問看護ステーションを設置し、３町を

サービス提供エリアとして訪問看護事業を運営することになりますことから、平成30年度

より訪問看護ステーション設置負担金として同額の70万円を公益社団法人地域医療振興協

会が運営する24時間対応の東十勝訪問看護ステーションに支出するものでございます。な

お、上浦幌地区につきましては引き続き一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団が運営す

る本別地域訪問看護ステーションが訪問看護サービスを提供することとなっております。

１節報酬、８節報償費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付

金、20節扶助費、28節繰出金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 引き続き予算書59ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料23ページをごら

ん願います。２目老人福祉施設費、本年度予算額9,064万2,000円、この目につきましては

養護老人ホーム入所措置等の３施設、入所者47名に係る経費でございます。20節扶助費は

入所措置者の１名増による238万円の増額で、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書59ページから60ページとあわせまして予算説明資料23ページから24ページをごら

ん願います。３目老人ホーム費、本年度予算額１億9,976万円、この目につきましては浦幌

町養護老人ホームらぽろの管理運営及び入所者50名に係る経費でございます。増額の主な
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ものは、11節需用費は運営経費に係る消耗品費、燃料費など81万3,000円の増、修繕料は14万

1,000円の減で、需用費総体で65万2,000円の増額、12節役務費は廃棄物処理手数料など14万

6,000円の増額、14節使用料及び賃借料は介護保険業務管理システム機器更新による事務機

器借上料など48万4,000円の増額内容でございます。減額の主なものは、７節賃金は臨時看

護師賃金など715万5,000円の減額、18節備品購入費は平成29年度に整備しました入所者の

通院移動等に使用する車椅子仕様軽自動車購入経費など171万2,000円の減額、19節負担金、

補助及び交付金は研修会等参加負担金23万1,000円の減額、20節扶助費は扶助費支給対象者

の減による39万円の減額内容でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備

品購入費、20節扶助費につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書61ページから62ページをごらん願います。引き続き予算説明資料24ページをごら

ん願います。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、本年度予算額２億3,362万

1,000円、この目につきましては各種健康診査、検診委託料等及び浦幌町簡易水道特別会計

繰出金に係る経費でございます。増額の主なものは、７節賃金は職員の育児休業等による

代替栄養士臨時職員賃金など171万円の増額、19節負担金、補助及び交付金は簡易水道市街

地区消火栓設置工事費負担金250万円の増、不妊症治療費補助金60万円の増、特定不妊治療

費補助金40万円の減など負担金、補助及び交付金総体で276万7,000円の増額、20節扶助費

は新生児聴覚検査扶助費15万円の増、妊婦健康診査の自己負担分扶助費35万2,000円の増な

ど扶助費総体で50万8,000円の増額、28節繰出金は簡易水道特別会計の繰出金2,791万

2,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、９節旅費は保健師の旅費を国民健

康保険事業特別会計へ組みかえたことによる28万2,000円の減額、13節委託料は妊婦健康診

査委託料56万4,000円の減、子宮がん自己採取ＨＰＶ検査、ピロリ菌抗体検査などを追加し

たことなどによる健康診査委託料17万円の増など委託料総体で42万4,000円の減額内容で

ございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費につきましては、予

算説明資料に記載のとおりでございます。 

 引き続き予算書62ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料24ページ下段か

ら25ページをごらん願います。２目予防費、本年度予算額1,503万3,000円、この目につき

ましては各種検診、予防接種等保健予防に係る経費でございます。減額の主なものは、７

節賃金は臨時保健師賃金16万8,000円の減額、13節委託料は予防接種対象者の減によります

予防接種委託料639万6,000円の減、結核検診の委託料単価改定による19万5,000円の増など

委託料総体で620万1,000円の減額の内容でございます。13節委託料の内容につきましては、

予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書64ページをごらん願います。あわせて予算説明資料25ページをごらん願います。

５目医療対策費、本年度予算額１億1,504万2,000円、この目につきましては医療対策及び

浦幌町立診療所特別会計繰出金に係る経費でございます。増額の主なものは、18節備品購

入費は桜町歯科診療所でエックス線フィルムにより撮影しているレントゲン機器をデジタ

ル化に更新するためのデジタルレントゲン機器整備経費862万8,000円の増額、19節負担金、
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補助及び交付金は帯広厚生病院運営費補助金17万円の増額内容でございます。減額の主な

