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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇水沢議長 ただいまの出席議員は15名です。 

 14番、島田議員は病気、検査のため欠席する旨、通告がありました。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

します。 

 

    ◎日程第１ 議会運営委員長報告 

〇水沢議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 田村委員長。 

〇田村議会運営委員長 議会運営委員会報告を申し上げます。 

 去る９月６日午後より第３回町議会定例会２日目の運営について、正副議長の出席を賜

り、委員全員の出席のもと議会運営委員会を開催し、協議をいたしましたので、協議の内

容についてご報告を申し上げます。 

 本日は、一般質問、質問者につきましては８番、阿部優議員、３番、福原仁子議員の以

上２名の議員各位から２項目についての一般質問の通告がなされております。また、それ

ぞれ一括にての質問をされる申し出を受けてございます。 

 質問者の質問順位につきましては、通告受け付けされました順に指名くださいますよう

議長に申し入れを行っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 なお、一般質問終了後、認定第１号 平成16年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定につ

いての審議をお願いいたしますので、議員各位の活発なる議論を賜りますようお願いを申

し上げます。 

 また、９月22日最終日の発議案件、審議件数、意見書提出１件を含む２件と９月５日報

告いたしましたが、意見書追加が１件あり、発議案件３件とさせていただきますので、了

解、承認、審議いただきますようにお願いを申し上げます。 

 以上が議会運営委員会において協議をした結果であります。議員各位のご協賛、ご賛同

を賜りますようお願いを申し上げまして、議会運営委員長報告といたします。 

〇水沢議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇水沢議長 日程第２、一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。 

 初めに、８番、阿部優議員。 

〇阿部議員 私は、本定例会において以前策定されました新エネルギービジョンのその後

について伺います。 
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 このビジョンにつきましては、15年度より策定開始されまして、昨年各位の理解のもと

に仕上がったわけであります。近年地球温暖化や石油を初めとする化石燃料の代替エネル

ギーとして自然環境に優しい新エネルギーの導入が進められております。本町においても、

平成16年２月に環境問題と産業振興を図るその一環として新エネルギービジョンの策定

がされました。今後そのビジョンをどう活用し、まちづくりに生かされようとしているの

か、次の点について伺います。 

 １、新エネルギーに対する普及、啓蒙はこれまでどのように実施されているのか。また、

今後どのように考えておられますか。 

 ２、新エネルギーと地域産業との結びつきをどのように考えておられますか。 

 ３、企業及び個人が新エネルギーを導入しようとした場合、支援などは考えておられま

すか。 

 ４、公共及び関連施設への利用をどのように考えておられますか。 

 以上、４点について、まずお伺いいたします。 

〇水沢議長 答弁願います。 

 町長。 

〇八木町長 阿部議員のご質問にお答えいたします。 

 策定された新エネルギービジョンのその後についてでありますが、第１点目については

１次産業と直結した新エネルギーの利活用により、新たな地域産業育成や産業の安定化に

結びつけることを目的として策定され、平成15年10月に浦幌町新エネルギービジョン策定

委員会を設置、帯広畜産大学の梅津教授ほか12名の学識経験者等で構成され、４回の委員

会を開催し、あわせて役場庁内の検討委員会も設置され、助役ほか８名の委員で構成され、

２回の委員会を開催し、検討を加え策定されました。 

 また、さまざまな世代に広報普及活動を行い、平成15年度は新エネルギー講演会を開催、

新エネルギーについて町民に紹介し、平成16年度はさらに中学生に対する広報普及活動の

一環として浦幌町新エネルギー教室を開催し、浦幌中学校の生徒158名を対象に北海道経

済産業局と新エネルギー財団の共催をいただき、新エネルギーの重要性について次世代を

担う中学生に理解していただくための啓蒙活動を実施しております。 

 策定されたビジョンは、平成16年２月に報告書にまとめられ、それをパンフレットにし、

町民に新エネルギーの重要性を理解してもらうための啓蒙用として活用していますし、十

勝の凍土、氷、雪などの冷熱エネルギー利用の試みは着実に効果を得ていますが、利用例

はまだ少なく、多くの人々の工夫と実行力を期待しております。 

 これからは、自然に優しい冷熱エネルギーの活用が望まれることから、雪氷冷熱エネル

ギーを利用した地域創り懇談会と題し、平成17年３月23日に町と十勝雪氷エネルギー利用

推進協議会の共催により37名が参加し、意見交換を行っております。 

 今後の活動については、浦幌町新エネルギー実行プログラムの実現に向け、留真温泉に

おける各種新エネルギーの検討については、木質バイオマスの地元カラマツ材使用のペレ
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ット燃料と木材チップ燃料、農業系バイオマスの家畜ふん尿を原料とするバイオガスプラ

ントなどについて検討してまいりたいと考えています。 

 ２点目の新エネルギーと地域産業との結びつきについての考え方についてであります

が、十勝は太陽光や雪氷冷熱エネルギー等自然エネルギーにあふれた地域です。農林業や

冬の各種スポーツなど、地域の季節エネルギーを上手に利用して産業が形成されつつあり、

現在では冷熱を貯蔵する技術が進み、冬の間に雪や氷を取り込んで、夏まで農作物を貯蔵

したり、ビルの冷房に使用することができるようになりました。しかし、貯蔵する農作物

によって必要とされる温度帯並びに供給される時間帯が違ったり、利用したい冷熱のあり

方はさまざまですが、利用者のニーズと新技術の情報交換を行うことにより、現実的な浦

幌の冷熱活用方法を検討することができると考えています。そのためには、農業関係では

ＪＡうらほろと、林業関係では林産振興会と、その他地元の企業、関係機関と連携をとっ

て新エネルギーの活用実現に向けて進めてまいりたいと思います。 

 ３点目の企業及び個人が新エネルギーを導入しようとした場合の支援対策についてで

ありますが、木質バイオマス資源活性促進事業のペレットボイラー施設導入事業は、道費

補助２分の１、ペレットストーブ導入事業は道費補助２分の１で上限10万円、経済産業省

では住宅太陽光発電に対する補助等の制度がありますが、このビジョンを作成したことに

より、国、道等の補助制度を優位に活用できる利点があります。 

 なお、町独自での補助制度は今のところ考えておりません。 

 ４点目の公共及び関連施設への考え方についてでありますが、新エネルギービジョンの

中では留真温泉におけるエネルギー源として太陽光による温泉の加温、小水力発電、温泉

熱を利用した温度差発電、公共施設等の既存ボイラーの取りかえなどが考えられますが、

自然に優しいエネルギーの活用を研究してまいりたいと考えております。 

 以上、阿部議員の答弁といたします。 

〇水沢議長 再質問を許します。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 今理事者より積極的なご答弁をいただきましたが、今浦幌町が今回作成した

ビジョン、その取り組みやら初めのことにつきましては、現時点では物すごくタイムリー

でありまして、各町村につきましても今取り組んで、さらにもう一歩進めようとしている

ところであります。 

 具体的にエネルギー対策を進めるためには、我々考えるところによると民間の協力が絶

対に必要だというふうに考えております。そのために、先ほど理事者から言われました中

学生に対する啓蒙はもちろんでありますが、もう一歩進んで、やはり一般の方々にもどし

どしと啓蒙していただきたいなと考えております。そのためには、やっぱり現在そのこと

に取り組もうとしている企業、それから個人が浦幌の中にも潜在的におります。その方た

ちに補助ばかりではなく、やはり活用しやすい環境づくりがまずは必要なのではないかと

考えます。 
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 今この新エネルギーを活用し、この浦幌町という地域ブランドづくりを進める絶好のチ

ャンスではないかと私は考えております。さらに、この浦幌地域の環境問題を考える上で

も重要だと思います。 

 先ほどの町長の答弁に触れられておりましたけれども、家畜ふん尿のバイオマスプラン

ト、こちらの方は今し尿処理問題において大変タイムリーなことと私は思っておりますけ

れども、その中でもう一歩進んだお考えをお示しいただきたい。 

 また、温泉熱利用ということでありますけれども、温泉源ですね、温泉の温度を加温す

るためのものですね。その中で、私個人的には木質バイオなどを使ってはいかがかなと思

って、先ほど触れられておりましたように、ペレットだとか、それから太陽熱とかありま

すけれども、そこになりますと若干なる財源が必要なのではないかと考えます。そのちょ

っと手前で自分たちが考えておりますのは、もう少し安易に使えるものがあるのではない

かというふうに考えております。現在使われております化石燃料、仮にこれがたとえ１％

でも0.5％でもこういうことに代替できれば、今林産資源の低迷している、産業の低迷し

ている浦幌にあっては、逆に大変意義深いことになるのではないかというふうにも考えて

います。 

 そこで、繰り返すようでありますが、次の２点について伺います。 

 家畜ふん尿の堆肥化は、農家にとって一番簡単な利用方法で、処理でありますけれども、

畑に還元する前にもう一歩何か利用することをお考えになってはいかがかなと思います。 

 それから、木質バイオの件ですけれども、環境省の環境基準をクリアできれば、まだま

だ利用価値は広がると思います。林産資源の多い浦幌にとって優位性を増すものに変わる

のではないかと思いますので、その点についてお考えを伺います。その中で、多少おくれ

ぎみでありますが、例えば経済産業省、それから環境省にお願いしまして、モデル事業な

どを進める段取りをされてみてはいかがかなと思います。まだ決して遅くはないと思いま

す。 

 以上について伺います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 ただいま阿部議員の再質問について、１点目の家畜ふん尿の堆肥化によ

って、もっと畑に還元する前に利用することを考えてはどうかということでございますが、

たまたま島根県の方でこの家畜排せつ物をペレットにして、それを堆肥や燃料に利用して

いるという記事がございまして、この中で今阿部議員がおっしゃられました農家と、それ

からＪＡなり、それからそういう農家でつくっている堆肥センター的なところから出る排

せつ物を、要するにペレット化して、量を少なくして、そしてそれを利活用するという方

法が発表されておりました。浦幌の中でもエネルギー化するということではビジョンとし

てはありますけれども、方法の一つとしてこのペレット化ということについても今後それ

ぞれの対策の中で考える必要が出てきたのではないかというふうに担当では考えており

ます。 
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 それから、要するにおがくず堆肥をペレット化して、それと家畜ふん尿をまぜてペレッ

トにするという方法だというふうに聞いておりますし、置く場所等についても狭くなって、

場所もとらないというような利点もあるというふうに聞いておりますので、この辺につい

ても今後研究してまいりたいというふうに考えております。  

 それから、２点目の木質ペレットの関係でございますが、これについては先ほども若干

申し上げましたが、経済産業省等で行っております木質のバイオマス活用事業、これらは

経済産業省なり、それから道の補助事業でもありますので、そういう中でそれぞれ十勝管

内でも各町村で、特に足寄等では木質バイオに取り組んでおりますので、その辺の協力な

り、それから留真温泉におきましても、今後建てかえの時期だとか、それから燃料の問題

で大変今灯油が上がっておりまして、温泉の経営上非常に困難を極めているということで

ございますので、この温泉のエネルギーについても灯油から、今後建てかえの時期までに

は阿部議員がおっしゃるような安いというか、もっと自然に優しい、そして単価の安いエ

ネルギーを使っていく必要があるというふうに考えておりますし、それまでにいろんな内

部の調査、それから町内にもそういうエネルギーに富んだ企業、それから個人等もおりま

すので、それらの方とも相談を交えて今後対策を練っていきたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 再々質問を許します。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 大変環境にも私にも優しいご答弁をいただいて、ありがとうございます。 

 実は、やっぱり今課長の言われました温泉ですとか、そういう常時熱源を必要とする部

分というものを私は今後考えていかなければならない。これは、温泉ばかりではなく、例

えば健康湯なども私はそれに属するのではないかというふうに考えています。先ほど私も

言ったのです。環境に優しい、環境省はクリアをさせていただければ、やはり木質ペレッ

ト、先ほど島根県の例を出されましたけれども、そういった形の燃料で湯を沸かすボイラ

ー施設を救うということは大変私は重要なのだろうというふうに思います。その中で、や

はり環境に優しいというか、どっちかというと地域産業興しの一端になるのではないかと

いうことも考えまして、今の提案を私は一応するわけでありますけれども、その中で一番

先の方の質問の中で公共関連施設への利用ということの中で一歩広げまして健康湯の例

を出してみましたけれども、やはりこれからそういった施設におきましても、先ほどとダ

ブりますけれども、化石燃料等を極力減らしていこうとするお考えのさらなるお気持ちが

あるかないか。それから、今言ったことの方へ転換をしていかれるかどうか、もう一度理

事者のお考えを聞かせていただいて、質問とさせていただきます。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 今阿部議員からの健康湯においても木質ペレットの利用というお話で

ございますが、健康湯におけるペレットボイラーの導入については、現在運転している重

油ボイラーの入れかえの時点においてペレットボイラーの特徴を把握した上で重油ボイ
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ラーとの熱効率及び導入コストとランニングコストについて十分に比較検討を行いなが

ら慎重に検討し、取り進めたいと考えております。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 阿部議員から町長の考えをということでございました。 

 今健康湯の関係について、課長からお答えのとおりでございます。導入となると、今灯

油が高いから、すぐに対応ということではなくて、やはり将来を見据えながら十分に研究

をし、導入経費、ランニングコスト、それらを十分に配慮していかなければならないとい

うように考えております。もちろん化石燃料に頼ることは将来できないと。環境のためを

考えると、新エネルギーということはもちろん考えておりますけれども、将来的なものを

見ながら十分検討させていただきたいなと、そのように考えております。 

 また、温泉等についても、今木質ペレットでボイラーをつくる、庁舎等も木質ペレット

というところも出てきているようであります。しかし、まだ研究段階といいますか、実験

段階といいますか、まだ十分に確立されたものではないというふうにとらえております、

私どもとしては。やはりその辺を十分とらえながら研究をしていかなければならないのだ

ろうなと思っております。今そういう取り組みがありますので、それを見据えながら将来

的な方向性というものを考えていきたいなと考えておりますので、ひとつよろしくお願い

いたします。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 モデル事業について、新たに取り組んでいく考えがあるかということで

ございますが、これは先ほども申し上げましたように、いろんな観点から研究してまいる

考えでございますので、場合によってはモデル事業も積極的に取り入れて進まなければな

らないというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇水沢議長 これで阿部議員の一般質問を終わります。 

 次に、３番、福原仁子議員の質問を許します。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 昨年の12月の第４回定例会にも質問をいたしましたが、私は本定例会におき

まして住民の安心、安全な生活環境を守るために一般質問をさせていただきます。 

 すべての人間を含めた生物は、この世に誕生すると自然の摂理の恩恵と影響を受けなが

ら生きていきます。特に万物の頂点に立っている人間は、地球上のあらゆるものと共存共

栄し、生産、消費を繰り返しながら、やがて長い人生の終えんを迎えます。その中で、私

は主に消費にかかわることで質問をいたします。 

 消費者問題とは、衣食住すべてですが、食の問題一つ取り上げてみましても、ＢＳＥ問

題、輸入食品や遺伝子組みかえ食品、食育、外食産業と地産地消、食品添加物と容器包装

の安全性などのほか、社会問題となっている地球温暖化と化石燃料、環境問題やごみ問題

など、幅広く複雑になってきているのが現状です。今から37年前の1968年、昭和43年に消

費者保護基本法が制定されました。以来、今日の経済社会の大きな変化を踏まえ、昨年６
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月に法が改正され、自立して安心で安全な消費生活を送ることができるよう、消費者重視

の社会の実現を目指して新しい消費者基本法が成立しました。消費者生活が法律的にも保

護され、安定してきていると思われますが、一方では核家族化、少子高齢化社会が進むと

いう社会構造の変化とともに、若者をターゲットにした架空請求やインターネットを利用

した悪質な事件、また高齢者に対する詐欺まがい商法や振り込め詐欺、悪質リフォームな

どの新たな消費者問題が生じ、その手口はますます悪質かつ巧妙化し、全国的にも消費生

活相談の件数は激増してまいりました。 

 十勝支庁の地域政策部環境生活課道民生活係の調査によりますと、全道の相談件数は平

成15年度７万7,867件、16年度には10万1,558件、また十勝管内でも15年度5,610件、16年

度でも１万2,348件と、確実にふえています。浦幌の相談件数は、苦情相談も含めますと、

平成15年度では30件、16年度は45件となっていまして、表に出ない潜在的なものを含める

と相当数のものがあると考えられます。 

 また、ひとり暮らしと２人暮らしの65歳以上の世帯数は、浦幌町の16年10月現在で556

戸、約22％となっています。今後もこの数字は増加すると思われますし、安心、安全、快

適な高齢社会づくりをしていく上でも、町の相談窓口の強化は必要であると思います。 

 今我が町は財政健全化を目指して、町行政事務事業の見直しにより、退職者の補充もし

ない方針を打ち出しています。しかし、国や道の地方分権の推進により、権限委譲に伴う

事務処理の多様化が目前に迫り、職員数の減による住民へのサービス低下を招くおそれが

ないとも限りません。 

 そこで、次の質問をいたします。１点目、悪質商法の激増により、相談体制の充実を図

るため、今後苦情処理、相談窓口体制の強化をしていただきたい。 

 ２点目、相談員の配置、専用電話の設置する考えはありますか。 

 ３点目、情報提供の迅速化を図るため、専門的な知識の習得者を養成する研修の場等に

町民派遣をする考えと、また町として実行費用の助成措置を講ずる考えはありますか。 

 以上、３点をお伺いいたします。 

〇水沢議長 答弁願います。 

 町長。 

〇八木町長 福原議員のご質問にお答えいたします。 

 １番目の質問でありますが、相談窓口体制の強化についてでありますが、今日の消費者

を取り巻く社会的、経済的な環境は、国際化、ＩＴ化の進展、技術革新に伴う商品機能の

高度複雑化、規制緩和の進行などにより、激変のさなかにあります。新たな商品、サービ

スが急増し、インターネット利用の契約、売買など、販売方法の多様化も急テンポで進ん

でおります。消費者にとって選択肢が広がり、利便性が高まる一方で、事業者の悪質、巧

妙な販売方法によるトラブルや被害も新聞、テレビで毎日のように報道されている状況で

あります。特に年齢を加えるとともに心身機能が低下していることやひとり暮らしの方や

高齢者だけの世帯が多いこと、また新しい情報や知識が不足しがちであることにねらいを
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定めたかのように、多くの高齢者が悪質商法の被害に遭われているという社会の状況は、

