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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２１号 

〇田村議長 昨日に引き続き議案第21号の予算審議に入ります。日程第１、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。 

 昨日に引き続き予算審議を行いたいと思います。 

 それでは、２款１項11目成人式費から10款３項４目スクールバス管理費までの説明を求

めます。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 一般会計予算書の39ページ下段をごらん願います。２款総務費、１項総

務管理費、11目成人式費、本年度予算額24万1,000円、この目につきましては平成31年浦幌

町成人式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。 

 続いて、ページが飛びます。予算書の89ページをごらん願います。あわせまして予算説

明資料の34ページ下段をごらん願います。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会

費、本年度予算額232万7,000円、この目につきましては教育委員４人の報酬、費用弁償、

教育長交際費などの教育委員会の運営に要する経費でございます。１節報酬については、

説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の89ページ中段から90ページをごらん願います。２目事務局費、本年度予算額

6,415万円、この目につきましては教育委員会事務局の運営や職員の人件費及び小中一貫コ

ミュニティ・スクールに要する経費でございます。小中一貫コミュニティ・スクールに要

する経費は、町の小中一貫ＣＳ委員と各学校の学校運営協議会委員の謝金、全国コミュニ

ティ・スクール研究大会参加旅費及び推進交付金等96万8,000円となっております。増額の

主なものは、職員の人件費で342万9,000円の増額という内容でございます。１節報酬、19節

負担金、補助及び交付金については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の90ページ下段から91ページをごらん願います。予算説明資料は35ページ上段で

ございます。２項小学校費、１目学校管理費、本年度予算額１億177万2,000円、この目に

つきましては小学校２校、児童数206名、教職員数27名に係る学校経営、施設維持に要する

経費でございます。増額の主なものは、15節工事請負費で上浦幌中央小学校教員住宅新築

工事、既設教員住宅解体工事などで767万円の増、小学校児童用机、椅子購入費は昨年度備

品購入費で計上しておりましたが、今年度は消耗品費に組みかえましたので、11節需用費
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の消耗品費が409万4,000円増額し、18節備品購入費は643万9,000円を減額しております。

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、18節備品購入費につ

いては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書は92ページをごらん願います。予算説明資料は35ページ中段でございます。２目

教育振興費、本年度予算額1,784万1,000円、この目につきましては小学校２校の教育振興

のための事務委託、関係団体への事業支援及び学校給食費補助金に要する経費でございま

す。減額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で学校給食費補助金の対象児童数を

精査し、50万1,000円の減額という内容でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び

交付金、20節扶助費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の92ページ下段から93ページをごらん願います。予算説明資料は35ページ下段で

ございます。３目特別支援教育振興費、本年度予算額672万7,000円、この目につきまして

は特別支援教育推進のための事業費と特別支援学級を浦幌小学校に４学級、上浦幌中央小

学校に２学級を開設し、その運営に要する経費でございます。学級の内訳は、浦幌小学校

に知的障がい１学級、言語障がい１学級、情緒障がい２学級が、上浦幌中央小学校は言語

障がい１学級、情緒障がい１学級でございます。増額の主なものは、１節報酬の特別支援

教育支援員１名増員による112万9,000円の増という内容でございます。１節報酬の全内容

については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書は引き続き93ページ中段をごらん願います。４目簡易水泳プール管理費、本年度

予算額60万4,000円、この目につきましては上浦幌中央小学校に設置しております学校プー

ル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、15節工事請負費95万円の減

で、改修工事終了によるものでございます。 

 予算書の93ページ下段から94ページをごらん願います。予算説明資料は35ページ下段か

ら36ページでございます。５目学校保健費、本年度予算額274万円、この目につきましては

小中学校の児童生徒及び教職員の健康診断等に要する経費でございます。13節委託料、20節

扶助費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の94ページ中段から95ページをごらん願います。予算説明資料は36ページ上段で

ございます。３項中学校費、１目学校管理費、本年度予算額5,952万5,000円、この目につ

きましては中学校２校、生徒数102名、教職員数26名に係る学校経営、施設維持に要する経

費でございます。増額の主なものは、上浦幌中学校の臨時学校事務職員１名分で166万

5,000円の増。減額の主なものは、18節備品購入費で計画的に購入しておりました教員住宅

給湯ボイラー配置が完了したことなどで179万円の減。１節報酬、13節委託料、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。 

 予算書の95ページ下段から96ページをごらん願います。予算説明資料は36ページ中段で

ございます。２目教育振興費、本年度予算額1,957万7,000円、この目につきましては中学

校２校の教育振興のための事務委託、関係団体等への事業支援に要する経費、外国語指導

助手の配置に要する経費及び学校給食費補助金でございます。増額の主なものは、学習指
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導要領の改訂により移行期となる今年度から外国語活動を先行実施するため、外国語指導

助手１名を増員する経費で375万5,000円の増額という内容でございます。１節報酬、19節

負担金、補助及び交付金、20節扶助費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の96ページ中段でございます。３目特別支援教育振興費、今年度予算額４万

6,000円、この目につきましては特別支援教育推進のための事業費と特別支援学級を浦幌中

学校に２学級開設し、その運営に要する経費でございます。学級の内訳は、言語障がい１

学級、情緒障がい１学級でございます。昨年度まで１名配置しておりました特別支援教育

支援員は、小学校の支援強化のため配置がえを行いまして123万円の減という内容でござい

ます。 

 予算書の96ページ下段から97ページをごらん願います。あわせて説明資料は36ページを

ごらん願います。４目スクールバス管理費、本年度予算額7,661万2,000円、この目につき

ましてはスクールバス８路線に係る人件費及び運行管理費でございます。今年度より貸し

切りバス方式で運行委託をしておりました６路線を町がスクールバスを所有して運行業務

を委託する方式に変更いたします。上浦幌地区３路線は運転技術員３人を嘱託職員として

採用し、浦幌地区３路線は業者に運行委託する形態といたします。それに伴い増額した主

なものは１節報酬が1,178万7,000円、４共済費の社会保険料が81万8,000円、11節需用費の

燃料費が274万5,000円などで、減額した主なものは13節委託料の運転業務委託料2,490万円

の減です。その他の増額の主なものは、スクールバス車庫新築事業費として13節委託料の

実施設計委託料310万円、15節工事請負費2,010万円の増額という内容でございます。その

他の減額の主なものは、人件費482万2,000円の減と38人乗りスクールバス１台の購入費、

18節備品購入費2,500万円の減額という内容でございます。１節報酬、13節委託料、15節工

事請負費については、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。 

 ３番、差間議員。 

〇差間議員 予算書の92ページ、それと96ページ、小学校、中学校の教育振興費の扶助費

の件で質問いたします。 

 就学援助制度ということで、町の広報紙でもこの辺については案内をいたしております。

それで、今手元に去年の３月と今年の２月の広報紙がございますが、その中で今年の２月

になって、去年の３月では保護者が実費負担額とされていたものが今年の２月の広報紙の

案内によりますとクラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費、修学旅行費、これ修学旅行費は

これまでも援助しておりますので、まだ書いてあるというのはどういうことかなとも思う

のですけれども、通学費、あと学校給食費も、これも全額無料になっておりますので、ど

ういったことでまだ書いているのかなということをちょっと質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 学校教育係長。 
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〇菅野教育委員会学校教育係長 ただいまの差間議員のご質問にお答えいたします。 

 まず初めに、実費負担額という言葉でございますが、以前議会の中でご質問、ご指摘が

ありまして、保護者の実費負担する額が補助されないのかというような、言葉の意味合い

がよく保護者の方に伝わらないのではないかということで、実際には保護者の方が経費を

負担した金額を扶助するということになりますので、その部分を保護者の実費負担相当額

というようなことで、保護者が負担した額に見合う分を扶助するというような、言葉の意

味合いを正確に捉えていただくために文言を整理したところが１点ございます。 

 それから、学校給食費の教育扶助の関係でございますけれども、給食センターが主に担

っております学校給食費補助事業につきましては、その他のいわゆる扶助であるとか公的

な補助があった場合にはそちらを優先し、そういったものがない場合に学校給食費の補助

金を支給するという制度設計になっておりますので、基本的には私のほうで管轄しており

ます教育扶助費のほうが義務的な意味合いも強く、補助よりもより公費を負担するという

意味合いが強いものですから、学校給食費ではなく教育扶助費をまずは充当して保護者の

方に扶助すると。支給するという形になりますので、実質どちらの制度も保護者の方が負

担することはないので、保護者の方にはちょっとわかりづらいところではあるのですけれ

ども、経費の義務的な要素が強いほうが先に支出をするというところから、そういった表

現は学校給食費が教育扶助については教育扶助のほうが優先しているというところを残す

ためにその表現は引き続き広報等に掲載しているということでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 保護者実費負担額については了解いたしました。 

 学校給食費についても、これどうなのでしょうか。就学援助制度の通知の中からは外し

てもいいのではないかと思うのですけれども、これについてはどうなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまの件につきまして説明をさせていただきたいと思います。 

 先ほど係長のほうから扶助費のほうを優先的に保護者の方に支給する形をとって、最終

的には給食費相当分は給食費の補助金のほうで補助するということで、保護者の方につい

ては負担はないと。形的にはそういうふうになっております。それで、今言われたとおり

非常に受け取る方が誤解を招くというような部分があるかもしれませんので、改めて教育

委員会の中で内部協議をさせていただいて、来年度の広報等に掲載する場合はそれまでに

ちょっと内部のほうで協議をさせていただいて、誤解を招かないような、わかりやすいよ

うな表現になるように検討させていただきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 わかりました。 
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 それと、もう一点、この援助項目、これについて援助を受ける時期についてちょっとお

尋ねいたします。これは、小学校、中学校入学前なのでしょうか、それとも入学してから

なのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 学校教育係長。 

〇菅野教育委員会学校教育係長 ただいまの差間議員のご質問にお答えいたします。 

 教育扶助費の支給時期につきましては、平成29年度の実績でございますけれども、現在

の制度上は新入学児を含めて入学後の時期に定めております。実際には７月、それから

12月、それと最後に３月ということで、支給時期を３期に分けましてそれぞれ認定になっ

て支給額が決定したものを等分しまして、その３期に分けて支給しているというのが実態

でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 わかりました。 

 今３期に分けて援助するということで、父兄の実情、その家庭の実情にも大変合ったや

り方だと思うのですけれども、もう一点、やっぱり子どもたちを抱えた家庭の方たちの話

を聞くと就学前に大変お金のかかる時期が重なるということで、そういった家庭の声に対

しても就学援助制度を対象に当たる家庭に対しまして就学前にこの制度を適用するという

工夫にはならないのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまの件につきましてお答えをさせていただきます。 

 教育委員会の規定によりまして、就学援助の対象者を浦幌町立小学校または中学校に在

学し、浦幌町に住所を有する児童生徒の保護者であるというふうに規定をさせていただい

ております。ですので、現段階では就学前ということではなくて、規定上は在学しという

ことですから４月以降という形になっております。それで、近年十勝管内におきましても

今議員がおっしゃったように就学前に支給実施しているという町村もあるということは十

分承知をしております。それで、教育委員会の内部でも協議はさせていただいている段階

でございまして、ただ収入認定とか、収入認定につきましては基本的には前年の収入、所

得ということで認定をさせていただいております。ただ、就学前ということになれば、そ

の認定する収入の年度が前々年度ということで対応している町村もございますし、改めて

支給した後に前年度の支給で認定を再確定しているというところもございます。また、支

給した前年、就学前に支給した場合に入学前に何らかの事情で転出される方もおりまして、

実際学校に入学をされないという場合もございます。その場合の対応につきましても各町

村ばらばらでございまして、返還を求めないというところもございますし、返還を求める

というところもございます。そういうさまざまな対応の違う状況がございますので、本町



                                             － 9 － 

におきましては議員がおっしゃったとおり家庭の事情もありますので、なるべく早くとい

うことで、先ほど係長が説明した４月ということがございまして、お話がありましたけれ

ども、４月の早い段階で例年より早くと。今年度からは早く支給する形に変更させていた

だいておりますので、就学前につきましては再度内部協議を進めた上で実施する、しない

を決定してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いし

ます。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 予算書の93ページ、説明資料の36ページ、13節の委託料について伺います。 

 この中で教職員の健康診断委託料、当然人体にかかわることで十分に検査をしていただ

きたいと思います。その下に教職員ストレスチェック委託料というのがございますけれど

も、これは医師によるものなのか。教職員ストレスチェック委託料、このことは医師によ

ってやられるのか、その辺を伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育委員会総務係長。 

〇三宅教育委員会総務係長 ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 教職員のストレスチェックにつきましては、公立学校共済にパソコンを使ってストレス

チェックをするというシステムがございまして、そちらのほうで委託をさせていただいて、

学校職員が直接自分のパソコンからストレスチェックをできるように実施しております。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 今の説明ですと、個人が各業者に登録し、打ち込んでやるということですけ

れども、そこでどうでしょう、教育長。こういったストレスというのは、なかなか目に見

えない部分、自分で大丈夫だと思ってもやはり外部から見てちょっと変だなと思う点もあ

るとすれば、早期にこういったものを見きわめていかなければならないのかなと。とかく

自分もそうなのですけれども、人に一言言われると気の弱い部分ですとなかなかそれが表

に出せない。そういったこともありますので、委員会としても教職員のそういった健康管

理は当然でございますけれども、内面的な部分というのは教育委員会としてはどのように

考えているのかお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいまのご質問でございますが、教職員の心身ともに健康な状態をいか

に維持していくかということが今強く求められております。特に働き方改革が今年度から

行われるわけでありますが、月80時間を超える勤務実態というのが十勝管内でも、特に中

学校におきましてこれがもう５割、６割に達しております。これに着手しなければならな

いということで、既にこの２月、３月から管内的な動きをしているところでございますが、

幸い浦幌町におきましては今のところ目に見えた大きな健康を害して職場を休むというよ
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うな状況はございませんが、しかし内面的にはどの教職員も同じような悩みを持っている

ものというふうに思っております。したがって、このストレスチェックにしましても、こ

れは本当に簡便法でございます。簡単にできるものでありますが、これだけでは十分とは

とても思えませんし、特に保健室を活用して教職員のそういった心的な相談ということも

行っておりますが、さらにこれを強化して、教職員が体調を壊す、あるいはストレスをた

めるということのないように、早期発見、早期対応に努めていく。さまざまな対応を働き

方改革とともに新年度は強めてまいりたいと、そのように考えております。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 予算書の96ページ、４目のスクールバス管理ということでお聞きしたいと思

います。 

 先ほど説明資料に基づく説明をいただいたのですけれども、確認をさせていただきたい

と思います。上浦幌については５名ということで、嘱託報酬ということでございます。ま

た、浦幌については３路線の業務委託料ということになっておりますけれども、これは上

浦幌については個人の契約ということになるのでしょうか。 

 それと、業務委託料というのはどこか会社との契約ということになっているのですか。

その辺についてちょっと説明いただけますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 次長補佐。 

〇佐藤教育次長補佐 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 平成30年度のスクールバスの運行につきましては、上浦幌地区３路線につきましては川

上川流布線、活平線、美園相川線ということで、３名の嘱託職員を採用いたしまして３路

線を直営による運行を予定しております。また、浦幌地区３路線、十勝太線、留真幾千世

線、吉野線につきましては委託業者によります運行を予定しておりまして、現在入札に向

け準備を進めているところでございます。また、残りの２路線、豊北線につきましては町

の嘱託職員によります直営の運行、また直別厚内線につきましては町職員による直営の運

行を予定しております。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 この中で運転業務委託のところを見ますと、３路線については書いてありま

す、十勝太線、留真幾千世線、吉野線ということで。業務外行事ということでここに書い

てありますけれども、このことについてはどういった対応になるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 次長補佐。 

〇佐藤教育次長補佐 ただいまのご質問でございますけれども、業務外行事といいますの

は通常の先ほどの業者による登下校の委託のほかに学校行事で子どもたちが社会科見学で

すとか、そういった部分でスクールバスを利用する場合、あるいは土日の部活動、大会等
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のスクールバス利用等に対しまして外部のバス会社に委託するというような経費を盛り込

んでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 説明資料の35ページの小学校の学校管理費の中で、11節の需用費の修繕料と

いうことで、いつも報道で上浦幌の子どもたちが畑でいろんなことをやって楽しそうに、

非常に学習に役立てているというふうな捉え方をさせていただいております。この復旧修

繕ということで予算が計上されておりますが、もちろんこれも学習に基づいたことでやっ

ていくのだろうと思いますが、内容がちょっと把握できませんので、説明をお願いいたし

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 学校教育係長。 

〇菅野教育委員会学校教育係長 ただいまの福原議員のご質問にお答えいたします。 

 上浦幌中央小学校学校農園復旧修繕につきましては、本年度、昨年夏に強風等で倒壊い

たしました上浦幌中央小学校校舎の北側に設置しておりますビニールハウスを復旧するも

のでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 本当にひどい雨風で、ビニールハウスが倒壊したということですね。この修