ものは、11節需用費は修繕費など14万1,000円の減額、28節繰出金は浦幌町立診療所特別会

計の繰出金816万8,000円の減額内容でございます。18節備品購入費、19節負担金、補助及

び交付金、21節貸付金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書65ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料25ページをごらん願いま

す。８目保健福祉センター管理費、本年度予算額1,600万1,000円、この目につきましては

保健福祉センター維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは、11節需用費は燃

料費など総体で23万2,000円の増額、13節委託料はボイラー自動制御保守点検委託料など

24万3,000円の増額、18節備品購入費は保健福祉センター用備品購入費10万円の増額内容で

ございます。13節委託料につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書97ページから99ページをごらん願います。あわせまして予算説明資料36ページを

ごらん願います。10款教育費、４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、本年度予算額5,783万

2,000円、浦幌幼稚園、厚内幼稚園の管理運営及び浦幌幼稚園36名、厚内幼稚園８名、園児

合計44名の保育に係る経費でございます。減額の主なものは、７節賃金はクラス補助教諭

賃金202万円の増、特別支援教諭賃金127万6,000円の減など賃金総体で74万4,000円の増額、

19節負担金、補助及び交付金は通園費補助金など12万4,000円の増額内容でございます。

13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料に記載のとおり

でございます。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時３８分  休憩 

午後 ３時４１分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

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

めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、予算書67ページをごらん願います。あわせまして説明資料26ペ

ージをごらん願います。５款労働費、１項１目労働諸費、本年度予算額885万2,000円、こ

の目につきましては勤労者対策及び雇用対策並びに職業病対策に要する経費でございま

す。増額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で常室ラボ運営委員会の事業負担金

589万8,000円の増額の内容でございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、

予算説明資料に記載のとおりでございます。 



                                             － 50 － 

 68ページをごらん願います。６款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費、本年度

予算額5,094万5,000円、この目につきましては農業事務関係職員の人件費及び関係団体等

に対する負担金に要する経費でございます。増額の主なものにつきましては、２節給料で

337万4,000円の増、３節職員手当等で113万3,000円の増、４節共済費で144万4,000円の増

額の内容でございます。 

 68ページ下段をごらん願います。あわせまして説明資料26ページから27ページをごらん

願います。３目農業振興費、本年度予算額5,244万4,000円、この目につきましては本町農

業の振興対策に要する経費でございます。増額の主なものは、19節負担金、補助及び交付

金で取り組み面積の増により環境保全型農業直接支払交付金728万円の増額の内容でござ

います。減額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で対象者の交付期間満了により

青年就農給付金事業補助金から事業名が変更となりました農業次世代人材投資事業補助金

75万円の減、対象案件の減により機構集積協力金交付金事業補助金772万4,000円の減、補

助金が国からの直接交付となったことにより消費・安全対策事業補助金７万5,000円の減額

の内容でございます。１節報酬、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明

資料に記載のとおりでございます。 

 70ページをごらん願います。あわせまして説明資料27ページから28ページをごらん願い

ます。５目畜産振興費、本年度予算額3,829万5,000円、この目につきましては畜産の振興

対策に要する経費でございます。増額の主なものは、11節需用費の修繕料で模範牧場静内

団地ポンプ施設修繕で75万6,000円の増、18節備品購入費で模範牧場機械購入費729万

2,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で補

助期間満了により良質粗飼料増産対策事業補助金220万円の減額の内容でございます。11節

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

付金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 71ページをごらん願います。あわせまして説明資料28ページをごらん願います。６目土

地改良費、本年度予算額9,975万5,000円、この目につきましては農業関係の土地基盤整備

に要する経費でございます。増額の主なものは、15節工事請負費で栄穂地区排水路補修工

事700万円の増、浦幌太排水機場蓄電池交換工事162万円の増、豊北排水機場蓄電池交換工

事734万2,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、11節需用費の修繕料で浦

幌太排水機場及び豊北排水機場修繕1,363万円の減、13節委託料で栄穂地区排水路調査測量

設計委託業務168万5,000円の減、豊北排水機場遠隔監視設定委託料67万円の減額の内容で

ございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、19節負担金、補助及

び交付金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 72ページ中段をごらん願います。あわせまして説明資料28ページをごらん願います。８