まことに許しがたいことだと思います。 

 本町といたしましても、本年４月の機構改革により消費者相談窓口とよろず相談窓口を

生活安全事務の担当であります町民課生活安全係に集約し、相談窓口を一本化して相談体

制を整えてまいりました。町民による消費者相談は、町で受け付けした件数が平成16年度

は３件、専門相談員が配置されている北海道立消費生活センターなどへの相談は合計42件

でありました。平成17年度については、８月末現在、町で３件の相談を受けている状況で

あります。 

 北海道では、今年１月に北海道消費生活審議会に対し、今後の道における効果的、効率

的な苦情の処理方策や道と市町村の新たな役割分担などについて諮問し、７月19日に答申

されたところです。この答申を受けて、環境生活部より８月19日付で各市町村に対し道の

消費生活相談体制の見直し案が示され、その中で北海道として今後ますます複雑、多様化

する消費生活相談に効果的、効率的に対応できる相談体制の強化が必要であるとして、北

海道立消費生活センターの相談体制の強化のため、相談員の再配置を行って集約による相

談機能の充実、ＩＴ対応、市町村専用相談の対応、苦情処理専門員の増員、電子メール相

談窓口の開設、電話回線の増設、また市町村への支援強化策として市町村と北海道立消費

生活センター等を結ぶ情報収集、提供システムの構築、市町村相談員に対する研修等によ

る支援の充実、市町村における相談員の配置に向けた働きかけなどを行うこととしており

ます。特に道民生活に直接影響する消費生活相談体制について、平成18年４月より石狩支

庁を除く13支庁に配置している地域相談所を廃止して、北海道立消費生活センターに相談

員を再配置し、集約する方向であり、十勝支庁に配置されている相談員も引き揚げられる

ことが予想されますので、今後は十勝町村会を通じ相談員の存続に向け要望してまいりた

いと思います。 

 最近の悪質商法の手口は複雑、巧妙であり、対応に関しても幅広い専門的な知識が要求

されることから、本町としても今後は相談を受け付けする職員の能力向上と専門的知識の

習得のために研修会等に積極的に派遣してまいりたいと考えております。また、北海道立

消費生活センターとの連携を深めることにより、町民からの相談に対応する体制の強化を

してまいりたいと考えております。 

 ２番目の相談員の配置、専用電話の設置についてでありますが、現時点では本町に消費

生活専門相談員の有資格者はいないと認識しておりますが、有資格者でなくても消費生活

相談員としての配置は困難であると考えております。先ほど申し上げました北海道の相談

体制が見直された場合に、市町村相談体制の充実強化が求められる中で、道の支援策等が

あれば検討してまいりたいと考えております。しかし、本町で受け付けする相談件数が増

加することが予想されますので、その状況を見ながら相談員の配置や専用電話の設置につ

いて、関係する団体とも十分に相談、協議させていただきたいと考えております。 

 ３番目の専門的な知識の習得者を養成する研修の場へ町民を派遣する考えは、また町と
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して受講費用の助成措置をする考えはというお尋ねでございますが、養成研修に参加する

ことや必要な資格を取得することについては、個人の資質の向上や個人として与えられる

資格でありますことから、町として助成措置を行うということは非常に困難なことである

と考えております。しかし、相談窓口を担当する職員が北海道や北海道立消費生活センタ

ー等が行う研修会等に参加して専門的な知識を習得するための経費については、業務の一

環でありますので、その扱いは公務出張として取り扱い、そのためにかかる経費について

は負担してまいりたいと考えております。 

 なお、質問に直接関係ありませんが、福原議員の発言の中で退職者の補充はしない方針

を打ち出しているということを述べられておりますが、全く補充しないという考えは打ち

出しておりませんので、ひとつご理解を願いたいと思います。 

 以上、福原議員の答弁といたします。 

〇水沢議長 再質問を許します。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 消費者基本法第２条には、消費者の権利と消費者政策の推進についてうたわ

れています。その条文は８項目に分かれていまして、ちょっと長くなりますが、一つ目、

消費者の権利は、消費生活における基本的需要が満たされること、二つ目、健全な生活環

境が確保されること、三つ目、安全が確保されること、四つ目、選択の機会が確保される

こと、五つ目、情報の機会が確保されること、六つ目、教育の機会が確保されること、七

つ目、意見が消費者政策に反映されること、八つ目、被害が救済されることとなっており

ます。同法は、その上でこれら消費者の権利を尊重し、消費者の自立の支援を図ることを

国や地方自治体の責務としております。今我が町の消費者は速やかな情報の提供、消費者

教育の場、相談窓口の体制強化を求めております。今後我が町の消費政策の方針や理念は

どのようにしていくか。また、悪質、強引な商法で町外に流出する金額は年間相当な数字

になると考えられます。それを町内に還元して、できるだけ地元業者を利用し、いい意味

での地域経済に波及させる循環型消費政策をどのようにしていくのか見解をお伺いしま

す。 

 また、十勝管内13市町村の消費相談、消費者協会が設立されておりますが、その中で公

共施設を利用している市町村は９市町村です。相談業務につきましても、すべて公共の建

物の中で実施しているのが現状です。答弁の中に団体と十分に相談、協議をするとありま

したが、速やかにより一層町民の安心、安全なまちづくりを目指して公共の施設の中で相

談業務の強化を図っていただきたいというふうに考えております。 

 また、浦幌町内にもいろんな庁舎内の相談窓口や行政の方で委嘱をしている窓口があり

ますが、職員も含めて有資格者がいる窓口はどれぐらいあるのかお伺いしたいと思います。 

以上２点、よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 情報の提供だとか消費者教育の場、それらに関する理念についてどのよ
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うに考えているかということでございますが、消費者行政そのものについての、まだ十分

な理解をしておりませんが、今後職員とともに関係団体とも打ち合わせを十分行いながら

資質の向上等を図って消費者教育の点については進めていきたいというふうに思ってお

ります。 

 また、消費の循環ということの中で、今後どのようにしていくのかということにつきま

しては、確かにもちろん悪質商法、いわゆる訪問販売なり通信販売というのを今活用され

ているかと思いますが、その便利さゆえのそういう商法もたくさんありますし、またテレ

ビを見て電話をかけるというふうな、例えば高齢者にとっては簡単な消費行動に出れると

いうふうな形もありますが、なるべくであれば地域の経済を潤すという点について啓蒙、

普及はしていかなければならないというふうに思っております。 

 それと、公共施設における相談の場ということについてのお答えですが、今後関係する

団体の方とも十分な協議をして進めていかなければならないというふうに思っておりま

す。また、役場庁内の関係課との連携も必要かなというふうに思っておりますので、その

点についてはご理解をいただきたいと思います。 

 有資格者の点については、ちょっと私の方では把握はしておりませんので、お答えする

ことはできないです。 

 以上です。 

〇水沢議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時４８分  休憩 

午前１０時５０分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 例えば昨年の６月の広報に載っておりました幸せ応援ネットワーク、私たち

民生委員、児童委員の合い言葉ですということで、何か心配事がありましたら、お近くの

民生委員、児童委員にご相談くださいというようなことが書いてありました。こういった

方も資格を持ってやっているのかどうかということをお聞きしたかったのです。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ただいまの福原議員のご質問で民生、児童委員については、消費生

活にかかわる相談に対する資格を持っているのかということでございますが、持っており

ません。ただ、民生、児童委員というものは地域の弱者、高齢者等、ひとり暮らしという

ものについて、常に地域の事情をつまびらかに把握をしております。そういった中で、訪

問の中でそういう相談があれば、関係課、関係団体とおつなぎをするという役目を持って

おりますので、よろしくお願いします。 

 ただ、民生、児童委員が消費者の苦情に対してすべて解決をするということでなくて、
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関係団体におつなぎをするという役目はございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 再々質問を許します。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 本当に相談業務ということは非常に難しいということがよく私も勉強して

いく中でわかってまいりました。長い間のいろいろな行政の指導も含めたスパンが必要で、

浦幌町の場合は消費生活に対する行政の指導が今まで非常に手薄ではなかったかなとい

うふうに思っております。 

 先ほどの答弁の中では、十勝支庁を含む13支庁に設置している消費窓口の全廃というの

でしょうか、来年度より道が行う方針を打ち出しております。十勝管内では１市７町が消

費者協会に委託して相談窓口を設けています。浦幌も含め、その他の５町村では自治体職

員が兼務し、さらに消費者協会が未設置の町村も７町村あります。８日間の期間内のクー

リングオフですと町村窓口でも対応は可能なのですが、複数の業者が絡む複雑なものの被

害防止には専門的な知識が必要であり、支庁の窓口は廃止しないよう、本当に浦幌も含め

た町村会全員で道の方へ要請していただきたいと思います。 

 以上、私の消費生活に対する質問を終わります。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 第１回目の答弁と重複するわけですけれども、第１回目の福原議員の答弁に

ついて、今後十勝の町村会を通して道に相談員の存続について要望をしてまいりたいとい

うことを第１回目の答弁でお答えしておりますので、そのような対応をとっていきたいな

と、このように考えております。 

〇水沢議長 これで福原議員の一般質問を終わります。 

 以上をもちまして一般質問を終結いたします。 

 お諮りいたします。ここで暫時休憩いた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） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５５分  休憩 

午前１１時１５分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第３ 認定第１号 

〇水沢議長 日程第３、認定第１号 平成16年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定につい
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てを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町長。 

〇八木町長 平成16年度の一般会計ほか９特別会計の歳入歳出決算認定につきましては、

ただいま提案させていただくわけですけれども、非常に詳細な資料がついておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 また、説明につきましては、各担当課より説明させていただきながら進めさせていただ

きたいと思いますので、よろしくご審議を願いますようお願い申し上げます。 

〇水沢議長 それでは、平成16年度予算執行の実績及び主要な施策の成果報告について説

明を願います。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 それでは、地方自治法第233条第５項に基づく平成16年度予算執行の実

績及び主要な施策の成果報告書についてご説明申し上げます。 

 最初に、１ページの方をお開きください。平成16年度会計別決算総括表。 

 一般会計、歳入決算額61億956万4,342円、支出決算額60億2,985万5,043円、執行率98.5％。

繰越事業費繰越財源532万5,000円、これにつきましては６款農林水産業費、１項農業費、

10目道営土地改良事業費、１節負担金補助及び交付金、美園２期地区畑総事業の内容であ

ります。差し引き残額7,438万4,299円。 

 町有林野会計、１億1,865万8,021円、１億1,295万8,686円、執行率98％、差し引き残額

569万9,335円。 

 模範牧場会計、１億3,765万6,094円、１億3,321万1,504円、99.6％、444万3,590円。 

 国民健康保険事業会計、８億819万5,701円、７億9,641万7,209円、98.5％、1,177万8,492

円。 

 老人保健会計、９億2,658万9,651円、９億2,658万9,651円、98.5％、差し引き残額がゼ

ロ。 

 介護保険会計、４億8,532万609円、４億7,251万1,727円、93.5％、1,280万8,882円。 

 浦幌町立診療所会計、３億844万438円、３億191万6,961円、98.5％、652万3,477円。 

 公共下水道会計、３億5,145万5,316円、３億4,778万1,118円、99.7％、367万4,198円。 

 個別排水処理会計、4,837万4,890円、4,761万2,168円、99.4％、76万2,722円。 

 簡易水道会計、３億3,250万288円、３億2,763万8,505円、99.7％、486万1,783円。 

 合計いたしまして、歳入決算額が96億2,675万5,350円、歳出決算額94億9,649万3,572円、

98.4％、繰越事業費繰越財源532万5,000円、差し引き残額１億2,493万6,778円の内容であ

ります。 

 次に、２ページ、平成16年度、平成15年度一般会計款別収入比較表。16年度の収入済額

をもって説明いたしますので、よろしくお願いいたします。町税５億3,479万7,495円、前

年比3.3％の減。地方譲与税１億4,158万3,000円、15.4％の増。利子割交付金586万8,000
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円、16.4％の増。地方消費税交付金6,880万7,000円、10％の増。自動車取得税交付金3,814

万4,000円、5.1％の減。地方特例交付金1,691万6,000円、2.9％の減。地方交付税31億6,206

万6,000円、7.4％の減。交通安全対策特別交付金167万2,000円、2.9％の減。分担金及び

負担金２億2,507万2,502円、4.9％の減。使用料及び手数料１億4,435万449円、8.6％の増。

国庫支出金４億784万9,288円、25.5％の減。道支出金３億3,831万8,132円、63.4％の減。

財産収入2,801万8,913円、22％の減。寄附金191万3,000円、65.7％の減。繰入金6,258万

1,811円、52.3％の減。繰越金9,922万344円、171.4％の増。諸収入２億5,938万6,408円、

13.6％の減。町債５億7,300万、64.3％の減。合計いたしまして、61億956万4,342円、25.4％

の減の内容であります。 

 次に、３ページをお開きください。平成16年度、平成15年度町税収入比較表、16年度の

収入済額をもって説明いたしますので、よろしくお願いいたします。町民税１億9,842万

9,000円、前年比10.1％の減。固定資産税２億7,751万7,000円、1.7％の増。軽自動車税1,005

万4,000円、１％の増。町たばこ税4,751万2,000円、1.4％の減。入湯税128万5,000円、10.3％

の減。合計で５億3,479万7,000円、3.3％の減の内容であります。 

 次に、４ページ、平成16年度一般会計支出状況。各款ごとの支出済額については、歳入

歳出決算書の中で説明させていただきますので、省略させていただきます。合計欄の金額

につきましては、予算額が61億1,943万1,000円、支出済額が60億2,985万5,043円、支出率

が98.5％であります。 

 次に、５ページをお開きください。平成15年度、平成16年度一般会計各節決算額比較表。

１節の報酬から28節の繰出金につきましては、説明を省略いたしますので、ごらんおき願

います。合計につきましては、決算額で16年度60億2,985万5,043円、前年比25.3％の減の

内容であります。 

 次に、６ページ、平成16年度一般会計費目別経費分析調べでありますが、このページに

ついては次のページの７ページの基礎表になります。各区分については記載のとおりであ

りますので、省略させていただきます。 

 次に、７ページをお開きください。平成16年度一般会計経常収支内訳であります。これ

につきましては、臨時的経費と経常的経費に仕分けされていますが、それぞれ事業費の財

源になるもの、臨時的な経費の財源になるものの内訳でございます。主なものについては、

収入の地方税の欄ですが、臨時的経費として取り扱われるものについては、一般財源の欄

の２億8,718万2,000円が特別交付税でございます。経常経費として取り扱われるものにつ

いては、一般財源の欄の28億7,488万4,000円については普通交付税であります。以後、中

段の分担金及び負担金から諸収入まで、同様に仕分けされておりますが、収入欄の下から

２列目の地方債の欄の臨時的経費の一般財源３億840万円は、臨時財政対策債及び減税補

てん債でございます。これにつきましては、歳入合計欄の経常的経費の一般財源36億9,377

万1,000円と、ただいま申し上げました地方債の３億8,400万円を足したものが経常経費に

使える一般財源として取り扱われております。 
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 次に、右の支出でございますが、人件費で臨時的経費の指定統計費、選挙費等の特定財

源及び退職手当組合特別納付金等の一般財源が臨時的経費になり、そのほかについては経

常経費となります。物件費以下についても、その年度に起こり得るもの等が臨時的経費と

して、またそれ以外が経常的経費として取り扱われます。中段より少し下の投資的経費に

つきましても臨時的経費として取り扱われ、次の８ページ、投資的経費内訳表の12ページ、

投資的経費計８億5,932万1,000円が臨時的経費の決算額になります。 

 次に、経常収支支出率でありますが、右の表の支出合計の経常的経費の一般財源合計欄

36億6,498万8,000円を歳入合計欄、経常的経費の一般財源36億9,377万1,000円と地方債の

一般財源３億840万円を足したものを割ると経常経費比率91.6％という状況になります。

以上の内容でございます。 

 次に、８ページですが、投資的経費内訳表でございます。これにつきましては、８ペー

ジから12ページまで記載していますので、ごらんおき願いたいと思います。 

 次に、13ページをお開きください。平成16年度末地方債の状況、一般会計につきまして

は、合計欄を見ていただきたいのですが、15年度末現在高105億6,991万1,000円、16年度

発行額５億7,300万、16年度末の現在高で99億8,752万2,000円。次に、一般会計、特別会

計を合わせた合計額につきましては、15年度末現在高で168億2,511万6,000円、16年度の

発行額につきましては６億7,640万円、16年度末の現在高で159億6,331万6,000円の内容で

あります。 

 次に、14ページ、平成16年度末基金の状況であります。一般会計の合計欄では、15年度

末につきましては４億1,243万1,745円、平成16年度末残高につきましては３億7,477万

1,197円、一般会計と特別会計を合わせた総合計ですが、15年度末残高が４億4,026万4,475

円、平成16年度末残高が４億3,594万3,596円の内容でございます。 

 以上で主要な施策の成果報告書の主な説明を終わります。 

 以上です。 

〇水沢議長 ここでお諮りをいたします。 

 平成16年度浦幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定については、本会議での質疑

を３回までとする会議規則第55条の規定を適用しないで審議を進めたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、平成16年度浦幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定については、会議規

則第55条の規定を適用しないで審議を進めることに決定いたしました。 

 初めに、平成16年度実質収支に関する調書の説明を願います。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 平成16年度の実質収支に関する調書。 

 一般会計、歳入総額61億956万4,342円、歳出総額60億2,985万5,043円、歳入歳出差引額
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7,970万9,299円、翌年度へ繰り越すべき財源、（２）繰越明許費繰越額532万5,000円、合

計で532万5,000円、実質収支額7,438万4,299円。以上が一般会計実質収支の状況でござい

ます。 

 以上です。 

〇水沢議長 お諮りをいたします。 

 審議に当たりましては、便宜上歳出から入りたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、歳出から審議に入ります。 

