
 

 1 
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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。 

 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。 

 本日の議事については、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 認定第１号 

〇水沢議長 日程第１、認定第１号 平成17年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

 昨日の11日に引き続き審議を行います。 

 ５款労働費の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 29ページをお開きいただきたいと思います。５款労働費、１項労働諸費、

１目労働諸費、この科目につきましては労働対策及び職業病対策に係る予算でございます。

19節の負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料15ページに記載のとおりであり

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、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４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。 

〇河村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

は農業委員の活動経費及び農業者年金の業務委託に係る経費を計上したものでございます。

農業委員15名につきましては、７月に改選が行われ、総会を毎月12回、農用地利用調整会

議を15回、権利者調整委員会を15回開催してございます。それから、農業者年金の業務委

託に係る面でございますけれども、年度末、18年３月31日現在、年金加入者は207名、年金

受給者は298名でございまして、当該年度に新規加入された方は２名という実績になってご

ざいます。 

 以上です。 

〇中川産業課長 ２目農業総務費、この科目につきましては人件費並びに各種関係機関へ

の負担金等の予算でございます。内容等については、特に説明することはありません。 

 それから、３目農業振興費、この科目につきましては農業振興対策に係る予算でござい

ます。１の報酬につきましては、農業振興対策委員19名の委員報酬でございます。それか

ら、13節の委託料につきましては、農業拠点施設の浄化槽保守点検の委託料でございます。
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19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料15ページの記載のとおりでござい

ます。 

 以上でございます。 

〇田中上浦幌支所長 ４目農業団地センター管理費、平成17年度の農業団地センターの利

用状況でございますが、総計、延べ利用団体268団体、3,309人が利用してございます。内

容的には、特に説明する事項はございません。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりました。質疑ありませんか。 

 10番、田村議員。 

〇田村議員 15ページの農業振興費の方で17年で心土破砕、小規模暗渠等の補助事業を打

ち切ったという中で、助成が終わったということで、今年のこういうような冷害年を迎え、

大変な思いをしたわけでございますけれども、また町長を初めとする理事者側の皆さん方

のおかげで新たにまたその心土破砕、小規模暗渠、床ざらえ等について道の補助金を受け

ながら、またやっていただくというようなことになったわけでございますけれども、その

ことについては深くお礼を申し上げたいなというふうに思いますけれども、災害は忘れた

ころにやってくるというようなことで、見通しに甘さがあったかなと。いかに財政が苦し

いといえども、基本的なやらなければならないことは、生産につながることはやっぱりや

らなければいけないのだということをそれぞれの中で自覚されたのでなかろうかなという

ふうにも思うところでございますけれども、きのうのテレビでも出てきたのですけれども、

農業改良普及所が先頭に立って十勝管内の作況について調査をするというようなことで、

管内で立ち上がったというようなことで、テレビの報道ではその中で特に浦幌町の冷湿害

については大変なものがあるというようなことで、浦幌に作況調査に入るということでテ

レビで報道をされたということを踏まえた中で、先般同僚議員から今浦幌町冷湿害の連絡

会議が立ち上げられて検討しているという中で、冷害対策本部設置については、これは今

まで農林大臣を初め各道議の先生方がこの浦幌町に来て、それぞれの状況を見、掌握をし

ていただいた中で、これは言うまでもなく早く浦幌町がこのような状況だということでそ

れぞれが危機感を感じながら手を挙げたおかげでなかろうかなというふうに思ってござい

ますけれども、そんな中で先般の同僚議員の一般質問で対策本部の設置はどうなのだとい

うことであれば、今このような状況の中で状況をもう少し見てからというようなことで答

弁があったように思いますけれども、そのことは僕は今になってもう少し状況を見ること

が本当に正しいのか、農業改良普及所、農林省管轄の中で浦幌町はひどいよということを

言っている、またそういう早くやったおかげで農林大臣を初め道議の先生方もおいでにな

って状況を把握しているということを踏まえたら、それぞれの中で今の横断品目の標準値

をとるときに、なかなか答弁では余り急がない方がいいとかなんとかというような答弁も

ちらほらと言ってございますけれども、僕はそういう問題でないと。 

 早く対策本部を設置することによって、そのことの平均値をとるのに18年を外すか外さ
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ないかということは、これは一日でも早く対策本部を設置した方がいい。全体的に見て、

根菜類、芋、ビート、金時類については、恐らくやもう完全に20％、30％も減収する見込

みで、小豆だけが今状況を見た中で霜でも遅ければ平年作にいくのでなかろうかというよ

うな考え方が出てきたばかりにこの対策本部の設置がおくれるということは、横断品目の

標準値の３年間のやつをとる中では、僕は遅いより早い方がいいのでなかろうかな。それ

は、農林省や道に対して、支庁に対しての圧力でも何でもなく、実質的にそれを設置した

というだけでこちらから要望する値の何倍もの値があるのでなかろうかなというふうに判

断をするのですけれども、もう少しその連絡会議の中でも恐らく先頭に立っておられる方

も、課長だったかなと思いますけれども、その点を踏まえれば、僕はそんな状況なんか判

断するよりも、早急にこのことについては対策本部を設置していただきたいと。全体的に

見れば、僕は20％どころでなく30％の減収の被害が出るであろうというように判断します

けれども、いや違うよ、10％ぐらいだよという判断なのか、20％だよという判断なのか、

その辺もよく踏まえて、課長の見ている目、町長、助役の見ている目というのを状況を踏

まえて、僕は早く設置していだきたいと。何とかきょうここで町長、助役、課長から設置

いたしますというぐらいのご意見をちょうだいした方が、僕は浦幌の町に対する、農産物

に対する、農業に対する側の対応が整備されるのでなかろうかなというふうに思いますけ

れども、その辺いかがお考えですか。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 事務局サイドからお答えをしたいと思いますけれども、今田村議員がお

っしゃいますように、状況的には浦幌については非常に厳しいということが言われており

ますし、そのとおりだと思います。それで、今連絡会議を事務局サイドでつくっておりま

して、その中で被害状況なり作況を見てきております。おっしゃいますように、特にひど

いのがジャガイモ、それから豆類がひどいと。それとあわせまして、ビート、これも非常

に減収が見込まれるという中で、町といたしましては今の全道的な状況からいきますと、

災害の認定を受けるということは非常に難しいと。一町だけで受けるということは国、道

の指定は難しいという状況の中で、浦幌町として最大限何ができるかということを内部検

討した結果、先ほどおっしゃいましたような暗渠、明渠、心破、これを含めた基盤整備を

やるのが来年からに向けても一番大切なことだろうし、早急にやらなければならないだろ

うということで、その方向性で進みたい。あとは、対策本部の関係につきましては、やっ

ぱり収穫を見た中で最終的な判断をさせてもらうのが一番いいのではないかと。それから、

品目横断的対策につきましても、中川農林水産大臣や、それから農水省の担当係長も現況

を見ておりまして、浦幌の状況は十分に把握をしていただいていますし、それについての

対策も考えたいということで前向きな返答をいただいていますので、それについても一部

情報では何らかの対策を農水省では考えていただいているという方向性ですので、災害認

定のない中で対策本部をつくるのはどうかということでただいま検討中でございますので、

今の段階では連絡会議の中でもう少し状況を見ながら最終判断をしたいということで進ん
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でおります。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 課長、言われることはよくわかるのですけれども、浦幌町がこのような状況

で大変だということを一番初めに手を挙げたのです。そして、それぞれ皆さん、関係機関、

諸団体を集めた中で本当にひどいのだということで、それに農林大臣を初めとしてそうい

うような経過になったと。状況を把握してもらったという中では、急いで浦幌町がこうい

うことをしたとかしないとかと、そういうことについては本当に感謝申し上げているのだ

けれども、横断品目の中で標準値をとるのに一番初めに手を挙げた浦幌が、もしもこれが

大樹町だとか、ほかの町村から手が挙がったとしたら、浦幌は一番初めにこういう状況だ

ということで手を挙げたのに、浦幌は大樹より遅いということは、それは浦幌は作況を持

ち直したのでないかという誤解を招くのではなかろうかなと。それを底辺で騒ぐから、そ

れから激甚指定、災害指定を受けれるからということで言っているのでないのです。災害

指定を受けれないこと、１町村で恐らく受けれないだろうということは、そんなの百も承

知の上なのですけれども、そういうことでなく、今横断品目の３年間の標準値をとるため

に農林省も一生懸命やってもらっている中で、浦幌町は本当にひどかったのだ、対策本部

を設置したぞという姿勢を見せる方が、100回口で言うよりも、その設置した方がいいので

なかろうかということをお聞きしているのであって、国の指定を受けれとか、国の指定を

受けたいのだとかという意味で言っているのでなく、僕は一番初めに十勝管内で手を挙げ

たのだから、それを今ほかの町村が冷湿害で対策本部を立てる前に、浦幌町は20％も30％

もの減収だということはもう十分わかっているのですから、早くその本部を立ち上げた方

がいいのでないのですかと、僕は上げるべきだということを言っているのですけれども、

その辺理解していただきたいのだけれども。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 今お尋ねの関係でございますけれども、先日農協とこの冷害対策ということ