目道営土地改良事業費、本年度予算額5,391万5,000万円、この目につきましては道営事業

による土地改良事業に要する経費でございます。増額の主なものは、17節公有財産購入費

で合流地区明渠排水用地取得費101万4,000円の増、19節負担金、補助及び交付金で本年度
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より工事着手となる栄穂地区担い手育成型畑地帯総合整備事業工事負担金762万円の増、新

規事業として恩根内地区担い手育成型畑地帯総合整備事業実施に向けた計画樹立負担金

10万円の増額の内容でございます。減額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で合

流地区担い手育成型畑地帯総合整備事業工事負担金629万円の減額の内容でございます。

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

のとおりでございます。 

 73ページ中段をごらん願います。あわせまして説明資料29ページをごらん願います。10目

団体営土地改良事業費、本年度予算額625万1,000円、この目につきましては団体営事業に

よる土地改良事業に要する経費でございます。増額の主なものは、15節工事請負費で暗渠

排水工事の面積増により157万5,000円の増額の内容でございます。13節委託料、15節工事

請負費につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 73ページ下段をごらん願います。あわせまして説明資料29ページをごらん願います。２

項林業費、１目林業総務費、本年度予算額1,808万2,000円、この目につきましては林業事

務関係職員の人件費及び一般林務行政に要する経費でございます。減額の主なものは、２

節給料で212万4,000円の減、３節職員手当等で78万5,000円の減、４節共済費で95万5,000円

の減、18節備品購入費64万円の減額の内容でございます。１節報酬、８節報償費、13節委

託料、14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金、28節繰出金につきましては、

予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 75ページをごらん願います。あわせまして説明資料29ページをごらん願います。２目林

業振興費、本年度予算額2,433万5,000円、この目につきましては民有林の振興に要する経

費でございます。増額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で取り組み面積の増に

より未来につなぐ森づくり推進事業補助金174万円の増額の内容でございます。19節負担

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

 75ページ中段をごらん願います。あわせまして説明資料29ページをごらん願います。３

目林道維持費、本年度予算額240万8,000円、この目につきましては町が管理する林道の維

持管理に要する経費でございます。特に説明を加える事項はありません。14節使用料及び

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

 75ページ下段をごらん願います。あわせまして説明資料29ページから30ページをごらん

願います。４目うらほろ森林公園管理運営費、本年度予算額3,304万8,000円、この目につ

きましてはうらほろ森林公園の管理運営に要する経費でございます。増額の主なものは、

15節工事請負費で遊歩道補修工事925万円の増額の内容でございます。11節需用費、13節委

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

おりでございます。 

 76ページ上段をごらん願います。あわせまして説明資料30ページをごらん願います。５

目林道上出沢線開設事業費、本年度予算額2,611万2,000円、この目につきましては町道上

出沢線終点から林道川流布小笠原線に接続する林道上出沢線の開設に要する経費でござい
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ます。増額の主なものにつきましては、15節工事請負費で100万円の増額の内容でございま

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

 以上で説明を終わりますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に３項１目水産業総務費から11款２項２目水産

業施設災害応急費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、予算書76ページ中段をごらん願います。３項水産業費、１目