繕費を含めて、子どもたちに今後もこういう学習に必要ないろんなことを上浦幌小学校で

やっていくということで、非常に好ましいことだとは思います。これも全部の学校でやっ

ているわけではないかと思います。浦幌小学校はどのような状況でやっているのか、ちょ

っとお伺いしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 学校教育係長。 

〇菅野教育委員会学校教育係長 ただいまのご質問でございますが、主に小学校において

生き物に関する学習ということで学校農園活動を行っておりますが、浦幌小学校におきま

しても体育館の西側に学校農園を設置しておりまして、ＪＡの青年部の方であるとか地域

の方にご協力いただきまして、ジャガイモですとか野菜の類を栽培し、特に小学校６年生

におきましては修学旅行で札幌市に出向いたときにそれを道行く人にお配りして浦幌のＰ

Ｒをするというような活動にもつながっているということで、農園活動については小学校

２校については充実して行っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 収穫したものを札幌の地下街でですか、テレビにも報道されたことがありま

す。非常に子どもたちも浦幌町を誇りに思ってＰＲをして帰ってきているのではないかな
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というふうに思っております。教育上、非常に１次産業を主とした浦幌町にとってはすば

らしいことだなというふうに思っていますので、今後もどうぞ続けてやっていっていただ

きたいというふうに思っております。 

〇田村議長 答弁ございますか。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 先ほど係長のほうからも生き物に対する、また農作物に対するというこ

とでお話をさせていただきましたけれども、ほかに５年生が農林漁家の家庭に宿泊をして

動植物、生命といいますか、命を育んで、それをいただいているという、そういう食育に

つながるような体験を行っておりますので、総合授業を活用した、またさまざまな浦幌の

ところに行ってそういうふるさとを愛する育みを行っておりますので、そういう部分を継

続してまいり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 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５項１目社会教育総務費から６項４目給食セ

ンター改築事業費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 一般会計予算書の99ページ中段から100ページをごらん願います。あわせ

まして予算説明資料の36ページ下段をごらん願います。５項社会教育費、１目社会教育総

務費、本年度予算額4,195万4,000円、この目につきましては社会教育、文化振興及び文化

財保護並びに関係団体への事業支援、そして職員人件費に要する経費でございます。減額

の主なものは、職員の人件費で576万3,000円の減額という内容でございます。１節報酬に

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100ページ中段から101ページをごらん願います。予算説明資料は37ページをご

らん願います。２目公民館運営費、本年度予算額3,467万7,000円、この目につきましては

町内４つの公民館の管理運営と施設維持に要する経費でございます。増額の主なものは、

11節、印刷製本費で町民文芸誌印刷代86万円の増、15節工事請負費で上浦幌公民館玄関ポ

ーチ改修工事等で50万円の増という内容でございます。減額の主なものは、13節委託料で

中央公民館トイレ改修工事実施設計終了により200万円の減額でございます。１節報酬、７

節賃金、13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費については、説明資料に記載のと

おりでございます。 

 予算書の101ページ中段から102ページをごらん願います。予算説明資料は37ページ中段

でございます。３目博物館費、本年度予算額160万6,000円、この目につきましては博物館

の企画展や資料収集及び保存などの管理運営に要する経費でございます。１節報酬につい

ては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書は引き続き102ページの中段をごらん願います。４目高齢者学級開設費、本年度予

算額46万6,000円、この目につきましては高齢者を対象として４つの公民館ごとに開設して
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いる４寿大学の運営費と寿大学生が一堂に会する４寿大学交流会の事業に要する経費でご

ざいます。特に説明を加えることはございません。 

 引き続き予算書の102ページをごらん願います。予算説明資料は37ページ中段でございま

す。５目青少年教育費、本年度予算額386万4,000円、この目につきましては子ども会活動

奨励や少年教育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

付金で洋野町への派遣年度となることから、相互交流事業活動奨励補助金90万7,000円の増

額という内容でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金については、説明

資料に記載のとおりでございます。 

 予算書は102ページ下段から103ページでございます。６目家庭教育学級開設費、本年度

予算額18万円、この目につきましては浦幌小学校と上浦幌中央小学校の校下に開設されて

いる家庭教育学級２学級の運営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。 

 予算書の103ページから104ページをごらん願います。あわせて予算説明資料は37ページ

をごらん願います。７目図書館管理費、本年度予算額3,871万2,000円、この目につきまし

ては図書館の管理運営及び教育文化センター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、職員の人件費55万1,000円の増、13節委託料で暖房設備等保守点検業務委託

料31万4,000円の増、14節使用料及び賃借料で図書館システム賃借料26万8,000円の増額と

いう内容でございます。１節報酬、11節需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節

備品購入費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の104ページ中段から105ページをごらん願います。予算説明資料は37ページ下段

でございます。６項保健体育費、１目社会体育総務費、本年度予算額1,601万8,000円、こ

の目につきましては社会体育事業及び関係団体への事業支援と職員人件費に要する経費で

ございます。増額の主なものは、職員の人件費で175万5,000円の増、19節負担金、補助及

び交付金で青年等対外競技出場奨励費補助金の交付基準細則を改正し、十勝管外の場合前

日の宿泊費も原則認めることとしたため20万円の増額という内容でございます。１節報酬、

19節負担金、補助及び交付金については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の105ページ中段から106ページをごらん願います。予算説明資料は38ページをご

らん願います。２目社会体育施設費、本年度予算額7,602万7,000円、この目につきまして

は町民球場、アイスアリーナ、町民スケートリンク及び学校開放事業並びに指定管理者に

管理を委託しているパークゴルフ場、総合スポーツセンター、浦幌スイミングプール、健

康公園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上浦幌パー

クゴルフ場休憩舎等の修繕料71万5,000円の増、13節委託料の指定管理委託料で隔年実施の

保守点検分として95万6,000円の増額という内容でございます。減額の主なものは、15節工

事請負費でスイミングプールボイラー取りかえ工事完了により1,840万円の減額という内

容でございます。13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費については、説明資料に

記載のとおりでございます。 
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 予算書の106ページ中段から107ページをごらん願います。予算説明資料は38ページ中段

でございます。３目給食センター管理費、本年度予算額8,567万2,000円、この目につきま

しては学校給食センターの管理運営及び施設維持に要する経費でございます。増額の主な

ものは、新給食センター供用開始に伴い調理員体制の充実を図るため７賃金159万9,000円

増、クリーンエネルギーの観点から重油ボイラーから電気ボイラーに転換したことで11節

需用費の光熱水費684万円の増のほか、賄い材料費112万4,000円の増額という内容でござい

ます。減額の主なものは、11節需用費で電気ボイラー転換に伴う燃料費160万5,000円の減

額という内容でございます。１節報酬、13節委託料については、説明資料に記載のとおり

でございます。 

 予算書の107ページ下段をごらん願います。予算説明資料は引き続き38ページでございま

す。４目給食センター改築事業費、本年度予算額3,550万円、この目につきましては４月か

ら供用開始となる新学校給食センター建設に係る経費で、今年度は外構工事の一部及び旧

給食センターの解体工事を行います。増額の主なものは、13節委託料で解体工事実施設計

委託料240万円の増という内容でございます。減額の主なものは、主体工事等が完了したこ

とによる11節需用費の消耗品費444万2,000円の減、13節委託料で工事管理委託料750万円の

減、15節工事請負費７億7,400万円の減、18節備品購入費877万3,000円の減額という内容で

ございます。13節委託料、15節工事請負費については、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。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 何点か質問をさせていただきます。 

 まず、100ページの公民館運営費というところでございますが、直接予算とは関係ないの

ですが、前倒しでトイレの改修をするということで、手直しはちょこちょこしていただく

のですが、非常に正面のカーテンというのですか、どんちょうはすばらしいものが上がっ

ていますけれども、カーテンが本当にぼろぼろというか、色もさめてしみだらけで、お客

さん来てもここの会場で何かするということが恥ずかしいというか、そんなような感じが

します。どの程度になったらカーテンを交換していただけるのか、ちょっと確認をしてお

きたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇高橋教育次長補佐 ただいまの福原議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、トイレの改修につきましては本年度実施をする予定でおりますけれども、各部屋

及び町民集会室のカーテンにつきましても非常に不便をおかけしている部分は重々事務局

としても承知をしているところでございます。なかなか先立つ、まずはトイレからという
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ふうに考えてございますので、それぞれカーテン等については今後の計画の中で検討させ

ていただきたいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 今後の中で検討していくと。本当に建ててからもう相当古くなって、50年近

くということで、手直ししながら中央公民館を運営していくということは、ほかの上浦幌

も、それから厚内も吉野もそうなのですが、ちょこちょこ、ちょこちょこ手直ししながら

やって、厚内の公民館なんかも下に和室がないということで、もうだんだんお年寄りがふ

えていって階段を上って上まで行って何かを、お食事会も含めて、お食事会は下でやって

いるのですが、その階段を上ってくつろぐ場所があるということは非常につらいというこ

とで前から伺っております。何らかの方法がとれないかなということも吉野の地区の方か

ら何回か言われていまして、その辺計画の中には32年度までの中には全然そういう公民館

の手入れというのですか、大がかりなものは一切入ってきておりませんので、本当に中央

公民館を含めていろんな意味での改修は結構なのですけれども、何か無駄にならないよう

なお金の使い方ってないかなといつも思って見ているのです。この間も上浦幌のほうの改

装というのですか、玄関や何か随分ひどくタイルや何か剥がれていたのがやっと予算がつ

いたということで改修するようですけれども、各公民館に非常に使っている人から不自由

だというような声も聞かれておりますので、そこら辺なんかも本当に回って歩いてきちっ

とした状態を把握してから改修に取り組んでいただきたい。そして、無駄なお金の使い方

をしないようにやっていただきたいというふうに私は思っていますが、その辺について。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまのご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 厚内公民館につきましては、和室はたしか１階にございますので。それと…… 

（「吉野」の声あり） 

〇鈴木教育次長 吉野。吉野は、済みません。確かに２階でございました。和室を設置を

するということになりますと、修繕とか改修というレベルではなくて、改築ということに

なっていくと思います。それで、公共施設につきましては町全体の施設の改修という、そ

ういう計画を立てた中で実施していくことになりますので、現段階では公民館等につきま

しては現施設を修繕等をしながら維持管理をしていくということでなっておりますので、

改築ということにつきましてはまたこれから検討になるかと思いますので、確かに利用さ

れている方におきましてはご不便をかけていると。高齢化とともに利用される方の年齢層

も高くなっているということは十分承知しておりますので、階段等にそういう足の不自由

な方につきましてはエレベーターまではいきませんけれども、そういう補助施設も設置さ

せていただいておりますので、それをご利用いただきながら全体計画の中で考えていくと

いうことになりますので、ご理解いただきたいと思います。 
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〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 全体計画ということで、これから着手ということで捉えてよろしいのですか。 

 それと、いつも思うのですが、夜使うことが多いのです。階段昇降機を使いたいなと思

いましても全然カバーもかぶっていて、何かがなければ昇降機使えない。夜足の不自由な

人が来て、本当に手すりにつかまりながら上ったり、おりたりしているのです。職員がい

ないと使えない設備だと、私はちょっと困るなというふうに思っているので、その辺の考

えはどのように思っていますでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 次長補佐。 

〇高橋教育次長補佐 ただいまのご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 中央公民館につきましては、管理人さんがおりませんので、自主的に利用される団体の

方々に鍵をあけ、また締めるという体制をつくらせていただいているのですけれども、１

つ、正面玄関にお見えになったときに電気を自動的につける、また終わったら自動的に消

えるというような体制を現在とらせていただいております。 

 それと、昇降機につきましては一部使わないときにはカバーをかけている公民館もござ

いますので、その辺は事務局としても把握しているところでございます。中央公民館につ

きましては、常時使えるように、いつでも利用されるように準備は整えているのですけれ

ども、もし不備なところがあれば説明等の説明書をつけ加えるとか、もう少しわかりやす

いような形を団体の方々からもちょっと意見をとりながら、少しでも使いやすいような形

をとらせていただければなというふうに思っております。また、残り３館につきましては、

毎月館長会議も開催しておりますので、その中でも館長さん方から意見をいただき、利用

者の方々が不便ないような形を検討させていただきたいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 今まで階段昇降機なのですけれども、使われた形跡というか、実績はあるか

どうか、ちょっとお伺い、昼と夜に分けてお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 次長補佐。 

〇高橋教育次長補佐 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 中央公民館につきましては、特に使われているのが文化祭、それと大きなあいフェステ

ィとか、そういった方々で使っていただいてはいるのですが、いかんせん上ってからおり

てくるまでの時間が非常にかかってしまうという、一部ちょっと使いづらいところがござ

いまして、それを結局使っている方も実際にはいらっしゃるのですが、ここ数年では時間

がかかるので、各自が上がっておりるというようなケース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。 
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〇福原議員 私の見ている限りでは、動いているのは見たことがないということで、使い

たいなと思っているときには職員の方いないということが現状です。そして、非常にベル

トで締めたりなんかしながら、時間ゆっくりということで、危険を回避するためのいろん

なものが、部品がついているのですけれども、それを一々体に巻きつけながらスイッチを

入れてということは、初めて使用する人は多分できないのではないかなと思うのです。そ

れで、年度当初に、夜でもいいのです。会合を開いている年齢層の高いところに一度講習

というのでしょうか、していただきたいというふうに思っておりますので、この点につい

てはいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 確かに設置した上で利用していただかなければ意味がございませんの

で、ただいまいただいた意見につきましては内部で協議をさせていただいて、実施に向け

て検討してまいりたいと思います。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 余り予算には関係ない話になってしまうのですけれども、29年の２月の総合

振興計画審議会においてスポーツセンターと図書館の休館日をずらせないかということ

で、てんまつではやりとりが相当あったように書いてあります。教育長が今後検討させて

いただきたいと答弁されておりますけれども、その後29年の８月にも総合振興計画の審議

会あったのですが、何も書いていないので、その辺どうなったか、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。 

 図書館係長。 

〇栗本教育委員会図書館係長 ただいまのご質問についてですけれども、昨年のご意見を

いただきまして、図書館のほうの休館日を試験的に変更いたしました。夏休みと冬休みの

子どもたちの利用の多いときだけ変更しております。７月の24日、７月の31日、８月の７

日、８月の14日月曜日の休館日を開館しておりまして、翌日火曜日に休館いたしました。

冬の間は、12月の25日月曜日を休館いたしまして、１月の９日火曜日です。月曜日が祭日

でしたので、もともと開館しておりますので、火曜日に開館しまして水曜日に休館してお

ります。来館者数なのですけれども、７月の24日の日は来館者数が38名、７月の31日は来

館者数が40名、８月の７日が来館者数は47名、８月の14日は49名、冬の12月25日につきま

しては14名、１月の９日は23名という来館者数になっておりまして、その中で実際に見た

目なのですけれども、小中学生が来館した数につきましては７月のときは38名のうち４名、

７月31日は40人のうち７名、８月７日が47人のうち12名、８月14日が49人のうち12名、12月

の25日は14名のうち来館ゼロ名、１月９日は23人のうち２名というような状況になってお

ります。 

 以上です。 
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〇田村議長 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいま状況につきましては係長のほうから説明をさせていただきまし

た。それで、比較といいますか、今回月曜日の休館日を火曜日に変更したという試行でご

ざいますけれども、夏休みと冬休みにさせていただきました。それで、実績数は今言った

形になるのですが、去年の月曜日休館の火曜日の日と今回の月曜日開館の火曜日休館、そ

の去年の火曜日と今年の月曜日を比較した場合、約半数という状況でございます。さまざ

まな広報活動はホームページ等、また学校等にも通知しましたし、広報等でもお知らせを

した上での実施でございます。そういう状況でございますので、効果としてあらわれてい

ないというふうに教育委員会としては判断をさせていただいておりまして、先日の図書館

協議会の中でもこのような状況を説明させていただいて、意見を承りましたけれども、教

育委員会が考えているように来年度から、４月からはその試行はしないという形でご了解

をいただいております。今後定例の教育委員会でも同様の報告をさせていただいて、最終

決断をさせていただきたいというふうに思っております。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。ただ、この中でこの意見はあくまで１人ではなく、知り合い

の小学生の子どもを持つ家族の方々の意見も代弁しているということで載っていますけれ

ども、やはりこの辺教育委員会がそういう保護者にアンケート調査とか、そういうものも

必要ではないかなと思いますけれども、その辺についてどう思われますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 この試行段階におきまして各児童生徒の皆さんにアンケートというとこ