 説明については、配付してあります要領によりお願いいたします。 

 それでは、１款議会費から２款１項８目諸費までの説明を求めます。 

 議会事務局長。 

〇門馬議会事務局長 15ページ、１款１項１目議会費ですが、議会にかかわる経費であり

まして、特別説明する事項はございません。 

〇山田総務課長 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、この科目につきまして

は庁舎管理、事務機器類の借上料に係る科目であります。委託料については、別紙資料８

ページに記載しているとおりでございます。 

 次に、16ページの２目情報化推進管理費、この科目につきましては総合行政情報システ

ム、庁内ＬＡＮ等に係る科目であります。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、説明資料８ページ、９ページに記載しております。 

〇山崎まちづくり政策課長 ３目文書広報費、ここでは毎月１回発行している広報紙うら

ほろと役場だより及び浦幌町コミュニティ推進事業にかかわる費用です。補正額の75万

7,000円の減額の内容は、特集号１回の発行中止と広報紙印刷単価の減によるものです。 

〇松田施設課長 ４目自動車管理費、この目は公用車91台のうち施設課で維持管理してい

る乗用車31台、貨物車９台、合わせて40台の年間の経費の内容でございます。なお、平成

16年度は乗用車５台、バス３台の廃車処分を行っております。 

〇山田総務課長 ５目財産管理費、この科目につきましては公有財産の管理に係る科目で

あります。17節の公有財産購入費につきましては、説明資料９ページ、10ページに記載し

ていますが、土地開発公社による車両センター用地、建物購入、また南町宅地分譲地の公

衆用道路の購入を行っております。17ページの13節委託料、支出額ゼロとなっております

が、これにつきましては公有地土地調査委託料を見ておりましたが、これについては未実

施のため不用額が出ております。 

 次に、６目財政調整基金、これにつきましては基金の科目でございます。 

〇山崎まちづくり政策課長 ７目企画費、ここでは５人分の職員人件費とまちづくり計画

推進事業、過疎計画管理策定事業、広域連携推進事業及び土地利用規制等対策事業にかか
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わる費用です。補正額380万円の減は、主に人件費の内容です。 

〇河村上浦幌支所長 ８目支所費、支所に係る経費でございます。特に説明はございませ

ん。 

〇水沢議長 説明が終わりました。 

 質疑ありませんか。 

 11番、松井議員。 

〇松井議員 16ページの２目情報化推進管理費についてですけれども、これは総体の予算

から見ると約10数％、15、6％ぐらい不用額が出ていると。特に内訳としては節の部分で

13節委託料、14節使用料及び賃借料というところで大きく減額されているわけですけれど

も、説明の中ではちょっと理解しがたいので、どういう部分が不用額になったのか説明を

願いたいと思います。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 まず、委託料の関係でございます。これについては、プログラム修正料

ということで200万ほど計上しております。これについては、条例等が改正になればプロ

グラムを修正しなければなりませんが、基本的には予備費という感じで持っております。

16年度については、これが法律改正によるプログラムの修正が出てこなかったということ

で200万ほどの不用額が出ております。 

 また、システム導入支援事業、これについては総合行政情報システムの行政イントラの

導入支援事業でございますが、これについても52万5,000円ほどの不用額が出ております。 

 また、情報システムの保守委託料、これにつきましても総体の金額が下がったというこ

とでシステムの委託料が50万ほど下がっております。 

 また、14節の使用料及び賃借料の中でソフトウエアの使用料、これらについてはソフト

の使用料が契約関係、公有財産関係、それからイントラの住居関係、それから行政評価関

係、これらのソフトの修理及び借上料ですか、これらが未執行のため残高が出ております。

また、行政評価については、これらについては実は当初からアシストが一つになっており

ますので、使ったものについて払っていくというシステムになっております。これらにつ

いては、当初から予算を組んでおりましたが、実際には契約関係、それから公有財産、イ

ントラの住居、それから行政評価、これらについては実施していませんので、その分が不

用額として出たというものでございます。 

 以上です。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 例年決算委員会のときに言われているわけですけれども、予算を組む、これ

は十分に精査して予算を組んでいく。なおかつ不用額というのは当然出てくるわけ。これ

は、特にこういう財政の厳しい時期には、できるだけ残した方がいいということにもなり

ますけれども、予算の組み方が甘いということにもつながっていくということについては、

よく決算委員会のときに言われてきたわけであります。ボリュームを多くして予算を組ん
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でおくということについて、何かそういう姿勢でもないのかなという。説明、今あったよ

うに、それぞれ理由があるわけですけれども、少し何か予算がふえたらちょっと困るなと

いうことで、水増しして予算をつけておくというような要素もあるのではないかという気

がするのですけれども。というのは、総体6,800万、それの不用額937万ということになる

と、約15％ぐらいの不用額が出るのです。中身について、情報化推進管理費というのはど

ういう性格を持っているのか、大幅な増減というのが発生するものなのかどうか。その辺

の正確的な使用料、委託料について、もう少し情報を知っておきたいと。契約内容によっ

ては、あるいは見積もりによっては、あるいは入札によっては大きく金額が変わるものな

のかどうかということ、ちょっと知っておきたいと思うのですけれども、その辺のところ

はどうなのでしょう。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 システムの内容については、ＣＯＫＡＳの住民情報ということで、これ

らにつきましては機器のソフト借り上げあるいは保守、この中には介護、福祉、障害者、

高齢者、それから住宅、住民税、国保税、固定資産税、国保、これらがＣＯＫＡＳのシス

テムとなっております。そのほかにまた、給料関係のシステムでは保守料関係がまた別に

組まれております。そのほかに選挙システム、これらも別な組織で組まれております。 

 それから、もう一つ、ＴＫＣという会社がありまして、その中ではセットになってこれ

を借り上げしております。この中では、当然サーバー関係から、それからシステムのセッ

ト、この内容につきましては財務会計から行政評価、それから人事情報関係、電子決済関

係、これらを含めたセットで借り上げしております。なおかつこれは、そのセットごとで

契約を結ぶわけですから、使っていないソフトについては契約をしないという形をとって

おります。今回16年度については、先ほど申し上げました契約関係、それから行政イント

ラの関係、それらとあわせまして、勤務実績の管理を当初導入する予定でございました。

それで、導入に当たって仮稼働させております。これについては、料金はかかっておりま

せん。実際には、契約を結んだ段階でやっております。 

 それで、例えば勤務実績管理等を実際に稼働させますと、浦幌の勤務条件には合わない

と。あくまでも大会社の関係でございますので、例えば時差出勤等しておりますし、役場

に私用で残っていても、帰るときに勤務システムを置いておくと時間外していなくても時

間外が算定されてしまうということがありまして、そういうソフトについては予算上では

見ておりましたが、実際に契約していないので、不用額という形で出ております。 

 また、行政評価、これらについても実際にはそのシステムそのものは稼働させておりま

せんので、本来ですと３月の定例会で補正減をするのが当然だったのですが、今回につい

ては補正減しておりませんので、これだけの不用額が出ているということでございます。

17年度については、こういうことがないように３月の時点で補正減をしたい、このように

考えておりますので、ご理解をよろしくお願いします。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、支所費までの質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、15目地域政策費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 ９目の公平委員会費、これにつきましては公平委員会に要する科目でご

ざいます。特に説明はございません。 

〇亀山町民課長 10目生活安全推進費、この目につきましては交通安全及び防犯運動を通

じて町民の生活安全に係る経費でございます。交通安全指導員14名による啓発巡視活動日

数は42日、総出動人員は延べ123人、総出動時間は238時間の内容でございます。あわせま

して、防犯指導員14名による啓発巡視活動日数は40日、総出動人員は延べ153人、総出動

時間は297時間の内容でございます。 

〇後藤教育次長 11目成人式費、１月９日に挙行いたしました平成17年成人式に要した経

費でございます。対象者は90人、このうち出席者は67人、74.4％の出席率でございました。 

〇山田総務課長 12目職員厚生費、この目につきましては職員の福利厚生、職員研修に要

する科目であります。12節の役務費、これにつきましては支出済額ゼロとなっております

が、職員パソコン研修に係る手数料を計上していましたが、未実施による不用額の内容で

ございます。次に、13節諸費、これにつきましては行政区振興、地域会館、コミセンの維

持管理、各種団体の負担金等の科目であります。13節の委託料で青年等の研修は国内研修

が１名、外国研修が１名の内容であります。また、19節負担金補助及び交付金の主なもの

については、説明資料10ページに記載しております。 

 以上です。 

〇亀山町民課長 14目町有バス運行費、この目につきましてはスクールバスの住民利用に

係るバス券の取り扱いに係る経費で、特に説明を加えることはございません。 

〇山崎まちづくり政策課長 15目地域政策費、ここでは平成16年６月に立ち上げられまし

た十勝東部２町合併協議会にかかわる費用で、主に事務局の経費と協議会委員の報酬の内

容です。なお、補正額314万2,000円の減は、合併準備補助金確定による内容のものでござ

います。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 先ほどちょっと私気になったのですけれども、生活安全という中で、愚問と

言われれば愚問かもしれませんけれども、その中に先ほど福原議員の言われた生活安全の

消費者とか、そういったものの対策とか、そういったものの中には含まれるのか含まれな

いのか、ちょっとお聞きしたいなと思います。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 先ほどの一般質問との関連でございますが、生活安全推進費の中で防犯

という意味合いもございますので、悪質商法等に対する対応はこの経費をもって対応した



 

 21 

いとしていきたいと思っております。現在も実施しております。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 その中で、先ほど資格云々と言われたのですけれども、それはあくまでもそ

の対策する中での承りという中で対処していただいている。別に改めて何も資格はないと

いうことですよね。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 現在相談担当の職員につきましては、何ら資格を持っておりませんが、

今後専門的な知識等については、研修を受けながら習得していきたいというふうに考えて

おります。 

〇水沢議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、地域政策費までの質疑を打ち切らさせていただき

ます。 

 次に、６項監査委員費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 ２項徴税費、１目税務総務費、この目は委員３名の固定資産評価審査委

員会の運営に係る経費及び税務業務に携わる職員の人件費等の管理に係る経費で、特に説

明を加えることはございません。 

 ２目賦課徴収費、この目は町税の課税、徴収業務に係る事務的経費でございます。13節

委託料は、一般会計決算説明資料10ページ記載のほか、農民連盟に委託しております農業

所得調査委託料474万円、土地図異動修正業務委託料94万5,000円ほかでございます。23節

償還金利子及び割引料51万5,600円につきましては、誤納による前年度分固定資産税１個

人と決算確定に伴う法人町民税９法人に係る還付金及び還付加算金でございます。 

 ３項１目戸籍住民登録費、この目は戸籍住民登録等の窓口業務に係る経費でございます。 

 以上で説明を終わります。 

〇山田総務課長 ４項１目選挙管理委員会費、この科目につきましては選挙管理委員会に

要する科目でございます。 

 ２目参議院議員選挙費、これにつきましては昨年の任期満了に伴う参議院議員選挙に要

する科目でございます。 

 次の21ページをお開きください。３目海区漁業調整委員選挙費、これにつきましても任

期満了に伴う海区漁業調整委員選挙に要した科目でございます。 

〇山崎まちづくり政策課長 ５項統計調査費、１目統計調査総務費、ここでは２人分の職

員人件費及び各種統計調査協力団体等への補助金の内容です。 

 ２目指定統計調査費、ここでは国勢調査を初めとする法律による指定統計にかかわるも

ので、国の委託事務の内容です。 

 以上です。 
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〇門馬議会事務局長 ６項１目監査委員費、監査委員費につきましては監査事務に係る経

費でありまして、特に説明する事項はございません。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、監査委員費までの質疑を打ち切らさせていただき

ます。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩いた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） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩をいたします。 

 

午前１１時５４分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎発言の訂正 

〇水沢議長 町民課長より先ほどの質疑にかかわる答弁の一部を取り消したい旨、発言の

申し出がありましたので、これを許します。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 先ほど午前中の決算審議におきまして、２款総務費、１項総務管理費、

10目生活安全費にかかわりまして、阿部議員さんよりご質問がありました消費生活相談に

関する支出の件につきまして、生活安全推進費ということで答弁をいたしましたが、平成

16年度につきましては７款１項商工費、１目商工振興費において対応しておりました。平

成17年４月からの機構改革によりまして、10目の生活安全推進費で平成17年度分より支出

することとなっておりますので、その点について訂正させていただきたいと思います。大

変申しわけございませんでした。 

 

    ◎日程第３ 認定第１号（続行） 

〇水沢議長 次に、３款１項社会福祉費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、この目につき

ましては社会福祉全般に係る経費でございます。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、実績説明資料のとおりでございます。28節繰出金につきまし

ては、国保会計保険基盤安定軽減分と支援分の繰出金でございます。なお、19節の負担金
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補助及び交付金の執行残につきましては、社会福祉施設支援費の執行残でございます。 

 以上でございます。 

〇亀山町民課長 ２目国民年金事務費、この目は国民年金事務及び啓発活動に係る経費で

ございます。特に説明を加えることはございません。 

〇上村保健福祉課長 ３目厚生委員費、民生、児童委員24名に係る経費並びに民生委員推

薦委員会に要した費用でございます。13節委託料については、社会調査委託料で１人５万

8,400円、道から来て、そのまま支出をしております。 

 次に、４目青少年健全育成費、青少年問題協議会並びに少年補導委員会等、青少年健全

育成事業の活動に要した経費でございます。特に説明項目はありません。 

 ５目社会福祉施設費、厚内、浜厚内、吉野、上浦幌、４館の生活館に要した費用並びに

ウタリ生活指導員に要した経費でございます。 

〇亀山町民課長 ６目重度心身障害者母子家庭等医療対策費、この目は重度心身障害者49

名、ひとり親家庭等48世帯、127人の医療費の助成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。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、社会福祉費までの質疑を打ち切らさせていただき

ます。 

 次に、２項児童福祉費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、児童福祉等事務に要した経

費でございます。並びに次世代育成支援地域行動計画策定に要した委託料でございます。

特に説明事項はありません。 

〇亀山町民課長 ２目児童措置費、この目は児童手当の支給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。 

〇上村保健福祉課長 ３目認可保育園運営費、しらかば保育園65名の児童並びに保育士、

調理員等の職員に係る管理運営に要した経費でございます。13節の委託料については、通

園バス委託でございます。19節負担金補助及び交付金につきましては、通園補助金、５名

に要した経費でございます。 

 次に、24ページ、４目へき地保育所運営費、上浦幌保育所14名の児童及び保育士に係る

管理運営に要した経費でございます。 

 ５目児童館運営費、常室児童館の管理に要した経費でございます。 

 次のページ、25ページをお開きください。６目児童デイサービスセンター運営費、言語

や心身の発達遅滞等により児童14名の療育に対する経費でございます。 

 ７目学童保育所費、放課後児童の対策として小学校１年生から６年生までの児童22名の



 

 24 

学童保育所の開設に要した経費でございます。 

 ８目子育て支援センター費、育児の不安や悩みの解消のため、子育ての支援センターに

来所した母子延べ3,627人の運営に要した経費でございます。利用実人員については87家

庭、120人でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑なしと認めます。 

 質疑がないようですので、児童保育費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、３項老人福祉費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費、この目につきましては高齢

者福祉、在宅支援事業に要した経費でございます。28節の繰出金につきましては、介護保

険特別会計の繰出金でございます。なお、８節の報償費、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、21節貸付金につきましては、実績説明資

料のとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇亀山町民課長 ２目老人医療対策費、この目は北海道老人医療給付事業対象者56名の医

療費の助成に要する経費でございます。28節繰出金は、老人保健特別会計に対する一般会

計からの繰出金でございます。 

 以上です。 

〇上村保健福祉課長 ３目老人福祉施設費、老人福祉施設養護老人ホーム入所者33名に要

した経費でございます。特に説明する事項はございません。 

 次のページ、27ページをお開きください。４目老人ホーム費、老人ホーム入所者50名に

係る管理運営に要した経費でございます。なお、17年４月１日現在、本町出身の入所者に

つきましては25名でございます。 

 以上でございます。 

〇松田施設課長 ５目町民バス管理費、この目は町民バスの運行にかかわる経費で、運行

実績は説明資料のとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、老人福祉費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、４款１項保健衛生費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、この目につき
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ましては各種検診委託料、それから負担金につきましては帯広高等看護学院設置運営負担

金、繰出金につきましては国保会計、簡易水道会計の繰出金でございます。ほか、特に説

明事項はございません。 

 次に、28ページ、２目予防費、予防接種等に要した経費でございます。結核検診、受診

者については実績のとおりでございます。そのほか乳幼児に係る予防接種390件、65歳以

上インフルエンザの接種者833名でございます。 

 以上でございます。 

〇亀山町民課長 ３目環境衛生費、この目は葬斎場ほか環境衛生業務一般に要する経費で

ございます。28節繰出金は、個別排水処理特別会計に対する一般会計からの繰出金でござ

います。 

 ４目公害対策費、この目は公害対策の事務に要する経費でございますが、執行額はござ

いませんでした。 

 ５目墓地墓園費、この目は町営の墓地及び墓園の維持管理に要する経費でございます。 

〇上村保健福祉課長 次のページ、29ページをお開きください。６目医療対策費、この目

につきましては医療対策に要した経費でございます。患者輸送バス業務、厚内健康センタ

ーに要した経費並びに繰出金については町立診療所特別会計の繰出金でございます。 

 以上でございます。 

〇亀山町民課長 ７目乳幼児医療対策費、この目は乳幼児311名の医療費助成に係る経費

でございます。 

 ８目公衆浴場管理費、この目は健康湯の管理運営に要する経費でございます。なお、こ

の科目の執行について、ここでおわびを申し上げなければなりません。平成17年度定例監

査報告書の４、町民課関係、（５）の公衆浴場の管理運営状況で次のようなご指摘をいた

だいております。平成16年度中に支払うべき燃料代で一部が未払いのものがあり、予算執

行において不適切な事案があったという、このことは昨年８月購入分のＡ重油1,350リッ

トル、６万8,040円が未払いとなっていたことを指しております。このことは、日ごろの

業務の中で管理日誌と請求書の突合を確実に実施し、支出伝票の起票を請求書が来たら即

日行っていれば当然に防げることであり、チェック体制が整っていなかったということは

私の職員に対する指導監督が至らなかったということであり、大変申しわけございません

でした。関係業者の方には、役場ということで信用されていたところであり、その信頼を

裏切った今回の行為に対して大変申しわけなく、深くおわび申し上げます。また、貴重な

時間をこのような不適切な予算執行の説明に費やしてしまいましたことに対しても重ね

て深くおわび申し上げますとともに、今後このようなことが二度とないよう、私初め職員

は職務の基本を守って誠心誠意を尽くして取り組んでいく覚悟であります。なお、大変申

しわけございませんが、この未払いとなっている燃料費につきましては、平成17年度浦幌

町一般会計補正予算（第４回）の19ページ、13款諸支出金、１項１目過年度支出金、23節

償還金利子及び割引料のうち償還金として６万9,000円の追加を計上させていただいてお
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りますので、よろしくお願いいたします。 