で浦幌町の施策をどのような形に持っていくかということを協議させていただきました。

その後、また十勝支庁に要請してきたわけですけれども、農協と協議した中で、この冷害

対策本部の設置というものについても協議をさせていただいております。その中で、やは

りお互いに合意点を見出しながらこの対策を考えましょうということで協議を行っている

ところでございます。 

 品目横断にどのような形で影響を及ぼすのかどうかということは、なかなかはかり知れ

ないわけでありますけれども、現在の対策連絡会議の中で、今の冷害対策に対する町内で

の必要な措置というものについては、それぞれ鋭意努力をしているということでお互いの

農協との認識は一致しております。ただ、品目横断にどのような影響を与えるかというこ

とは、そこまではなかなかはかり知れないものがあるのでないかなと思っております。 

 それで、現在の品目横断の進行状況はどうかということで、私どもも非常に気にしてい

るところです。十勝支庁に行った際も、現在の進行状況はどういう状況ですかと。また、
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道議会議員にお会いするたびに進行状況はどうですかということをお聞きしております。

今内々入った予想の中では、農林水産省と北農中央会が最後の詰めをしております。です

から、行政機関よりも北農中央会関係、農業協同組合関係の方が情報は早いでしょうとい

う説明でございました。私どもも浦幌農協と連絡を密にしながら、この関係については要

請をしていかなければならないと思っております。 

 ただ、この対策はとるということで、対策の方法について協議しているということであ

ります。対策はとるということです。ただ、その対策をどのような形でとるのかというこ

とで最後の詰めをしているということの情報が入っております。私どもとしては、地域指

定といいますか、浦幌町全体を除外していただければというふうに要望しているわけでご

ざいますけれども、その方向性がどのような形になるかということはまだ詳細は入ってお

りません。冷害対策本部の設置については、やはり関係機関と十分協議をしながら、そし

てお互いの一致点を見出しながら進めさせていただきたいと、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いたします。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 町長、言っていることはよくわかるのですけれども、品目横断的な中で標準

値がどういう影響を与えるかということは、町長は十分わかっておられるだろうと思うけ

れども、18、17、16年度の３年間の標準値をとられると、今年の数字がそれに入ると、浦

幌町の全体的な３年間のトータルの中でもどれだけ政府から、国から補償される金額が減

るかということは、これは浦幌町の農業振興のためにも恐ろしい数字になるのでなかろう

かなと。本当に浦幌町の農業の根幹を揺るがすぐらいの問題でなかろうかなというふうに

とらえてございますけれども、内容が十分理解されていないものですから、町長も何言っ

ているのだというふうな軽い気持ちでいるかもしれないけれども、実際的に３年の標準値、

今年の20％、30％の減収した標準値を中に入れられるということはどういうことかという

こと、もう少し真剣に考えていただきたいなと。だから、それがために100回農林省に行っ

たり役人に言ったりすることよりも、対策本部を本当に浦幌は大変なのだということで設

置するだけの方が僕は効果はあるのだよということを言っているのだけれども、いや、違

うと言われればそれまでですけれども、そういう状況でなかろうかなと。この浦幌200戸以

上の農家の方が本当に路頭に迷うかもしれない。町長は大して農業に関心ないのかもしれ

ないけれども、本当に根幹から浦幌の農業を揺るがすと思いますので、その辺ちょっと再

度心していただきたいと思うし、今同僚議員からも出てくると思いますけれども、これは

絶対に設置するべき、早急に設置した方が僕はいいのでなかろうかなというふうに思って

ございますので、再度心してその辺をご理解いただくようにお願いを申し上げたいなとい

うふうに思いますけれども、再度考え方お聞かせいただけたら幸いだなと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 その点も十分十勝支庁に行ったとき計算しながら要請しております。例えば

30％減収だよということになると、来年から１割減ということになるわけであります。こ
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れは、浦幌町にとっても、また農業者にとっても将来どこまで続くかということも決めら

れていない中では非常に厳しい状況にあります。それを十分認識しております。 

 そして、その区切りが30％なのか何％なのかというのが非常に重要な点であります。私

どもとしては、30％と切られると71％と評価されたところと69％と評価されたところの違

いというものがこの１割の違いと、次年度から１割の違いというものが大きな差となって

あらわれてくるわけであります。それがどこで切られるかというのが一番関心を持ちなが

ら進めております。そういう中では、私どもとしてはその対策の最後の詰めをやっている

と、どこで足切りをするかということを今北農中央会と農林水産省でやっておりますとい

うことでございます。その足切りを今年の浦幌町は同じ人の畑でもよしあしがあるという

中で計算していくと、30％よりとれなかった畑を持っていても、ほかのところがとれてい

れば、その足切りの状況によりますけれども、その対象から外される可能性もあるという

ことを非常に心配しながら、できることであれば浦幌町全体を除外指定ということでお願

いしたいということで要望はしておりますけれども、現在最後の詰めであるというふうに

聞いております。それがいつ決まるかということはまだ聞いてはおりません。 

 そういう中で、浦幌町の状況というのは十分認識されて対策をとらなければならないと

いうことは十分わかった中で協議しているということで、その区切りをどこで区切るかと

いう論議に入っているということでございますので、十分その悪さという、今年の特殊性

というのが認識いただいていると思っております。そういう中で、先ほどの答弁と同じに

なりますけれども、一番は農協です。農協を含めた関係機関と十分協議しながら判断させ

ていただきたいと、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 今の関係で何点かお話を聞きたいわけですけれども、私たち産建の方でなぜ

あの時期に作況調査したかということを踏まえて、やはり今年の冷湿害の関係で、これは

出来秋はかなりひどいことになるのでないかということを予測しながら、実際７月10日の

日に作況調査をさせていただきました。その前段も何度となく町内見て回ったのですけれ

ども、現実としてこの我々の農業者の考えをもっともっと理解していただきたいなと思っ

ています。そのためにも、やっぱりこの冷害対策本部、設置はいち早くやっていただきた

いなというのが我々の願いでもあるし、その辺もっと理解をしていただきたいなというこ

とを含めて、本当に皆無になったところ、廃耕したところのことを考えてください。どれ

だけの思いで廃耕にしたのか。それも１軒のうちで７町の面積を廃耕した部分も含めて、

本当に真剣に考えてほしいなと自分は思っています。 

 それを含めて、本当にいろいろ十勝管内、自分も見て回ったわけですけれども、大樹町

も浦幌以上の被害出ているという情報も得ています。その辺も含めて、この横の連携、更

別村も同じだと思っています。実際に収量、私たちも金時ですとかいろいろな部分を収穫

しているわけですけれども、本当にないです。50％あればいい方かなと思っています。そ

れも含めて、やはりきちっと国にアピールするためには、連絡協議会ではだめです。冷害
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対策本部、浦幌は本当にこれだけひどいのだなという部分をアピールするためにも、いち

早く設置するということが大事ではないかなと思いますが、その辺について町長、どうい

うふうに考えていますか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 この被害状況というものについては、国に対しても道に対しても訴えており