ろまでは実施はしておりませんけれども、各学校の校長先生方には学校の中でそのような

ご意見があるのかどうか確認はさせていただきましたところ、特段そういう意見はござい

ませんという内容でございました。また、選考委員会、ご意見をいただいた方とも直接い

ろいろお話をさせていただいて、状況等も説明させていただいた上で今回の対応について

はご理解をいただいているということは申し添えさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 このてんまつの中にも学校側の校長先生だとか先生方にも聞いたということ

で書いてあります。それはわかるのですけれども、保護者がそういうふうに思っておられ

る方が何人いるかというのはちょっとわかりませんけれども、やはり直接保護者に聞いた

ほうがいいのではないかなと私は思っておりますけれども、その辺についてどうでしょう

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 学校のほうには、今お話しされたように校長先生方のほうには確認はさ
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せていただいてはおりますけれども、今後図書館協議会という組織の中でもお聞きをした

ということもございますし、個々の保護者の方にというご意見につきましては現在のとこ

ろ考えていないというふうに、個々に学校のほうに、校長先生方にお聞きした中でないと

いうことは保護者の方から子どもたちを通じてそういう意見がないというふうに判断をさ

せていただいておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 予算書の107ページ、給食センター改築事業ということで、今月の２日の日に給

食センターができたということで、私ども議員も見学をさせていただきました。最新式の

機械がそろって、今後とも食の安心、安全が一層深まったことを確認をさせていただきま

した。その関係で今までの既存で使っていた冷蔵庫だとか、そういう器具で何か新しいと

ころに入れるのはあるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育委員会参事。 

〇関谷教育委員会参事 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 移動する機器につきましては、冷凍庫１基と、あと揚げ物機のフライヤー、あとスチー

ムコンベクションオーブンを移動いたします。あと、小さいものでスプーン洗浄機、あと

小さな移動するコンテナといいますか、そういうものも移動いたします。 

 以上でございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 移動するものはわかりました。町民の方の中に今まで使っていた厨房器具とい

うのですか、もし見学させていただいて、分けていただくものがあればできないのでしょ

うかというような話も聞くのですけれども、この辺はどうなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまの件につきましてお答えをさせていただきます。 

 今センターの所長のほうから移動する機器につきまして説明をさせていただきました。

残りのものにつきましては、そのまま廃棄ということになってしまうわけなのですが、さ

まざまなところからどうするのだというお話も伺っております。教育委員会の内部の中で、

食缶とか、そういう小さいものは町民の方に払い下げというか、そういうことは当初から

考えておりましたのですけれども、厨房機器につきましては今検討しておりまして、欲し

い、要望があるのであれば町民の方に提供するというふうな段取りを考えているところで

ございまして、これからの解体の実施設計が入りますので、その前には残すというか、提

供、欲しい方がいらっしゃらないものは残る形で廃棄ということになりますので、その判

断するまでにそこら辺の払い下げといいますか、そういう形をとってまいりたいというふ

うに考えておりますので、もう少しお時間をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 
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〇福原議員 先ほど森議員のほうから見せていただいたと。アレルギーの部屋も確立され

ていましたし、それから汚水の排水の状態も地下のほうに持っていって、本当にすばらし

い施設になってきたかなというふうに思っております。せっかくのすばらしい施設を食品

の衛生管理に関する方法というか、ハサップという認定されるものを給食センターの中で

とるつもりはないかどうか、ちょっとお聞きしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育委員会参事。 

〇関谷教育委員会参事 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 ハサップということで、一応新しい給食センターはハサップの概念に基づいて建設はし

ておりますが、ハサップを取得するということは可能ではありますが、今のところはまだ

考えていないところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 この認証制度をとっているところはほかにもあります。企業では、このハサ

ップというのをたくさんとって住民の方にＰＲしながら、食品製造会社なんか特にやって

おります。これをなぜ推奨するかといいますと、働く人の衛生管理に対する意識の向上で

すとか、それからふぐあいが生じたときの原因追求と改善の対応が速やかにできるという

ことと、それから購入のときから、それから製造、食事をするまでの間のいろんなことが

勉強になる。いろんな箇所があります。そういったものを新しい給食センターができたと

きにぜひともとっていただいて、給食センターのレベルアップにつなげていただきたいと

いうふうに私は思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまの件につきましてお答えをさせていただきたいと思います。 

 学校給食センター建設に伴いまして、文科省が定めました学校衛生管理基準というのが

ございます。その学校衛生管理基準は先ほど所長が説明したハサップの概念が全て織り込

まれているものでございますので、その衛生管理基準に合致する建物だというふうに認識

をしておりますので、そこまで認証を求めるというところまでは今のところ考えておりま

せん。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 非常に残念なお考えで、文科省の指導のとおりやったから大丈夫だというこ

とで、私の心配するのは残滓についてなのです。結局今までも何か問題が生じたら、袋に

入ったパンから何から全部廃棄処分ということでやってきましたよね。そういったことも

ぜひとも私はなくしていってほしいという思いで、このことも文科省でどういうような指

導をされているか、残滓も以前は調べようと思ってセンターに大分前ですが、行ったこと

ありますけれども、全然教えていただけませんでした。つくっている方のプライドもあり
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ますでしょうし、いろんな意味で食料に対する残念な気持ちというのでしょうか、感謝し

て物を、生物を殺して私たちは食として体の中に入れて生きているのです。その辺のとこ

ろの教育というのでしょうか、もちろんされているだろうと思いますが、その残滓の処理

については今までどのようにしてきて、これからはどのようにしていくのかというところ

に私は重点を置いて、せっかく新しい給食センターができたのですから、その辺はどのよ

うにお考えになっているかお聞きしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 残滓につきましては、１つは給食費が無償化ということに伴いまして、

残食がふえるということを非常に心配をしておりました。そういうことが現在のところは

ございませんが、栄養教諭を配置いたしましてメニュー等の献立も栄養教諭がつくってお

りますけれども、その残滓の調査も行っております。各学校に行きまして食育行っており

まして、食の大切さについては指導させていただいているところでございます。 

 また、残滓の処理ということでございますが、ほとんどが生ごみということになります

ので、そのまま捨てると、廃棄するというか、そういう形をとらざるを得ないということ

でございます。例えば豚の餌とか、そういう家畜の餌にという方法も検討はさせていただ

きましたけれども、そういう施設が近くにございませんので、運搬費等々かかるという、

経費がかかるということで、それはとることができませんので、今後におきましても基本

的には廃棄処分ということで考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 せっかく調理したものをそういう廃棄処分にするということで、日本の食料

自給率も本当に40％ぐらいということで昔から言われています。こういうものの積み重ね

がそういう食料自給率を上げていかないのかなというふうに思っております。家畜にやる、

捨てる場所がないということであれば、肥料、飼料ではなく肥料のほうに回すようなお考

えはあるのかないのかお聞きしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 今お話があった肥料の検討はしていないのかということでございました

が、そのようなことも検討はさせていただきました。さまざまな方法を検討させていただ

きまして、当然そのような方法をとるにしても、例えば施設だとか設備だとか、そういう

ものを設置しなければならないということもございますので、検討させていただきました

が、ちょっと断念をしたという経過がございますので、確かに再利用という形は大事なこ

とでございますので、今後も何かいい方法がございましたら採用していきたいというふう

に考えておりますので、廃棄で全て終わりということではなくて、さまざまな方法をこれ

からも検討させていただきたいと思います。 
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〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 予算書の107ページ、説明資料の38ページの給食センター改築事業費、その中

で先ほど同僚議員からも話あったように給食センターについても我々３月の２日ですか、

見学させていただいたところ、確かにすばらしいものだなと思っております。しかしなが

ら、今まで使われていた給食センターが今回の予算の中で解体工事ということでございま

す。こういった中であの建物が見た目で何かに使えるのではないかなというふうなことを

考えたときに、今行政のほうでも災害の備蓄倉庫という計画も立てておりますけれども、

そういった中で行政ともそういったことも含めて話し合い等もしたことがあるのか、また

学校教育と協議した部分もあるでしょうけれども、そうした中身の検討についてはどう考

えられていたのか伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまの件につきましてお答えをさせていただきたいと思います。 

 現給食センターにつきましては、昭和58年に建築された建物でございまして、年数もか

なりたっているということで、備蓄倉庫云々というお話がございましたですけれども、い

ずれにしましても建物が古いということとそういうふうに別な用途で使うということにな

ればまた再整備という形で経費がかかるということもございますので、教育委員会として

は現施設につきましては解体をさせていただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 58年に建てられたものということで、老朽化したというお考えだと思います

けれども、私が聞きたいのは当然教育委員会としてはそうでしょうけれども、今後におい

ても本当に人が入ると危険でしょうけれども、備蓄品を置く程度のものだと私は使えるの

ではないかなと。そういったことについて行政とも話し合い等をしたのかどうかというこ

とを聞きたいのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 備蓄倉庫につきましては、教育委員会のほうで所管しているものではご

ざいませんので、詳しいお話はできませんけれども、さまざま施設を、車両とか、発電機

とか、そういうものを収納するというものになるかと思います。ですので、災害等に耐え

られる施設でなければならないというふうに考えておりますので、先ほど来説明させてい

ただいた老朽化ということは、確かに人が日々入る施設ではないかもしれませんけれども、

地震等の災害に耐えられる施設でなければならないというふうに考えられますので、解体

するのが一番いいのではないかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 副町長。 
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〇鈴木副町長 ただいまのご質問で、防災にかかわる施設の対応ではいかがなものかとい

う部分としてのご質問だと思いますので、私のほうからそれにかかわりましてお答えをさ

せていただきたいと思います。 

 まず、１点は、先ほどのご質問があった中で、ハサップというご質問ございました。そ

ういった中で衛生上、できる限り給食センターのそういった衛生上の環境を整えていく、

また機能を高めていくといった面では、やはり独立したものとしての扱いをしていきたい

と。確かに出入りという等々を含めますと、環境的に考えても別な施設があるのはやはり

望ましいことではないなと。ただ、中学校がありますけれども、そういった中で新しい給

食センター建てる中ではやはり独立した、衛生的なことも含めまして、そういった面とし

てはまずは給食センターの機能を高めていきたいということが１点ということでございま

す。 

 また、備蓄品の倉庫という概念にかかわりましても、やはり一元集約化という部分も含

めましてかなりの量もございますので、そういった中では規模的にも面積的にもなかなか

どうなのかなというのはございます。もう一点は、やはり建物というのは目的に合ってい

ろんな構造も、間取り等も含めてなってございますので、それを違う目的に変えるという

ことについては大きな費用もかかるといったこともございます。その中において老朽化が

進んでいるということもありますので、そういった総合的な面から考えまして、今般につ

いてはあくまで給食センターの機能を高めることを最優先の中で進めたいということでご

ざいますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 いろいろ検討した結果、委員会としては解体ということでしょうし、行政と

しても今お答えいただいたようなお考えだと思いますけれども、私はよく教育長も言われ

ますけれども、子どもたちにとっては、本当に将来の宝といいますか、皆さんで育てなけ

ればならない。そういった中では、最低限中学校は中学校なりにそういったものを取りそ

ろえていくのかなと思いますけれども、古くなった給食センターも含めて子どもたちが何

かあっては困りますけれども、何かあるときにあそこに行けばとりあえずしのげるといい

ますか、食べ物も含めて備蓄品があそこにあるのだという認識を持てばより一層子どもた

ちにとっても利便性がよいのではないかなと思いますので、再度そういった考えを持った

ことがあるかどうかお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問で、確かにそういった備えあれば憂いなしの例えではな

いのですけれども、そういった中で今般の当初予算の中でも要求をさせていただいており

ます、防災倉庫のいわゆる整備ということの中で、一元集約化を行っていきたいと。かな

り分散することによって時間とのリスクということも伴いますので、やはり災害の対応は

時間との戦いでもございますので、そういった意味では一元集約化をして迅速な対応も図
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りたいという思いもございますので、今般の中ではそういった中で防災倉庫の実施設計と

いう部分も一般会計の中でございますけれども、そういった対応をしていきたいというこ

とは既に説明させていただいたとおりでございますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 それでは、ちょっと目先を変えさせていただきます。総合スポーツセンター、

浦幌町の附帯の町民プールの件でお聞きいたします。 

 ページにつきましては105ページ、それから説明資料については38ページでございます。

先日のあいフェスティのおじゃまＤＥ議会のときに女性の方より、プールをもう少し期間

延長していただけないだろうかということがございました。そのときには、以前はもう前

後２カ月ぐらい長かったのかなと私は考えておりますけれども、財政、それから管理の部

分の中でなりまして、恐らく６、７、８、９ぐらいまでの期間になったのではないかと考

えています。それで、一応その方のいわくは後ろはいいと。５月の辺からいかがなのかな

という伺いがありましたので、それは予算のときにでも聞いてみますということだったの

で、一応伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

教育次長補佐。 

〇高橋教育次長補佐 ただいまの阿部議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 総合スポーツセンター及び周辺施設、プールと健康公園を含めまして現在指定管理者制

度を導入をさせていただいております。その中で期間につきまして、特にプールにつきま

しては６月の20日から９月19日ということで、指定管理の中でもアンケートをとらせてい

ただいております。その中に一部期間については延長をご希望されるというような意見も

ございますが、いかんせん気温の、温度によって非常に利用率が上がったり、下がったり

というような状況もございます。現在のところは、期間を早めてあけるということは、や

はり５月になりますと気温によっては恐らく非常に利用率が低くなるだろうというような

予想もされておりましたので、以前からは期間については現状のままというような形で考

えておりました。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 アンケートとられて、その結果だということがわかります。でも、それから

今どのぐらいたっているのか、私ちょっと期間がわかりませんけれども、私どもある程度

年齢の者にとったら、やっぱり健康で長生きしたいと。その中でその方も強くおっしゃっ

ておりました。やはりプールに入るとそういう足腰の鍛練にもなる、それが体全体の鍛練

にもなるという中で、ぜひともそういうことを実行していただきたい。まして利用率が落

ちているということでございますので、決してその１カ月延ばしたからといって100人も

200人もふえるとは思いませんけれども、そういう町内の施設の中でそういうふうに10人、
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30人というぐらいの中で使っていただければ、多少お金はかかるかもしれませんけれども、

やはりアピール、それからＰＲのためにもよろしいのではないかと考えますが、ご考慮い

ただけるとありがたいのですが、その辺についていかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまのご質問に対してお答えをさせていただきたいと思います。 

 先ほど補佐のほうからアンケートの結果に基づいて現状維持ということでさせていただ

いているというお話をさせていただきましたけれども、阿部議員のおっしゃることも十分

わかりますので、今先ほど説明させていただいたとおり管理委託をさせていただいており

ます。その契約等もございますので、今の契約の中では現状で進めさせていただきたいと

思います。ただ、費用対効果ということも当然考えなければいけないということもござい

ます。別の側面でいうと、健康面を考えなければいけないということもございますので、

もう少し検討させていただきたいとは思いますので、今の委託の中での状況では契約がご

ざいますので、契約を変えれないわけではございませんが、現状ではちょっと今検討させ

ていただきたい、時間をいただきたいというふうに思いますので、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 検討いただけるということで、検討ついでにもう一点お願いといいますか、

お聞きしたい部分があります。それと、利用料のことなのでございますが、私が出ると利

用料、利用料と言ってちょっとあれなのですけれども、この件につきまして65歳以上の方

についての施設利用については今のところ減免といいますか、無料ということなのですけ

れども、そこを利用させていただく、もう少し年齢をあれしたらいかがかなと思います。

例えば中学生以下を無料にしますよとかいうぐらいの思い切った考えを持っていただける

と、逆にまた利用される方もふえるではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 次長補佐。 

〇高橋教育次長補佐 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 65歳以上の方々につきましては、非常に利用率が高くて、総合スポーツセンター、プー

ルも利用率が上がっていると。パーク場も含めて利用率が上がっているという状況でござ

います。小学生、中学生につきましては、町内の小学、中学生以下については現在無料で

使っていただいております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 済みません。中学生まで無料ということで聞いたので、高校生までと私言っ

たのですけれども、町内、本当は大事なことは全員と私は思ったのですけれども、そうい

うわけにいかないようなので、高校生の方ぐらいまではいかがかなということを申し上げ
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ました。いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 高校生までというお話でございますが、以前一般質問等いただきまして、

その件につきましては受益者負担の考えから今のところ考えていないということでお答え

をさせていただいたと思いますので、現在のところ有料ということにさせていただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 先ほどの質問の答弁に間違いがあったということで、副町長のほうから再答