水産業総務費、本年度予算額895万2,000円、この目につきましては水産業事務関係職員の

人件費及び水産事務に要する経費でございます。特に説明を加える事項はございません。 

 76ページ下段をごらん願います。あわせまして説明資料30ページをごらん願います。２

目水産業振興費、本年度予算額2,333万7,000円、この目につきましては水産業の振興及び

厚内漁港の管理に要する経費でございます。増額の主なものは、19節負担金、補助及び交

付金で事業主体の北海道に対する水産物供給基盤機能保全事業負担金213万3,000円の増、

種苗中間育成施設改修費の増により種苗中間育成事業補助金83万円の増、漁船船台整備に

係る大津漁港船揚場減災対策事業補助金1,040万円の増額の内容でございます。減額の主な

ものは、15節工事請負費で250万円の減、19節負担金、補助及び交付金で水産基盤整備事業

負担金93万3,000円の減、補助対象期間満了により沿岸漁業経営近代化促進事業補助金

880万円の減額の内容でございます。12節役務費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節

工事請負費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料に記載のとおり

でございます。 

 78ページをごらん願います。あわせまして説明資料30ページから31ページをごらん願い

ます。７款１項商工費、１目商工振興費、本年度予算額１億7,814万円、この目につきまし

ては商工事務関係職員の人件費及び商工業の振興対策等に要する経費でございます。減額

の主なものは、13節委託料で起業創業・事業者支援事業委託料264万6,000円の減、19節負

担金、補助及び交付金で商工業振興事業補助金209万円の減、補助件数見直しにより太陽光

発電システム設置補助金125万円の減、同じく木質ペレットストーブ購入費補助金60万円の

減、対象金額の減により地場工業等振興補助金155万6,000円の減額の内容でございます。

８節報償費、19節負担金、補助及び交付金、21節貸付金につきましては、予算説明資料に

記載のとおりでございます。 

 78ページ下段をごらん願います。あわせまして説明資料31ページをごらん願います。２

目観光費、本年度予算額4,295万9,000円、この目につきましては観光振興対策事業及び観

光施設の管理運営等に要する経費でございます。増額の主なものは、13節委託料で観光パ

ンフレット用の写真撮影委託料60万円の増、18節備品購入費で観光事業用備品購入費59万

円の増、19節負担金、補助及び交付金で観光協会補助金200万円の増額の内容でございます。
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減額の主なものは、11節需用費の修繕料で観光施設修繕料50万5,000円の減額の内容でござ

います。８節報償費、13節委託料、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金につき

ましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 79ページ中段をごらん願います。３目工業対策費、本年度予算額124万8,000円、この目

につきましては企業誘致対策事業等に要する経費でございます。減額の主なものは、新産

業創造等活用事業審査委員会の廃止に伴う報酬、費用弁償の減額の内容でございます。 

 続きまして、108ページ中段をごらん願います。あわせまして説明資料39ページをごらん

願います。11款災害復旧費、２項農林水産施設災害復旧費、１目農業施設災害応急費、本

年度予算額20万円、この目につきましては農業施設における災害時の応急対策に要する経

費でございます。特に説明を加える事項はございません。15節工事請負費につきましては、

予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 108ページ下段をごらん願います。２目水産業施設災害応急費、本年度予算額50万円、こ

の目につきましては水産業施設における災害時の応急対策に要する経費でございます。特

に説明を加える事項はありません。14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金

につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わりますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 78ページの商工振興費の中の19節、負担金及びというところで、コスミック

ホールの件なのでございますけれども、以前私今回の高齢者の補助といいますか、使用料

の減免ということで一回お伺いしたことがあるのですが、その後もちょっと冗談ではない

つもりでやっているのですけれども、ならないのかと言ったら、町から若干その分いただ

ければいいのでないかという話がちらっと聞こえたものですから、そういうお年寄りが使

う分なんて知れているなと考えたものですから、もしそういうことに対しての助成といい

ますか、負担金といいますか、補助金といいますか、というのはお考えがあるかどうかお

伺いしたいなと思います。 

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。 

 議員のほうから昨年も同じような質問をいただきまして、町の考え方としてはあくまで

も商工会が運営事業ということでお答えをさせていただきました。先般商工会が事務局と

なっておりますコスミックホール運営委員会の中では、団体の利用に関しての減免の見直

しをやっていきたいというような話になりましたので、その中で審議がされるというふう

に思っていますけれども、それに伴っての町の負担金の増ということは考えておりません

が、検討される段階になったということだけご報告させていただきます。 

 以上です。 
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〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ということは、減免なり免除なりという確認がされ、その年齢とかなんとか

というのは関係なく、あくまで所属の団体のことを考えるということですね。町の施設だ

とかについては年齢によって、65歳以上、70歳以上とかという、全くのないということが

あって、例えば私もいただいているわけですけれども、めでたく65歳超したものですから、

それを提示することによって減免をいただける、免除をいただけるという状況なのですけ

れども、コスミックホールのみが今のところそういうことがされないという状況だったも

のですから、去年もそういうことでお伺いしたのですけれども、今恐らくコスミックホー

ルの審議会の中で協議していただけるということなので、その辺についてもうちょっと詳

しくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 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。 

 おっしゃったように団体に対してということでございまして、どのような形で減免をす

るのか、町の場合は証明書をもらってという形になっていますけれども、資料のほうは町

のものを渡しておりますので、それをもとにどのような形にするかというのはこれからコ

スミックホールの運営委員会の中で審議されますので、その中で審議情報がわかればまた

いろいろ内容をご説明させていただきたいと思います。今の段階でわかっているのは、町

が資料を提供しまして、それに基づいて減免規定の見直しを行いたいということでの段階

でございますので、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 予算書79ページ、説明が31ページです。観光協会の補助金なのですが、昨年