ます。そのことは、７月の末に上京した折にも農林水産省の経営安定対策推進室という新

しく設置されたところから浦幌町に視察に来た係官の上司にお会いして、このことをしっ

かりと訴えております。そういう中で、浦幌の状況というのは認識しておりまして、その

状況についてはしっかり対策をとりますと言っております。ですから、この被害状況とい

うのはきちっと認識していただいているというふうに考えております。もちろん大臣が来

たわけですから、大臣もしっかりとその被害状況は認識していると。そして、大臣から直

接この品目横断対策に関する今年度の被害状況について対策をとれという直接の指示をい

ただきましたということで、その後の検討に入っているということでお聞きしております。 

 私どもといたしましては、今岡田議員からも出ました大樹町の状況もございます。行政

同士の連携も密にしながら、設置するのであれば同時期の設置とか、そういうことも含め

ながら今後も横のつながりをしっかりと持ち、農協とも協議しながら、関係機関とも協議

しながら検討させていただきたいと、この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 話が出ましたので、私の方からも同じ趣旨の質問をしたいわけですけれども、

私も一般質問でこのことの冷湿害の対策について主に質問させていただきました。先ほど

担当課長の方からも答弁の中でありましたように、非常にバレイショ、それから菜豆類、

特に金時なのですが、落ち込みがひどい。浦幌の畑作面積は6,000町には達しませんけれど

も、5,800とかそういう面積。その中で、通常50億に達していない48億とか、畑作の生産量

はそのぐらいです。２割落ち込めば９億という減収です。農業災害補償法、いわゆる畑作

共済ですけれども、ご承知のようにビート、小麦については９割補償、バレイショについ

ては８割補償、豆類は７割補償、一部大豆や違う面はありますけれども、一概に言えませ

んけれども、平均して８割の補償だとしても、今申し上げた減収に近い農家収入の落ち込

みが予測されるのです。 

 そういう中で、７月10日の産業建設常任委員会の対策本部設置の要請、あるいは８月31

日の作況調査後における申し出も含めて、いまだにというか、連絡会議設置のままであり

ます。今町長の答弁では、農協とも十分協議の上の対応だという答弁なのですが、しかし

先ほど先輩議員の質問にもありましたように、私は違う視点からでありますけれども、私

の一般質問で町長の答弁では通常の予算以外に別途用意をするという答弁をいただいたと

思っております。ということは、少なくとも補正において何らかの対策の用意があるとい

うふうに私は解釈をして質問をやめておるわけですけれども、少なくともそれまでの対応

しなければならない状況だという中では、やっぱり対策本部というものを設置して、形に
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そういうふうにしなくても、連絡会議あるいは農協、町の担当と協議、連絡をとってやっ

ていただいているのは十分理解をしております。しかしながら、先ほどから何度も質問で

ありますように、やはり対策本部という対応が非常に早くから浦幌の議会がこうして報道

の皆さんのご協力も得ながらアクションを起こしたということの効果、それからこれから

の対策の姿勢としてもこの対策本部というのは絶対必要だと。そういう中での対応を、先

ほどから町長の答弁にあります特殊な予算の対応あるいは支庁、道段階での支援も得れる

約束ができているということでありますから、そういう対応をこの対策本部を設置して、

しっかりとやっていただきたいと強く思っております。 

 先ほどから似たような答弁、何回もいただいておりますけれども、しかし議会としての

産業建設常任委員会の２度にわたる申し入れもあるわけですし、私も同じ見解を持ってお

ります。ぜひ考え直してというか、考慮していただけるということを望んでいるわけです

が。 

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３８分  休憩 

午前１０時４２分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 町長。 

〇八木町長 平成５年、それから昭和58年ですか、対策本部をつくったことがあります。

そのときは、災害指定をされたということが前提で災害対策本部を設置してきた経緯があ

ります。それらも含めて、農協と先日打ち合わせをしております。今後につきましても、

農協と協議を重ねながらどのような方に持っていくかということをまた協議を進めたい。

説明は同じ説明になるわけですけれども、やはり農協の意向というものをしっかりと酌み

ながら、この協議について、対策本部についての考えを進めていきたいなと、このように

考えております。 

〇水沢議長 ２番、杉江議員。 

〇杉江議員 町長の答弁が無難なところなのだろうなと。といいますのは、先ほどから町

長の答弁の中で農協と協議もしてこういう対応をしているということですから、また農協

との協議もしなければ、わかりましたということには当然ならない。これは、理解します。

ただ、私も一般質問でも申し上げました。何度も申し上げますけれども、十勝一円冷害だ

とか湿害だとか、道東が悪いから災害指定受けたとか、そういう状況でないから大変だと

申し上げているのです。ですから、浦幌で一生懸命アクション起こしているのです。特定

の地域で、もうご承知のことと思いますけれども、農協もこういう特定の地域の災害だか

ら災害融資関係も多分無理だろうと、こういう判断しているのです。ですから、単独の町

村あるいは先ほど町長はちょっと申されましたけれども、大樹ですか、よその町村も、特
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定の固有名詞を出すのはよくないかもしれませんが、そういう懸念される町も、似たよう

な町もあるやに聞いておりますけれども、そのことは別として、特定の地域の災害だから

私は何度も申し上げます。特殊な対応があってもいいのでないかな。そういう観点から、

ぜひ再度農協とも協議しながら、我々の意向も十分酌み取っていただいて、せっかくの対

策の予算を持っていただけるなら、そういう組織を持って有効に使える道を協議していっ

てほしいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 その点についての考え方は、先ほどから申し上げているとおり、先日農協と

協議しておりますので、ご指摘のとおりここで簡単に早計な答弁はできないということで、

農協と今後も協議をさせていただくということでかえさせていただきたいと思います。 

 それで、浦幌の状況、非常に厳しいということで過日農協とも協議しております。農協

と行政の役割分担というものをしっかりと定め、それからこの状況を踏まえて十勝支庁に

要請をし、18年度から対策をとっていただけると。18年度分の対策もしていただけると。

そしてまた、これは北海道の単独事業です。それを要請しております。それから、19年度

以降も心土破砕、明渠、暗渠について道事業、国の事業を入れて対策をとるということで

要請をいたし、支庁もそのことを十分理解していただいております。 

 この補正につきましては、心土破砕については年度内に行いたいという意向もあります

ので、今回の災害対策に関する補正ということで10月に臨時会を開催いたしたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 繰り返しになりますけれども、この災害対策本部の関係につきましては、農協と十分協

議を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、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、10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 ５目畜産振興費、この科目につきましては畜産振興対策に係る予算でご

ざいます。12節役務費、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明

資料16ページに記載のとおりでございます。 

 ６目土地改良費、この科目につきましては土地基盤整備及び土地基盤の促進に関する予

算でございます。14節の使用料及び賃借料、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。そのほかは、特別説明することはございません。 

〇前田施設課長 ７目飲料営農用水対策費、説明に入る前に説明資料の訂正をお願いした

いと思います。説明資料17ページの飲料営農用水対策費、負担金、補助及び交付金、事業

内容の中で給水管敷設、パイ40ミリ、Ｌ230メーターとありますが、860メーターに訂正を
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お願いしたいと思います。申しわけありませんでした。この目につきましては、水道施設

のない無水地区における営農用水施設整備に補助をしている内容でございます。今訂正し

ました負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料内容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。 

〇中川産業課長 ８目道営土地改良事業費でございますが、この科目につきましては道営

土地改良事業に係る予算でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、19節負担金、

補助及び交付金につきましては、説明資料17ページに記載のとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇前田施設課長 ９目地籍調査費、この目につきましては事業継続地区、厚内、23.52平方

キロメートルを実施しておりまして、３年目を迎え完了となっております。全体の進捗率

でございますけれども、40.17％という状況になっております。13節委託料につきましては、

説明資料18ページのとおりの内容でございます。14節使用料及び賃借料につきましても18

ページの説明資料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。 

〇河村農業委員会事務局長 10目基盤整備促進事業費、この目は静内地区の交換分合事業

でございまして、平成16年から18年まで３カ年事業で実施する２年目のものでございます。

当該年度から元気な地域づくり交付金事業に変更されまして、国費、道費の補助を得てお

ります。事業２年目に入りまして、意向調査の調整、対象農地の評価等、７名の推進員に

よる推進会議を10回開催し、農用地の集団化に向けての計画素案づくりを実施してござい

ます。なお、静内地区の交換分合事業でございますが、現在６月の農業委員会総会で計画

が議決されまして、１カ月間の縦覧を経まして道に認可を申請しているところでございま

す。対象地域面積は約200ヘクタールで、地区権利者農家戸数16戸のうち14戸が参加しまし

て、移動面積約38.7ヘクタール、移動率19.4％、これにより従来の55団地が38団地に集約

され、集団化率は43.6％という状況になってございます。 

 以上です。 

〇水沢議長 説明が終わりました。質疑ありませんか。 

 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 先ほどは大変取り乱してしまいまして、耳苦しい点をおわび申し上げたいと