弁させて…… 

（「間違いというか、答弁……」の声あり） 

〇田村議長 答弁させてください。 

〇鈴木副町長 先ほどのご質問の中でプールに関して期間の延長というようなことでのご

質問に対して、教育次長のほうから検討という言葉が出ました。ただ、検討ということで

かかわって少し補足的にお話をさせていただきたいと思います。 

 まずは、説明資料の38ページにございます、先ほども答弁にありました指定管理という

ことで、指定管理委託料の中の総合スポーツセンター及び周辺施設ということで4,586万

5,000円を予算として計上させていただいております。これが指定管理委託料ということ

で、プールも含まれております。この金額がやはり大きな金額ということで、まず１点は

プールだけに換算すると幾らかというのを私も手元に持っておりませんので、何とも言え

ませんけれども、いずれにいたしましても相当な多額な金額ということで、まず１点とい

う。それが期間を延長することによってどれだけの経費がかかるかというのは、算定して

みないとわからないというのが今の現状だと思います。いずれにいたしましても、大きな

お金になるだろうということだけはどうかご理解いただきたいと思います。 

 また、この説明資料の中の14ページをごらんおきいただきたいと思います。14ページに

は、各会計の予算性質別一覧表というのを載せてございます。この中の一般会計でいうと

ころの物件費、維持補修費という欄がございます。平成30年度の物件費、維持補修費につ

いて12億8,807万8,000円ということで、総体の62億6,700万円の予算総額に対して20.6％と

いうことで、ごらんのとおり最も高い比率を占めております。この物件費、維持補修費は

何かといいますと、先ほどの指定管理委託料がこの中に含まれております。この20.6％の

高い数値というのは、本町はご存じのとおりさまざまな公共施設をたくさん抱えておりま

す。それの維持管理にかかわっては、当然その経費がかかってくるということが現状でご

ざいます。そういう中にあって、やはり費用対効果もありますけれども、いずれにいたし

ましても経費がかかるということはまず１点ご理解いただいた中で、コスト的にどうなっ

ていくのだろうということをまず検討したいということでありまして、今後の期間延長を

検討するところではなかなか難しい問題でございますので、まずはその経費がどれだけか
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かるかということを算定してみないとわからない状況でありますので、そこを検討した中

でどういうふうになっていくかということについては今後の判断によるものだということ

でご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今費用対効果云々と言われました。確かに僕たちも今予算や何かをやってい

ることは理屈ではわかります。でも、やはり町民の方々にどんなサービスをするか、費用

対効果だけでは言えないことがあると僕思うのです、多分ね。ですから、今ある程度ちょ

うど僕らの年代、団塊の世代の年代がやはりそういうことを求めているのであれば、多少

かかっても私はしてあげるべきではないのかと。それは、先ほど言った費用対効果でいく

と150人もふえるのならいいぞと言われて、３人ならだめだぞと言われるかもしれません。

でも、僕はそういう問題でないような気がします。それと、よく町長が言われるように健

康な状況の中で、私たちやらせていただければ、先日の介護保険ではございませんけれど

も、やっぱりそういう状況というのは、僕はこれからしていかなければならない、環境を

つくってあげなければいけないのではないかと。あげるなんてすごく偉そうな言い方なの

ですけれども、そういうふうにしていただかなければならないのでないかと私思うのです。

やっぱりその中の一端としてやっていただきたい。こういう言い方したらすごく問題ある

発言になるかもしれませんけれども、今管理していただいている方、すごくいろんなこと

にチャレンジしていただいて、やっていただいています。そのことも含めて指定管理者の

方ともう少しそういうことも言っているのもいるぞと中でやっぱり議論を願いたいと私は

思います。いきなり頭からできないぞ、やるけれどもという感じなのですけれども、今の

は。その辺もお互いの話し合いをしていただいて、やっぱり返事は教育次長のような形の

中で少しいただけたら、次の何かの機会にご返事をいただければいいのかなと僕は考えて

おります。 

 以上です。 

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お答えをさせていただきます。 

 先ほどの答弁でございますけれども、決してやらないということではなくて、やる、や

らないという段階では今判断できないということでございまして、費用対効果ということ

よりもコスト的に経費としてはどれだけかかるだろうと。先ほどの物件費、維持補修費の

話になりますけれども、この物件費、維持補修費については経常経費という中で、これか

らもし仮にやるとすれば毎年その金額がかかってくるということで、臨時的投資のお金で

はないものですから、そのかかる経費を財源としてはどう確保するというのは当然考えて

いかなければいけない。おっしゃる向きは重々わかるのでありますけれども、財政的には

それは考えざるを得ないという。そこの目安がといいますか、一体全体幾らかかるという

のは果たして今の段階ではわかり得ませんので、期間を延ばすことによってどれだけかか
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るかというのはまず計算をしてみないとわからないと。そこから議論が始まっていくとい

うことを申し上げたつもりでありまして、決してやらない、やるとかという話をしている

わけではございませんので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 施設の管理全体に関して申し上げておきたいなというふうに思います。 

 先ほど公共施設の全無料化という話もありました。また、公民館、プールの延長という

話もありました。本当であればそうしたいというのは町としての考え方です。特にプール

でも年間通して運営するというのが町民の、費用対効果考えなければ当然それが一番いい

ということになりますけれども、それでは町として、行政として運営していけるかどうか

というのは、ここは考えていかないと、町の財政も含めて行政としての使命はそこではな

いだろうなというふうに思っています。 

 それと、公共施設の全無料化という話もただいまの前は高齢者の皆さんにはぜひ健康維

持も含めて公共施設を利用していただきたいということで、無料化の範囲を広げさせてい

ただきました。これも際限なく広げるということには当然ならないだろうというふうに思

っています。浦幌町大変に財政厳しいときもありましたし、そういう面では施設の利用も

含めて縮小してきた経緯もあります。そういう面では全体の財政枠を考えながら、そして

町民の利用の利便性、また健康面も含めて、いろんな面で総体的に考えていく必要がある

だろうというふうに思っていまして、全てを拡大するということには決してならないとい

うことはぜひご理解をいただきたいなというふうに思っています。一時の財政危機から幾

ら回復しつつあるといっても、やはりそこはコストパフォーマンスは十分考えて行政とし

て取り組んでいかないとならないということは、これは基本的な姿勢だろうというふうに

思いますので、この点だけはぜひ議員の皆さんにもご理解をいただきたいというふうに思

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 以上で歳出の審議を終了いたします。 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時４１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。 

 これより歳入の審議を行います。 
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 初めに、３月12日に説明を受けた第２表、地方債までの質疑を許します。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１款町税から12款使用料及び手数料までの説

明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 予算書の11ページをお開き願います。あわせまして説明資料は２ページ

をごらん願います。２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人、本年度予算額２億749万

円、現年度課税分は平成28年収入に基づく平成29年度課税標準額をもとに積算をしてござ

います。 

 ２目法人、本年度予算額3,500万1,000円、現年度課税分は150法人に係るものでございま

す。 

 ２項１目固定資産税、本年度予算額２億8,824万4,000円、現年度課税分では家屋、償却

資産の減額を見込んでございます。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額75万2,000円、北海道が所管する固定資

産の貸付資産に対する固定資産税相当分として市町村に交付される分でございます。 

 ３項１目軽自動車税、本年度予算額1,551万4,000円、原動機付自転車を初め４種類、

3,060台に係るものでございます。内訳につきましては、説明資料２ページ、３ページに記

載のとおりでございます。 

 ４項１目町たばこ税、本年度予算額3,473万円、現年度課税分は紙巻きたばこ及び旧３級

品紙巻きたばこで、内訳につきましては説明資料３ページに記載のとおりで、昨年より90万

本減で算定してございます。 

 次のページをごらんください。５項１目入湯税、本年度予算額177万8,000円、留真温泉

における中学生以上の日帰り入浴者２万5,400人分を前年度と同様見込んでいる内容でご

ざいます。 

〇獅子原総務課長 引き続き予算書、同じく12ページをごらん願います。あわせまして予

算説明資料３ページをごらん願います。２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税、本

年度予算額2,600万円、内容につきましては説明資料３ページに記載のとおりでございま

す。 

 ２項１目自動車重量譲与税、本年度予算額6,400万円、内容につきましては説明資料４ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ３款１項１目利子割交付金、本年度予算額50万円、内容につきましては説明資料４ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ４款１項１目配当割交付金、本年度予算額100万円、内容につきましては説明資料４ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、本年度予算額50万円、内容につきましては説明
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資料４ページに記載のとおりでございます。 

 次のページごらん願います。６款１項１目地方消費税交付金、本年度予算額8,300万円、

内容につきましては説明資料４ページに記載のとおりでございます。 

 ７款１項１目自動車取得税交付金、本年度予算額1,400万円、内容につきましては説明資

料４ページに記載のとおりでございます。 

 ８款１項１目地方特例交付金、本年度予算額60万円、内容につきましては説明資料４ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ９款１項１目地方交付税、本年度予算額31億4,500万円、普通交付税2,000万円の減額、

特別交付税1,500万円増額の内容でございます。 

 10款１項１目交通安全対策特別交付金、本年度予算額75万円、内容につきましては説明

資料４ページに記載のとおりでございます。 

 次のページごらん願います。11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分

担金、本年度予算額1,243万9,000円、増額の主なものにつきましては栄穂地区担い手育成

型畑総整備事業受益者分担金で345万円増額の内容です。減額の主なものにつきましては、

合流地区担い手育成型畑総整備事業受益者分担金で586万1,000円減額の内容でございま

す。内容につきましては、説明資料４ページに記載のとおりでございます。 

 ２項負担金、１目民生費負担金、本年度予算額１億2,086万8,000円、増額の主なものに

つきましては４節老人福祉施設費負担金で105万9,000円の増、５節老人保護措置費負担金

で137万6,000円増額の内容でございます。１節社会福祉費負担金、２節児童福祉費負担金、

４節老人福祉施設費負担金、５節老人保護措置費負担金につきましては、説明資料４ペー

ジから５ページに記載のとおりでございます。 

 ２目衛生費負担金、本年度予算額50万円、内容につきましては説明資料５ページに記載

のとおりでございます。 

 ３目農林水産業費負担金、本年度予算額490万3,000円、１節農業費負担金につきまして

は説明資料５ページに記載のとおりでございます。 

 ４目教育費負担金、本年度予算額1,961万9,000円、１節教育費負担金につきましては説

明資料５ページに記載のとおりでございます。 

 次のページごらん願います。12款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料、本

年度予算額119万2,000円、内容につきましては説明資料５ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ２目民生使用料、本年度予算額2,927万9,000円、内容につきましては説明資料５ページ

に記載のとおりでございます。 

 ３目衛生使用料、本年度予算額47万1,000円、内容につきましては説明資料６ページに記

載のとおりでございます。 

 ４目農林水産業使用料、本年度予算額８万円、内容につきましては説明資料６ページに

記載のとおりでございます。 
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 ５目土木使用料、本年度予算額7,588万6,000円、減額の主なものは１節公営住宅使用料

で230万円の減額の内容でございます。内容につきましては、説明資料６ページに記載のと

おりでございます。 

 次のページをごらん願います。６目教育使用料、本年度予算額354万1,000円、１節幼稚

園保育使用料、３節社会教育使用料、４節保健体育使用料につきましては説明資料６ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ２項手数料、１目総務手数料、本年度予算額270万円、内容につきましては説明資料６ペ

ージから７ページに記載のとおりでございます。 

 ２目衛生手数料、本年度予算額789万円、内容につきましては説明資料７ページに記載の

とおりでございます。 

 次のページをごらん願います。３目農林水産業手数料、本年度予算額7,000円、内容につ

きましては説明資料７ページに記載のとおりでございます。 

 ４目教育手数料、本年度予算額1,000円でございます。 

 以上で手数料までの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。 

 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 収入のところなのですけれども、ここで聞くべきなのか、私迷いながらちょ

っとお聞きします。 

 実は、交通安全対策特別交付金というのがあります。13ページです。一番下のほうに。

説明資料を見るとすごく失礼な書き方してあるなと私は見たのですけれども、これどうい

うことなのだか、金額は昨年より減っています。これは、事故があったからその分減らさ

れたのか、それともそういう状況だったのかということをちょっとその辺を教えていただ

ければ。聞かせてください。 

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、交通安全対策特別交付金につ

きましては説明資料のほうに記載のあるとおり、道路交通法の反則金の一部を交通事故の

発生件数等によって配分されるといったものになっております。ただ、今年の予算につき

ましては例年の実績等を見込みながら減額をしているというだけでありまして、違反等が

どうとかではなくて、また交通事故の発生件数が多い、少ないとかによって増減するもの

ではありますので、それもまだこれからわからない部分もございますので、あくまでも例

年の実績に基づいて数字を調整しているということでございますので、ご理解願います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 本当は別なところでお聞きするかどうしようかと思ったのですけれども、実

は昨年、上浦幌で痛ましい交通事故がありました。本当にこれは誰もが予測しない交通事
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故だったのでありますけれども、そういうことも踏まえた中でやはり事故については私ど

もももちろんですけれども、皆さんで啓蒙しながら注意していかなければいけないことな

のだろうと思います。それで、指導員の方、いろんな方おられるのですけれども、特にあ

あいう場合においてはもう浦幌町民全員がやっぱり気をつけていかなければならないこと

なのだろうなと思っていますので、このことについてこの金額が減ったから私ちょっと気

になって伺ったわけなのですけれども、その辺について今後どのようなことを考えておら

れるか、若干聞かせてください。 

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、あくまでも先ほど申し上げたとおり

配分される額が交通事故の発生件数によってふえたり、減ったりするということでござい

ますので、死亡事故とか、そういった部分ではなく、あくまでも交通事故の件数ですので、

それが去年幾らあったか、何件あったかとかによって配分されるものでありますし、また

こういったものの入ってきたお金等をその部分に関しましては交通安全対策ということ

で、道路等建設する場合に視線誘導標ですとか、そういったものやガードレールですとか、

そういったものをつくる部分に充てるとか、そういった形になっているものでございます

ので、そういった部分の対策という部分であれば、当然道路建設する部分でありまして、

その中ではそういった交通安全対策というものを行っておりますので、そういったものは

今後も同じように進めるということにはなります。 

〇田村議長 副町長。 

〇鈴木副町長 補足的に説明をさせていただきます。 

 歳入でございますので、この財源というか、歳入は国から交付されるものでございまし

て、国が反則金の一部をこういう形で配分をしますよということで、国の基準がこういう

形になっているということでございますので、今までの実績等踏まえた中での予算額とい

うことで、あくまで最終的には実績が整った中で配分されるということになってございま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 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、ここで説明員が退席しますので、暫時休憩いたし

ます。 

 

午後 １時１２分  休憩 

午後 １時１２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、13款国庫支出金から20款町債までの説明を求めます。 
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 総務課長。 

〇獅子原総務課長 予算書の17ページをごらん願います。あわせまして説明資料７ページ

をごらん願います。13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、本年度予

算額１億4,890万2,000円、増額の主なものにつきましては１節障害者福祉費国庫負担金で

障害介護給付費国庫負担金が障害福祉サービス費等給付費国庫負担金と名称が変更となり

485万8,000円の増、自立支援医療給付費国庫負担金が障害者医療費国庫負担金と名称変更

となり253万8,000円の増額の内容でございます。減額の主なものにつきましては、３節児

童福祉費国庫負担金で児童手当国庫負担金306万8,000円の減額の内容でございます。内容

につきましては、説明資料７ページから８ページに記載のとおりでございます。 

 ２目衛生費国庫負担金、本年度予算額24万7,000円、内容につきましては説明資料８ペー

ジ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。２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、本年度予算額

224万1,000円、減額の主なものにつきましては地方創生交付金857万9,000円の減額の内容

でございます。内容につきましては、説明資料８ページに記載のとおりでございます。 

 ２目民生費国庫補助金、本年度予算額375万2,000円、減額の主なものは臨時福祉給付金

事業費補助金及び事務費補助金1,905万8,000円の減額の内容でございます。内容につきま

しては、説明資料８ページに記載のとおりでございます。 

 ３目土木費国庫補助金、本年度予算額３億2,866万円、社会資本整備総合交付金におきま

して地域活力基盤創造交付金で3,309万5,000円の減額、地域住宅交付金で5,410万円の増額

の内容でございます。内容につきましては、説明資料８ページに記載のとおりでございま

す。 

 ４目教育費国庫補助金、本年度予算額808万8,000円、減額の主なものは学校給食施設に

係る学校施設環境改善交付金3,311万3,000円の減額の内容でございます。内容につきまし

ては、説明資料８ページに記載のとおりでございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額16万円。 