〇上村保健福祉課長 ９目保健福祉センター管理費、保健福祉センター維持管理に要した

経費でございます。13節委託料につきましては、実績説明書のとおりです。ほか、特に説

明事項はございません。よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、保健衛生費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、２項清掃費の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 ２項清掃費、１目塵芥処理費、この目はごみ処理に係る収集運搬から処

理に要する経費でございます。ごみの収集量及びリサイクル量の実績につきましては、一

般会計決算説明資料14ページに記載のとおりでございます。 

 次に、２目し尿処理費、この目はし尿処理に係る十勝環境複合事務組合に対する負担金

に要する経費でございます。平成16年度の本町のし尿の搬入処理量は1,542.1キロリット

ルでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、清掃費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、５款労働費の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 ５款労働費、１項１目労働諸費、この目につきましては労働者に対する

経費でございます。内容的には、負担金補助及び交付金については説明資料のとおりでご

ざいます。あとは、特別説明することはございません。 

 ２目緊急地域雇用創出特別対策推進事業費でございますが、これは緊急雇用対策の一環

として平成16年で完了しております。平成14年から16年の３カ年の実績につきましては、

延べ1,006人を雇用しております。委託料等につきましては、説明資料のとおりでござい

ます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、労働費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、６款１項５目農業団地センター管理費までの説明を求めます。 

 農業委員会事務局長。 

〇前田農業委員会事務局長 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、この目

につきましては農業委員15名の報酬、費用弁償に係る経費、職員３名の人件費、農業者年
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金業務委託に係る経費でございます。ほか、特に説明事項はございません。 

〇中川産業課長 ２目農業総務費、これは農業に係る総合的な経費でございます。中身は、

特に説明することはございません。 

 それから、３目農業振興費、この目につきましては農業事業に係る各種補助金、負担金

の内容となっております。負担金補助及び交付金につきましては、説明資料のとおりでご

ざいます。 

 以上です。 

〇後藤教育次長 ４目農村環境改善センター管理費、農村環境改善センターの管理経費で

ございます。平成16年度利用実績は2,441人でございます。13節委託料につきましては、

説明資料のとおりでございます。 

 以上です。 

〇河村上浦幌支所長 ５目農業団地センター管理費、平成16年度の利用状況でございます

が、総計、延べ利用団体231団地、2,839人が利用してございます。内容的には、特に説明

することはございません。 

 以上です。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、農業団地センター管理費までの質疑を打ち切らさ

せていただきます。 

 次に、12目基盤整備促進事業費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 ６目畜産振興費、この目につきましては畜産振興に要する経費でござい

ます。内容的には、役務費から説明資料のとおりでございます。 

 ７目牧場設置費、これにつきましては牧場会計の方で説明させていただきます。繰出金

はゼロということでございます。 

 それから、８目土地改良費につきましては、土地改良事業に係る委託経費等でございま

す。内容等につきましては、説明資料のとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇松田施設課長 ９目飲料営農用水対策費、この目は水道施設のない無水地区における営

農用水施設整備に事業費の40％以内、限度額40万円を補助するもので、貴老路水道利用組

合ほか３件について助成をしております。 

 以上でございます。 

〇中川産業課長 10目道営土地改良事業費、この目につきましては農道、それから畑総事

業等の工事負担金等に係る経費でございます。内容等につきましては、説明資料のとおり

でございます。 

〇松田施設課長 11目地籍調査費、事業継続地区、直別、厚内地区、43.45平方キロメー
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トルを実施した内容で、直別は３年目を迎え、地籍図を作成し、完了となりました。これ

までの実施進捗率は35.44％でございます。 

〇前田農業委員会事務局長 12目基盤整備促進事業費、この目につきましては静内地区の

交換分合事業の経費に係るものでございます。16年度におきまして１年目でございまして、

基礎調査、意向調査、土地の評価を行っております。地区の農家数15戸ということで現在

行っております。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、基盤整備促進事業費までの質疑を打ち切らさせて

いただきます。 

 次に、２項林業費の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 ２項林業費、１目林業総務費、これは林業の推進に係る総体的な経費で

ございます。内容的には、説明資料のとおりでございます。 

 ２目林業振興費、これにつきましては一般民有林の林業振興に係る経費でございます。

負担金補助及び交付金につきましては、説明資料のとおりでございます。 

 次に、３目林道維持費、これは林道に係る維持管理費の経費でございます。特に説明す

ることはございません。 

 それから、４目うらほろ森林公園管理運営費、これにつきましてはうらほろ森林公園の

維持管理に係る運営費でございます。需用費、それから委託料、工事請負費等については、

説明資料のとおりでございます。 

 ５目高齢者生産活動センター管理運営費、これにつきましては高齢者生産活動センター

の生産実績等については説明資料のとおりでございますし、詳細につきましては今年の６

月13日の議員協議会等に説明資料をつけてございますので、そのとおりでございます。実

績等については、説明資料のとおりでございます。 

 次に、６目駅停沢線林道開設事業費、これは駅停沢線林道に係る経費でございます。委

託料でございますが、この委託料につきましては延長が1,890メーター、これは林道の工

事に係る測量、それから立木調査を実施しております。起点につきましては、ＳＰの2,200

メートルから終点4,090メートルの間の1,890メーターを委託で実施しております。工事請

負費、それから補償補てん及び賠償金につきましては説明資料のとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっとお聞きしたいのですけれども、森林公園のトイレ云々とございます

ね。うらほろ森林公園管理運営費、そこのところでちょっとお聞きしたいのですけれども、
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今駐車場のところで浦幌の企業の方たちが売店出していますよね。あそこのところの掃除

のことなのですけれども、結構掃除していただいているのですけれども、場所だけ確保す

るような形の中で倉庫的に今なっている部分があるのです。ああいう状況というのは、私

どうもいまいち気に入らないのですけれども、やはりあの場所を提供されたという中身の

中で、掃除なり、きちっと見苦しくないように私はしていただきたいというふうに思うの

でありますが、どこを言っているかと、森林公園のトイレのところありますよね。今ベジ

タブルショップ出していますよね。あの隣に倉庫がありますよね。あれ売店と見えないで

す。倉庫としか私は見えないのです。個人の名前、私出したくないので、ちょっと想像し

ていただきたいのですけれども、その辺のいきさつはどうなっているのか、ちょっとお聞

きしたいなと思います。森林公園管理運営費の中の部分なのですけれども、直接関係ある

かどうかは別といたしまして。 

〇水沢議長 科目が違いますので、観光費のところで質疑をお願いいたします。 

〇阿部議員 わかりました。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、林業費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、３項水産業費の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 ３項水産業費、１目水産業総務費、これは水産業全般に係る経費でござ

います。特に説明することはございません。 

 ２目水産業振興費、これにつきましては水産業務に係る、振興に係る経費でございます。

委託料、それから使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金については、説明資料のとお

りでございます。なお、委託料の中で漁港清掃等に係る委託料につきましては、平成16年

で終了でございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、水産業費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、７款商工費の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 ７款１項商工費、１目商工振興費、これは商工振興に係る経費でござい

ます。それから、８節の報償費につきましては、永年勤続者表彰で町長表彰でございます

が、７名を表彰しております。それから、負担金補助及び交付金につきましては、説明資

料のとおりでございます。それから、貸付金につきましては、実績として11件で5,293万

円を融資しております。それから、この中小企業の融資貸付金につきましては、信金とや

っております。 
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 次に、２目観光費、これにつきましては観光に係る経費でございます。委託料、それか

ら負担金補助及び交付金等については、説明資料のとおりでございます。 

 ３目工業対策費、これは工業対策に係る経費でございます。負担金補助及び交付金、そ

れから報償金、償還金利子及び割引料については説明資料のとおりでございます。それか

ら、21節の貸付金については、株式会社ユーエムへの貸付金でございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 失礼いたしました。 

 先ほどの件なのですけれども、38号線沿いのトイレ横をベジタブルショップが今使って

おります。もう一件、店舗と称される部分があるのですけれども、現在ジュースか何かの

自販機を設置しておいて、あとは倉庫的になっています。きょうは私見ていないのですけ

れども、先日そこへ行ったときに、若干清掃が悪く、例えば観光だとすると、すごく見ば

えが悪いという状況になっておりました。これの管理だとか、例えば許可だとかいたした、

指導とかなんとかされているのか。逆に言えば、あそこをそのような形の中で提供したか

されたかわかりませんけれども、そういう状況の入った段階のことも若干お聞きしたいな

と思って、聞きます。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 今阿部議員が言われたところについては、最近使われていないというの

が実態でございまして、今後そういう環境整備等については貸しているところに指導なり、

そういうことできちっと環境整備をするように指導してまいりたいというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 まず、その場所に関してのことなのですけれども、今後例えばあそこ、そう

いった形の中でもし使いたいという方が出てきたとしたら、町としてはどのような対応を

されるのかもちょっとお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 あそこのベジタブルショップも含めて、その隣の施設についても、商工会を

通じて、商工会の方である程度そういう使用される団体等と協議しまして、そして許可し

ているということでございます。今後についても、まだ用地的には幾らか余っております

ので、その辺についてもそういう利用される方がおれば、また商工会とも協議して、そし

てやっていきたいと思っております。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 今度若干お願いなのですけれども、そういうことで例えば今何年か前にもあ

ったと思うのですけれども、その繰り返しをしたいなと思うのですけれども、そういった

方がふえてきた中で、やはり俗名道の駅構想というのが僕は復活させていただきたいなと
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思うのです。今産業の少ない、特に浦幌町のような商店街が中にあって、なかなか表に出

てこれないという状況の中で、やはり浦幌町をアピールする場所としては、ああいう場所

というのはすごく僕は最適な場所だと思うのです。そういう中で、商工の方がおられるの

で申しわけないのですけれども、これからそういうことには目を向けていかなければなら

ないのでないか。金がないからというのでなくて、やはりアピールというのは必要であり

まして、そういったことを進めていく上においては、いろいろな産業や何かの面からでも

国の融資などを受けるということは僕は可能かなというふうに思いますので、そういう面

からもひとつあそこの場所を有意義な場所に、まただれが見てもすごくいい場所だなと言

われるようなスタイルに僕はしていただきたいなと、そのように。土現の方の絡みもある

のかなと思いますけれども、開発の絡みか、あると思うのですけれども、そういう中で以

前お聞きしましたときには余り町の持ち出しのない、ただし責任はあるよというふうなこ

とをお聞きしたものですから、やっぱりその辺を今のこの時代ですから、私としてはでき

ればそういうニーズに従って、おくればせながら言っていく努力をお願いしたいと思うの

ですが、改めて、何度も、もう３度目かもしれませんけれども、もう一度お聞きしたいと

思います。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 道の駅構想については、以前もいろいろ出ておりますけれども、現在あのベ

ジタブルショップの付近で道の駅ということになると、敷地的にも、あとそういう国道の

情報提供等もございます。それから、飲食を伴うものということも要求されております。

そういうことで、あとは建物、維持管理含めて、全部町が持つということになっておりま

す。その向かいの、今うらほろ亭がやっているのですが、ああいう施設とか、それからみ

のり館も含めて、やはり総体的に今後は検討していかなければならないとは思っておりま

す。ただ、今のあそこのトイレの位置で道の駅ということになりますと、ちょっと駐車場

も含めて狭いということもございますので、その辺についてはまた十分検討していかない

と、すぐ事業を進めていくということにはならないかなと思っております。そういうこと

で、先ほど言いましたみのり館も含めて検討してまいりたいと思います。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 今の関連があるわけですけれども、道の駅構想と含めまして、今来年度から、

18年度から農業予算、国の予算なのですけれども、地消地産ということで施設そのもの、

店舗も含めましての事業ということで、国の事業なのですが、５割の補助事業があります。

来年から発足するのですけれども、その事業も含めまして、やっぱり地場の、これ商工の

方と、どっちの方かちょっと今考えあれなので、今話が出たので、話をさせていただくわ

けなのですけれども、18年度からスタートする新事業があります。その事業が全国で600

カ所を目標にということで、来年度、新年度の事業で今スタートする運びになっています。

きょう持ってこようと思いまして、資料をうちに忘れてきたのですけれども、その辺も含

めまして、豊頃さんが道の駅構想ということで考えていたみたいなのですけれども、敷地
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ですとか、いろいろな問題でできなくなったということもあります。それで、やはり以前

から話が出ていたわけですけれども、道の駅に含めてというのですか、リンクして地消地

産で地場の農産物も含め、それに商工ですとか、いろいろ浦幌で生産されている商品も含

めて、そういう場所ですか、農業予算などで、それも最終的には含めれるのではないかな

と思うのですけれども、その辺含めて十分に検討していただきたい。後で資料を渡したい

と思いますけれども、それも含めて今後どのように考えているのか、ちょっとお聞きした

いと思います。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 恥ずかしい話ですけれども、今の農業予算の補助事業が新規事業でできると

いうことについては、ちょっと私どもの方では聞いておりませんでしたので、そのことに

ついても今後よく検討してまいりたいと思いますが、今国土交通省の方でもまちづくり交

付金事業というものがございます。そういうのも含めて、そういう地場産業の物産展とい

いますか、そういうものを含めて総体的に考えていきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 場所的も含めまして、38号線沿いにはかなりの町有地も含めて、農村環境改

善センターも今使われていないという形もありますし、それも含めて総体的にせっかくの

新しく始まる補助事業もありますので、十分に協議をしていただきたいと思います。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 その辺の農村センターも含めまして、総体的に十分検討させていただきたい

と思います。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、商工費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、８款土木費の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇松田施設課長 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、この目は施設課にかか

わる人件費と事務費及び13節委託料の道路台帳修正業務を行っております。 

 次のページを開いていただきたいと思います。２項１目土木車両管理費、この目は維持

係の人件費、建設機械10台の年間の維持管理費の内容でございます。特に説明する事項は

ありません。 

 ２目道路維持事業費、この目は町道238路線、総延長292.3キロメートルを維持管理する

内容でございます。 

 ３目道路建設補助事業費、国の補助事業で道路改良３路線、舗装２路線を行った内容で、

うち瀬多来美園線は富園林道交点をもって道路改良を終了となっております。15節の工事

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。 
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 ３項１目河川管理費、町で管理する普通河川215カ所の維持管理費の内容でございます。 

 ４項１目都市計画総務費、都市計画の管理及び人件費の内容でございます。 

 ２目公共下水道費、これは公共下水道特別会計に繰り出した内容でございます。 

 ３目公園緑地管理費、駅前広場、ハローパーク、児童公園等、公園緑地の年間の維持管

理費の内容でございます。 

 ５項１目住宅管理費、公営住宅等497戸の維持管理費を行った内容でございます。委託

料、それから工事請負費等については、説明資料20ページに記載のとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、土木費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、９款消防費の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 ９款１項消防費、１目常備消防費、これにつきましては職員22名、消防

車両22台の関係の科目であり、東十勝消防事務組合の負担金として支出しているものでご

ざいます。 

 ２目非常備消防費、これにつきましては消防団の運営、団員の育成指導に関する科目で

ございます。 

 ３目消防施設費、これにつきましては消防庁舎、３分遣所、また消火栓、防火水槽等の

施設維持に係る科目でございます。 

 ４目災害対策費、これにつきましては災害対策に要する科目であり、内容は説明資料21

ページに記載のとおりであります。また、１節報酬、９節旅費については、防災計画作成

中のため未開催のため未執行の内容となっております。 

 以上です。 

〇水沢議長 説明が終わりましたが、ここでお諮りをいたします。 

 暫時休憩いた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） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 暫時休憩をいたします。 

 

午後 １時４７分  休憩 

午後 ２時１８分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 消防費の説明が終わっておりますので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 ８番、阿部議員。 
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〇阿部議員 ちょこっと救急車両のことでお聞きしたいなと思います。先日私の住んでい

る地区で救急車の出動をお願いしました。ちょうど元の旧活平小学校のところでありまし

て、さあ、どっちから来るのかなということで、みんな耳澄ましていましたら、そのとき

には浦幌消防の救急が来た。そのちょっと手前ですと、大体本別消防の救急が来るもので

すから、さあ、どっちだ、どっちだということになりまして、でも今回は浦幌消防だろう

という団員の者がおりまして、ではということで耳澄ましていた。現実には、例えば救急

の方でいけば浦幌消防と本別消防の分け目がきちっとあるのかないのか、その辺ちょっと

お聞きしたいなと思うのですけれども。 

〇水沢議長 消防署長。 

〇山本浦幌消防署長 活平の関係の救急体制のことでのご質問だと思いますけれども、一

昨年までは観音隧道から向こうは100％本別消防さんの方にお願いをしてまいりました。

しかし、昨今職員の関係あるいは、特に職員の勤務体制の関係でございますけれども、そ

れが起因して本別消防さんの方から、ちょっと言いづらい話なのだけれども、浦幌から救

急車が上がっても、本別から救急車が上がっても同じような時間帯で行けるところまでは

浦幌さんで上がってもらえないかと、こういうようなお話がございまして、当然だと私も

理解をいたしまして、本別署長と署長同士の一応の区切りということにつきましては、活

平橋を境にお願いをしようと。ですから、活平橋より北側は本別さんにお願いをし、活平

橋のこちら、谷川さんからはこちらで行こうということで、その第一の原因は、個人の名

前を出して言うわけにいきませんけれども、若干活平橋よりこちらの方の本別救急のお願

いが頻繁にあったというのも一つの原因かなと、このように思っていますけれども、そん

な中身で一応活平橋を境に本別救急車が要する時間、それから浦幌の救急車が要する時間、

大体似通ったようなところでということで、そういう設定をいたしました。 

 以上です。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 他意はないのですけれども、本当に今年に入ってから浦幌からの救急出動で、