思います。 

 道営土地改良事業費の関係でちょっとお尋ねをしたいわけですけれども、栄穂地区、美

園地区、美園２期地区の工事が17年度で終了しているわけですけれども、以前もあったわ

けですけれども、工事が終了して、それからその後のメンテナンス、ふぐあいができて水

が吹き出したとか、いろいろなことが出ているわけですけれども、対応していただいてい

るのは、その明くる年の春までということで対応されているわけですけれども、ほかの町

村の話を聞きますと、５年間はその業者さんが無償で対応してくれるという町村もあるみ

たいですので、その辺の対応を今後どうしていくのか。やはりすぐ明くる年、ふぐあいが
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出るというよりも、また２年、３年たったときに詰まったり、いろいろな支障が出て水が

吹き出すとか、いろいろな現状出ているわけですけれども、その辺につきまして、少し長

い目で見た中のメンテナンスできるのかできないのか、その辺を含めてお伺いしたいと思

います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 この関係につきましては、今おっしゃっていますように、基本的には翌

年までということで進めておりますが、今私どもの方では町単で何ぼか予算を見ておりま

すので、その範囲で今年についても二、三年前の部分で一部そういうふぐあいが出てきた

というところについては実施をしております。少ない予算でございますけれども、できる

だけ町としてもそういうメンテナンスの面ではやっていきたいというふうに思っておりま

す。特に５年間という期限はうちの方では決めておりませんが、できる範囲ということで

やらせていただいております。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 町単で小規模なら拾うということは受益者負担も出てくるわけだと思うので

すが、本来そういう筋のものではないと思うので、不都合ができるということは、やっぱ

り業者の手落ちですとかいろいろな部分があると思うのです。そういう部分で、やはり全

額業者が持つというのが筋ではないかなと思うのです。その辺についてお伺いしたいと思

うのです。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 私の言い方が悪かったのですが、完全に施工上のミスということについ

ては、これは業者にやっていただくということで、どうもその辺の原因がはっきりしない

とか、ある程度業者の責任でない部分で、よく理由がわからないとかという部分について

は町単でやらせていただくということでご理解をいただきたい。 

〇水沢議長 ７番、岡田議員。 

〇岡田議員 不都合が出るということは、原因はやはりその工事した施工の中の部分だと

思うのです。特別でもないということはあり得ないのではないかなと思いますので、その

辺含めて、これからも中浦幌地区、それから幾千世地区、西地区が整備入るわけですけれ

ども、その辺を踏まえて、やはりきちっと最初からの契約の中で業者に、５年間不都合が

出た場合は面倒見てもらいますよ、メンテナンスをしていただきますよということも含め

て盛り込んでいただきたいなと思いますが、その辺の考えを聞かせていただきたいと思い

ます。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 今岡田議員がおっしゃいますように、これについてはまだ中浦幌、それ

から幾千世の問題がありますので、道、それから業者ともその辺は詰めていきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 
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〇差間議員 私、この本会議で何回も聞いております。同じような質問になりますけれど

も、地籍調査、課長、大体厚内地区終わりましたけれども、この中で境界についてトラブ

っているところが二、三カ所あります。これ地主さんというのですか、どのように解決し

ているか、したか、あるかないか、まずそれを含めてお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇前田施設課長 ご質問にお答えしたいと思います。 

 地元とトラブっているという箇所については、多分昨年の施設課長が答弁した内容では

ないかというふうに思います。それにつきましては、今年４月に入りまして、担当者と私

と出向きまして、その内容を聞きまして、どういう対応あるかということで協議いたしま

した。従来の現況で使っていた土地と地籍でやった境界に若干のずれがあったということ

で、それをどうするかという内容でございましたので、従来の今まで使っていた境界をベ

ースにして、双方所有者と了解を得まして解決をしたというふうで完了しております。道、

それから国に認証請求をいたしまして、完了という形になっておりますので、ご報告申し

上げます。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 この場所というのは、過去に浦幌町が分譲した土地が該当している箇所ある

わけなのです。ですから、この土地の境界というのはどこでも問題があるのでしょうけれ

ども、やはり高齢者になっていますから、この方はいずれ息子にやるにしても、トラブル

を持ったままではだめだと。そういうことを言っている、課長に言ったかだれかに言った

かわかりませんけれども、当事者にそういうふうに言ってあると。しかしながら、それの

対応はどうもわかったようなわからないような対応の仕方であったと。これは、別な箇所

を言いますけれども、いわゆる境界というのは過去に使っていた人がそのままの境界使っ

ているのなら問題はないのですけれども、調査したおかげでそういうトラブルが出てきた

と。ですから、こういうことを言っていいかどうかわかりませんけれども、下手に地籍調

査やった結果、そういう問題点が出てくる箇所がこれからもあろうと思うのです。特に今

度厚内の５区入りますよね。ここは物すごい、人の土地にうちが建っているような場所が

出てくると。そういう問題点がもう既に出てきていますので、何とか、できれば今使って

いる人方を中心にしてはかる方法がないのかと、そういう話も出ているわけなのです。で

すから、今まで使っていた人が、これはよその土地だったとか、これはどうなのですか、

地籍調査やるというのは、絶対これはきちっとしないとならないのでしょうか。課長、そ

れはどうですか。現在使っている人ですよ、何だかんだ境界について白黒つけると、そう

いうような判断でやるのか。また、そこら辺を課長が言われたように、まあまあというよ

うな、表現はちょっと悪いですけれども、トラブルが起きない方法がないものかどうか、

その辺どうなのでしょうか。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇前田施設課長 境界の紛争については、各方面でいろいろ話題になっておりますし、そ
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の解決等もいろいろな方法があるというふうに聞いておりますけれども、今後地籍調査に

入るオコッペ地区についても、昔国からの払い下げ等による境界、それから個人相互の了

解のもとによる境界の払い下げという形だったというふうに聞いておりますけれども、20

年、30年前の話ということで、境界についても相当精度が悪かったというふうに、今の測

量の率からしてもそういうふうに理解していると思います。今地籍をやる段階で、境界を

はっきりするということが目的で個人の財産を将来ともに安定に保有をして保存するとい

う意味合いからやる事業でございますので、境界については必ず決定をしていきたいとい

うふうに考えております。トラブルがあったことに関しましては、今後も所有者同士で十

分に話し合えるような条件、それから地籍事業でやりました情報を提供しながら、双方解

決できるような形でやってまいりたいと思いますし、境界の確定については滞ることなく

全部処理をしていくということで進めてまいりたいと思います。いずれにしましても、地

区の調査に入りませんと内容は十分つかめませんので、入った時点で事前調査をしながら、

そういう問題があるかないかを踏まえながら調査をして進めていきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 決算審議で先の話は余りしたくないのですけれども、過去にはやはりどこか

らはかるか、出発点があるのです。いわゆる西と東分かれて、東からやっていった場合は

ずれていくと。西からやったら東にずれていくという、過去に２回そういうようなことあ

りますから、その点十分地域の人方と話し合いながら、実際に課長、今行ってみたらわか

りますけれども、境界がそのうちの真ん中というところがあるのです。うち建っているの

です。それは、どういうことでそういうふうになったかというのは、東からはかったから

そういう問題出たのです。西からはかれば問題ないのです。実際、そういう問題出たので

す。今現在、うちの前、１軒のうちの真ん中まで隣の土地になって、花畑あるのですから。

それは、今後そういうような現場見れますので、特に一番問題のある場所ですから、これ

からやるのは。だから、十分それに対応できる腹構えを持って入らなかったらえらい目に

遭いますから、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇前田施設課長 十分心して入りたいと思います。その折には、議員さんについてもご協

力をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇水沢議長 課長、出発点、起点によって違うことあるの。 

 施設課長。 

〇前田施設課長 国が払い下げしたときの出発点、基準点については同じだと私は理解し

ております。ただ、そのときの何十年か前に払い下げをした所有者が勘違いをしているの

か、その後代がかわってわからなくなったのか、そこら辺わからないですけれども、そう

いうことも原因の一つでないかと思いますので、そこら辺も十分調査をしてまいりたいと

いうふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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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、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、この科目につきましては一般林業の事務