 ２目民生費委託金、本年度予算額150万1,000円 

 ３目土木費委託金、本年度予算額530万円、内容につきましては説明資料８ページに記載

のとおりでございます。 

 次のページごらん願います。14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金、本年

度予算額4,050万円、地籍調査事業道負担金1,849万1,000円の増額で、内容につきましては

説明資料８ページに記載のとおりでございます。 

 ２目民生費道負担金、本年度予算額9,571万2,000円、増額の主なものは２節障害者福祉

費道負担金で障害介護給付費道負担金が障害福祉サービス費等給付費道負担金と名称変更

となり、242万9,000円の増、自立支援医療給付費道負担金が障害者医療費道負担金と名称

変更となり、126万9,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、３節国民健康

保険事業保険基盤安定道負担金で257万8,000円の減額の内容でございます。内容につきま



                                             － 34 － 

しては、説明資料８ページから９ページに記載のとおりでございます。 

 ３目衛生費道負担金、本年度予算額17万7,000円、内容につきましては説明資料９ページ

に記載のとおりでございます。 

 次のページごらん願います。２項道補助金、１目総務費道補助金、本年度予算額127万

2,000円、内容につきましては説明資料９ページに記載のとおりでございます。 

 ２目民生費道補助金、本年度予算額1,020万9,000円、内容につきましては説明資料９ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ３目衛生費道補助金、本年度予算額288万5,000円、内容につきましては説明資料10ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ４目農林水産業費道補助金、本年度予算額１億2,378万円、増額の主なものは１節農業費

補助金で農業委員会等活動促進事業交付金313万2,000円の増、環境保全型農業直接支援対

策事業補助金546万円の増、豊北地区基幹水利施設管理事業補助金472万8,000円増額の内容

でございます。減額の主なものは、１節農業費補助金で浦幌太地区基幹水利施設管理事業

補助金654万6,000円の減、機構集積協力金交付事業補助金772万4,000円の減、農業競争力

強化基盤整備事業補助金231万円の減額の内容でございます。内容につきましては、説明資

料10ページから11ページ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。３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額730万

1,000円、２節徴税費委託金及び３節統計調査費委託金につきましては説明資料11ページに

記載のとおりでございます。 

 ２目民生費委託金、本年度予算額72万4,000円、内容につきましては説明資料11ページに

記載のとおりでございます。 

 ３目衛生費委託金、本年度予算額１万5,000円。 

 次のページをごらん願います。４目農林水産業費委託金、本年度予算額1,381万5,000円、

１節農業費委託金につきましては説明資料11ページに記載のとおりでございます。 

 ５目商工費委託金、本年度予算額1,000円。 

 ６目土木費委託金、本年度予算額314万4,000円、２節河川費委託金につきましては説明

資料11ページに記載のとおりでございます。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、本年度予算額5,344万1,000円、

内容につきましては説明資料11ページに記載のとおりでございます。 

 次のページごらん願います。２目利子及び配当金、本年度予算額128万9,000円。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、本年度予算額1,000円。 

 ２目物品売払収入、本年度予算額1,000円、減額の主なものにつきましては資源ごみ再商

品化売払収入について諸収入への科目がえを行ったことによる130万1,000円の減額の内容

でございます。 

 16款１項寄附金、１目一般寄附金、本年度予算額1,000円。 

 ２目指定寄附金、本年度予算額5,000万1,000円、２節ふるさとづくり寄附金につきまし
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ては4,000万円の減額で、説明資料11ページ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。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、本年度予算額1,000円。 

 ２目後期高齢者医療特別会計繰入金、本年度予算額1,000円。 

 ３目介護保険特別会計繰入金、本年度予算額1,000円。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額３億5,576万6,000円、増額につきましては公共施設

整備基金繰入金730万円の増額、減額につきましては財政調整基金繰入金5,400万円の減、

地域振興基金繰入金320万円の減、ふるさとづくり基金繰入金682万2,000円の減額の内容で

ございます。ふるさとづくり基金繰入金につきましては説明資料11ページに記載のとおり

で、寄附金活用事業につきましては説明資料40ページに記載のとおりでございます。 

 18款１項１目繰越金、本年度予算額100万円。 

 19款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額20万円。 

 ２目加算金、本年度予算額1,000円。 

 ３目過料、本年度予算額1,000円。 

 次のページごらん願います。２項１目町預金利子、本年度予算額10万円。 

 ３項貸付金元利収入、１目中小企業融資貸付金元金収入、本年度予算額１億1,000万円、

内容につきましては説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ２目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入、本年度予算額29万円。 

 ３目介護経営貸付金元金収入、本年度予算額350万円、増額につきましてはうらほろ幸寿

会からの償還額150万円増額の内容でございます。内容につきましては、説明資料12ページ

に記載のとおりでございます。 

 ４目株式会社ユーエム貸付金元金収入、本年度予算額65万円、内容につきましては説明

資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ５目医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入、本年度予算額114万円、内容につきまし

ては説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入、本年度予算額373万円、内容につきまして

は説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ２目民生費受託事業収入、本年度予算額36万1,000円、１節後期高齢者医療広域連合受託

事業収入につきましては、説明資料12ページ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。３目農業費受託事業収入、本年度予算額10万円。 

 ５項１目雑入、本年度予算額789万3,000円、増額の主なものは資源ごみ再商品化売払収

入について財産収入から科目がえを行ったことによる130万1,000円の増額の内容でござい

ます。２節雑入、３節医療費等交付金につきましては、説明資料12ページに記載のとおり

でございます。 

 次のページごらん願います。２目過年度収入、本年度予算額１万円。 

 20款１項町債、１目総務債、本年度予算額１億7,100万円、増額につきましてはうらほろ
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スタイル推進事業債500万円の増、減額につきましては臨時財政対策債で400万円の減、移

住・交流・若者の定住促進対策事業債1,050万円の減、高等学校等就学費補助事業債100万

円の減額の内容でございます。内容につきましては、説明資料12ページに記載のとおりで

ございます。 

 ２目民生債、本年度予算額4,320万円、増額につきましては２節老人福祉債で介護事業運

営補助事業債800万円の増額の内容でございます。内容につきましては、説明資料12ページ

に記載のとおりでございます。 

 ３目衛生債、本年度予算額1,050万円、増額につきましては消火栓設置事業債250万円の

増額の内容でございます。減額につきましては、汚水処理施設共同整備事業債1,380万円の

減、塵芥処理車購入事業債1,530万円の減額の内容でございます。内容につきましては、説

明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ４目労働債、本年度予算額190万円、内容につきましては説明資料12ページに記載のとお

りでございます。 

 ５目農林水産業債、本年度予算額4,820万円、増額の主なものにつきましては１節農業債

で模範牧場作業用機械購入事業債790万円の増、合流地区担い手育成型畑地帯総合整備事業

債450万円の増額の内容でございます。内容につきましては、説明資料13ページに記載のと

おりでございます。 

 ６目土木債、本年度予算額３億560万円、増額につきましては１節道路橋梁債で道路建設

補助事業債1,430万円の増、橋梁長寿命化修繕事業債1,820万円の増、老朽化対策事業債

7,380万円の増、３節公営住宅建設事業債5,660万円の増、減額につきましては２節住宅債

で住宅リフォーム補助事業債400万円の減額の内容でございます。内容につきましては、説

明資料13ページに記載のとおりでございます。 

 ７目消防債、本年度予算額900万円、増額につきましては防災拠点施設整備等事業債210万

円の増、減額につきましては消防車両購入事業債560万円の減額の内容でございます。内容

につきましては、説明資料13ページ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。８目教育債、本年度予算額9,150万円、増額につきまして

は１節小学校債で教職員住宅整備事業債3,790万円の増、２節中学校債でスクールバス車庫

建設事業債2,320万円の増、減額につきましては２節中学校債でスクールバス購入事業債

2,500万円の減、３節保健体育債で給食センター改築事業債７億3,460万円の減額の内容で

ございます。内容につきましては、説明資料13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。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 確認をさせていただきます。23ページ、指定寄附金のふるさとづくり寄附金

についてお聞きします。 

 先般の補正のときにも確認をさせていただいたことなのでございますけれども、今年度
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5,000万円を収入として見ているということでございますけれども、この金額は大変甘い金

額ではないかなという感じするのですけれども、その辺いかがでしょうか。 

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 ただいまのご質問ですけれども、これまでもふるさとづくり

寄附の状況についてはご説明させていただいているところなのですけれども、説明が重な

る分がございますかもしれませんけれども、まずは平成26年度が件数でいきますと１万

5,370件ということになっております。この時点では、まちづくり計画の中でもこういった

件数が伸びていくものと考えまして、現在まちづくり計画、後期計画を組んでいるのです

けれども、その中でいきますと２万件ということで計画のほうは組んでおります。ただ、

昨年もそうですし、今年度もそうなのですけれども、平成26年度の１万5,370件がピークで、

それ以降計画にあります２万件を下回っております。それで、平成29年度は計画の時点で

２万件を１万5,000件ということで改めさせていただきました。そして、さらには30年度予

算ではそれを6,000件というふうに下方修正いたしましてこのような形となっております。

最終的に平成29年度も２月末現在で3,974件ということで、金額的にいきますと3,255万

6,000円となっております。残り３月、１カ月ございますので、おおよそですけれども、件

数的には4,000件ちょっと、そして金額的にも3,300万円から3,400万円くらいの見込みとい

うふうに考えております。現時点では29年度の終わりが4,000件で、30年度が6,000件に変

更しているわけなのですけれども、これまでもＰＲの方法とか、そういったものをご指摘

受けている部分を改善しながらこの件数をさらに伸ばしていくような形で進めていきたい

と考えておりますので、ご理解のほど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 以上で歳入の審議を終了いたします。 

 ここで議案第21号 平成30年度浦幌町一般会計予算全体を通じての質疑を受けたいと思

います。質疑はありませんか。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 30年度の予算の中には入ってきておりませんでしたが、計画の中で掲げてあ

ります認定こども園のことでお伺いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〇田村議長 よろしいです。 

〇福原議員 過疎地域自立促進市町村計画、28年度から32年度の中に事業計画ということ

で認定こども園ということが掲載されております。その中で実施設計と建築工事というこ

とで、この32年度までに終了するのかなというふうに考えております。よその町村では、

幼保一貫連携型の認定こども園ということで、既に建築を終えた町もあります。浦幌町の

保育園、幼稚園につきましても相当に古い建物、この間もちょっと幼稚園に行ってきまし

たけれども、教育のというか、子どもたちの明るい声に反して古い建物で、非常にかわい
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そうと申しましたらなんですけれども、何かもっと明るい環境で楽しく幼保の連携型のこ

ども園ができないのかなというふうに感じて帰っておりました。それで、この計画につい

て具体的なことをもし差し支えがなければお聞きしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの福原議員からの質問、認定こども園の質問でございまし

たが、現在まちづくり計画の中で認定こども園の計画ということで31年度に実施計画、そ

れから32年度に建設工事というような形でまちづくり計画の中に計画しております。認定

こども園につきましては、確かに計画をまちづくり計画の中に登載しておりますので、計

画という中身につきましてはそのような計画の中で進めてまいりたいというふうに考えて

おります。今年度につきましては、まず町民の方に認定こども園のご理解というものを求

めたいというふうに考えておりますので、町民説明会のほうを30年度実施して、町民の方々

に認定こども園の建設という内容をご理解していただきまして、計画を進めてまいりたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 31年に計画、32年に建築していく予定ということでお伺いいたしました。既

にもうお母さん方からいつできるのだろうという話が何回か聞かれております。一応計画

の中に入っているので、近々、何年か以内にはやると思いますと。早く子どもたちを健や

かに育てるためにもこういう認定こども園、幼保連携型ということでぜひともやっていた

だきたいということでお話を聞かされております。内閣府というか、厚生労働省のほうか

ら30年の４月１日から施行するということで、新たな認定、幼保連携型認定こども園の教

育課程とその他の教育及び保育の内容に関する事項を次のように改めたのでということ

で、公告が29年の３月31日付で参っております。それで、これをもとに多分浦幌町も進め

られていくのだろうと思いますが、何らかの形で町民の皆さんに意見をいただくというこ

とであれば、早目、早目、先手、先手にこういうことをお知らせしながら、すぐパブリッ

クコメントもなかなかないということで、本当はしたいのですけれども、パソコンを持っ

ていないお母さんもいっぱいいますし、何かもっと簡便でいい意見の吸い上げ方というの

でしょうか、そういったものを工夫していただけないかなというふうに思っているのです

が、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまのご質問ですが、先ほどもちょっと私のほうで説明させて

いただきましたが、まず30年度につきましては町民の方を対象に説明会を行うということ

のご説明をさせていただきました。その中で一般の町民の方から広く意見を聴取して、ま

た保育園、幼稚園に通う児童の保護者の方々からも何らかの形で意見を聴取をしながらよ
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りよい認定こども園をつく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 10番、森議員。 

〇森議員 支出のほうへちょっと戻るのですけれども、農業振興費の中で今年度模範牧場

のホイールローダーを更新ということが出ておりました。今までの既存のホイールローダ

ー、入れかえるときにどのような処理法というのをやられるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 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。 

 既存の古いものはかなり年数も経過しておりまして、修繕等は数年前に多額なものをか

けて修理した経過ございますので、一応廃車ということで考えております。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 廃車ということは、もう全然動かなくなったということなのですか。よくそう

いうショベルローダーの重機ですから、やはり町内に建設屋さんだとか、そういう方がい

ると思います。ですから、そういうところへ払い下げだとか、そういうことというのは余

り考えられないのか、またその機械がもうかなり老朽化していて使えないものなのか、そ

の辺どうなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 老朽機械の更新ということで考えてございましたので、現段階では予算

の新規、買うということによってそれを廃止して、プラス・マイナス・ゼロの所有にする

ということで考えてございましたけれども、その分については実際に使えないのかどうな

のかというのを踏まえまして、もし払い下げできるようなことがあれば収益にもなるかも

しれないので、どうなるかわからないですけれども、そのような機械の状況をもう少し調

べてみまして、購入までに検討し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 ただいまの同僚議員に関連してでございますけれども、今の答弁ですと古い

機械についてはさほど調べも何もしない。老朽化したから、その計画に基づいて取りかえ

るのだというような答弁かと思いますけれども、機械の管理についても十分そういった点

も含めて行政としてもやっていかなければならないと思いますけれども、これから調べて

というのはどうなのかなと思うのですけれども、それについて。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 言葉足らずでありましたけれども、今まで機械に関しては更新計画を立

てながら、それで修理が多いですとか、作業に支障が出るようなものを順番に更新してい

くということでございまして、更新をするということでありますので、ただいま森議員か
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らは使えるものなら使ったらどうなのかという話でしたので、その部分に関しては検討さ

せていただきますということで答弁させていただきまして、むやみに機械を購入して、状

況もわからずということではありませんので、その辺はご理解願い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 今改めて十分検討していただけるのかなと思いますけれども、いずれにして

も町有財産でございます。民間ですと少しでも我慢しながらというような使い方もあろう

かと思いますけれども、人体に影響を及ぼすような危険性があるとすれば、これは早急と

いうことも当然考えられます。機械ゆえに、ただ直すということによって相当数の料金が

かかるということの中で計画のもとにかえるということでございますけれども、その辺も

含めてさらに見ていただきたいといいますか、単に使っている側の意見だけでなくして、

総体的な考えの中で見ていただきたいなと思いますけれども、その辺について。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 機械に関しましては、更新計画は立てておりますけれども、突然壊れて

しまうとかという場合もありますので、それを予算要求の段階で機械の使用、状況も見な

がら、更新計画は毎年立て直しております。あと、今回のホイールローダーに関しまして

は２年前に修繕、補正していただきまして、100万円超えのお金をかけまして修理をしまし

た。実は、大変古い機械でもう部品がないということで、そのときもたまたま何とか加工

してもらいながらというふうな部分もありまして、現実にその機械が使えなくなると非常

に管理上も支障が出てくることもありますので、そういう部分を勘案しながら今回予算を

要求させていただいておりますので、ご理解いただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ２番、澤口議員。 

〇澤口議員 コミュニティバスの、いわゆる福祉バスになろうかと思いますけれども、留

真温泉、市街地区を回っている件についてお伺いしたいのですけれども、よろしいでしょ

うか。 

〇田村議長 よろしいです。 

〇澤口議員 私も留真温泉には２度ほどバスを使い、行くわけでありますが、留真温泉に

関しては常に満席で、利用度が相当高くなっている現状でありますが、平日に対しまして

巡回されているバスがほとんど人が乗っていないような状況でありますが、無駄な車だと

言ったら怒られるかもわかりませんけれども、町民のほうの声からいたしますと無駄でな

いかなという声が多いものですから、その件について何かいいアイデアがあるのかお聞き

いたしたいと思います。 

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 コミュニティバスの関係なのですけれども、市街地循環と、
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それから留真温泉バス、今議員がおっしゃったとおり留真温泉バスにつきましては週２回