こんなところまで来てくれると言ったらおかしいけれども、今回初めてだったものですか

ら、今までは本別消防が上がっているのが、さらに下手だったものですから、そういうふ

うに一瞬感じたものですから、では決め手としては活平橋、旧活平小学校というふうに思

ってよろしいですね。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 今のとは関連ではないのですけれども、何か非常に話しづらいことで、あれ

だなと思っているのですけれども、我が町の救急体制に関してのことなのですけれども、

今救急車が以前いろいろな話の過程の中で２台体制ということで設置をすることになり

ました。何かお話をお聞きしていますと、その２台体制を１台体制にしたいのだという話

があるのですが、その話は本当の話なのですか、ちょっとお聞きしたいと思うのですけれ

ども。 
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〇水沢議長 消防署長。 

〇山本浦幌消防署長 平成15年度から高規格救急車が導入され、試行運行を行っていると

ころでございますが、その時点で何とか２台体制をとれないかということで、議員の皆さ

ん各位からもいろいろ議論をされ、当時の理事者あるいは現在の理事者等々も経過しなが

ら現在２台体制でやってきております。そんな中で、本年度の予算査定の中でちょうど２

年の今年の11月に車検が切れるというようなこともございまして、当時のお話の経過も踏

まえながら、今年度当初の予算査定の段階で町長、助役といろいろ協議を重ねまして、そ

れでは今年の車検切れまで運行せよと。その後については、１台体制でもやむを得ないか

というようなことで、現段階は話が進んでおります。 

 以上です。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 ということは、11月に廃車にするということで、その理由はどういうことな

のですか。 

〇水沢議長 消防署長。 

〇山本浦幌消防署長 理由はいろいろあるのですけれども、特に一番の問題が職員の勤務

体制、この一言に尽きるかと思います。現在１当務を４名で、４当務編成で行っておりま

す。そんな中で、高規格救急車の、いわゆる正式な運行をするためには、救急救命士２名

体制が望ましいというような指針も出ております。私どもの今救命士の体制は、この10月

から１名、来年度、18年度に１名、現場から養成するということで、理事者の計らいによ

り認めていただいたところでございますけれども、ご案内のように救命士といっても、今

皆さん方ご承知かと思いますけれども、医者の指示がなくても救急活動ができるのですよ

ということが言われております。ところが、実際問題、救命士の資格を有しただけでは到

底そういうことができるものではございません。就業前教育だとか、それから今気管内挿

管だとか薬剤投与だとか、難しいものがどんどん入ってまいります。そんな中で、現在６

名の救命士が育ったわけでございますけれども、これらの救命士、今一番経験が豊富なの

は救急係長をやっております者ですけれども、この者ですら病院の30症例の経験だとか、

いろいろ就業前教育だとか、そういうようなことがクリアされない限り、医者の指示がな

くても救命士独自の判断でできますよということにはなかなかなりません。現在北海道で

やっと４名ぐらい、そういう救命士が育ったところでございます。十勝管内あるいは東十

勝消防事務組合の中でもかなりの救命士がございます。本当に医者の指示がなくても救命

士の判断でできるという時代は、まだ10年も15年もかかるのでないかなと、こんなような

ことで今考えております。 

 そんな中で、高規格救急車を実際問題、それではいつ、試行運行ではなく本格運行でき

るのだということについては、まだまだ時間のかかる問題かと思います。今現場から救命

士を育てながら、またいろんな災害等に対応しているわけでございますけれども、非常に

職員の勤務に無理が生じているのが現状でございます。特に救急の出動関係でございます
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けれども、平成16年、昨年度は300件を超すかなというような感じもしておりましたけれ

ども、200件ぐらいで済んだということもあります。通常の査察業務だとか予防業務だと

か、いろんな中身で昔のように、ただ施設を回っていればいいのだというような時代では

なくなりました。それぞれの担当がそれぞれの専門分野、特に中身の内容までいろいろ勉

強しなければならない、そういう時代に入ってきております。施設も複雑化し、あるいは

地震等で苫小牧の火災のように日本国内からの援助をもらわなかったらできないという

ような大災害も発生するやもわかりません。より高度なそういう勉強、研修も受けさせな

ければならないというようなこともございます。そんな中にあって、現在の１当務４名体

制で２台を運行させるというのはなかなか、現在は行っておりますけれども、時間外はも

ちろんです、代休なんかもとれないのが実態でございます。そんな中身で、職員体制の問

題でどうしても２台の運行については、現場の長としては無理だという判断をしておりま

す。 

 以上です。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 懇切丁寧なご説明をいただいたわけですけれども、ちょっと納得……。理由

という部分では、これは理由にならないのではないかなという感じをしているわけですけ

れども、自分団員でいながら、余りこういう消防のことを言うのは嫌なのですけれども、

職員がそういう体制でないから救急車２台体制はできないという今説明だったわけです

けれども、これ町長にちょっとお聞きしたいのですけれども、年間実績は今署長もお話し

していたわけですけれども、救急出動が非常に多いという近年、年々ふえてきているよう

な状況です。その中で、ちょっとこの前調べさせていただいたのですけれども、ダブル、

１台出て、すぐ２次出動かかっている状況が年間20回という話聞きました。その中で、今

交通事故も非常に大型化の事故といいますか、そういう事故が多い中、負傷者多数で２台

が一遍に出るというのは年間に５件ぐらいあります。それを含めて本当に、職員ができな

いからと言ってしまえばそれで終わるのかなと思うのですが、その逆を考えてみますと、

住民はそれだけのサービスは、逆に１台体制にすればサービスが受けられないという、こ

れサービスの一環かなと思う。サービスと言ってしまえば、それとはまたちょっと違うわ

けですけれども、これは人命にかかわることですから、そういうことではないとは思うの

ですけれども、これは今非常に町民の皆さんも財政難、財政難、それはどこの部署も同じ

かなと思うのですけれども、財政難でそのことが片づけられてしまうということが、どう

も町民にしてみれば納得ができないのではないかなという感じするわけです。といったと

きに、１台体制にして、これだけ年間20回、それから負傷者多数が５件もあるということ

に対して、恐らく何らかの方策は、今まで職員の方に無理をしていただいてこういう方策

をとっていたわけだけれども、これができないということになれば、負担かかるのは住民

なのです。それが全部住民にしわ寄せが行くのではないのかなと思うのですけれども、そ

の辺町長、どういうふうな考えで廃車にするのか、ちょっとお聞きしたいなと思うのです
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けれども。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 考え方といたしまして、岡田議員の質問のように、私も当初２台出動が豊頃、

本別から要請するより、町内で招集出動しても豊頃からお願いするより早く着くだろうと

いうことで、２台体制ということで維持してまいりました。今署長が説明しているように、

２年間のそういう運用の中で非常に無理がかかっているということの説明がございます。

私たちも職員を増員することはできないという形の中で、やはり体制的には消防署の体制

というものが整わなければ、私としては決断できないという形の中で１台体制という考え

を持っております。２台体制、ダブルで出動ということですが、その場合は近隣町村にお

願いしていかなければならないのではないかなと、このように考えております。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 どういうふうに話を進めていったらいいのかなと、こう思うのですけれども、

正直言って、何回か署長ともお話しさせてもらったし、町長とも話しさせてもらった。所

期の目的は達したからいいのではないかという答弁が正直言って返ってきました、この前

話したときは。本当にそれでいいのかなというのが、自分もすごく疑問も持っていました。

何とか２台体制、消防署の方で無理であれば、これは転送業務、病院から帯広ですとか釧

路に向けての転送業務も年間80件、これも非常にふえてきているというのが現実の状況で

す。署で持てなければ、町立診療所で１台持つ体制はできないのかなということも考えて

もらえればなと思うのですけれども、あるものをなくする、どこか豊頃なり本別にお願い

すればいいという形も、それはあると思います。豊頃さんは、たまたま12月に高規格が入

るという話も聞いていますし、その後は２台体制にするという豊頃さんの話も聞いていま

す。その中で、同じ職員の体制の中で、片方２台でやっていけるという話で、こっちはで

きないから１台にするという部分もあるのかなと思うのですけれども、配置の場所を変え

て、診療所でこれだけ転送業務が多いということは、それも考え方としてできるのかでき

ないのか、その辺もちょっと町長にお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 私もすべての町村を調べたわけではないのですけれども、町村の町立診療所

が救急車を持って転送業務をやっているということが果たして、それで十分救急体制がと

れるのかどうかということがあると思います。現在の浦幌町の診療所ということを考える

と、それは職員の関係、人員の配置とか、そういうことを考えると、診療所としては無理

だというふうに私は考えております。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 これ堂々めぐりで、どこも到達するところがないのかなと思っているのです

けれども、何とかならないのかなという気がします。正直言って、犠牲者は町民になるわ

けです。この体制ができない限りは、救急業務やるときに、待てど暮らせど来ないよ、来

ないよと。それでなくても、１分、２分の自分待つ身というのはすごく長いものがあるの
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ではないかなと思います。署長が逆になって患者になってみればよくわかるかなと思うの

ですけれども、その辺も含めて本当に、これどういう言い方がいいのかなと思うのですけ

れども、今いろいろ町民の中でも、皆さんにこういう財政難で非常に負担をかけています。

その中で、町民の人がぽつらぽつらとこぼすわけではないのだけれども、何か町側、理事

者と言っていいのかどうなのかわからないけれども、町民との距離感がだんだん出てくる

ようなという話が正直言って町民の中から多く聞かれています。その中で、我々は本当に

住民サービスってどうやってしていかなければならないのかな。言ってみれば、生命まで

それによって奪われてしまうのかなという危機感というのか、自分はそういうふうに思っ

てしまうのだけれども、その辺含めて、本当に真剣に物事を考えていただかなかったら、

負担は町民にばかり押しつけて、あとは何もしないやという、それでいいのかな。ちょっ

とその辺、署長、どういうふうに判断しますか。 

〇水沢議長 消防署長。 

〇山本浦幌消防署長 住民の負担と町の負担の割合につきましては、私のお話しする段階

ではないと思いますので、岡田さんも言われましたように、実際問題救急車を要請いたし

まして、本当に１分、２分というのが待っている方では物すごく長く感じます、私も一度

経験ございますので。しかしながら、現状といたしまして、救命士が要請されて、例えば

共栄の方で救命士の判断で真っすぐ２次医療、いわゆる帯広市へ走った方がいいというよ

うなことにつきましては、何度か帯広の方に走っております。基本的には、１次医療機関

に搬送すれば、我々の救急隊は終わるのかなというようなことでございますけれども、昨

今の時代の要請といいますか、以前に帯広で病院にかかっていますよ、こういう希望者が

ございますよということを当然救急隊は把握をするわけでございます。そんな中で、吉野

の方で患者が発生しても、わざわざ町立診療所の方に搬送しないで、真っすぐ帯広に走っ

ている。その間往復していると、30分ぐらいは楽に違いが出てくると、こんなふうに思っ

ています。 

 先ほど申し上げましたように、それぞれの救急救命士だけでございません。それぞれの

職員が予防査察にいたしましても、危険物の関係におきましても専門家、あと数年で国家

試験というようなことで、救命士と同じように、その試験に合格しなければ消防職員とし

てもやっていけないというような時代も参ってくるやに聞いております。そんな中で、さ

らにより専門的な研修も受けさせなければならないというようなこともいろいろござい

ます。 

 これは、同じような話になるかと思いますけれども、現在の１当務４名体制で精いっぱ

いやると。そして、例えば大きな事故で負傷者がふくそうするというようなことにつきま

しても、当然従来どおり職員を招集して、何らかの形で救助工作車なり、あるいは車から

火が出たということになれば、今度は消火隊も必要になってきます。そうなりますと、３

隊くらいの、あと２隊は招集して実施をしていかなければならないというような場合もご

ざいます。さらに、そういう資質の向上、内容充実を図っていくしか現場としてはないの
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かなと、こんなふうに考えております。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 同じ質問、町長、考えを聞かせてください。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 先ほどもお答えしましたように、15年、私就任したときは残すという形で残

してまいりました。その中でも現場の相当な論議をしながら残してきたと。やはりそのこ

とが非常に消防の体制に無理がかかっていると。職員の勤務体制に無理がかかっていると

いうことを含め、また２台体制に無理があると言われると、やはり廃車せざるを得ないの

ではないかなと、このように考えております。 

 また、救急体制につきまして、もちろん一分一秒を争うというのが救急業務であります

から、できるだけ速やかに、できるだけ早くというのが当然の考えでありますが、現実の

中で通報があってから現場に走るということの中で、やはり相当時間を要する場合もある

ということは考えられるということでございます。 

 その住民とのサービスの中で、負担を軽くするというのも住民のサービスということも

含めながら考えていくときに、先ほどお話ししたように、現場との話し合いということの

中で１台体制という決意をしているところでございます。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 ちょっとこういうことを言いたくなかったのですけれども、やっぱり命より

金の方が優先するということですね。 

 これで私の質問を終わります。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 今の関連しまして、実はその資料を今、二十数回２次出動があるということ

ですね。そういうことで、２台目の救急車を使っていると。それでは、逆にお聞きしたい

のですけれども、その２台目の救急車をなくした場合、現実には二十数回あるいは30回ぐ

らいの２次出動の要請は今後とも１年に起きてくると思うのです。そうすると、そのとき

に１台しかない救急車でどのように対応しようとしているのか、具体的にやっぱりそうい

う計画も立てなければならないと思うのですけれども、そのことについてはどのように対

応しようとしているのですか。 

〇水沢議長 消防署長。 

〇山本浦幌消防署長 非常に難しい問題がございますけれども、基本的には東十勝消防事

務組合の中で応援協定というのを結ばれております。そんな中で、隣町、豊頃さんから、

あるいは池田さんから、あるいは本別さんから、あるいは音別さんから、そういうような

ことで要請をしたり、要請を受けたりということで現在行っております。 

 そんな中身で、職員を招集して、例えば２台目出動すると。時間的には、幸い的に桜町

と新町に待機宿舎がございますので、そこに近くの職員を先に呼ぶというようなことで行

っておりますけれども、時間的には豊頃さんから出ていただくのも、職員が呼ばれて出動
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するまでの時間はさほど変わりません。今までの経過を調べますと、職員が招集されて出

動した時間帯の方が若干短いです。しかしながら、そういう応援協定もなされているとい

うようなことから的確に把握をし、豊頃さんなり池田さんなりに応援要請をしていきたい

と、このように考えております。 

 さらに、先ほどのお話もございましたように、大きな事故になりますと、３人、４人と

いう複数のけがあるいは患者も出ます。そういうようなときには、また別な角度から当然

考えていかなければならないというようなことで、今署内にある乗用車あるいはバンとい

うものの対応を考えていかなければならないのかなと、そんなように考えておりますけれ

ども、実はこの高規格救急車が入る前にそういうような担架等を積めるバンが１台ござい

ました。しかしながら、これは30年超えましたので、もう使用に耐えられなく、実は本日

付で廃車にならざるを得ないというようなことで、そういう対応もしているわけでござい

ます。そんな流れで、もし多数の患者が出た場合には、非常に苦慮しているというのが実

態でございます。しかしながら、指をくわえて待っているわけにいきませんので、何らか

の対応はしなければならないと思っております。 

〇水沢議長 11番、松井議員。 

〇松井議員 確認をしておきたいのです。二十数名あるいは三十名、年間２次出動して搬

送しているという形が、現在の２台目の救急車がなくなることによっても、他町村からの

応援協定で十分に対応できると、そういう自信があるということをやっぱり答えを引き出

しておかないと、あのときなくしたから、結局対応できなかったのだという言いわけであ

ってはならないわけで、こちらの高規格救急車、それから豊頃もこれから導入される。た

だ、これは先ほど署長も言ったように、十分な医療行為を行うには10年かかるということ

でもあるし、確かに完全ではないなと。その中で、なおかつ救急車を１台なくするという

ことで、２次出動が果たしてどうなのかと非常に心配な要素というのがあるのです。その

ときにきちっと対応ができる体制はつくるということを確約できないと、我々もそうした

らなくしてもいいですということにはならないのではないかなという。これは、生命にか

かわることですから、と思っているわけですけれども、町長、このことについてはどう思

いますか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 ２次出動の体制については、消防署長からお答えさせていただきます。 

〇水沢議長 ２次の出動体制については、先ほど署長の方から近隣との応援協定で行うと

いう答弁だったのですけれども、それ以上のことをお聞きしたいということですね。 

 11番、松井議員。 

〇松井議員 そのことについて、２次体制、十分に対応できますということが確約できる

のかどうかということです。全然対応できないけれども、とにかくなくするのだというこ

とであっては、これ２次出動といってもかなり支障が出てくるのではないのかなという。

署長も大勢の患者が出た場合には、これは対応できないという暗に言っているわけですけ
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れども、少なくとも年間に20回、30回は起きるわけですよね、大勢とは言わない中でも。

20回、30回といったら、大体一月で考えれば１日に１回は必ず起きているというような、

１カ月間は大体起きているということで、決して少ない数字ではないと思うのです。その

ときにきちっと対応できるのかどうかということを、少なくとも現在２次出動しているこ

とについては十分に対応できますよということの体制ができなければ、やはり２台の車を

待機として置いておくということ、これは必要ではないのかなという気がするのですけれ

ども、そのことについて十分に対応できるのかどうかということです。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 松井議員お尋ねのとおりだと思います。私も２次体制が十分とれなければ、

やはり置いておくべきだと思っています。しかし、消防の方で２次体制はとれるという判

断があると、私はそういうふうに考えております。その辺は、きちっと消防署長の方から

お答えしていただきたいと、私はそう思っているわけであります。もし絶対とれないよと

いうことであれば、置いておかなければならないというふうに私は判断しております。 

〇水沢議長 消防署長。 

〇山本浦幌消防署長 何度も申し上げますけれども、基本的に２次体制、３次体制という

ことになりますと、職員を招集しなければなりません。その所要時間は結構かかりますし、

それからまた状況によっては、先ほど申し上げましたように大型事故、交通事故が発生し

まして複数の死傷者が出るというようなことになりますと、到底救急車は２台、３台あっ

ても足りないのが実態でございます。もしそんな大きな事故が発生した場合には、署内で

もいろいろ検討しているわけでございますけれども、車の体制、職員の体制含めまして非

常に厳しいなと、そういう事故が起きてほしくないなというようなことで願っております

けれども、こればかりはいつ起こるかわかりません。そんな中で、もしこれが起こりまし

たら、やはり万全な体制がとれないにしても、一刻一分を争う人の命の関係でございます

ので、的確な対応をしていきたいと、こんなように思っております。 

〇水沢議長 暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時５６分  休憩 

午後 ２時５７分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 消防署長。 

〇山本浦幌消防署長 大変失礼しました。 

 松井議員の今のご質問でございますけれども、私勘違いをして聞いてしまいましたので、

要するに１台体制でそういうことが発生した場合に十分な体制がとれるのかということ

のご質問でございますけれども、これにつきましては万全な体制で、十分な体制をとって

いけますので、心配ないかと思います。 
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〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 今の質問について、関連でお聞きしたいと思いますけれども、私は消防救急