より200万円増額になっておりますけれども、この理由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。 

 商工観光係長。 

〇前川産業課商工観光係長 ただいまご質問いただきましたことに関しましてお答えさせ

ていただきます。 

 本観光協会に対する補助金につきましては、平成30年度花火大会を開催を予定しており

まして、その経費に対する補助金の増額となっております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 花火大会ということで、大変よい事業だと思いますけれども、これもう少し

詳しく、いつごろやるのかとか、場所どこでやるとか、ちょっとお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 商工観光係長。 
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〇前川産業課商工観光係長 開催時期につきましては、１月もしくは２月を予定しており

ます。 

 以上です。 

（「場所とか。場所」の声あり） 

〇前川産業課商工観光係長 場所につきましては、現在調整中でございますが、町民球場

を第一候補としております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 そうしたら、冬やられるということですね、１月か２月ということは。これ

は、今年というか、30年度単年度だけの予定なのですか。 

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関してお答えさせていただきます。 

 ちょっと補足させていただきますと、冬のイベントがないということでしたので、冬の

中で実施したいということで考えておりまして、正式な時期はまだこれから検討したいと

いうふうに思います。また、打ち上げ場所につきましては、保安距離とかがありますので、

そちらに関しましては法令上の規制がない感じで考えておりますけれども、先ほど係長申

しましたとおり球場であれば何とかいけそうだというところもありますので、所管してい

る教育委員会との協議も必要になっておりますけれども、そういう部分で総体的に判断を

しながら打ち上げ場所のほうは決定をしたいというふうに思っております。 

 また、来年以降も花火大会をやるのかという話ですけれども、そちらに関してはまだど

うするかは考えておりませんので、本年度に関しては実施したいというふうに思っており

ます。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 済みません。では、補足させていただきます。 

 それで、来年、平成31年度が町制施行120年を迎えるということで、明けて31年になるの

で、それの冠も兼ねてやりたいということで考えておりますので、補足させていただきま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 これ観光協会のほうで検討されていることだと思うのですけれども、ただ１

月、２月といったら結構浦幌でも夜であれば寒いのでないのかなと思うのです。できれば

もうちょっと時期見てお願いしたいというか、その辺検討できないかお伺いしたいと思う

のですが。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 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。 

 先ほど産業課長のほうから話ありましたとおり、町制施行、開町120年ということでござ

います。その年が31年に当たるということで、31年と申しますか、31年ということで、そ

の記念すべき年に何とか盛り上げたいというのがまず１点で、120年に当たっての花火とい

うことで、その１回になるだろうというふうに思っております。そして、前もってそれが

夏季、夏の間にということのご要望でもございますけれども、そこは若干時期がずれてし

まうということと、もう一つはいわゆる冬のイベントというのが少ないということと、も

う一つは冬の空が比較的晴れ渡ると申しますか、夏場は日にちによっては、時期によって

は濃霧に当たるということで、過去にも、相当昔の話ですけれども、私が小さいころの話

ですので、当時の旧東山のスキー場において花火大会がたしか商工会青年部が中心になっ

てやられたということで、当時も非常に濃霧がかかってなかなか思うところにならなかっ

たというようなことも私も見た覚えもございますし、そういった等々含めますとやはり冬

の空の澄み渡った中での花火というのは濃霧とか、そういう分としては割合回避できるな

ということもございまして、そういった大きな思いとして気象条件、また開基、開町120年

といったことも含めまして、その時期を選ばさせていただいたということでご理解いただ

きたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時０８分  休憩 

午後 ４時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

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

めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 一般会計予算書の34ページをお開き願います。説明資料につきましては

16ページをごらん願います。２款総務費、１項総務管理費、４目自動車管理費、本年度予

算額2,297万2,000円、この目に関しましては施設課で維持管理をしております車両41台分

の経費でございます。増額の主なものは、車検台数が22台から28台へと増加することによ

ります11節需用費の修繕料38万9,000円、12節役務費57万円、27節公課費11万3,000円の増。

減額の主なものは、公用車更新のための18節備品購入費200万円の減でございます。公用車

の管理台数及び18節備品購入費につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の60ページをお開き願います。３款民生費、３項老人福祉費、４目町民バス管理
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費、本年度予算額838万8,000円、この目につきましては町民バスの管理、運行に関する経