に係る経費でございます。８節報償費につきましては、説明資料18ページのとおりでござ

います。13節委託料につきましては、森林の管理、巡視、調査計画の業務委託でございま

して、森林組合にやらせております。それから、19節の負担金、補助及び交付金につきま

しては、説明資料18ページに掲載のとおりでございます。 

 ２目林業振興費、この科目につきましては民有林の振興に係る経費でございます。19節

の負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料18ページのとおりでございます。 

 ３目林道維持費、この科目につきましては民有林の林道の維持に係る経費でございます。

15節の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。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費、この科目につきましてはうらほろ森林公園の管理運

営に係る経費でございます。委託料につきましては、説明資料19ページのとおりでござい

ます。 

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

ター施設の保守業務委託料及び商工事業協同組合の委託業務貸付金が主なものでございま

す。販売実績につきましては、説明資料の19ページのとおりでございます。21節の貸付金

につきましては、商工事業協同組合に貸し付けをしている内容でございます。 

 ６目駅停沢線林道開設事業費、この科目につきましては一般林道駅停沢線林道開設に係

る経費でございます。本事業につきましては、平成14年より着工いたしまして、総延長4,000

メーター、幅員５メーターで実施中でございます。予定は、平成20年までの予定となって

おります。現在平成17年までは総計2,100メーターを完了しております。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 説明が終わりました。質疑ありませんか。 

 10番、田村議員。 

〇田村議員 高齢者生産活動センターの管理についてのご質問をしたいと思います。4,400

万の貸付金があるわけでございますけれども、17年度の中でエノキの方をやめた段階で、

この貸付金の処理の方法を、償還の方法というか、どういうような方法でされるようにな

ったのか。それと、実際的にエノキをやめた段階で、この高齢者センターの収支はどうい

うふうになっていたのかということと、将来展望に立って、この貸付金の4,400万、エノキ

をやめた段階では恐らく整理されるのが本来だったのでなかろうかなというふうに思いま

すけれども、それも同じ額で推移をして償還されていないということになれば、収支はと
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れていない、償還はされていない、その処理方法はどうするかということの考え方等を含

めて、ひとつお聞かせいただきたいなと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 高齢者生産活動センターの科目の中で貸付金の4,400万につきましては、

今おっしゃられましたように炭と、それからしめ縄の２品目できているわけでございます

が、商工事業協同組合の中で毎年利益が何ぼかでも出たら、または少しずつ償還をしてい

ただくように私の方から何度もお願いをしておりますが、なかなか返せるまでに至らない

ということで、10万でも100万でも毎年返還をいただきたいということでお願いをしてまい

りましたが、現在に至って、まだ一度も償還がないという状況で大変申しわけなく思って

おりますが、今後についても粘り強く償還に向けて折衝をしてまいりたいというふうに考

えております。 

 それから、利益については、今も若干申し上げましたが、何百万ももうかるという状況

ではないということで、特に炭、それからしめ縄の大きな取引先がなくなってしまったと

いうことで、非常に経営的にも厳しいという状況になっているというふうに聞いておりま

す。今後についても、どうするのか、また商工事業協同組合と再度詰めていきたいという

ふうに考えております。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 それぞれ今後詰めていくということでございますけれども、このことをどう

いうふうに行政側としても持っているかということなのですけれども、施設を高齢者セン

ターに、商工事業協同組合にお貸しをし、その中で行政が事務局を持って、そして指導し

ながらその経営に携わり、そして今までの経過の中でエノキタケのそれぞれの機械の入れ

かえ、施設整備等々で、これも行政の指導のもとで事務局を持って、そしてやってきたの

ですけれども、これは最終的に、私の記憶するところで言えば、もうこの商工事業協同組

合の参画者については、70、80歳にならんとする人ばかりがメンバーの方でなかろうかな

というふうに思うわけですけれども、これで恐らく最終的にもう採算の合わないエノキも

やめ、そして炭も需要が少なくなってきたからやめる。そして、しめ縄についても、なか

なか競争が激しくなってきた中ではいかがなものかなというふうな状況では、規模をだん

だん縮小していくのだけれども、分母がどうしても減っていかないということになれば償

還は不可能だということで、それはそれぞれ取引ですから、契約もあるでしょうし、いろ

いろなことがあるだろうけれども、行政が入って指導してきた中での責任をパーセントで

いったらどの程度まで感じているか、ちょっと聞かせてください。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 行政の指導ということでございますけれども、現在は行政として事務局は持

っておりません。すべて事業協同組合の方で運営、管理していただいております。役員の

方の中では、若い、まだ40代の方もいますし、高齢の方もいらっしゃいます。そういうこ

とで、今三役の方々とはいろいろ話はしているわけでございますけれども、そういうこと
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で今後もその償還に向けて少しでも返していただくように、その方々に要請してまいりた

いと思っております。 

 行政の指導、何パーセントと言われても、現在は独立採算制のような形でやっておりま

すので、その点については指導ということは、あくまでも償還金とか、そういうことに対

しては償還していただくということを言っております。それで、あとは施設についても、

その方々で維持管理しているということでございますので、そういうことでよろしくお願

いしたいと思います。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 助役の言うとおり、その姿勢はそうであろうというふうに自覚をしますけれ

ども、実際的に事業運営については、役場が事務局だけで指導もしないで商工事業協同組

合が主体にやるようになって何年になるのか、その正確なことはわかりませんけれども、

当時私どももその内容についてやってきたのですけれども、毎年の事業報告、実績等の報

告においても、私は商工事業協同組合の人方がそれに参画をして、私どもにしてくれた説

明を、また内容を精査していただいたことは一度もなかったやに思うわけですけれども、

そんな中で私は行政が指導に入り、指導し、事務局を持ちながら、そして行政がこういう

ふうにしてほしい、こういうふうにしてほしいということで商工事業協同組合がこれは不

都合だからこうしてくれ、これは不都合だからこうしてくれということは役場には言った

かもしれないけれども、私ども聞く分について私どもに直接要望があった覚えはないわけ

ですけれども、そんな中で役場がその責任を、行政がその責任を回避するということがい

かがなものなのか、契約書を盾にとって執行していくことがどうなのかは私もどうだとは

言えないけれども、そんな中ではわかりませんけれども、行政として、今助役が40代の方

もおられるというから、将来展望があるのかなというふうには思いますけれども、私は70

歳、80歳の方々がやる中において、よほどの経営手腕があって将来展望があってやるので

あれば、それは夢もあり希望もあるのですけれども、経営手腕はほかにおいても70、80の

人方があの高齢者センターでこれから炭を焼いて、しめ縄をやっていくとは考えられない

のだけれども、見通しとしてこの商工事業協同組合の事業がいつまで続くという見通しを

事務局として立てているのか、ちょっと聞かせてください。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 非常に難しい問題でございまして、先ほど助役の方から言いましたよう

に、商工事業協同組合がやっているものですから、町が予想するという判断はできかねる

ということで、今のところ商工事業協同組合がどこまで、何年までやるのかということに

ついては、私の方からは何とも言えないということでお答えをしておきたいと思います。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 町長、助役、誤解しないで聞いてほしいのですけれども、僕は町長だとか助

役を責めるつもりもございませんし、その責任の範疇をどうのこうのという気持ちもござ

いません。だけれども、このてんまつについては、議会も理事者側も僕は一体となってや



 

 19 

らなければならないてんまつ事項だなというふうに自覚しておりますので、町長や助役、

そんな責めるつもりもございませんので、正直なことを言ってもらいたいのだけれども、

担当者が商工事業協同組合がやっているのだから、我々事務局としていつまでやるという

ことは答えられませんということだけれども、僕らでさえもちまたにうわさを聞いている

のに、事務局はちまたにうわさを聞いていないということは、これはまた情けないなと。

それで事務局、よく務まっているなというふうに思ってございますけれども、それは別と

して、最善の方法をとりながら、一円でも償還をしていただけるように、その企業努力を

していただきながら、何年続けても一円でも二円でも償還していただくようにして、そし

てこの4,400万の金額を一円でも減らしながら、その対応策を十分心して考えるように努め

ていただきたいというふうに思いますけれども、その辺の考え方はいかがですか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 私どももこの解決についてということで、何とか返済をいただきたいという