車にお世話になった身ですから、本当に消防様は神様か仏様かというぐらいの感じしか持

ってございませんけれども、今言われているのは、心臓がとまってから３分、呼吸がとま

ってから10分、それから今、日本平均で救急車を要請してから現場へ到着するまで６分と

いうことで聞いた覚えがあるのだけれども、呼吸がとまって10分間は再生ができる、心臓

がとまってから３分間経過してもできるというような緊急事態の中でも、恐らくや救急車

を要請する方は１分が10分、10分が１時間かもしれないですけれども、そのぐらいの気持

ちでいるのかなと思いますけれども、この救急車の件については、僕は内部的にもう少し

慎重にやらなければ、先ほど岡田議員から言われたように、人間としての心の通わないよ

うな、絶対金では買えないと言われている命を、経済が、金が許さないから命はいいよと、

それとはかりにかけるなんていう物の判断をしたとしたら、僕は行政マンとして零点もし

くはマイナスだなというふうに感じてございますけれども、このことについては慎重に時

間をかけて、なくす、なくさないよりも、どうなのだということをもう少し命の尊厳とい

うものを尊重した中で考えていただきたいなと。そんな、今この場で質問されて、聞かれ

て、なくします、なくしませんというような安易な判断はしないでいただきたいと。二十

何回も出ている中で、ほかの町村におんぶにだっこ、東十勝消防事務組合が云々くんぬん

といえども、その６分が、隣町村から来てそこの現場に来るまで２分延びた。そうしたら、

３分の心臓がとまってからのやつに４分かかったとしたら再生不可能、呼吸がとまってか

ら10分、12分かかったら命の再生は不可能だということになることは言うまでもなく現実

だと思います。そんなことを考えて、簡単に思いつきで答弁することのないようなことで、

行政マンとして、そして人の命というものの価値観をもう少し論を詰めて慎重にやらなけ

れば、我々聞いている中で経済と命と交換するのだな、はかりにかけたのだなというふう

なことになったら、僕は行政マンとしては零点もしくはマイナスどころの騒ぎでないとい

うふうに思っていますが、その辺は町長も十分心して、助役も同じ、消防署長も同じ、心

してもう少し答弁していただきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 一方的に経済と命をはかりにかけたという言い方について、反論するわけで

ないけれども、やはりちょっと説明させていただきたいなと思います。聞き捨てにしてお

くわけにはいかないなと、そういうふうに思っておりますので、少し説明をさせていただ

きたいと思います。 

 十分皆さんご存じのことだと思いますけれども、救急業務、病院業務すべてを含めて、

どのような体制をとるかというのは、その町の規模等によっていろいろな形で決められて

いるのだろうなと思っております。もちろん救急救命という意味では、その万全な体制、

もちろん救急救命室があるような非常に立派な救急体制をとっていれば、救急車も帯広ま

で走らなくて済むわけですから、そういう体制をとっていればもちろんいいことは確かな



 

 43 

のであります。しかし、それができない現実でもあるということであります。 

 それから、もう一点につきましては、今北海道でヘリコプターを導入しております。何

回使用されているかわかりませんけれども、私どももヘリコプターの運用金というのは払

っております。しかし、ちょっと私も古い記憶でわかりませんけれども、私になってから

はまだヘリコプターは要請しておりません。そういう形で救急体制を充実させるというこ

とは非常に大切なことだと私も思っております。だけれども、それと今言われたように、

命とはかりをかけているのかと言われると非常に心外だと私は思っております。 

 それで、そういう中で今言われているのは、私どもは経済がどうだから、こうだからと

いうよりも、署長の方の説明の中で言っているように、今の救急体制という中で４名、４

組という形をとっていると。そして、15年からそれを２台運用してきたのだけれども、非

常に職員に無理がかかっているということであります。それと、今各町、東部４町の消防

事務組合の中で協定を結んでいると。もちろん本別からも近隣町村ということでお願いし

ておりますし、また音別から来ることもあるかもしれません。そういう中で、お互いに町

村が協力し合いながら救急体制をどのように維持していくのかと。人間の尊厳ということ

も大事にしながら、どのように維持していくのかということは本当に大事なことだろうな

と思っております。そのように考えております。ただ単に経済だけで１台、２台というこ

とではないということであります。 

 私どももそういう考えの中で２台体制ということを続けてきたわけですけれども、非常

に体制の中で無理があると言われておりますので、また先ほど署長がお話ししているよう

に協定を結んでいる中での出動については、近隣町村お互いに、私どもも豊頃や池田に出

動することもありますので、そういう形で出動はしていきたいなと思っております。 

 確かに２台置いて２組体制をとれればいいわけです。予備でいるのが、２組体制をとれ

ば、いつでも出動できます。救急要請があったら、予備１組あるわけですから、８人常駐

していればいつでも出動できます。そういう形で、それが絶対望ましいのだと、もし言わ

れるのであれば、それも可能なのかもしれません。でも、私たちが今この置かれている浦

幌町という町村の中を考えていくと、１組体制の中で最大限活用できる方法というものを

考えていかなければならないのだろうなと、このように考えております。決してお金と命

をはかりにかけて、その重さをはかっているということではないということをぜひご理解

いただきたいなと思っております。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 私も同じような関連の質問をさせていただきます。 

 先輩諸氏が言ったことですので、重複する点もあろうかと思いますけれども、言われた

ように経費の問題がクローズアップされていますけれども、この高規格入れたときに、ま

ず今のサブをなぜ残したのかと、その点をよく考えて、今回11月に車検が来ると、もう車

として機能しないから、これはもう破棄するのだということではないと思うのです。いざ

このようなふくそうした、重複したときの災害のためには置いた方がいいだろうという考
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えのもとに、まだ使える車両であるということで置いたと私は認識しておりますし、それ

が現実ずっと16年度も25回も30回も出動し、本当に命を救ったという実質的な事実、先ほ

ど松井議員が言ったように。その体制が、町長言われたように１台ですべてクリアできる

のであるならば、それはこしたことないだろうと。また、観点を別に見ますと、これはま

た次年度以降の予算にも絡んでくるのかと思いますけれども、私も団員でございまして、

消防署とかいろんな絡みの話を聞いておりますけれども、団員の定数の削減、これも非常

に経費的な問題に端を発したということも聞いておりますし、それに増して次に来るのが

各分遣所に今常駐しています職員も順次全部本署に引き揚げると。これは、先ほど署長が

言ったように救急体制、消防体制、４人１組がふくそうした場合には職員が休みをとれな

いような勤務体制になると。そうすると、結論的に言うと、結局お金の話、人件費に絡ん

でくるわけです。だから、その辺の命の問題は、防災、災害についてともう少しきちっと

切り離し、町長も言われるように財政厳しく、退職の不補充はしないと言いながら、やは

り専門職、一般の事務員の課がかわるのではなくて、特に消防職員、運転職だって専門職

でありますので、その辺をきちっと考え、町民の命をどのように考えるのか、この辺をも

う少しきちっと考えて、11月ですか、車検は。先ほど言われたように、もっとやはり立場

をきちっと考え、せめて町民にいろんな負担をかけるのなら、いざ有事、災害のときには

安心してくださいよと、こういう体制をとれるのですよというぐらいの気持ちで、むだと

言ったらちょっと語弊ありますけれども、車両を置いておくことがむだとは私は感じませ

んし、大きく考えたら、防災的なことを考えると、職員が各地域からいなくなってきたと

きの、それで今の署の体制を補充し、対応をとっていくという、そういうような考えにつ

ながっていくとしたら、地域はみんな、いざ有事あった場合、職員もいない、団員だけに

任せて、その団員も今定数削減でどんどん減らされているというか、定数の見直しできて

いるという。本当に災害、いざ有事の場合に我が町は何考えているのかなということに尽

きるわけですけれども、だからその専門職的なところの仕事というのは全く別枠で考え、

また今回の救急車の対応ももう少し慎重に考えればどうかと、こう思いますけれども、考

えをお伺いしたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 先ほど来、退職者の補充はしないという発言が続いておりますけれども、退

職者の補充はしないと発言しておりません。一度もしておりません。退職者すべての分を

補充するわけではありませんよと。計画を立てております。来年は２名です。もう既に公

表しております。退職者がおりますから、来年は２名採用しますと公表しております。完

全不補充ではないということをひとつご理解いただきたいと思います。 

 それから、消防の関係につきましても、当分の間定数を削減すると、消防職員ですね。

将来的には、体制がきちっと整ってくれば、何らかの方法はとっていきたいなと思ってお

ります。だけれども、来年、再来年、定数を削減するという考えでは進んでおりません。

ただ、内部的な移動の中で１名削減という形が現実として出てくる場合もあります。それ
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は、ご存じだと思いますけれども、異動の中で。そういう場合もあるということでありま

す。しかし、将来的にはという考えは持っておりますけれども、近隣の中で消防職員を来

年から１名削減、２名削減という形は考えていないということであります。 

 それから、全般的な話で専門職の運転業務についてはということもありましたし、いろ

んな質問ありましたけれども、職員の体制については将来計画を持って、やはり将来は削

減していかなければならない状況にあると、一般職も含めて。それは、将来的な計画を持

ちながら採用していかなければならないのだろうなと。削減しながら、また採用しながら

進めていかなければならないのだろうなと思っております。 

 それから、15年、なぜ２台残したのだと。そして、なぜ今削減するのだということが一

番の焦点なのだろうなと、こういうふうに思っております。確かに私も15年当初は２台置

くべきだという考えで進めてきたものでございますから、進めてまいりました。そういう

中で、どのぐらいの重複があるのか。20回ほどということの報告は受けておりますけれど

も、それからどのぐらいの転送業務、先ほどから話題になっている転送業務ですね、転送

業務については、今までも私が話ししたのは高規格車でなくてもできるだろうと。４人す

べて乗らなくても転送はできるだろうということも話しているのですけれども、消防は消

防の救急救命士２名体制とかということもあるようでございまして、そういうお話もござ

います。そういう中で進めてきている中で、今回２台体制で高規格車も試用段階だという

説明でございます。救急救命士がすべてそろっていないという形の中では試用段階ですと

いう説明を受けながら進めてきているわけですけれども、この２台体制もこの２年間運用

してきたと。実績と重複と考え合わせながら消防と協議した結果、消防では１台体制でも

町村間の協力の中でやっていけるという判断をしたということでございます。 

 早急に結論づけないで、まだ11月まであるのだからと野村議員からも田村議員からも、

多分岡田議員からもそのような意見なのだろうなと思っております。一応予算上はそうい

う形で進んでおりますということは報告させていただきたいなと思います。しかし、今後

の運用については、消防ともまた十分検討してみたいと思っておりますけれども、やはり

消防の体制をきちっととらなければならないという思いを持っておりますということを

お伝えしておきたいと思います。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 最後に、町長から少し余裕のある言葉いただいたので、私も聞いていて安心

しました。 

 これに直接関連するかどうかというのはちょっとわからないのですけれども、消防とい

うことです。災害対策という観点の中から少しお考えをいただきたいと思いますが、実は

簡単に言ってしまえば携帯電話の使用についてなのですけれども、その区間、円山から活

平、私の住んでいる地域、上浦幌の方なのですけれども、その間ほとんど不感地帯の部分

が多いという中で、やはり防災上の観点からも、私はちょっと考えるべきではないのかな

というふうに考えております。その中で、今これだけＩＴなり、そういう電子機器の進ん
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だ中で、そういうことが生かされないという中では、先ほどからあります防災の観点から、

観音トンネル近辺で何かがあったときには、本当に身動きがとれない状況になります。せ

めてあの近辺だけでも、何かそういった対策をしていただく。土現さん、それから町から

いろいろあると思うのですけれども、その中で今後そういう面をぐんと押していただいて、

やっていただける意思があるのかないのか、ちょっとお聞きしたいなと。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 防災の観点からのＮＴＴの携帯電話の関係でございます。これについて

は、従前からＮＴＴの方にお願いはしているところでございます。 

 実は、日立建機も携帯電話が使えないので、使えれば試験場と向こうの本社と直通で情

報提供できるということなのですが、日立建機の方もある程度の負担をしてやりたいと、

つけてほしいということでＮＴＴ、町と同様にお願いをしている状況にあります。しかし、

今の段階ではＮＴＴ側はあの地点での採算というのはなかなか難しいということで、もう

少し様子を見させてくださいという返事はいただいております。今後も粘り強くまたＮＴ

Ｔの方に要望はしていきたい、このようには考えております。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 もちろん電話会社の設置になると思うのですけれども、本当にこれ防災上か

らいくと、会社の問題ではなくて、やはり国の問題だろうと私は思うのです。こういうと

ころに何らかの形でやっていただかないと、災害が起きてからやればよかったなと、うん

と言っておけばよかったなと、こんなの先ほどの、申しわけありませんが、消防、救急車

と同じ状況になるのです。そういうことでは、今の状況では、このＩＴの時代に絶対あり

得ないことなのです。その中で、やはり僕らとしては受益者と、決して住んでいる人間だ

けが受益者でないと思うのです。逆に言えば、あそこ交通量調査していただければ、どれ

だけの人間が一々とめて、おまえ携帯持っているかと聞いてみたら、恐らく100台中80人

は僕は持っていると思うのです。その人たちがその間自分に何かあったときにどうするの

だと疑問を投げかけられたときに、だれが責任持ってくれるのと。その近くに行けばいい

ではないかと言うのですけれども、このごろ過疎化とか高齢化でみんないないとかなんと

かと多い地区になってきていますので、やっぱりそういう状況も考えて回答いただければ

なと思うのですが。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 携帯電話の不感地帯の関係につきましては、今総務課長お話ししたとおりで

すけれども、町村会としても強く要請しております。私どももそれぞれの陳情の機会ある

のですけれども、その陳情の機会をとらえても話しております。というのは、15年の８月

の台風による大雨、洪水、それから地震の関係もございますけれども、洪水の関係なんか

では、その地点に配置したものとの電話との連絡によって住民避難とか、それから水門の

関係とか、また開発へのポンプ車の要請とか、いろんな連絡事項がございます。そういう

中で、非常に携帯電話は便利だということは実際に感じておりますし、また防犯とか防災、
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いろんな面から携帯電話の有効性というものは本当に感じておりますし、いろんな場面を

とらえて不感地帯の解消というものについて本当に強く要請しております。これからもそ

の要請は続けていきたいと、このように考えております。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、消防費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、10款２項小学校費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、この目は教育委員４

人の報酬等、教育委員会の運営に要する経費でございます。16年度につきましては、定例

会12回、臨時会１回開催しています。 

 ２目事務局費、教育委員会事務局の運営に要する経費です。このうち19節負担金補助及

び交付金245万4,100円のうち194万4,000円は、幕別町にある十勝教育研修センター負担金

で、内訳は運営費78万円、建設分担金に116万4,000円の内容でございます。平成16年度に

は38講座が開かれ、本町からも20人が参加をしております。なお、建設分担金につきまし

ては、平成17年度で償還が終了します。建設費の２％を負担するということになっており

ます。 

 ２項小学校費、１目学校管理費、小学校６校、児童318人、教職員51人に係る学校運営、

それから施設維持費に要する経費でございます。13節委託料、15節工事請負費、17節公有

財産購入費、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、説明資料のと

おりでございます。 

 ２目教育振興費、教育振興のための事業委託や関係団体への事業支援に要する経費でご

ざいます。１節報酬は、浦幌小学校の学校評議員５人分の報酬、８節報償費は浦幌町教育

功績者表彰10人分の内容でございます。13節委託料につきましては、浦幌町教育研究所へ

の委託です。委託の内容につきましては、教材ソフトの共同利用に関する研究、時数集計

ソフトの開発研究、子供の学力分析に対する研究でございます。18節備品購入費、19節負

担金補助及び交付金については、説明資料のとおりでございます。 

 ３目特殊教育振興費、浦幌小学校３学級、厚内小学校１学級、計４学級の特殊学級開設

に要する経費でございます。内訳は、浦幌小学校が知的障害、６年生１人、言語障害、４

年生、６年生各１人、情緒不安定、５年生１人、厚内小学校が知的障害、３年生が１人の

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、説明資料のとおりでござ

います。 

 ４目簡易水泳プール管理費、常室小学校、厚内小学校、上浦幌小学校、上浦幌中央小学

校に設置されております簡易水泳プールの管理運営費でございます。15節工事請負費は、

説明資料のとおりでございます。 

 ５目学校保健費、小中学生及び教職員の健康診断に要する経費でございます。 
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 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、小学校費までの質疑を打ち切らさせていただきま

す。 

 次に、４項幼稚園費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 ３項中学校費、１目学校管理費、中学校３校、生徒217人、教職員36人

に係る学校経営、施設維持に要する経費でございます。このうち７節賃金109万7,425円の

うち93万3,900円は、浦幌中学校１年生のクラスを対象といたしましたＴＴ教員の配置費

用でございます。11節需用費、13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費、19節負担

金補助及び交付金につきましては、説明資料のとおりでございます。 

 ２目教育振興費、中学校の教育振興に要する経費と外国語指導助手配置に要する経費で

ございます。１節報酬につきましては、浦幌中学校に配置しております学校評議員の報酬

と外国語指導助手に関する報酬でございます。 

 ３目特殊教育振興費、厚内中に開設いたしました知的障害、情緒不安定の２学級に要す

る経費でございます。 

 以上です。 

〇松田施設課長 ４目スクールバス管理費、この目はスクールバス直営路線が５路線、そ

れから委託路線が２路線、それから借り上げ路線が１路線、計８路線にかかわる人件費及

び運行管理費の内容でございます。13節委託料で不用額が136万7,083円が不要になってお

りますけれども、委託の入札の執行残に伴うものでございます。 

 以上でございます。 

〇上村保健福祉課長 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、上浦幌、吉野、厚内、浦幌、４

幼稚園児90名の園児及び教諭に要した経費でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、幼稚園費までの質疑を打ち切らさせていただきま