費でございます。増額の主なものは、11節需用費の修繕料98万6,000円でございまして、車

両のフロントショック交換等車両修理に要する費用の増でございます。 

 予算書72ページをお開き願います。６款農林水産業費、１項農業費、７目飲料営農用水

対策費、本年度予算額１万9,000円、こちらにつきましては営農用水施設に係ります土地使

用料でございます。 

 引き続き72ページから73ページをごらん願います。あわせまして説明資料につきまして

は29ページをお開き願います。９目地籍調査費、本年度予算額6,491万5,000円、この目に

つきましては地籍調査事業に係る経費でございます。本年度は新規地区といたしまして字

常室、字円山及び字常豊の一部地区13.45平方キロメートルに着手してまいります。増額の

主なものは、13節委託料2,372万1,000円の増でございます。１節報酬、13節委託料、14節

使用料及び賃借料につきましては、説明資料29ページに記載のとおりでございます。 

 次に、予算書の80ページをお開き願います。説明資料につきましては31ページから32ペ

ージをごらん願います。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、本年度予算額

3,667万1,000円、この目につきましては土木業務関係職員に係る人件費、事務費及び交付

税算定基礎となる道路台帳修正委託業務等に係る内容でございます。増額の主なものは人

件費によるものでございまして、減額の主なものは町道未処理用地処理のための13節委託

料168万円、17節公有財産購入費22万円の減でございます。13節委託料につきましては、説

明資料31ページに記載のとおりでございます。 

 81ページをごらん願います。２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、本年度予算額4,930万

4,000円、この目につきましては維持業務関係職員に係る人件費、事務費、建設機械等年間

維持管理費の内容でございます。増額の主なものは、車検台数が４台から11台に増加する

ことに伴う11節需用費の修繕料140万円、12節役務費104万8,000円、27節公課費33万円の増

でございます。 

 ２目道路維持事業費、本年度予算額9,681万9,000円、この目につきましては町道256路線、

実延長297キロメートルの維持管理に要する経費でございます。増額の主なものは、町道の

支障木伐採や維持補修工事、町道除雪を実施する14節使用料及び賃借料の機械借上料53万

4,000円の増でございます。13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料31ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 予算書82ページをごらん願います。３目道路建設補助事業費、本年度予算額５億3,580万

円、この目につきましては社会資本整備総合交付金事業による町道の改良舗装、橋梁長寿

命化修繕計画に基づく橋梁点検、補修などを実施する経費でございます。増額の主なもの

は、道路調査測量設計委託業務などに係る13節委託料1,620万円、相川川西線改良舗装工事

などに伴います15節工事請負費7,470万円、水道管移設工事に係る19節負担金、補助及び交

付金520万円、22節補償、補填及び賠償金320万円の増。減額の主なものは、橋梁定期点検

に係る19節負担金、補助及び交付金800万円の減でございます。13節委託料、15節工事請負
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費、17節公有財産購入費、19節負担金、補助及び交付金、22節補償、補填及び賠償金につ

きましては、説明資料31ページから32ページに記載のとおりでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 道路建設事業費、82ページのところです。それから、説明資料32ページ、橋

梁補修補強工事３橋についてどこの分やるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 土木係長。 

〇長屋施設課土木係長 ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 橋梁修繕工事３橋でございますが、町道いきがい通にかかります黒百合橋、それと消防

会館通にかかります桜橋、それと統太養老線にかかります第２養生橋、こちらの３橋の補

修工事を予定しております。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に３項１目河川管理費から11款１項１目公共土

木施設災害応急費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 それでは、予算書の82ページをごらん願います。あわせまして説明資料

は32ページをごらん願います。３項河川費、１目河川管理費、本年度予算額2,252万円、こ

の目につきましては町が管理いたします215河川の維持管理及び道管理河川に係る樋管樋

門管理委託業務、国所管の救急排水施設管理委託業務に要する経費でございます。減額の

主なものは、町管理河川における維持のための14節使用料及び賃借料400万円、15節工事請

負費700万円の減でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費につ

きましては、説明資料32ページに記載のとおりでございます。 

 83ページをごらん願います。４項都市計画費、１目都市計画総務費、本年度予算額11万

4,000円、都市計画に係る経費でございます。特に説明を加える事項はございません。 

 ２目公共下水道費、本年度予算額１億4,859万2,000円、公共下水道特別会計への繰出金

でございます。 

 ３目公園緑地管理費、本年度予算額1,033万4,000円、この目につきましては中央広場、

駅前広場、児童公園などに係る維持管理及び森林公園遊歩道、道の駅駐車場周辺など町有

地の除草管理に係る経費でございます。13節委託料、15節工事請負費につきましては、説

明資料32ページに記載のとおりでございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費、本年度予算額5,974万9,000円、この目につきましては建