思いは変わりありません。 

 それから、今述べられましたように、今後の方針についてどうかということについても、

私どもといたしましては、その返済計画についてどうかということを毎年のように何度も

商工事業協同組合に申し上げているところであります。エノキをやめた段階でも、この残

ったものについての返済計画というものを示していただきたいということを申し上げてい

るわけですけれども、なかなか経営も厳しく、示されないままに今まできているというの

も現実であります。 

 この商工事業協同組合の運営については、いろいろな観点あるわけですけれども、今答

えられる範囲で申し上げますと、過去の経緯等を考え、またこの独立採算に移行した時期、

それから町が指導していた時期もございます。そして、その移行の段階でも議会で取り上

げられて、たしか常任委員会で調査をしたということでの資料も残っております。その中

での私どもの考え方というのもしっかりとその場で述べさせていただいておりますので、

それらをもとにしながら今後の対策というものをとっていきたいなと考えております。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 同じ高齢者センターのことでちょっとお聞きしたいと思います。 

 これ納期が恐らく問題だったのでしょうけれども、行政も最初これに力を入れて始まっ

たことですから、やはり管理運営は行政がやっていた時期もあったと、これははっきりし

ているようです。過去のことはよくわかりませんけれども。非常にエノキが販売も順調に

伸びていたと。当然その中で、今言ったように管理者は行政から派遣されていた職員が常

駐していたと。しかし、今となっては、当時から始まって、エノキがどんどん、どんどん

ほかでもふえまして、値段もとれなくなった時点で行政が手を引いたと。ですから、私前

にこのことで質問したことあったと思いますけれども、既に1,000万か幾らか知らないけれ

ども、赤字になっていたと。これが事業組合にそのまま引き継いでいると。現在を見ると、

4,400万の負債をしょってやっている。今田村議員の方からも話ありましたけれども、既に
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40歳はどうかわかりませんけれども、70代、80代、既にこの中の役員は帯広に出ている人

もいるわけです。これは、体調がよくないということで浦幌から出ていると。 

 しかし、これ考えてみますと、4,400万という金は一体何であったのだと。いわゆるこの

中では運転資金も含んで入っていたと思いますけれども、このままいって継続は絶対、町

長、これは不可能です、この会社は。年とってもう、皆さん10年以上も15年もボランティ

アでやってきているのですから、それを4,400万の支払いを求めても、私は100％無理だと

思います。やはりこの経過をきちっと踏まえて、その点を重点に話していただかなければ、

この決済の方法は出てこないと思うのです。決して私、この会社に対してどうのこうのあ

りませんけれども、やはり高齢者の方々が足を引きずったりなんだりしてやっているので

すから、そういうことも十分考慮に入れてほしいなと思っているのです。やるかやらない

かは別にしまして、この体制では100％運営できないですから、今も。ですから、ただ回収

するということでなく、やはりそこで高齢者の方が管理運営をしてきたと、その辺も十分

考えて対応していただきたい、そういうように思っております。 

 ですから、過去に常任委員会で取り上げたそういう経過もありますので、当時は非常な

勢いでエノキも売れたと。そして、何百万という金も行政に入っていると。そして、入っ

ている金がまたこの組合に対して設備投資をした、そういう意気込みあった人方ですから、

その辺の立場の方々も、これは自分たちの金もうけではないですから、振興計画の中で商

工会も中心になっていたでしょうし、ですから今残った人方、助役、40歳の人いると言い

ましたけれども、本当にいるのですか、そういう若い人。それは、いないと思います。今

みんな高齢者ばかりですから、十分それを判断の材料にしていただきたい、そういうよう

に思います。 

 以上です。 

〇水沢議長 差間議員、今のは意見ですか。 

〇差間議員 いや、答えをもらいたいです。 

〇水沢議長 もう一度質疑の趣旨を明らかにしてください。 

〇差間議員 やり直します。 

 今この決算委員会の席で出ております4,400万の貸付金の、私はこれまでなった経過、そ

れを述べたのです。何で4,400万行政が貸したのだと。貸したら、当然これは回収しないと

ならないですから、その回収の中でそういうボランティア的にやっている人方が十分いる

と。それらを考えてほしいと。いずれこの4,400万回収しないとならないのですから、貸し

っ放しではいけないのですから、新年度予算にものっていますけれども、これは4,400万、

ただ表面上だけで一たん返してもらって、また貸すというのではないですから、焦げつい

ていくような可能性十分あると、それを言っているわけです。ですから、この方々の、一

生懸命町の振興とか何か、町の振興策の一環ですから、その点を十分判断してほしいと。

ですから、4,400万について、いずれは決済するでしょうから、そのときに私の言った意見

を踏襲してほしいと、そういうことです。 
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〇水沢議長 暫時休憩いたします。 

 

午前１１時３３分  休憩 

午前１１時３５分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 質疑の途中でありますけれども、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１１時３６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。 

 ４番、差間議員。 

〇差間議員 午前中ちょっと触れましたけれども、もう一度確認をしておきたいと思いま

す。 

 午前中言いました4,400万、当然18年度にものっております。しかしながら、この浦幌町

の財政を見るときに、いつまでもこのままずるずる延ばしていいのかと。ある一定の時期

で、やはりきちっとするものをしておくと、それが大事でないかと私は思っております。 

 それで、確かに連帯保証人等が当然これにはついていると思いますけれども、やはりあ

る一定の期間を切ることがこの問題の当然解決になるわけでございます。それについて、

お聞きをしておきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 この4,400万の貸付金の問題、これからも鋭意努力して、その解決に努めてい

きたいなと、このように考えております。 

 平成13年６月に発言の資料がありますので、それを参考に朗読させていただきたいと思

います。前村瀬町長の発言でございますけれども、今までの赤字分については、組合が解

消に努力してもらうことであり、責任を持っていただくことと考えている。経過等を踏ま

えて、切る、免除という考えは今のところないというふうに考えていると答弁している資

料がございます。私どもといたしましても、今後においていろんな話し合いがなされる場

合があろうかと思いますけれども、基本姿勢としてこの方針を持っていかなければならな

いと、このように考えているところでございます。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 
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〇差間議員 町長が就任して、来年また、これ18年度は予算としてのっておりますから、

問題がないと思います。しかしながら、かなり高額な金額ですから、受け継いだ時点、ど

ういうような負債が残っていたかと、いろいろさかのぼることもあると思いますけれども、

ぜひこれは早急にきちっとした体制で臨んでいただきたい。 

 以上です。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 午前中より同僚議員の関係から、現在の商工事業協同組合、その中に4,400

万をもって対応しているというお話が出ております。私も過去の関係、記憶が薄れている

わけでございますけれども、ただいま町長が発言した中に平成13年、要するに村瀬前町長

が発言しているという話も今伺ったわけでございますけれども、我が町浦幌町の町政が始

まって以来、吉川、佐藤、そして本間、徳永、そして村瀬、そして八木と、今現在流れが

来ているわけでございますけれども、当時私が思うに、３代目の町長、本間道男さんの時

代に、昭和40年代の段階だと思いましたけれども、たしか浦幌振興公社という一つのもの

ができて、その中で各集められた人たちの中において、この振興公社が始めた中身、それ

が今回昭和の時代で商工事業協同組合にたしか対応されたというふうに、うっすらだけれ

ども、記憶に残っているような感じします。そんな中、もし産業課長の方でその辺、過去

の中身をとらえていれば、ここでちょっとご提示願いたいなと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 古い話ですので、ちょっと資料が見つからない部分もございますが、高

橋議員がおっしゃいましたように、昭和56年までは振興公社で経営をしていたように資料

としてはあります。それから、57年度から現在の商工事業協同組合に移行されております。

貸付金の4,400万につきましては、平成13年度より現在までということでございます。 

 以上です。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 今課長の方から過去の関係をちょっとひもといてお話しいただいたわけでご

ざいますけれども、まだ明確にその辺の中身確認したわけでございませんけれども、いず

れにしましても過去に私ども議員の関係につきましても、この4,400万に対してそういった

対応した経過もございます。そういう中で、これはあえてまた再度確認したいと思います

けれども、先ほどの説明の中で、助役の方から何とか収益を上げた中で返済をしていただ

くように努めていきたいというお話ございましたけれども、本当にこの辺の対応が返済と

いう道に結びつくのかどうか、町としての商工事業協同組合に対するそういう対応をされ

ているのかどうか、再度ちょっとお伺いしたいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 返済の努力ということで、商工事業協同組合の総会の折、またその後収