す。 

 次に、５項社会教育費の説明を求めます。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 ５項社会教育費、１目社会教育総務費、社会教育、文化振興及び文化財

保護に要する経費でございます。１節報酬は、社会教育委員、文化賞、スポーツ賞審議会

委員、文化財保護審議会委員の会議費用でございます。８節報償費につきましては、文化

奨励賞３人、スポーツ奨励賞４人、スポーツ最優秀選手賞１人と少年文化賞２人、少年ス

ポーツ賞10人１団体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、説
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明資料のとおりでございます。 

 ２目公民館運営費、中央、上浦幌、吉野、厚内の４公民館の運営と施設維持に要する経

費でございます。１節報酬につきましては、公民館運営審議会委員、公民館運営審議会全

11回の開催費用と公民館長の報酬でございます。13節委託料、15節工事請負費につきまし

ては、説明資料のとおりでございます。 

 ３目博物館費、浦幌町立博物館の運営に要する経費でございます。16年度につきまして

は、299日開館、入館者数が8,889人で、前年比５％の減でございます。事業としては、特

別企画展、小企画展、博物館講座などが開催されました。また、１年間に寄贈を受けた受

贈史料につきましては692点、図書資料として寄贈を受けたものにつきましては375点でご

ざいました。 

 ４目、４公民館で開設をしております高齢者大学の運営経費でございます。あわせて11

月16日開催の４寿大学の開催費用でございます。また、浦幌と厚内と吉野では小学生と寿

大学生の交流会、浦幌ではおばあちゃんの知恵袋という事業もあわせて開催をしておりま

す。 

 ５目青少年教育費、子ども会、青年団体及び青少年道外交流事業に要した経費でござい

ます。子供の自主性や社会性をはぐくむ体験交流事業を軸に、少年リーダー養成講習会を

夏と冬に、ネイパルあしょろを会場にそれぞれ２泊３日で開催いたしております。31人と

27人の参加をいただいております。それから、青少年道外交流事業につきましては、７月

30日から８月２日まで、小学生14人、引率３人で富山県氷見市などで実施をいたしました。 

 ６目家庭教育学級開設費、この目は町内で開設している７家庭教育学級の運営費でござ

います。この事業と連携して、６月18日には家庭教育講演会を、９月28日には親子ふれあ

い劇場を開催しております。 

 ７目図書館管理費、町立図書館の管理運営及び教育文化センターの管理に要する経費で

ございます。図書館の事業実績は説明資料のとおりですけれども、貸し出し人数で平成15

年度より23％減、貸し出し冊数で９％減ということになっています。図書分類では、社会

関連が22％減、地区別では市街地区が21％減でございます。これにつきましては、平成16

年５月から火曜日を休館日として追加したことと、人口の自然減が原因と思われます。図

書館事業として図書館映画会が年50回、お話し会が毎月第２土曜日、その他図書館まつり、

夏休み読書感想文コンクール、夏休み１日司書体験、とかち野草工房講師展などを開催い

たしております。13節委託料につきましては、説明資料のとおりでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ありませんか。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 参考のためにちょっと聞かせていただきたいのですけれども、今の東山の上

にある建物、昔の博物館だと思うのですが、あれは今どのように使われているか、どのよ
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うな価値があるのか教えていただきたいと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 東山にある現在の建物でございますけれども、今の博物館が平成11年12

月にオープンをいたしました。その段階で条例改正が行われ、向こうの博物館については

博物館としては廃止をしております。それで、現在はこちらの博物館の収蔵庫として使用

しております。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 収蔵庫ということは、今現在の博物館で余ったものが入っているということ

なのか、それともサブとして見ることができるのか。庫と言われているから、ちょっと。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 現在の博物館は、教育文化センター内にある収蔵庫というのは大変狭う

ございます。それで、博物館は平成16年度でも692点の寄贈を受けていますので、史料の

数は毎年それだけの数、どんどんふえていくわけです。減るということは絶対ありません

ので、どんどん、どんどんふえていくので、その収蔵場所、置き場所についてはそれなり

の確保をしておかなければならないということになります。それで、東山の旧博物館をそ

ういった形で使用するということで利用させていただいているのと、そのほか町で持って

おります古い建物を借用させていただいて、そこも史料を収蔵するという形をとらさせて

いただいております。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 そこでなのですけれども、今ほかの場所にも古い建物の中に、要するに古い

建物でなければ収蔵ができないものが入っているということですか。例えば新しい建物に

は置くことができないということですか。今の博物館のことを指しているわけではないの

ですけれども、例えば環境改善センターとか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 環境改善センターも使うことが可能かと思います。ただ、平成11年に博

物館オープンしたときは、まだ環境改善センターは使っておりましたので、その当時はそ

ういうことは当然考えなかったわけですけれども、そういう何らかの空き建物、例えば古

い学校ですとか、そういったものも今後検討する価値はあろうかと思います。史料がどん

どん、どんどんふえていきますので、その資料を収蔵するところというのは、博物館の関

係者につきましては一番悩みの種となっているところでございます。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 しつこく言うわけではありません。ただ、私が心配しているのは、そういっ

たものがただの物置化してしまうのではないかと案ずるわけで、ただ、今農村環境改善セ

ンターを使うというのは、経費も、暖房とか何かかかるのかなと思って、そういう収蔵物

については、多少そういうところでも、暖房とか何かなくても僕はある程度耐えられるの

かなという思いをしたものですから。ただ、そういったところで展示の一環として展示さ



 

 51 

れているとすれば、またそれはそれなりに一見の価値があるのかなというふうに感じたも

のですから、その辺でまた少し。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 現実的には、そういう収蔵施設の中では展示するという形はとっており

ません。収蔵ラベルをつけて収蔵していると。ですから、今現在収蔵している史料につい

ては、恐らく旧博物館から新博物館へ移る段階で史料数は大体２万点でした。それを写真

を撮って測定をして、図化をして、個々の史料についての由来、ゆえんを調査してという

作業を毎日やっているわけです。それが旧博物館から２万点をいただいて、さらに毎年500

なり600なりという数字をいただくわけですから、館の関係者はそれの史料整理というの

は日々の仕事ということになっていくわけです。できれば、十分なスペースがあれば、そ

ういったものも収蔵展示という形でやればいいのだろうと思いますけれども、まだそこま

でやれるだけの余裕というのは現実的にはないというふうに言えると思います。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、社会教育費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、６項保健体育費の説明を求めます。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 ６項保健体育費、１目社会体育総務費、社会体育行政の推進及び体育指

導員に要する経費でございます。１節報酬につきましては、体育指導員14人、３回開催の

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、説明資料のとおりでござ

います。 

 ２目社会体育施設費、パークゴルフ場、アイスアリーナ、健康公園、町民球場、町民ス

ケートリンクの維持及び学校開放事業に要する経費でございます。実績を申し上げますと、

パークゴルフ場につきましては179日開催で１万2,738人のご利用がありました。アイスア

リーナにつきましては、10月から２月まで開催いたしまして、9,015人の利用。健康公園

につきましては、５月11日から10月14日までの開設で673人の利用。町民球場につきまし

ては、５月15日から10月17日までの開設で5,401人の利用。町民スケートリンクにつきま

しては、12月25日から２月10日まで3,515人の利用。町民スキー場につきましては、１月

６日から３月10日までの開設で651人の利用。学校開放につきましては、厚内小、上浦幌

小、上浦幌中央小、吉野小、常室小の５校で開設をいたしまして、3,104人の利用でござ

いました。15年度までやっておりました浦幌小学校と浦幌高校につきましては、廃止をい

たしました。 

 ３目総合スポーツセンター管理費、総合スポーツセンターの管理運営に要する経費でご

ざいます。16年度につきましては、個人利用で9,043人、団体利用で２万9,232人、貸し切

り利用で204人、計４万1,631人の利用でございました。前年度比7,509人増の22％増とい

うことになっております。これにつきましては、サッカー及びフットサルの大会の増によ
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るものと考えられます。13節委託料、18節備品購入費につきましては、説明資料のとおり

でございます。 

 ４目スイミングプール管理費、６月５日から９月５日まで78日間の開設になりました。

利用者は6,226人、前年度比７％の減ということになりました。開館期間は約２カ月間短

縮になったための減と考えられます。11節需用費、13節委託料につきましては、説明資料

のとおりでございます。 

 ５目給食センター管理費、学校給食センターの施設維持に要する経費と調理員９人分の

人件費でございます。１節報酬につきましては、給食センター運営委員会10人分の開催費

用でございます。それから、11節需用費、18節備品購入費につきましては、説明資料のと

おりでございます。 

 ６目給食センター運営費、給食センターの運営に要する経費でございます。保育園、幼

稚園、小学校、中学校など14施設に配られる給食の製造費用でございます。学校給食セン

ターの稼働は204日間、14万1,053食をつくりました。内訳は、小、中が12万2,529食、幼

稚園などが１万8,524食でございます。なお、学校給食センターの給食費につきましては、

小学校200円、中学校240円で、平成10年度から据え置きとなっております。 

 ７目給食配送管理費、平成16年度から配送業務形態を変更しまして、１路線につきまし

ては直営、１路線につきましては業務委託ということになっております。13節委託料につ

きましては、説明資料のとおりでございます。 

 以上です。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 ６番、野村議員。 

〇野村議員 アスベストの問題、これ給食センターの運営費にかかわることだと思うので

すけれども、次長、大がまに何かアスベストが使われていて、それが現在商工会に払い下

げられたのか寄贈されたのか、その辺のいきさつその他、私ちょっと詳しく知らないので、

申しわけないのですけれども、それにアスベストが使われているという問題はご存じです

か。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 きのうだったか、報告を受けました。給食センターは昭和58年に建設し

たものですけれども、その段階で古い学校給食センターからの備品を引き継いでいるので

すが、今野村議員がお話しになりました、そのうちのかまの一つにつきましては、古いと

いうことで、この際取りかえようということになったらしいのです。それで、給食センタ

ーに新しいものが入ったのですが、その段階でまだ使えるということで、当時もったいな

いなということがあったのだろうと思いますが、商工会の方に無償ですから払い下げでは

ないですね、差し上げたということがあったようでございます。私が報告を受けているの

は以上です。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 
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〇野村議員 私も正直言ってその程度の報告しか受けていないのです。だから、無償で受

けたと、使えるということで。ただいま商工会青年部でそれを管理していると。そこは問

題ないのです。その段階でアスベストという問題は、全く皆さん、我々も眼中になかった

し、このような形でいろいろ調べてみたら、そういえば商工会に払い下げたというか無償

でやったやつもアスベスト使われているようなことが判明したということで、担当課長、

係長か知りませんけれども、連絡があったと。私もここでどういう内容でどういう質問し

たらいいのかわかりませんけれども、やっぱり人体に影響があるということで今社会問題

になっています。もう既に払い下げてしまった、寄贈してしまったものを、今さら行政が

責任持つということもちょっと問題あるかと思うのですけれども、もとは行政のものであ

って、またそれが判明した段階の対応というか、金銭的な問題は難しいかと思うのですけ

れども、ただそれにアスベスト使われているよと、がちゃんと。言葉が難しいですけれど

も、対応をどうしたらいいかという指導的なものが行政として、もともと行政のものであ

ったやつを寄贈してしまったので、どう判断していいのかと、私も商工会の立場として悩

むのですけれども、何かいい方法はないかと、考え方はないかお伺いしたいと思うのです

けれども。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 最近新聞等に載っているかまというのは、ガスがまです。今回差し上げ

たのは水蒸気のかまだと思うのですが、ほかの学校給食センターなんかからの情報を聞き

ますと、パッキン材で使われている部分だと思うのですが、二重になっているかま構造を

押さえるためにパッキン材として使われているのだろうと思うのです。私それ見ていませ

んので、よくわかりませんけれども、そのパッキン材の部分を、ほかの学校給食センター

と同じようなものをシリコンでとめるというようなことで、飛散しないような方策をとっ

たというようなことは聞いておりますので、そういう方法が一番経費が安くて簡便かなと

いうふうには今のところ考えております。 

〇水沢議長 ６番、野村議員。 

〇野村議員 今さらの問題、これはどこでどうするわけではないけれども、やっぱり大き

な、アスベストというのは健康問題ですので、今次長の言われたことが一番簡便な方法な

のかどうなのか、今後利用度はどうなるか。また、かわりのものを対応とれたというのは、

我々商工会の職員なり担当によく調べさせますけれども、いろんな意味で学校の修理その

他も、いろんな情報その他、特に教育委員会サイドでは相当詳しく調べてありますので、

ひとつ今後のご指導をよろしくお願いしたいということで、お願いします。 

〇水沢議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、保健体育費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、11款公債費の説明を求めます。 

 総務課長。 
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〇山田総務課長 11款公債費、１項公債費、１目元金、２目利子、これにつきましては長

期借入金の元金償還並びに一時借入金の支払利息の内容であります。 

 ３目公債諸費、これにつきましては各機関から借り入れした地方債の銀行に対する登録

債としての支払手数料でございます。 

 以上です。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、公債費の質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、12款災害復旧費から14款予備費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇松田施設課長 12款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目災害応急費、この

目は災害が発生したときの応急工事を予定しておりましたけれども、昨年は災害がない平

穏無事の年で、工事関係の支出はありませんでしたが、災害復旧促進協会の負担金のみの

支出の内容となっております。 

 ２目過年災害復旧費、平成14年発生の災害、河川１カ所、平成15年災、河川１カ所、道

路１カ所、計３カ所を実施した内容でございます。 

 ３目現年発生補助災害復旧費、平成15年災の繰り越しで河川１カ所、道路５カ所を実施

した内容で、一昨年８月の台風10号、それから９月の十勝沖地震関係の災害復旧工事はこ

れですべて完了となっております。 

 以上でございます。 

〇中川産業課長 ２款農業用施設災害復旧費、１目災害応急費、これも公共災害と一緒で

ございまして、農業用の災害が出たときに対応できる応急費でございます。応急費の中で

使用料及び賃借料については、説明資料のとおりでございます。 

 ２目過年災害復旧費につきましては、若干工事請負費でかかっております。これにつき

ましては、説明資料のとおりでございます。 

〇山田総務課長 13款諸支出金、１項過年度支出金、１目過年度支出金、これについては

補助金等の精算に伴う返還金の内容でございます。 

 14款１項１目予備費、これについては予備費の内容でございます。 

 以上です。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、予備費までの質疑を打ち切らさせていただきます。 

 以上で歳出の質疑は終わりましたが、質疑漏れのある方は後ほど全体を通じて質疑を受

けますので、そのときにお願いをいたします。 

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

んか。 
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（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時５１分  休憩 

午後 ４時１０分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、歳入の審議に入ります。 

 初めに、１款町税から８款交通安全対策特別交付金までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 それでは、５ページをお開き願います。１款町税、１項町民税につきま

しては、収納率で現年度分99.2％、滞納繰り越し分15.5％で、合計で97.6％であり、平成

15年度決算と比較しますと、合計の収納率で0.5％の減、収納額では2,217万9,000円の減

でございます。要因といたしましては、平成15年分農業所得の落ち込みと給与所得の減少

により課税額が減少したことによるものと思われます。不納欠損処分は４個人、収入未済

者は実人員76個人、４法人の内容でございます。また、法人町民税は法人数145法人に係

るもので、収入未済者は２法人でございます。 

 ２項固定資産税につきましては、１目固定資産税の収納率は現年度分99.2％、滞納繰り

越し分11.2％、合計で96.7％であり、平成15年度決算と比較しますと、合計の収納率で

0.4％の減、金額では383万8,000円の増加でございました。不納欠損処分は３個人、収入

未済者は実人員63個人、２法人の内容でございました。 

 ３項軽自動車税につきましては、原動機付自転車初め10車種、2,980台に係るもので、

収納率は現年度分99.5％、滞納繰り越し分42.3％、合計で99.4％であり、平成15年度決算

と比較しますと、合計の収納率で0.4％の減、金額では９万9,000円の増加でございました。 

 ４項町たばこ税につきましては、収納率は100％ですが、平成15年度決算と比較します

と、収納額では66万9,000円の減でございました。 

 ５項入湯税につきましては、収納率は100％ですが、平成15年度決算と比較しますと、

収納額では14万6,000円の減でございました。 

 ここで一般会計決算説明資料１ページの一般会計歳入実績について、ご訂正をお願いし

たいところがありますので、よろしくお願いいたします。 

 科目欄中、６項入湯税となっておりますが、５項入湯税の誤りにつき、大変申しわけご

ざいませんが、ご訂正をお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇山田総務課長 ５ページの２款地方譲与税から８款、６ページでございますが、交通安

全対策特別交付金までにつきましては、成果報告書の中で申し上げましたので、説明は省
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略させていただきます。なお、この目につきましては、発生したものが即収入済みとなり

ますので、収入未済額は発生いたしませんので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、交通安全対策特別交付金までの質疑を打ち切らさ

せていただきます。 

 次に、18款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 ７ページをお開きください。９款の分担金及び負担金の１項分担金、１

目農林水産業費分担金、これにつきましては２節の農業費分担金滞納繰り越し分が１件ご

ざいます。これは、栄穂地区畑総事業の内容でございます。 

 次に、２項の負担金、１目民生費負担金、これについては２節と３節で認可保育所１件、

学童保育所１件の未済の内容でございます。 

 次に、３目の農林水産業費負担金、これにつきましては稲穂地区国営事業で６戸の未済

が発生しております。 

 また、４目の教育費負担金で給食費９名、給食費負担金の滞納繰り越し分で21名の収入

未済がございます。 

 次に、10款使用料及び手数料の１項の使用料の関係でございます。これについては、次

のページの８ページですが、５目の土木使用料、これにつきましては１節の公営住宅使用

料から５節の住宅使用料滞納繰り越し分まで、それぞれ44件の未済が発生しております。 

 また、６目教育使用料、これについても浦幌幼稚園１件の内容でございます。 

 次に、２項の手数料で２目衛生手数料、２節の清掃手数料でごみ処理手数料１件の未済

が発生しております。 

 次のページをお開きください。11款国庫支出金から12款道支出金までは特別説明するこ

とがございません。これについても未済が発生しないシステムになっております。 

 次に、11ページをお開きください。11ページの13款財産収入、１項財産運用収入、１目

財産貸付収入でございますが、これについては土地建物貸付収入１件の未済がございます。

これについては、厚内地区の雑種家屋使用料の３カ月分の未済でございます。 

 次に、12ページの方に移りまして、14款寄附金から16款繰入金までについては、特に説

明がございません。 

 次に、17款諸収入の関係では、次の13ページをお開きください。３項貸付金元利収入、

２目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入、これについては１節から２節のウタリ住宅の元

利収入並びに滞納繰り越し分でそれぞれ１件の滞納繰り越しがございます。 

 次に、４項受託事業収入、１目農業費受託事業収入、これにつきましては平和地区の畜

産基地再編総合整備事業で１件の未済がございます。 
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 次に、18款町債については、特に説明することがございません。 