運行しておりますけれども、定員17人に対しまして大体10人から15人のご利用ということ

で、多いときには本当に満席になるぐらい乗っていただいております。市街地区の巡回に

つきましては、先般の補正のときにもご質問がございまして、直近でいきますと１日当た

り２月ですと11.5人、それから１月ですと10.1人ということで、１日当たりではそういっ

たご利用になっていますけれども、それぞれ１日の中でも便によっては１桁というご利用

もございます。ただ、これまでもコミュニティバスを運行した目的というのは市街地の中

でもやはり北栄とか光南とか中心部から離れている方々にとっては足がないということ

で、そういった交通弱者の方々を救っていこうという目的で運行しております。１日４便

運行しておりますので、場合によっては見た目でいくと乗っているのが少ないのかなとい

うふうにごらんになる方もいらっしゃいますし、そういった声もあるのですけれども、実

際のところ少数ですけれども、そういったご利用をいただいているということもございま

すし、また養護老人ホームの方々がグループで乗って図書館に来られたりとか、部分的に

は人が乗っている密度が薄いところもあるのですけれども、中にはやはり１日当たり19人

もご利用いただいたりとか、多い日数もございますので、トータル的に見ますと当初の導

入目的に沿った使い方ができているのかなというふうに思います。 

 ただ、先般のご質問の中でもあったのですけれども、まだまだ乗り方のわからない方と

か、それからこういった時間帯で運行されているということがなかなか浸透していない部

分もございますので、先般も答えさせていただいたのですけれども、これからもそれぞれ

行政区に出張説明会等で入ってまいりますので、その中で現状も説明させていただきます

し、運行について、ご利用についてもっともっとＰＲ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。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、澤口議員。 

〇澤口議員 こちらから町民の声をまとめに発表したいなと思います。実は、週に１度で

もいいですから、一番少ない日で何とかその１日を帯広の病院に通いたいのだという年寄

りが結構多いのです。そういうことをもうちょっと検討してみてはどうかなと。どうせ老

人福祉のためにやっているのであれば帯広まで足延ばしていく、その１日の時間をつくる

ことができればありがたいと思うのですけれども、その辺に関してはどう思いますか。 

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 現在のところは、コミュニティバスにつきましてはこれまで

も説明させていただいたのですけれども、市街地から留真温泉に向かっていた留真温泉バ

スと、それから患者輸送バス、そして市街地を循環するバスを３つの役割を１台のバスで

行っているものですから、現時点での車両での帯広への運行は難しいものがあるというふ

うに考えております。ただ、全体的なことを申しますと、やはり十勝バスの運行がなくな
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ってからも相当年数がたっておりますし、ＪＲの便も少しずつ変わりつつございますので、

そういった形でいきますと地域公共交通の皆様の足を守るという形に関しましてはいま一

度検討を重ねなければならないことではないかなというふうには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 今の意見に対して町長、副町長のほうから。考え方、町長、お願いします。 

 町長。 

〇水澤町長 コミュニティバスの利用については、再三議員の皆さんからご質問をいただ

いて、利活用についてもう少し図ったほうがいいのではないかというお話をいただいてい

るケースもあります。確かにルートによってはなかなか十分な乗車率を確保できないとい

う部分もある、これも現実だろうと思います。ただ、運行に当たっては試験運転をしなが

ら導入した経緯もありますし、今まで特に加齢というか、年齢で車の免許も返上しないと

ならないようなお年寄りの皆さんに町内への利便性を図るという趣旨からコミュニティバ

ス、市街への利便性を図るためのコミュニティバスを運行を今させていただいているとこ

ろであります。それと、あとは帯広までの病院の運行ということになると、これはまた別

な事件だろうというふうに思っていまして、特に重篤者の患者さんについては今別な制度

を利用して、タクシーとか、そういうものを利用しながら、そういう制度を図っておりま

すので、コミュニティバスのものとはちょっと次元が違う面で考えていかないとならない

のかなというふうに思っています。そういう面では、そういう患者さんの病院へ通院する

場合のものとこのコミュニティ、常に浦幌市街に足を向けていただくコミュニティバスと

いうものはそれぞれ別の次元で考えながら、町民の利便性というのを１つ考えていく必要

があるのだろうなというふうに思っていますので、ご理解をいただきたいというか、そう

いうふうに町としては考えているということであります。 

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 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。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21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。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 
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午後 １時５１分  休憩 

午後 １時５２分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第２ 議案第２２号 

〇田村議長 日程第２、議案第22号 平成30年度浦幌町町有林野特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、浦幌町町有林野特別会計予算書の１ページをごらん願います。

あわせまして町有林野特別会計予算説明資料41ページから43ページをごらん願います。議

案第22号 平成30年度浦幌町町有林野特別会計予算。 

 平成30年度浦幌町の町有林野特別会計の予算は、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１億1,388万2,000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。 

 平成30年３月５日提出、浦幌町長。 

 この町有林野特別会計は、制限林を含めまして町有林3,944ヘクタールの管理、造成を行

うための特別会計でございます。 

 ２ページをごらん願います。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。 

 ４ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は説明を省略させて

いただきます。 

 それでは、６ページをごらんください。２、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目

造林補助、本年度予算額5,403万4,000円、この目につきましては町有林の施業に係る植栽、

下草刈り、間伐、地ごしらえ、野そ駆除などに対する道補助金でございます。主な減額の

内容につきましては、１節造林補助で造林事業量81ヘクタール、909万円の減額の内容でご

ざいます。１節造林補助、２節野そ駆除補助につきましては、予算説明資料42ページをご

らん願います。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、本年度予算額41万2,000円、この

目につきましては町有林の土地貸付料でございます。 

 ２目利子及び配当金、本年度予算額10万円、この目につきましては町有林野事業基金に

係る利子でございます。 
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 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、本年度予算額1,183万円、この目につきまして

は留真団地ほかの町有林31.06ヘクタールの皆伐による立木売り払い代金でございます。１

節立木売払収入は、材積数314立方メートルの減により392万4,000円の減額の内容でござい

ます。１節立木売払収入につきましては、予算説明資料42ページをごらん願います。 

 ２目素材売払収入、本年度予算額1,207万円、この目につきましては町有林131.94ヘクタ

ールの間伐に係る間伐材売り払い代金でございます。１節間伐材売払収入は、材積数551立

方メートルの減により181万6,000円の減額の内容でございます。１節間伐材売払収入につ

きましては、予算説明資料42ページをごらん願います。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額370万円、この目に

つきましては職員人件費の一部に係る一般会計からの繰入金でございます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額3,058万6,000円、この目につきましては町有林野事

業基金からの繰入金でございます。 

 ７ページをごらん願います。４款１項１目繰越金、本年度予算額１万円、この目につき

ましては前年度からの繰越金でございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入、本年度予算額114万円、この目につきましては雑入として植

栽に係るニトリ北海道応援基金助成金114万円の内容でございます。１節雑入につきまして

は、予算説明資料42ページをごらん願います。 

 ８ページをごらん願います。３、歳出、１款１項１目財産管理費、本年度予算額2,104万

6,000円、この目につきましては町有林の維持管理に係る人件費及び事務等に要する経費で

ございます。増額の主なものは、14節使用料及び賃借料で造林費から組みかえた町有林管

理道路維持のための機械借上料384万円の増額の内容でございます。減額の主なものは、

27節公課費で消費税額124万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

使用料及び賃借料については、予算説明資料43ページをごらん願います。 

 ９ページをごらん願います。２款１項財産造成費、１目造林費、本年度予算額8,511万

9,000円、この目につきましては町有林の管理、造成に要する経費でございます。減額の主

なものは、15節工事請負費で被害地植栽、間伐等の造林事業の減並びに財産管理費へ組み

かえた管理道路の事業費分、合わせまして1,646万4,000円の減、16節原材料費で植栽面積

の減によるカラマツ苗木の購入本数の減により85万5,000円の減額の内容でございます。

13節委託料、15節工事請負費、16節原材料費につきましては、予算説明資料43ページをご

参照願います。 

 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額636万2,000円、この目につきましては公有林

整備事業債に係る償還元金でございます。 

 ２目利子、本年度予算額130万5,000円、この目につきましては公有林整備事業債に係る

償還利子でございます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額５万円、この目につきましては予備の支出に備える

ための科目でございます。 
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 10ページをごらん願います。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。区分、公有林整備事業債、前々年度末現在

高5,642万6,000円、前年度末現在高見込額5,022万8,000円、当該年度中増減見込、当該年

度中元金償還見込額636万2,000円、当該年度末現在高見込額4,386万6,000円となります。

計の欄につきましては、同額ですので、説明を省略させていただきます。 

 以上で説明を終わりますので、よろしくご審議賜りますよう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 ちょっとお聞きしたいのですが、南浦幌のほうの防風林といいますか、防霧

林というのか、そこの管理はあれは町有林として管理されてい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。 

 林務係長。 

〇吉田産業課林務係長 ただいまの質問についてお答えさせていただきます。 

 豊北方面の地区のことだと思われますが、それについては町有林として管理をしており

ます。あと、今年度一応そこの整備ということで実施する予定でおります。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今整備すると言われたのですが、大体共栄の向こうぐらいから豊北にかけて

結構あると思うのです。そして、倒れている分だとか、もうすかすかになってしまってい

るところとかあると思うのですけれども、それは切り出して、あと残ったところにまた造

林していくというのか、植栽していくというのか、そういうことになるのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 林務係長。 

〇吉田産業課林務係長 ただいまの質問ですが、今年度計画しているのは間伐対応のでき

るものは間伐事業で対応し、全木の皆伐という処理が必要なところは皆伐し、植栽につい

ても必要な箇所については植栽を考えております。植栽については、２年後とかという形

になるかもしれませんが、そういった計画でおります。 

 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 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22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。 
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（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。 

 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。 

 

    ◎日程第３ 議案第２３号 

〇田村議長 日程第３、議案第23号 平成30年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 それでは、浦幌町国民健康保険事業特別会計の予算書１ページをお開き

願います。説明資料は44ページをお開き願います。議案第23号 平成30年度浦幌町国民健

康保険事業特別会計予算。 

 平成30年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計の予算は、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８億1,338万5,000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。 

 平成30年３月５日提出、十勝郡浦幌町長。 

 この会計は、加入世帯数830世帯、被保険者数1,642人に係る国民健康保険事業の運営及

び医療費の収支を処理する特別会計となってございます。主な内容につきましては、説明

資料44ページから47ページに記載してございますので、ご参照願います。 

 議案書２ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算、こちらの説明は省略させて

いただきます。 

 続きまして、４ページをお開き願います。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括、こち

らにつきましても説明を省略させていただきます。 

 続いて、６ページでございます。本年度の科目につきましては、北海道が財政運営の責

任主体となるため、道が示した例によって科目の新設、廃目整理をしております。 

 ２、歳入、１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、本年度予算額

２億400万円、２目退職被保険者等国民健康保険税、本年度予算額28万3,000円、いずれも

一般被保険者及び退職被保険者等に係る保険税となってございます。 
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 ２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目災害臨時特例補助金、本年度予算額1,000円、大

災害に伴う保険税の減免及び療養の給付に係る負担増額などを交付されるものでございま

す。 

 次の財政調整交付金と国民健康保険制度関係業務準備事業補助金及び次の２項の項、国

庫負担金につきましては、廃項整理するものでございます。 

 ３項道支出金、１項道補助金、１目保険給付費等交付金、本年度予算額５億2,256万

8,000円、保険給付費として北海道から交付されるものでございます。 

 次の財政調整交付金は、廃目整理するものでございます。 

 次のページをお開き願います。２項１目財政安定化基金交付金、本年度予算額1,000円。 

 次の項の道負担金は、廃項整理するものでございます。 

 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額11万円、基金の

利子であります。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額6,276万3,000円、

一般会計からの繰入金でございます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額1,829万8,000円、基金繰入金でございます。 

 ６款１項１目繰越金、本年度予算額500万円、前年度繰越金でございます。 

 ７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、本年度予算額20万

円、２目退職被保険者等延滞金、本年度予算額1,000円、いずれも保険税の延滞金でござい

ます。 

 ３目一般被保険者加算金、４目退職被保険者等加算金、５目過料、いずれも本年度予算

額1,000円、加算金及び過料の内訳でございます。 

 次のページをお開き願います。２項受託事業収入、１目特定健康診査等受託料、本年度

予算額1,000円、社会保険等の被保険者分の特定健康指導等を本町の保健センター等に委託

された場合の受託料となります。 

 ３項雑入、１目一般被保険者第３者納付金、本年度予算額10万円、２目退職被保険者等

第３者納付金、本年度予算額５万円、いずれも交通事故等に係る第三者行為の納付金でご

ざいます。 

 ３目一般被保険者返納金、４目退職被保険者等返納金、こちらの科目はいずれも本年度

予算額1,000円、被保険者の資格喪失等に係る返納金の内容でございます。 

 ５目療養給付費等負担金、６目療養給付費等交付金、７目特定健康診査等負担金、これ

らの科目はいずれも本年度予算額1,000円でございまして、過年度分の負担金、交付金の内

容でございます。 

 ８目雑入、本年度予算額1,000円。 

 以下、３つの款につきましては、廃款整理するものでございます。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 続きまして、12ページをお開き願います。歳出についてのご説明をいたします。説明資
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料は46ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費、本年度予算額2,780万8,000円、この会計に係る職員の人件費及び事務的経費を計上し

てございます。主な増減は、13節委託料のシステム改修に係る委託料168万4,000円の減、

19節負担金、補助及び交付金のシステムネットワークに係る負担金18万8,000円の増でござ

います。 

 ２目連合会負担金、本年度予算額43万9,000円、北海道国保連合会への負担金でございま

す。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、本年度予算額234万8,000円、国民健康保険税の賦課徴収

に係る事務的経費となってございます。増の主なものは、19節負担金、補助及び交付金の

十勝圏複合事務組合分担金19万8,000円の増でございます。12節役務費、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46ページに記載のとおりでございます。 

 ３項１目運営協議会費、本年度予算額14万9,000円、国民健康保険運営協議会の委員９名

に係る費用でございます。 

 次のページをお開き願います。２款１項保険給付費、この項の１目から５目までは昨年

の項から目に科目がえをしているものでございます。１目療養費４億3,441万円、北海道国

保連合会へ支払う医療費のうち保険者として浦幌町が負担する経費となってございます。 

 ２目高額療養費6,115万円、この科目はいずれも被保険者が１カ月の間に療養費の限度額

を超えて支払った場合にその超えた額を保険者である浦幌町が負担する経費となってござ

います。 

 ３目移送費、本年度予算額８万円、被保険者の移送に係る経費でございます。 

 ４目出産育児諸費、本年度予算額294万2,000円、国民健康保険の被保険者が出産した場

合に支給する出産育児一時金の経費７件分を見込んでございます。 

 ５目葬祭諸費、本年度予算額45万円、国民健康保険の被保険者が亡くなられた場合に３

万円を支給する葬祭給付費15件分でございます。 

 次の２款の項、療養諸費から16ページの２款の４段、葬祭諸費までは、目に科目がえし

たため廃項整理したものでございます。 

 ３款１項１目共同事業拠出金、本年度予算額1,000円。 

 以下の３つの項目につきましては、廃目整理したものでございます。 

 ４款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費分、１目一般被保険者医療給付費分、

本年度予算額１億8,409万9,000円、以下４款の科目は全て北海道への納付金の内容でござ

います。 

 ２目退職被保険者等医療給付費分、本年度予算額14万6,000円。 

 ２項後期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分、本年度予算額

6,119万1,000円。 

 次のページをお開き願います。２目退職被保険者等後期高齢者支援金等分、本年度予算

額５万5,000円。 
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 ３項介護納付金分、１目介護納付金分、本年度予算額2,666万3,000円、加入者数に応じ

て介護納付金として支払う経費でございます。 

 ５款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、本年度予算額703万6,000円、特定健

康診査、特定保健指導により糖尿病、高血圧、高脂血症等の予防を図ることを目的に行う

事業に要する経費でございます。増の主な内容は、13節委託料、特定健診保健指導研修委

託料及びシステム改修業務委託料の84万2,000円の増。18節備品購入費は、説明資料に記載

のとおり特定健康診査システムのソフト購入代でございます。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費、本年度予算額268万5,000円、被保険者の健康維

持のために行う事業に要する経費でございます。13節委託料は、説明資料47ページに記載

のとおりでございます。 

 ６款基金積立金、１項基金積立金、１目国民健康保険事業基金積立金、本年度予算額11万

円。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金、本年度予

算額82万円。次のページをお開き願います。２目退職被保険者等保険税還付金、本年度予

算額５万円、こちらはいずれも資格を喪失した場合に過納となった保険税を還付する経費

でございます。 

 ３目保険給付費等交付金償還金、本年度予算額15万2,000円、保険給付費等交付金の返還

金でございます。 

 ４目その他償還金、本年度予算額50万円、その他返還金でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円。 