支が出た段階で三役とお話をしまして、何とか10万でも100万でも返済をしていただきたい

ということで何回かお話をして、一応三役の方のお話では何とかしたいというお話で、何
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回かどうですか、どうですかということでお話をしているのですが、結局今年はちょっと

どうにもならないので、来年何とか目に見える形で誠意を見せたいというお話は聞いてい

るのですが、実際には一銭も入ってきていないという状況で、私どもの努力も足りないと

いうことで反省をしておりますが、状況的には最近は全く入っていないという状況になっ

ております。 

〇水沢議長 ９番、高橋議員。 

〇高橋議員 大変厳しい答弁といいますか、同じように私も商工事業協同組合の面々、11

人の方がいるというふうにおりますけれども、その中には私は、先ほど課長の方から出た

ように40歳代と。その人は初めから入ったわけではなく、途中から何かの形で入った人た

ちもいることだと思います。非常に厳しい情勢の中でございますけれども、見出していく

ために、何かもっといいものがないかということ、それを十分探求しながら対応していた

だきたいと、このように思うわけでございます。その辺についての担当課としての意気込

みを再度聞いて終わりたいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 担当課といたしましては、いろいろ商工事業協同組合なりの経営上の理

由はあると思いますが、木炭にしろ、それからしめ縄にしろ、他町村ではいろんな販売方

法、加工方法を考えながら、今炭は大変売れているというような、私もある町村に行って

視察をしてきましたが、そういう企業努力というのも今後町としては、昨年もお話をした

のですが、やっぱり核になっている方々が結構高齢化しているということで、なかなかそ

ういうノウハウも難しいというようなことが言われておりましたけれども、再度またそう

いう経営上の問題、それからそういう販路の問題含めて、またお話をさせていただきなが

ら進めたいというふうに思っておりますので、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。 

（「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 34ページでございます。水産業費、１目水産業総務費、この科目につき

ましては水産業務に係る経費でございます。特別内容については説明することはございま

せん。 

 ２目水産業振興費、この科目につきましては厚内漁港の維持に係る経費並びに水産業の

振興に係る予算でございます。14節の使用料及び賃借料につきましては、漁港の清掃、水

路管理に係る重機等の借上料でございます。19節の負担金、補助及び交付金につきまして

は、説明資料19ページ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。質疑はございませんか。 
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 ４番、差間議員。 

〇差間議員 漁業の振興策、いろいろあるわけでございますが、この中で養殖出ておりま

す。ヒトデにつきましては、これ実績出ています。それで、今年、まだはっきりしていな

いようですけれども、休業していたカニかごが今までの試験操業プラス何かあるように聞

いております。それで、一応ヒトデ駆除、これについて、課長、どうでしょうか。ひょっ

としたらまた、船がふえれば当然ヒトデも上がってくるのでないかなと思うのです。です

から、養殖もちょっとこれで見ますと、クロソイ、クロガシラ、親を放したら子がふえる

ということで若干ふえておりますけれども、それを含めて、これは結果出ているかどうか。

それと、ヒトデの駆除について、船がふえることによって多少また、予算は見ていません

けれども、もしそういうような状態になった場合、これはかなりまたヒトデの駆除もやる

のでないかと、その点どうでしょうか。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 ヒトデの駆除につきましては、平成17年度で駆除も行っておりますが、

処理としては42.5トンということでございますが、これはあくまでも前と違いまして、操

業に行った段階で、ついでにヒトデもとってくるという状況でございます。そして、今差

間議員がおっしゃいますように、量がふえた場合についても、また漁組の方と協議をしな

がら進めてまいりたいというふうに思います。現状では、量がふえても、今までどおりの

対策で今後も進めるということで漁組とは話をしております。 

 それから、クロガシラ等の放流を含めて数がふえているのかどうかということで、これ

は今漁組の方でも捕獲をした報告がなかなかないということで、実態がはっきり言ってつ

かめないような状況にあります。それで、十勝管内の水産振興会の中でも今後クロソイ含

めて、それからマツカワ等の養殖に入っていくわけですが、そういう中ではやっぱり育て

る漁業というものをこれから重点にしていかなければならないだろうということで、４町

３漁組で対策をとっていくということになっておりますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

〇水沢議長 ４番、差間議員。 

〇差間議員 今課長の言われた育てる漁業、やはり漁業振興で一番大事な点だと思ってお

ります。しかし、なかなか口では言っても、こういうふうに放流しても、やはり沿岸で魚

釣りの方々が釣った魚の調べようないのです。そして、本来であれば定置網のようなもの

があれば、捕獲した場合把握できるのですけれども、ですからそういう点、もう少しきめ

細かく考えてやっていった方がもちろんいいわけですから、ひとつその点、育てる漁業、

新年度予算は大した予算でないですから、今後ともこれに向かって育てる漁業をもうちょ

っと、漁業振興にもう少し力を入れてほしいと。どうですか、課長、今まで力入っていま

すか。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 大変手厳しいご指摘でございますが、担当としても、それぞれ大津漁組
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の中で豊頃町、浦幌町と、この点については将来的なことが大変重要でございますので、

これからも漁業振興については両町あわせて振興してまいりたいというふうに振興会の中

でも話をしておりますので、ひとつご理解を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、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款商工費、１項商工費、１目商工振興費、この科目につきましては商

工業の振興、育成とコスミックホールの運営の補助に係る予算でございます。８節の報償

費につきましては、永年勤続表彰に係るものでございまして、25年以上勤続の方が８名、

それから15年以上勤続の方が16名に係る報償費でございます。それから、19節の負担金、

補助及び交付金につきましては、説明資料19ページのとおりでございます。21節の貸付金

につきましては、中小企業融資貸付金で17年度は10件の申し込みがあったということでご

ざいます。 

 それから次に、２目観光費につきましては観光の振興のための諸経費及び観光施設の維

持管理並びに観光関連団体への補助金に係る予算でございます。13節の委託料、それから

19節の負担金、補助及び交付金については、説明資料19ページのとおりでございます。 

 次に、３目工業対策費、この科目につきましては企業対策並びに新企業創出に係る予算

でございます。19節の負担金、補助及び交付金、それから23節の償還金利子及び割引料に

ついては、説明資料19ページ、20ページのとおりでございます。それから、21節の貸付金

につきましては、株式会社ユーエムに対する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。質疑ありませんか。 

 15番、山田議員。 

〇山田議員 商工費の関係で伺いたいと思います。当初予算に予算化されて収支決済額が

出て、二百七十何万円という不用額が出ているわけですけれども、この不用額の要因とい

いますか、積算根拠に問題があったのか、経費節減でこれだけの不用額を出したのか、そ

こら辺について伺いたいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 これにつきましては、商工会含めての育成、コスミックホール、それか

ら商工振興育成事業補助金の科目でございますが、商工会との打ち合わせが若干予算時期

からおくれたということで、町の方では財政健全化をうたっている中で何とか商工会、そ

れからコスミックホールの運営についてもお願いをしたいということで、ちょっと説得と

言ったらおかしいのですけれども、話し合いに時間を要したということで、最終的に納得

をしていただいて減らしていただいたということでこれだけのもろもろの補助金、負担金
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の部分が残ったということでご理解をいただきたいと思います。 

〇水沢議長 15番、山田議員。 

〇山田議員 当初予算の設定のときに打ち合わせがうまくいかなかったということはわか

りますけれども、やはり当初予算で盛られたものが、物によっては事業の停止もありまし

ょうし、増額もあるわけですけれども、新しい予算を組むときにはある程度、どの科目も

同じだと思いますけれども、余り狂いのないような計画が必要だと思います。そういった

ことで、今後それらに配慮をされて、きちっとした予算形成をお願いしたいと思います。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 山田議員がおっしゃるとおりで、今後についてはきちっとした予算執行

に当たっていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

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５項住宅費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇前田施設課長 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、この目につきましては

施設課に係る人件費、事務費及び道路台帳修正業務を行っている内容でございます。13節

委託料につきましては、説明資料20ページのとおりでございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、この目につきましては維持係の人件費、建設機