 以上であります。よろしくご審議願います。 

〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、18款町債までの質疑を終わります。 

 暫時休憩をいたします。 

 

午後 ４時１９分  休憩 

午後 ４時２０分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 歳出を含め、一般会計全体を通じて質疑を受けたいと思います。質疑ありませんか。 

 10番、田村議員。 

〇田村議員 38ページの河川管理費のところでお伺いしたいと思います。先ほど説明にご

ざいまして、町河川、かなりの距離があるのかなというふうに感じてございますけれども、

先般の台風14号、予想もつかない1,300ミリなんていう雨をもたらし、また偶然にも浦幌

は百四、五十ミリだったのかなということで、大変災害に至らずよかったなというふうに

思ってございますけれども、どうもこのごろ気になるのが町河川の河川敷に柳が生えてい

る、あの状況を見ると、あの柳の木も成長が早いものですから、かなり大きいものまであ

る。そして、雨降るたびに欠損した部分の根がめくられながら川の中に入っているという

ような状況が散見されることは承知のとおりだと思いますけれども、そういう中では町河

川のもう少し管理をしておかなければ、災害が起きたときには手おくれになるのではなか

ろうかなというふうに考えてございますけれども、その河川の手入れというか、その辺の

考え方、いかがな方法を将来に向けて考えているのか。それは、そのまま野放しにしてお

いて、災害が起きたときに国の方から災害復旧費で賄うから、それを待つのか。それとも、

自分たちで災害を未然に防ぐためにやろうとする考え方があるのか。考え方だけちょっと

聞かせていただきたいと思います。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 先ほど申し上げたとおり、普通河川、浦幌町で215カ所ということで、

数が膨大で、限られた予算で管理をしていくという中身では、非常に護岸決壊とか、そう

いう場合の方に主に予算を使っているということでございます。 

 柳につきましては、災害が発生する場合と、逆に根を張って護岸を守っていく、二つの

要素があって、切ればいいというものでもないと。だけれども、管理的に河川に影響があ

るような場合については、伐採ということもしていかなければならないということでござ

います。今まで柳の木の伐採については、一部河川改修等終わって護岸等を張って、そこ

から柳が生えてきて、河川の流れを疎外するというような河川については、地域からの要
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望等を踏まえながら伐採をして管理をしているところでございますけれども、普通河川す

べてについて年次計画で伐採ということは非常に至難なわざということで、その河川の状

況等を見ながら、河川管理上どうしても切らないとだめなものにについては今後伐採をし

ていくという考えでございます。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 ここ数年の間に危険というか、災害に、水に支障を来すという判断をして伐

採をし、手入れをした箇所、地域名をちょっと教えていただきたいなというふうに思いま

すし、柳が災害を守るという観点というのは、言われるとおりだなというふうに思ってご

ざいますけれども、川の中にずっと倒れ込んでいる状況下の中で、それらも災害を守るな

んていうことは到底考えられないので、今数年の間で、記憶がある部分でよろしいですか

ら、どこの地区の何カ所ぐらい町河川の手入れをされたか、できたら教えていただきたい

し、後からでも結構です。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇松田施設課長 私は、今年の４月から来たのですけれども、私が知っている限りでは、

恩根内川の河川の柳の木を伐採した１件ですけれども、非常に少ないのですけれども、そ

ういう箇所がります。 

（「過去10年間でそれしかないの、記憶しているのは」の声あり） 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 過去10年ぐらいの間では、稲穂地区のフルマントンベツ川で、それは地域の

人と共同で河川の木を伐採しております。それから、富川地区で、多分ポン仁生川だと思

ったのですが、その地区でも川幅にいっぱい生えているということで、そのときも地域の

方と冬、伐採をしております。それから、あと小規模ですけれども、その都度言われたと

ころは、その地域の方と共同でやって、普通の賃金の半額程度のことで地域の方にお手伝

いいただいて、あと木の処分については町の方で処分しております。 

〇水沢議長 12番、森議員。 

〇森議員 ８ページにあります衛生手数料ですが、清掃手数料で収入未済額が5,820円と、

わずかな金額ですが、これについて説明願いたいと思います。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 今お尋ねのあった収入未済額5,820円につきましては、統太にあります

一般廃棄物処理場における持ち込みのごみに係る処理手数料でございます。この処理手数

料につきましては、本来は現金納付が原則でございます。本来的には未納が発生するとい

うことはないわけですが、事業者の部分につきましては１カ月分をまとめて納付していた

だくと、納付書によって納付していただくという形なのですが、この１件につきましては

本人にかわって収集し、運搬して処理を行ったものでございまして、本人のところへは納

付書を送っておりまして、それが納付されないで残ってしまったと。わかった時点で督促

をしたわけですが、出納閉鎖の５月31日までには収入として納めていただけませんでした
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が、８月15日に納めていただきまして、現在は完納されております。 

 以上です。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 先ほどは本当に自分の方も消防団員でいながら、何か興奮してしまって、と

んでもない方に話が行ってしまって、大変申しわけないなと、そんな感じをしています。 

 先ほどのことで、本当に私からもお願いをするところでございますけれども、非常に今

町の財政等は逼迫して、町民の皆様方にも非常に無理を申し上げながら今町の財政を含め

て町民に負担をかけているということは、皆さんご存じのとおりかなと思います。 

 そういう中で、本当に救急業務、これ私たちも含めて欠かすことのできないことかなと

いう感じもしているわけですけれども、署長にお願いなのですけれども、職員の方に何と

か協力をしていただいて、２台体制をできないのかなという。町民を代表して、何とか署

長にお願いをしたい、そういうふうに思っていますし、そういう協力体制ができれば、町

民の皆様も本当に消防署も頑張っているのだなというのがわかっていただけるのではな

いかなと。そしてまた、町民のニーズにもこたえていただけるのでないかなと思いますの

で、そういう意味も含めまして、再度検討していただければ本当にありがたいなというよ

うな、そういう感じしていますので、町民を代表してお願いをいたしますので、十分協議

をしていただきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 消防署長。 

〇山本浦幌消防署長 先ほどお話をしてございませんけれども、この高規格救急車が導入

された時点で古い救急車を残すという、その経過の中でいろいろ岡田議員もご案内のとお

りだと思います。そんな中で、私15年度に署長になりまして、前署長から引き継ぎを受け

た段階でそのお話も聞きながら、改めまして、恐らくは今後ずっと続くわけでないだろう

から、当初は２年前の車検までということでのお話だったかと思いますけれども、何とか

町民のためということで頑張ってやろうではないかということで前署長からの引き継ぎ

もございましたし、そんな中で意を新たに職員にお願いをした経過もございますし、昨今、

先月でしたか、釧路市内で救急車と乗用車が交差点で事故を起こしたというようなことで、

この辺につきましても再度職員に徹底をしたところでございます。そんな中で、本当に無

理に無理をかけて勤務をさせているというのが今の実態でございます。幸いに火災の発生

もおかげさまで少ないという中で何とか対応をしてこれたかなと、こんなふうにも思って

おります。 

 岡田議員の言われること、私も十分理解はできるのですけれども、職員体制が整ってい

ないからといって119の通報が入りまして、20分も30分も現場に到着するのがおくれると

いうようなことが絶対あってはならないことなわけです。先ほど申し上げましたように、

桜町、新町の比較的署に近い待機宿舎におります職員を極力集めてやっているわけですけ

れども、非常に無理に無理をかけているというようなことで、こんなことでまた帯広へ向

かう時点で交通事故でも起こされたら大変かなというような危機感も持っております。そ
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んな状況の中で、おかげさまでこの２年間、そういうような事故もなく過ごしてきたとい

うのは、職員の不断の真剣さのあらわれかなと、このようにも思っております。先ほど来

申し上げておりますように、やはり事故など起きたら大変なことになります。そういう中

で、１台体制というようなことで、何とかご理解を願いたいと、こんなふうに思っており

ます。 

 以上です。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 もう一言、本当にお願いしかできないのですが、無理だという署長のお話で

すので、ちょっと残念だなという感じはしているわけですけれども、署長の言われるのは

重々、立場として十分私もわかっていますし、その辺も含めて何とか検討いただきたいな

ということをお願い申し上げまして、私のお話を終わらせていただきたいなと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 最後の中で何とかご検討いただけないかということの再質問だと思います。

その中で、やはり今署長が答えているように、消防署の体制が対応できるのかどうかとい

うことが大事なことだろうなと思っております。署長とも十分話をしながら、また職員と

もその体制がどうなのかということを話をしながら、結果的には１台か２台かということ

は今申し上げられませんけれども、検討するということは約束させていただきたいなとい

うように考えております。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 台風14号の今回の関連について確認とお願いをしておきたいと思うのです

が、既に町長も現地からの声はお聞きになっておられるかもしれません。実は、今回の雨

によりまして、朝日地区の排水機場の排水に関して、現地の方が堤内排水の排水路の樋門

を締めたことによって、急激に旧浦幌川の水位が上がったと。既にそちらの理事者の皆さ

んご承知のように、河川の基準で２メーター80で排水指導ということになっているようで

すが、実は国営農地防災事業の非受益農家の朝日地区の方々との協議によって、養老の樋

門の拡幅が完了するまで２メーター30で河川管理の了解も得て排水指導するということ

の確認はされていると思います。そうした中で、今回２メーター30の基準にほぼ達すると

いうので私もいたわけですが、堤内排水の目盛りとの多少の誤差はあるようであります。

しかし、ほぼ２メーター30の時点で、この了解事項が池田の河川、治水関係の所長がかわ

ったということで承知をしておらなかったということで、現地の方が心配されて、いろい

ろ問答があったということの報告を受けております。災害のことですから、開発も緊急時

の連絡は当然とれるようになっていると思いますし、今回幸いにして掌握していなかった

所長ではなく、役職は副長というのでしょうか、方の連絡で辛うじてぎりぎりのところで

２機の排水機場の排水を実施していただいたというような状況になっております。私も現

地で、そのことを確認してまいりましたが、これは町が直接手落ちがあったということで

はないのですが、しかし災害時の現場においてこのような混乱といいますか、朝日地区の
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皆さんには非常にこの国営農地防災事業の推進に当たって、町にもご苦労いただいて、同

意を得て今順調に進められる段階に入って、非常にいい状況で事業の推進をされていると

いう状況ですから、このようなことでまた現地の方々にご迷惑をかけることのないように、

担当者がかわっても十分実態の把握ができるように、町も名刺の交換だけではなくて対応

をしていただくべき事項かなと。私も現地にいて、地元の人間がそこで番をしなかったら

動くかどうかわからないという状況の中での対応はうまくないかなと。既に夜の時点で、

100ミリ程度の時点で発電機も来ておりまして、クレーン車も来ておりました。朝の時点

では発電機も台数ふえておりまして、待機はしていたのですが、動かないことには始まら

ないわけですから、その辺の対応を今後とも含めて十分な開発、治水の関係と農地の関係

の横の連絡といいますか、そのことに町もご苦労いただきたいということをお願いしたい

わけです。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 今の杉江議員の関係ですが、朝日の排水機場につきましては、池田の開発の

河川事務所が担当ということでやっております。業者に全面委託ということで、水位が先

ほど言われたように２メーター30を超えると作動するということでやっているそうです

が、いろいろ担当の方とか所長もかわられたということもございますが、その点について

も今後地域とも協議しながら、そういう水位になったときには、やはりすぐでも作動して

もらうということで、今後ともまた池田の河川事務所の方に持っていきたいと思っており

ます。この緊急排水のポンプについては、十勝太地区にも１基ございます。町の職員が十

勝太地区については、もう排水の管の穴が見えなくなるので、すぐ河川事務所の方に言っ

てほしいということで、ここの地元の業者が管理していますので、地元の業者にも話しし

て、その対応はしております。それで、今後ともそういうことで地元の管理している住民

の方とも協議しながら、その辺については河川事務所にも話ししていきたいと思っており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほども申し上げましたけれども、すぐ近くに朝日太の町が設置している排

水機については、農家の方が委託を受けて、夜住民においての番をしているというような

状況で、かえってそこの方が安心して見ていられるぞというふうな地域の声もございます

から、行政から預かっている施設がこのようにして地域の方が心配しながらいるようでは

やっぱり困るということで、十分な対応をお願いしたいということで終わらせていただき

ます。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 吉野のゲートボール場、先般広報で売却の募集しておりましたよね。あれは、

もう売却が終わったのだろうか、それともまだなのかなという点、まずお伺いしたい。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 町有財産の関係の売却につきましては、第１回目で、以前８月４日まで
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ということで公募しておりました。このときには応募がありませんでしたので、価格を約

100万ほど下げまして再度募集をしております。その募集期日が今月の15日までとなって

おりますので、それまでに入札に参加する方については役場の方に届けてもらうように広

報紙を通じて周知しております。今後もし応募があれば、16日以降に入札したいというよ

うに考えております。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 もう一度、財産のあれで使わないものについては売却という、これ僕は結構

だと思うのですけれども、例えば先ほどちらっと一般質問の中で申し上げたのですけれど

も、ああいう建物というのは割とこれからいろんな起業家とかなんとかやる方にとっては

すごく重要な施設なのかなと思っている。募集してもいない、例えば一般の方があれをお

買い上げいただくということになっても、相当の地域の方だとか、そういうことに精通し

た方でないとなかなかお買い上げいただけないのかなという思いがあります。そういう中

で、例えばあれをそういう起業家とか言われる人たちにもし使いませんかとか、そういう

募集というのは、逆にしてみた方がよかったのではないかなと思うのですけれども、これ

売れてしまったら私の言っていることが無意味といいますか、むだになってしまうのです

けれども、もし売却がない場合、そういう観点からもう一度一考されたらいかがかなと思

うのですけれども。仮にでも結構です。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 町有財産、不要になったものについては、極力売り払いをしていくとい

う方針で今進めております。ただ、厚内や吉野のゲートボール場につきましては、ただい

ま広報等で入札の案内はしております。その段階でなければ、また次の利用方法も当然考

えなければならないと思いますし、ただ個人には貸せられませんので、その時点において

はまた広報等を通じて募集をして、そして適当な方に貸し付けるという方向も考えてはい

ます。ただ、あそこ、ほうっておくと維持管理もかかりますので、極力だれかに使っても

らうのが一番の方法かなというふうには考えております。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 33ページ、地籍調査、ちょっとこれ聞いておきたいと思います。特に町が払

い下げした土地が、課長は聞いていると思います。かなり食い違っている、境界がです。

それで、この間もちょっと電話もらいまして、終わったら、浦幌町が介入してちゃんとし

てくれるのだろうと、そう待っている人もおります。浦幌町が払い下げした土地ですから、

個人売買でないと。そういう中ですから、終わった時点ではっきりした場所があると。境

界のくいも入れたものですから、なおさらその境界がはっきりしてしまう。そういうこと

でありまして、今調査が全部終わった時点で行政の方ではっきりしてくれるのだ、どうな

のですか、これ。実際そういうの聞いていますか。その点ちょっと聞いておきたいと思い

ます。 

〇水沢議長 施設課長。 
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〇松田施設課長 昔国有地で町が中に入って、町有地にして払い下げをしたという経過の

土地があります。町有地を払い下げての測量というのですか、それについては非常に大昔

で、30年ぐらいから20年前ですか、昔の話で、そのときの国有地を町有地にもらって、そ

れをその地先の人に払い下げするに当たっては、当時隣同士の境界を確認の上、測量して、

境界はここでいいですかというような中身で分筆登記をして払い下げをしたというよう

な形になっておりまして、それで今回地籍調査で新たにその境界が若干ずれていることが

判明した中身で、当時の払い下げのときの立ち会った人と、今現在現地と地籍のあれが合

わないぞという人との違いが今回申し立てがありまして、その辺の調整を今地籍簿を通し

ながら調整しているところですけれども、いずれにいたしましても昔払い下げをしたとき

に隣との境界をこういうふうにしていいですかという中身で当時測量し、それをもとに分

筆したという経過がありますので、その後の地籍での一部については、それはそれなりの、

今ほかの払い下げていない一般の個人の住宅も若干ずれているところもありますし、町道

もずれているところがあります。そういう中身については、現地と図上との調整をしなが

ら何とかうまくまとめて解決していきたいなというふうに今考えております。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 私も実際見てみましたけれども、測量しないで終わったのです。そういう箇

所があるのです。ですから、当時浦幌町が払い下げしたのですから、恐らく書くのは何と

もなかったと思うのです。昔の機械、今の機械、かなり差が出ているのです。そういうこ

ともありますし、前の議会でも私言いましたけれども、何とか穏便に、円満に解決してほ

しいと、私はそう思っているのです。ですから、実際に今度はあなたの土地はここからこ

こまでですよと。その境界に相手のうちが入ってきている、これ実際問題として。ですか

ら、今課長言われたように、お互い立ち会ってうち建てていますから、そうでない人もい

るのです。ですから、そういう人方にうまく何とか解決してほしいと。何件かは、今行政

が売った土地ですから、ちゃんと処理してくれるだろうと、そういう期待を持っているも

のですから、その点ひとつよろしく、円満にお願いしておきたいと思います。よろしくお

願いいたします。そういうように伝えておきます。 

〇水沢議長 ほか質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、これで一般会計の質疑を打ち切らさせていただき

ます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第１号を採決いたします。 

 認定第１号について、原案のとおり認定することに賛成の方は起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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〇水沢議長 起立多数であります。 

 よって、認定第１号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇水沢議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これで散会いたします。 

 再開は、明日午前10時といたします。 

散会 午後 ４時５４分 

 