 ８款１項１目予備費、本年度予算額10万円、予備費となってございます。 

 次の項の後期高齢者支援金から介護納付金の款までは、廃款整理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。 

（「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23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２４号 



                                             － 50 － 

〇田村議長 日程第４、議案第24号 平成30年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 それでは、浦幌町後期高齢者医療特別会計予算書１ページをお開き願い

ます。説明資料は48ページをごらん願います。議案第24号 平成30年度浦幌町後期高齢者

医療特別会計予算。 

 平成30年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計の予算は、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9,001万1,000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。 

 平成30年３月５日提出、十勝郡浦幌町長。 

 この会計は、後期高齢者医療広域連合に対する収支を処理する特別会計でございます。

主な内容につきましては、説明資料の48ページ、49ページに記載をしてございます。 

 次の２ページ、第１表、歳入歳出予算並びに４ページ、歳入歳出予算事項別明細書、１、

総括につきましては説明を省略させていただきます。 

 ６ページをお開き願います。２、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料、本年度予

算額4,975万9,000円、75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがあり、後

期高齢者医療保険の資格を取得された方が納める保険料となってございます。被保険者数

は1,042人となってございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金、本

年度予算額54万円、制度改正に伴いシステム改修に要する費用について国の補助金でござ

います。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額3,959万9,000円、

後期高齢者医療広域連合への保険料軽減措置分の納付金として一般会計から繰り入れるも

のでございます。１節事務費繰入金、２節保険基盤安定繰入金の内容につきましては、説

明資料49ページに記載のとおりでございます。 

 ４款１項１目繰越金、本年度予算額1,000円。 

 ５款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円。保険料の

延滞金でございます。 

 ２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額10万円、２目還付加算金、

本年度予算額１万円、この科目はいずれも保険料の過誤納付が生じた場合に広域連合から

納付される還付金及び還付加算金でございます。 

 ３項１目雑入、本年度予算額1,000円、その他雑入でございます。 

 続いて、８ページをお開き願います。歳出でございます。３、歳出、１款総務費、１項
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総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額1,179万円、この会計に係る職員の人件費及び

事務的経費でございます。特に説明を加える事項はございません。 

 ２項１目徴収費、本年度予算額75万2,000円、後期高齢者医療保険料の賦課及び徴収に係

る事務的経費でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額7,735万7,000円、後期高齢

者医療広域連合に対する納付金でございます。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49ページに記載のとおりでございます。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額10万円、

２目還付加算金、本年度予算額１万円、いずれも保険料の過誤納付が生じた場合における

還付金及び還付加算金でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円、一般会計からの繰出金でござい

ます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額1,000円、予備費となってございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「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24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５ 議案第２５号 

〇田村議長 日程第５、議案第25号 平成30年度浦幌町介護保険特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 介護保険特別会計予算の説明の前に、説明資料のご訂正をお願いしたい

と思います。 

 説明資料の54ページ、表の中の２段目、３項任意事業費、２目家族介護支援事業費の中

の20節扶助費、こちらの家族介護慰労金でありますが、この事業内容につきまして20名分

と記載してございますが、こちらは19名の誤りでございました。事業内容20名分を19名分
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にご訂正願いたいと思います。また、その右の欄、金額の欄でございますが、100万円と記

載してあるものを95万円、金額は95万円にご訂正のほどをいただきたいと思っております。 

 このたびは、いろいろとお手を煩わせまして、まことに申しわけございませんでした。

今後は、このようなことがないよう確認作業等を行ってまいりますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、介護保険特別会計予算書の１ページをお開き願います。説明資料は50ページ

からごらんいただきたいと思います。議案第25号 平成30年度浦幌町介護保険特別会計予

算。 

 平成30年度浦幌町の介護保険特別会計の予算は、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６億6,364万9,000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。 

 平成30年３月５日提出、十勝郡浦幌町長。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算並びに４ページの歳入歳出予算事項別明細書、１、

総括につきましては説明を省略させていただきます。 

 ６ページをお開き願います。この会計につきましては、介護保険の運営及び介護給付費

の会計を処理する特別会計となってございます。 

 ２、歳入、１款１項介護保険料、１目第１号被保険者介護保険料、本年度予算額１億

1,322万円、この目につきましては65歳以上の第１号被保険者1,939人の方が納める保険料

でございます。介護保険料の改正により基準保険料を5,550円から5,400円としたものであ

ります。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額１億43万

5,000円、保険給付費が国から交付される内容でございます。内容につきましては、説明資

料52ページに記載のとおりでございます。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、本年度予算額5,186万8,000円、国からの交付金の内

容でございます。内容につきましては、説明資料52ページに記載のとおりでございます。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額1,285万7,000円、支援事業に対する交付金の内

容でございます。１節包括的支援事業・任意事業分、２節介護予防・日常生活支援総合事

業分の内容につきましては、説明資料52ページに記載のとおりでございます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額8,846万9,000円、

道からの保険給付費の内容でございます。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。 

 ２項財政安定化基金支出金、１目交付金、本年度予算額2,000円、３項道補助金、１目地

域支援事業交付金、本年度予算額687万6,000円、これらの科目はいずれも道からの交付金

でございます。１節包括的支援事業・任意事業分、２節介護予防・日常生活支援総合事業
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分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款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、本年度予算額１億5,693万6,000円、

２目地域支援事業交付金、本年度予算額482万8,000円、どちらも社会保険診療報酬支払基

金から交付されるものでございます。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。 

 次のページをお開き願います。５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、

本年度予算額４万1,000円、基金の利子でございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億2,122万7,000円、

介護給付費繰入金及び介護保険事業に係る職員の人件費、事務的経費等を一般会計から繰

り入れるものでございます。節の各内容につきましては、説明資料52ページに記載のとお

りでございます。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金、本年度予算額685万4,000円、基金からの

繰入金でございます。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。 

 ７款１項１目繰越金、本年度予算額３万円、前年度繰越金でございます。 

 ８款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、本年度予算額1,000円、

２目第１号被保険者過料、本年度予算額1,000円、保険料の延滞金及び過料の科目でござい

ます。 

 ２項雑入、１目第３者納付金、２目返納金、いずれの科目も本年度予算額1,000円、第三

者行為に係る納付金、返納金でございます。 

 ３目雑入、本年度予算額2,000円、雑入でございます。 

 10ページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額1,697万7,000円、この会計に係る職員の人件費及び事務的経費を計上してご

ざいます。増の主な理由としましては、人件費分116万8,000円の増、13節委託料のシステ

ム改修に係る業務委託料151万2,000円の増によるものでございます。 

 ２項１目賦課徴収費、本年度予算額125万1,000円、介護保険料の賦課徴収に係る事務的

経費でございます。増の主な理由は、11節需用費の印刷製本費11万6,000円の増額でござい

ます。12節役務費、14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料53ページに記載のと

おりでございます。 

 ３項１目介護認定審査会費、本年度予算額521万円、東部４町で構成する介護認定審査会

に係る経費でございます。減額の主な理由は、12節役務費、手数料として医師の意見書作

成手数料10万7,000円の減、19節負担金、補助及び交付金は審査会共同設置に係る負担金

24万円の減でございます。12節役務費、14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交

付金は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２目認定調査費、本年度予算額189万3,000円、要介護度の認定調査に要する経費でござ

います。減の主な内容は、13節委託料の認定調査委託料11万7,000円の減額でございます。

１節報酬、13節委託料は、説明資料に記載のとおりでございます。 
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 次のページをお開き願います。４項１目介護保険運営協議会費、本年度予算額４万円、

介護保険運営協議会委員６名分の委員報酬並びに費用弁償等を計上してございます。 

 ５項１目趣旨普及費、本年度予算額19万5,000円、介護保険制度普及のための啓発用品購

入に係る費用の内容でございます。 

 次の科目、計画策定委員会費は、廃項整理するものでございます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス等給付費、本年度予

算額１億6,429万9,000円、２目居宅介護サービス等計画給付費、本年度予算額1,799万

6,000円、３目地域密着型介護サービス等給付費、本年度予算額１億1,423万9,000円、４目

施設介護サービス等給付費、本年度予算額２億2,845万3,000円、これらの科目はいずれの

給付費も被保険者が事業所からサービスを受けたときの費用に対し保険給付費で支払う内

容のものでございます。 

 ５目福祉用具購入費、本年度予算額111万5,000円、６目住宅改修費、本年度予算額184万

3,000円、これらの科目は保険給付費として装具購入、住宅改修費用の９割を被保険者の申

請に基づき支払う内容のものでございます。 

 ７目審査支払手数料、本年度予算額39万7,000円、北海道国保連合会への審査支払手数料

の内容でございます。 

 ２項１目高額介護サービス等費、本年度予算額1,300万円、限度額を超えた額を高額介護

サービス費として保険者が支払うものでございます。 

 ３項１目高額医療合算介護サービス等費、本年度予算額210万円、介護保険と医療保険を

利用した際に自己負担した年額費用が高額になったときに保険者が支払う内容でございま

す。 

 次のページをお開き願います。４項１目特定入所者介護サービス等費、本年度予算額

3,780万円、低所得者の方の居住費、滞在費及び食費の負担軽減を図るために、本人負担以

外の分を北海道国保連合会に支払う経費でございます。 

 ３款１項財政安定化基金拠出金、１目財政安定化基金償還金、本年度予算額1,000円、基

金償還金でございます。 

 ４款地域支援事業費、１項介護予防・日常生活支援総合事業費、１目介護予防・生活支

援サービス事業費、本年度予算額1,237万円、要支援者等に対し、要介護状態などとなるこ

となどを予防、軽減、もしくは悪化の防止、さらには地域における自立した日常生活の支

援並びに事業者が行う多様な支援サービスのニーズに対応する経費でございます。主な増

減内容につきましては、13節委託料、介護予防ケアマネジメント作成委託料26万7,000円の

減、19節負担金、補助及び交付金の通所型サービス利用負担金300万円の減、通所型住民主

体サービス事業補助金380万円の増となってございます。13節委託料は、説明資料に記載の

とおりでございます。 

 ２目一般介護予防事業費、本年度予算額937万9,000円、高齢者の年齢や心身の状態等に

よって分け隔てることなく運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室を充実させ、高齢者が
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地域において自立するための支援に係る経費を計上してございます。13節委託料、14節使

用料及び賃借料につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ３目高額介護予防サービス費相当事業等、本年度予算額３万円、介護予防・日常生活支

援総合事業によるサービス利用が高額になった場合に高額介護サービス費等に相当する費

用を支払うためのものでございます。 

 ４目その他諸費、本年度予算額４万2,000円、審査支払手数料の内容でございます。 

 ２項包括的支援事業費、１目地域包括支援センター運営事業費、本年度予算額1,841万

9,000円、本町の地域包括センターの運営に係る経費でございます。増減の主な内容は、人

件費分198万円の増、18節備品購入費、介護請求のためのソフト購入費７万円の増となって

ございます。１節報酬、14節使用料及び賃借料は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 16ページ下段をごらん願います。２目在宅医療・介護連携推進事業費、本年度予算額６

万円、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者に対し在宅医療と介護を一体的に提供

するための啓発用パンフレットの購入経費でございます。 

 ３目認知症総合支援事業、本年度予算額567万7,000円、認知症の人や家族に対し、早期

診断と対応する支援体制の構築に係る経費でございます。減額の主な理由は、人件費分と

なってございます。13節委託料は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ４目生活支援体制整備事業費、本年度予算額537万3,000円、高齢者に対し多様な日常生

活上の支援体制の充実と社会参加の推進を一体的に図るために設置するものでございま

す。増の主な内容は、説明資料54ページに記載のとおり13節委託料の生活支援体制整備事

業委託料の76万8,000円の増額でございます。 

 ３項任意事業費、１目介護給付等費用適正化事業費、本年度予算額10万9,000円、介護サ

ービス利用者に対する利用サービスの内容や費用等を通知する郵便料ほかの内容でござい

ます。 

 ２目家族介護支援事業費、本年度予算額438万7,000円、在宅において介護している家族

の身体的、精神的、経済的負担を軽減し、家族介護を継続していただくための支援に要す

る経費を計上してございます。増減額の内容につきましては、19節負担金、補助及び交付

金で認知症高齢者見守り事業に係る41万円の増、20節扶助費の家族介護慰労金、１名減で

５万円の減となってございます。19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費の内容につき

ましては、説明資料54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目その他任意事業費、本年度予算額74万1,000円、成年

後見人等が必要となった低所得者の高齢者に対し、成年後見人制度の申し立てに要する経

費や報酬の助成をする内容でございます。増額の内容につきましては、12節役務費、成年

後見人申し立てに係る手数料９万2,000円の増でございます。20節扶助費は、説明資料に記

載のとおりでございます。 

 ５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金、本年度予算額４万1,000円、基

金積立金でございます。 
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 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者還付金、本年度予算額

11万円、保険料の還付金、還付加算金の内容でございます。 

 ２目償還金、本年度予算額1,000円、介護給付費等負担金の精算に伴う償還金の内容でご

ざいます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円、一般会計繰出金でございます。 

 ７款１項１目予備費、本年度予算額10万円、予備費となってございます。 

 次のページをお開き願います。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。

事項、地域包括支援センターシステム機器借上料、限度額245万4,000円、当該年度以降の

支出予定額、期間、平成30年度から34年度、金額245万4,000円、左の財源内訳は特定財源

の国庫支出金141万7,000円、その他財源56万4,000円、一般財源47万3,000円でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議くださいますようよろしくお願いい

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25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。 

 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４６分  休憩 

午後 ２時５９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第６ 議案第２６号 

〇田村議長 日程第６、議案第26号 平成30年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 
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〇菅原診療所事務長 診療所特別会計の予算書は１ページになります。あわせまして説明

資料55、56ページをごらん願います。議案第26号 平成30年度浦幌町浦幌町立診療所特別

会計予算。 

 平成30年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計の予算は、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２億7,979万8,000円と定める。 

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

る。 

 （債務負担行為） 

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

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 平成30年３月５日提出、浦幌町長。 

 この会計につきましては、町立診療所の管理運営及び診療の収支の会計を処理する特別

会計でございます。 

 ２ページをごらん願います。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。 

 ４ページをごらん願います。第２表、債務負担行為、事項、ベッドサイド関連機器等賃

借料、期間、平成30年度から平成37年度、限度額408万3,000円。 

 次のページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括につきましても説

明を省略させていただきます。 

 ７ページをごらん願います。２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金、本年度予算額9,921万5,000円、一般会計からの繰入金でございます。そのうち普

通交付税措置見込み額等につきましては、説明資料55ページに記載のとおりでございます。 

 ２款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金でございます。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入、本年度予算額１億8,007万円、この科目につきまし

ては診療行為に伴います各種診療報酬の収入科目でございます。説明資料55ページに記載

のとおりでございます。 

 ８ページをごらん願います。２項１目雑入、本年度予算額１万2,000円、２目過年度収入

1,000円、この科目につきましては特に説明を加えることはございません。 

 町債につきましては、大型の医療機器等の更新が終了したことにより廃目整理となりま

した。 

 次の９ページをごらん願います。３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費、本

年度予算額4,895万2,000円、この科目につきましては事務職員の人件費及び診療所の維持

管理、運営にかかわる経費でございます。主な増減でございますが、まず増額につきまし

ては事務職員の人件費で72万2,000円の増、11節需用費の燃料費において単価アップによる

22万9,000円の増額でございます。減額につきましては、12節役務費で電話機リース期間満
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了による18万4,000円の減、13節委託料において隔年実施の非常電源の保守料、それから床