築業務関係職員に係る人件費、事務費、町営住宅477戸、町有住宅10戸の維持管理、町営住
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宅運営委員会及び住宅リフォーム補助金などに係る経費でございます。減額の主なものは、

公営住宅屋根塗装工事が終了したことに伴います15節工事請負費2,650万円の減でござい

ます。１節報酬、13節委託料、15節工事請負費、19節負担金、補助及び交付金につきまし

ては、説明資料33ページに記載のとおりでございます。 

 予算書85ページをごらん願います。２目公営住宅建築費、本年度予算額１億7,445万円、

この目につきましては浦幌町総合振興計画及び公営住宅等長寿命化計画に基づきます公営

住宅整備事業に係る経費でございます。増額の主なものは、東山町団地公営住宅整備事業

に係る13節委託料636万円、17節公有財産購入費１億3,614万4,000円、建てかえ対象団地居

住者移転補償に係る22節補償、補填及び賠償金129万6,000円の増でございます。減額の主

なものは、北栄団地除却工事が終了したことに伴う15節工事請負費1,500万円の減でござい

ます。13節委託料、15節工事請負費、17節公有財産購入費、22節補償、補填及び賠償金に

つきましては、説明資料33ページに記載のとおりでございます。 

 予算書の108ページをお開き願います。説明資料は38ページをごらん願います。11款災害

復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害応急費、本年度予算額22万

2,000円、災害が発生した場合に備える応急費でございます。 

 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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時４４分  休憩 

午後 ４時４５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 次に、２款１項８目支所費から６款１項４目農業団地センター管理費までの説明を求め

ます。 

 上浦幌支所長。 

〇小島上浦幌支所長 それでは、一般会計予算書38ページ、あわせて予算説明資料17ペー

ジをごらん願います。２款総務費、１項総務管理費、８目支所費、本年度予算額2,027万

4,000円、この目につきましては上浦幌支所が行う業務にかかわる経費でございます。増額

の主なものは、職員人件費などによるもので59万7,000円であります。なお、13節委託料、

14節使用料及び賃借料につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、予算書69ページ下段から70ページ、あわせて予算説明資料27ページをごらん願い

ます。６款農林水産業費、１項農業費、４目農業団地センター管理費、本年度予算額637万

円、この目につきましては浦幌町農業団地センターの維持管理に係る経費でございます。

管理費のうち、歳入の農業団地センター使用料８万円を除いた７割分を管理負担金として
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浦幌町農業協同組合に負担をしていただいております。増額の主なものは、11節需用費の

燃料費の燃料単価増高により18万7,000円の増によるものでございます。13節委託料につき

ましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。また、18節備品購入費につきまし

ては、支所窓口カウンター前の来客用ベンチ、長椅子になりますけれども、について、そ

の傷みから取りかえを行うものとして４万4,000円を計上しております。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に６款１項１目農業委員会費の説明を求めます。 

 事務局長。 

〇佐藤農業委員会事務局長 予算書67ページから68ページをごらん願います。あわせまし

て予算説明資料26ページをごらん願います。６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委

員会費、本年度予算額3,390万9,000円、この目は農業委員会の運営、事業活動及び農業者

年金加入促進に関する経費を計上しております。増額の主なものは、13節委託料で農地台

帳システム改修業務委託料33万2,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、２

節給料、３節職員手当等、４節共済費の職員人件費で183万3,000円の減、９節旅費のうち

昨年農業委員の改選があり、任期中に１度、改選時に委員の実務研修を行いましたので、

研修旅費19万5,000円の減額が主なものの内容でございます。13節委託料につきましては、

予算説明資料26ページに記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほうよろしくお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

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

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会とすることに決定をいたしました。 

 なお、再開は明日午前10時ですので、よろしくお願いをいたします。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ４時４９分 