ワックスがけ委託料で44万4,000円の減、15節工事請負費で昨年度酸素ボンベ搬入口の舗装

工事がありましたので、90万円が減額となりました。13節委託料の内容につきましては、

説明資料56ページに記載のとおりでございます。 

 10ページをごらん願います。２目医業費、本年度予算額２億2,469万1,000円、この科目

につきましては医療業務従事者の人件費及び診療業務に伴います医療材料、医療機器など

の経費でございます。主な増減でございますが、まず増額につきましては人件費で46万

2,000円、13節委託料において放射線技師育児休業に伴います検査業務委託料181万7,000円

の増額となっております。減額につきましては、７節賃金において非常勤日直医師賃金

479万円の減、14節使用料及び賃借料におきまして酸素供給装置賃借料90万7,000円の減、

18節備品購入費で大型医療機器更新事業の終了によりまして241万6,000円の減額となって

おります。13節委託料、14節使用料及び賃借料及び18節備品購入費につきましては、説明

資料56ページに記載のとおりでございます。 

 12ページをごらん願います。２款１項公債費、１目元金、本年度予算額587万6,000円、

この科目につきましては医療機器更新事業債にかかわる長期債償還元金でございます。 

 ２目利子、本年度予算額22万9,000円、この科目につきましては同じく事業債にかかわる

長期債償還利子でございます。 

 ３款１項１目予備費、本年度予算額５万円、この科目につきましては予備の支出に備え

るための科目でございます。 

 次のページの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。事項、ベッドサイ

ド関連機器等賃借料、限度額408万3,000円、本年度の予算額14万6,000円、当該年度以降の

支出予定額の期間につきましては30年度から平成37年度、金額につきましては393万

7,000円、左の財源内訳の特定財源、その他で393万7,000円でございます。 

 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の見

込みに関する調書。区分、浦幌町立診療所医療機器更新事業債、前々年度末現在高6,710万

円、前年度末現在高見込額6,586万9,000円、当該年度中の増減見込みの当該年度中元金償

還見込額587万6,000円、当該年度末現在高見込額5,999万3,000円。 

 なお、４月から診療体制が一部変わります。引き続き患者様本位の体制をとり、安全、

安心な診療づくりに努めてまいります。 

 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。 

（「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） 
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〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第26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７ 議案第２７号 

〇田村議長 日程第７、議案第27号 平成30年度浦幌町公共下水道特別会計予算を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 それでは、浦幌町公共下水道特別会計予算書の１ページをお開き願いま

す。あわせまして説明資料は57ページ、58ページをごらん願います。議案第27号 平成30年

度浦幌町公共下水道特別会計予算。 

 平成30年度浦幌町の公共下水道特別会計の予算は、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２億8,111万6,000円と定める。 

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

る。 

  （債務負担行為） 

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

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

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

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成30年３月５日提出、十勝郡浦幌町長。 

 この会計につきましては、浦幌町公共下水道に係る施設の建設及び維持管理をする特別

会計でございます。 

 ２ページをごらん願います。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。 

 ４ページをごらん願います。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等の資金とし

て帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成30年度、限度額50万円。

水洗便所改造等の資金として浦幌町農業協同組合が融資する貸付事業に対する損失補償、

期間、平成30年度、限度額50万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業、公共下水道事業、限度額3,470万円、起債の
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方法、証書借入又は証券発行、利率、年5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる

資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償還の方法、

政府資金又は金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償

還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。 

 ５ページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括につきましては省略をさせていただき

ます。 

 ７ページをごらん願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目公共

下水道費分担金、本年度予算額1,000円、こちらにつきましては吉野処理区における新規受

益者に係る分担金でございます。 

 ２項負担金、１目公共下水道費負担金、本年度予算額1,000円、市街地の公共下水道区域

に係る受益者負担金でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水道使用料、本年度予算額6,411万

7,000円、公共下水道使用料でございます。内訳につきましては、説明資料57ページに記載

のとおりでございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費補助金、本年度予算額3,220万円、

公共下水道事業における社会資本整備総合交付金で320万円の減でございます。 

 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額1,000円、水洗便

所等資金貸付金の預託金利子でございます。 

 ８ページをごらん願います。５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本

年度予算額１億4,859万2,000円、一般会計からの繰入金でございます。 

 ６款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金でございます。 

 ７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円、２目過料、

本年度予算額1,000円でございます。 

 ２項１目貸付金元利収入、本年度予算額100万円、水洗便所等貸付金元金収入でございま

す。 

 ３項１目雑入、本年度予算額2,000円、仮払消費税還付金及び雑入でございます。 

 ９ページをごらん願います。８款１項町債、１目公共下水道事業債、本年度予算額3,470万

円、公共下水道事業に係る事業債で350万円の増でございます。 

 10ページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額465万4,000円、この目につきましては公共下水道の運営に係る一般管理費で

ございます。14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料58ページに記載のとおりで

ございます。 

 ２目普及推進費、本年度予算額101万1,000円、水洗化に向けての普及推進に係る経費で

ございます。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費、本年度予算額598万2,000円、この目につきましては

下水道管渠の維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは、13節委託料58万
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8,000円の増で、管渠高圧洗浄業務単価見直しによるものでございます。減額の主なものは、

11節需用費の修繕料130万円の減でございます。11節需用費の修繕料、13節委託料につきま

しては、説明資料58ページに記載のとおりでございます。 

 11ページをごらん願います。２目処理場管理費、本年度予算額3,181万6,000円、この目

につきましては終末処理場の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

用費の光熱水費24万円の増で、減額の主なものは11節需用費の修繕料63万円の減でござい

ます。11節需用費の修繕料及び13節委託料につきましては、説明資料58ページに記載のと

おりでございます。 

 11ページから12ページをごらん願います。２款事業費、１項１目下水道建設費、本年度

予算額8,778万8,000円、この目につきましては公共下水道建設に係る経費でございます。

増額の主なものは終末処理場沈殿池ポンプ計装設備更新工事などの15節工事請負費700万

円の増、減額の主なものは公共下水道事業変更計画策定などが終了したことに伴います

13節委託料1,100万円の減でございます。13節委託料及び15節工事請負費につきましては、

説明資料58ページに記載のとおりでございます。 

 12ページをごらん願います。３款１項公債費、１目元金、本年度予算額１億3,272万

5,000円、２目利子1,704万円、この目につきましては公共下水道事業債に係る償還元金並

びに利子でございます。それぞれ23節償還金、利子及び割引料の長期債償還元金1,712万

6,000円、長期債償還利子につきましては324万9,000円が減額となっております。 

 13ページをごらん願います。４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金、

本年度予算額５万円、過誤納が生じた際の還付に備えるための費用でございます。 

 ５款１項１目予備費、本年度予算額５万円。 

 14ページをごらん願います。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。区分、公共下水道事業債、前々年度末現在

高10億3,066万1,000円、前年度末現在高見込額９億1,201万1,000円、当該年度中増減見込、

当該年度中起債見込額3,470万円、当該年度中元金償還見込額１億3,272万5,000円、当該年

度末現在高見込額８億1,398万6,000円。計につきましては、同額でございますので、説明

を省略させていただきます。 

 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27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。 
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（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８ 議案第２８号 

〇田村議長 日程第８、議案第28号 平成30年度浦幌町個別排水処理特別会計予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 それでは、浦幌町個別排水処理特別会計予算書の１ページ並びに説明資

料は59ページ、60ページをごらん願います。議案第28号 平成30年度浦幌町個別排水処理

特別会計予算。 

 平成30年度浦幌町の個別排水処理特別会計の予算は、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5,000万4,000円と定める。 

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

る。 

  （債務負担行為） 

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

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

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

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成30年３月５日提出、十勝郡浦幌町長。 

 この会計につきましては、浦幌町個別排水処理に係る施設の設置及び維持管理をする特

別会計でございます。 

 ２ページをごらん願います。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。 

 ４ページをごらん願います。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等の資金とし

て帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成30年度、限度額50万円、

水洗便所改造等の資金として浦幌町農業協同組合が融資する貸付事業に対する損失補償、

期間、平成30年度、限度額100万円。 

 次、第３表でございます。第３表、地方債、起債の目的、下水道事業、個別排水処理施

設整備事業、限度額890万円、起債の方法、証書借入又は証券発行、利率、年5.0％以内（た

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

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

 ５ページの歳入歳出予算事項別明細書の１につきましては、説明を省略させていただき

ます。 

 次は、７ページをごらん願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１

目個別排水処理分担金、本年度予算額12万円、個別排水処理施設設置に係ります受益者分

担金でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目排水処理施設使用料、本年度予算額1,175万

7,000円、現在設置、使用されている個別排水処理施設に係る使用料でございます。内訳に

つきましては、説明資料59ページに記載のとおりでございます。 

 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額1,000円、水洗便

所等資金貸付金に係る預託金利子でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額2,752万2,000円、

一般会計からの繰入金でございます。 

 ５款１項１目繰越金、本年度予算額20万円、前年度繰越金でございます。 

 ８ページをごらん願います。６款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本

年度予算額1,000円でございます。 

 ２目過料、本年度予算額1,000円でございます。 

 ２項１目貸付金元利収入、本年度予算額150万円、水洗便所改造等貸付金元金収入でござ

います。 

 ３項１目雑入、本年度予算額2,000円、仮払消費税還付金及び雑入でございます。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債、本年度予算額890万円、個別排水処理

施設整備に係る事業債でございます。 

 ９ページをごらん願います。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予

算額63万9,000円、この目につきましては個別排水処理施設に係る一般管理費でございま

す。14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料60ページに記載のとおりでございま

す。 

 ２目普及推進費、本年度予算額172万1,000円、水洗化に向けての普及推進に係る経費で

ございます。19節負担金、補助及び交付金は、説明資料60ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ９ページから10ページをごらん願います。２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理

費、本年度予算額2,149万8,000円、この目につきましては個別排水処理施設等の維持管理

に係る経費でございます。増額の主なものは、設置管理基数の増に伴います13節委託料、

保守業務委託料127万4,000円の増でございます。11節需用費の修繕料及び13節委託料につ

きましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費、本年度予算額980万円、この目につきま
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しては個別排水処理施設の建設に係る経費でございます。15節工事請負費につきましては、

説明資料に記載のとおりでございます。 

 11ページをごらん願います。３款１項公債費、１目元金、本年度予算額1,297万7,000円、

２目利子、本年度予算額328万9,000円、この目につきましては個別排水処理施設整備事業

債に係る償還元金並びに利子でございます。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金、本年度予算額３万円、過誤

納が生じた際の還付に備えるための費用でございます。 

 ５款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に備えるための費用でございま

す。 

 12ページをごらん願います。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。区分、個別排水処理施設整備事業債、前々

年度末現在高２億1,781万8,000円、前年度末現在高見込額２億1,938万6,000円、当該年度

中増減見込、当該年度中起債見込額890万円、当該年度中元金償還見込額1,297万7,000円、

当該年度末現在高見込額２億1,530万9,000円。計につきましては、同額でございますので、

省略をさせていただきます。 

 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28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９ 議案第２９号 

〇田村議長 日程第９、議案第29号 平成30年度浦幌町簡易水道特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 それでは、浦幌町簡易水道特別会計予算書１ページ並びに説明資料61、

62ページをごらん願います。議案第29号 平成30年度浦幌町簡易水道特別会計予算。 

 平成30年度浦幌町の簡易水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
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 （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４億32万8,000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。 

 平成30年３月５日提出、十勝郡浦幌町長。 

 この会計につきましては、浦幌町簡易水道に係る施設の建設及び維持管理をする特別会

計でございます。 

 ２ページをごらん願います。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。 

 ４ページをお開き願います。第２表、地方債、起債の目的、簡易水道事業、限度額4,960万

円、起債の方法、証書借入又は証券発行、利率、年5.0％以内（ただし、利率見直し方式で

借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償

還の方法、政府資金又は金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置

期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。 

 ５ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書の１につきましては、説明を省

略させていただきます。 

 ７ページをごらん願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易

水道費負担金、本年度予算額2,470万円、この目につきましては町道整備工事に伴います水

道管移設工事に係る負担金で1,150万円の増となっております。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、本年度予算額１億5,220万4,000円、

内訳につきましては説明資料61ページに記載のとおりでございます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料、本年度予算額10万円、給水工事設計審査に係る手数

料でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目簡易水道事業費補助金、本年度予算額814万円で

ございます。簡易水道事業に係る国庫補助金120万2,000円の増となっております。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億6,508万円、一

般会計からの繰入金でございます。 

 ８ページをごらん願います。５款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金

でございます。 

 ６款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円、２目過料、

本年度予算額1,000円でございます。 

 ２項１目雑入、本年度予算額2,000円、雑入及び仮払消費税還付金でございます。 

 ７款１項町債、１目簡易水道事業債、本年度予算額4,960万円、簡易水道事業に係る事業
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債で2,360万円の減でございます。 

 ９ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額2,886万6,000円、この目につきましては簡易水道の運営に係る一般管理費で

ございます。増額の主なものは、27節公課費の消費税支払い見込み額の増に伴います200万

円の増となっております。減額の主なものは、水道事業審議会が終了したことに伴います

１節報酬で13万7,000円の減でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、説明資

料62ページに記載のとおりでございます。 

 10ページをごらん願います。２目施設管理費、本年度予算額7,166万2,000円、この目に

つきましては簡易水道施設の維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは、浦幌

浄水場温水ボイラー更新工事等に係る15節工事請負費200万円の増でございます。11節需用

費の修繕料、13節委託料、14節使用料及び賃借料の機械借上料、15節工事請負費につきま

しては、説明資料62ページに記載のとおりでございます。 

 予算書の10ページから11ページをごらん願います。２款１項事業費、１目給水事業費、

本年度予算額１億1,795万5,000円、この目につきましては簡易水道施設整備及び給水装置

に係る量水器取りかえなどに係る経費でございます。増額の主なものは簡易水道資産台帳

作成等に係る13節委託料1,600万円の増、減額の主なものは浦幌浄水場ほか浄水設備等更新

工事などの15節工事請負費200万円の減でございます。13節委託料、15節工事請負費につき

ましては、説明資料62ページに記載のとおりでございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額１億4,792万5,000円、２目利子、本年度予算

額3,382万円、この目につきましては簡易水道事業債に係る償還元金並びに利子でございま

す。23節償還金、利子及び割引料につきまして、長期債償還元金では26万9,000円、長期債

償還利子につきましては244万3,000円の減となっております。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金、本年度予算額５万円、過誤

納が生じた際の還付に備えるための費用でございます。 

 ５款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に備えるための費用でございま

す。 

 12ページをごらん願います。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。区分、簡易水道事業債、前々年度末現在高

20億4,110万9,000円、前年度末現在高見込額19億6,611万6,000円、当該年度中増減見込、

当該年度中起債見込額4,960万円、当該年度中元金償還見込額１億4,792万5,000円、当該年

度末現在高見込額18億6,779万1,000円。計につきましては、同額でございますので、説明

を省略させていただきます。 

 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 昨年水道事業審議会の報酬の予算を計上しておりましたけれども、今審議会
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が行われたということですが、以前私が団体の基本料金について、数量が少ないところに

ついて何か減免といいますか、そういう方法はないのかということを質問しております。

そのときには、審議会も今後ありますのでということで答弁をいただいています。昨年の

６月に同僚議員が水道の使用量の少ない町民に対して基本水量の段階的な改定をする考え

はないかという質問をしております。その水道の審議会についてどういうてんまつになっ

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。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 ただいまのご質問に対してお答えをさせていただきます。 

 まず、昨年の審議会につきましてでございますけれども、昨年の８月30日と第２回目、

10月の26日、この２回の審議会を開催してございます。審議会の構成につきましては、使

用団体様から７名、行政区様から６名……申しわけございません。第１回目が８月の31日、

第２回目が10月の26日の２回開催してございます。訂正をさせていただきます。構成人員

につきましては、使用団体７名、各町内行政区様から６名、あと町民公募という形で２名

の方、計15名の中で構成をさせていただきまして、審議会を開催させていただきました。

審議に当たりましては、ただいまこれまでの経過がございました中におきまして団体様に

対する取り扱い、そして低所得者様ですとか、高齢者様に対する取り扱い等々のものにつ

いても今までのお答えとしては料金の改定に至るような場面におきましてはそういった制

度の見直し等も含まれることも考えてはおりました。今回審議に当たりまして諮問等させ

ていただきます内容といたしまして、2019年、平成31年度の消費税改定というものが今目

前に迫っている、そういった状況と前回の審議会で10％程度の料金を低減させてから現段

階においてまだ４年程度しか経過していないこと、そういったことを踏まえまして、諮問

の基本的な内容といたしましては現行の料金体系を継続をさせたいという町の意思をお示

しをさせていただきました。その事柄について審議をいただきまして、答申といたしまし

てもその町の考え、来年の消費税の動向ですとか経済情勢の状況を踏まえると、そういっ

た内容において審議いただきまして、現在答申の内容におきましても諮問の内容に沿った

内容として回答をいただきました。 

 今回本来改正が伴いますならば、昨年の12月定例会等で条例の改正ですとか、そういっ

たこともご提案させていただくような場面もあったかと思いますけれども、今回の答申の

内容といたしましては現行の料金体系を維持するという回答に至ったことでございますの

で、先ほどのご質問のあった団体様及び高齢世帯の方、そういった方に対する制度の見直

しというところには見直すことは、今回は据え置いたというような形でございます。また、

この事柄につきましては２月の広報でございますけれども、そちらにおいて町民の皆様に

はお知らせをさせていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 



                                             － 68 － 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 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29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。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。 

 再開は、あす14日午前10時といたします。 

散会 午後 ３時４４分 