械11台の年間維持管理費の内容でございます。18節備品購入費につきましては、説明資料

20ページのとおりでございます。 

 ２目道路維持事業費、この目につきましては町道238路線、総延長292キロメートルを維

持管理する内容でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料20ページ

のとおりでございます。15節工事請負費につきましても、20ページの説明資料のとおりで

ございます。 

 ３目道路建設補助事業費、この目につきましては国の補助事業で道路改良舗装を２路線、

舗装１路線を行った内容でございます、13節委託料、15節工事請負費、19節負担金、補助

及び交付金、22節補償補てん及び賠償金につきましては、20ページの説明資料のとおりで

ございます。 

 ３項河川費、１目河川管理費、この目につきましては町の管理河川215カ所の維持管理を

するものでございます。次のページの13節委託料につきましては、説明資料20ページのと

おりでございます。 

 ４項都市計画費、１目都市計画総務費、この目につきましては都市計画にかかわる経費

でございます。特に説明する内容はございません。 

 ２目公共下水道費、この目につきましては公共下水道特別会計に繰り出した内容でござ

います。 
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 ３目公園緑地管理費、この目につきましては中央広場、駅前広場、ポケットパーク及び

児童公園、遊園地の維持管理費の内容でございます。13節委託料につきましては、説明資

料21ページのとおりでございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費、この目につきましては町営住宅497戸の維持管理に係る内

容でございます。13節委託料につきましては、消防設備、暖房機等の保守点検の内容でご

ざいます。15節工事請負費については、説明資料21ページ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。 

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。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 河川管理のことでお伺いします。以前、樋門管理ということで一回伺ったこ

とあるのですけれども、大分樋門の方につきましてはよくなったような気がいたします。

それで、それより先、河川の方なのですけれども、場所によっては樋門の先、川側の高さ

がなくて、水はけの悪い状況になっている。それから、土砂がたまっていて、なかなかは

けていかないという部分があるのだそうでございます。それで、その辺のことにつきまし

ての川底の整備といいますか、そういうことも一度管理をしている側の立場で調査をして

いただきたいということがあるのですけれども、その辺についてされたことがあるのかな

いのかをお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇前田施設課長 河川管理につきましては、今説明をしましたように、215カ所のたくさん

の河川を抱えて管理をしております。今ご質問の土砂の堆積等の調査の関係につきまして

は、独自で職員が調査をしているということにはなっておりません。この関係につきまし

ては、各行政区、区長さんを通じて要望等があればということで毎年要望を出していただ

いております。その中で要望があった時点で土砂の埋塞の撤去等をやっております。過去

にやった例がということで、今ちょっと私把握しておりませんけれども、そういう状況で

今後とも土砂等の堆積等の処理については進め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 助役。 

〇安藤助役 今施設課長の方から普通河川の町管理河川の関係について答弁いたしました

が、樋門管理につきましては、その樋門ついているところが道河川でございます。それで、

道河川の中側の水路につきましては、その管理人が支障あるときに、土砂が詰まっている

とか、そういう場合には毎月報告書をいただいております。その中に支障の案件を書いて、

そして町の方から土現の方に要請してやっていただいているということでございます。そ

ういうことで、毎月樋門管理として管理人からそういう支障あるかないかということを毎

月管理月報ということでいただいておりますので、その都度土現の方に要請していってい

るということでございます。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
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〇阿部議員 それでは、今の助役の言葉なのですけれども、そうしたら一応はそういう事

例があって、それは一応報告をして調査していただいているというふうにとらえていいの

ですね。それから、土砂、それから木が生えてきて、なかなか水はけが悪くなってきてい

るということ自体もあるのですが、やっぱりその辺のことについても報告をうのみに受け

ているだけではなく、お金かかるとは思うのです。やはりそれを整備していただくという

ことを力強く、場所によっては本当に悩んでいる部分もあるのです。特に今年の春の場合、

一挙に出て一挙に引いていったのですけれども、それでもやっぱり引きが悪いと言われて

いる状況があるので、さらなるその辺のことについて河川管理者として少し要望したいと

いうふうに私も思いますので、その点についても今後どのような形で、強いて言えば、先

ほど同僚議員の言われました冷湿害の部分にかかわってくる場合もありますので、その辺

につきましてもよろしく、またご審議のほどお願いしたいなと思います。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 その関係につきましても、今後管理人の方にも担当の方から申し上げて、ま

た支障があれば言っていただくということにしていきたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

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、住宅費まで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、この科目につきましては職員22名、

消防車両22台の関係に伴う科目であり、東十勝消防事務組合への負担金として支出してい

るものであります。 

 ２目非常備消防費、この科目につきましては消防団員114名に係る科目であり、消防団の

運営、団員の育成指導に支出しているものであります。 

 ３目消防施設費、この科目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あります。消防費の修繕料、委託料、工事請負費、備品購入費、

負担金、補助及び交付金については、説明資料21ページに記載しております。 

 ４目災害対策費、これは災害対策に要する科目であります。補正につきましては、厚内

漁港の潮位計の修繕料、十勝地方防災ＬＡＮ用のパソコン等の購入であります。また、11

節需用費の修繕料、18節備品購入費については、説明資料21ページに記載しております。 

 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、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。 
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 教育次長。 

〇後藤教育次長 38ページでございます。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会

費、教育委員４人の報酬、旅費など教育委員会の運営に要する経費でございます。定例会

12回、臨時会１回の内容でございます。 

 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。19節負担金、補助及び交付

金173万8,336円のうち127万6,000円は、十勝圏複合事務組合の運営する十勝教育研修セン

ター負担金で、このうち56万6,000円は建設費分担金の内容です。建設分担金の負担は平成

17年度で終了し、全建築費の２％を負担いたしました。研修講座への本町からの受講は、

平成17年度において９人でございます。 

 ２項小学校費、１目学校管理費、小学校４校、児童数307人、18学級、教員40人と学校運

営、維持に要する経費です。補正の主なものは、需用費の燃料費と光熱費、修繕料で補正

額の94％に当たります。支出のうち７節賃金28万7,450円は、屋根の雪おろし賃金と環境整

備賃金です。12節役務費は、電話料、し尿浄化検査手数料、ピアノ調律手数料、くみ取り

料、消火器詰めかえ料、新入生交通傷害保険料などです。13節委託料は、説明資料に書い

ているほかはばい煙測定委託料、消防用施設点検委託料、浄化槽、地下タンク漏えい検査

などの保守点検委託料です。14節使用料及び賃借料は、コピー機のリース、テレビ受診料、

教育用コンピューターの借上料、ウイルス対策用ソフトなどでございます。17節公有財産

購入費は、説明資料のとおりです。18節備品購入費は、教育用一般備品の購入費です。19

節負担金、補助及び交付金16万1,497円のうち10万円は、上浦幌中央小学校開校20周年記念

事業の補助金でございます。 

 ２目教育振興費、教育振興のため事業委託や関係団体への事業支援に要する経費です。

１節報酬は、浦幌小学校の学校評議員分、８節報償費は町教育功績者表彰分で４人分の表

彰でございます。13節委託料は、町教育研究所委託料の内容でございます。委託の内容に

つきましては、子供の学力分析、それから教材ソフトの共同利用研究という内容です。18

節備品購入費は、義務教育費、それから理振の備品購入費です。19節負担金、補助及び交

付金は、説明資料のほかは義務的負担金などでございます。 

 ３目特殊教育振興費、浦幌小学校３学級、厚内小学校１学級に設置されました特殊学級

に要する経費でございます。浦幌小学校は、３年生に知的障害１学級、５年生に言語障害

１学級、６年生に情緒障害１学級の計３人。厚内小学校は、３年生の知的障害１人、延べ

１学級の内容です。１節報酬は、就学指導委員会の委員報酬。19節負担金、補助及び交付

金は、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、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。需用費98万9,450円のうち59万

9,000円は、上浦幌小学校プールの上屋シートの修繕料分でございます。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す。13節委託料は、学
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校薬剤師委託料、児童生徒健康診断委託料、就学時健康診断委託料、心臓検診委託料の内

容です。19節負担金、補助及び交付金61万765円のうち16万4,000円は、市町村学校職員総

合身体検査、いわゆる人間ドックの負担金で10人分での対応でございます。 

 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。 

 10番、田村議員。 

〇田村議員 きのうもお聞きしたのですけれども、再度お聞きしたいと思います。 

 学校関係でございますけれども、耐震強度調査の関係で７月に入札が行われまして、11

月30日をもってその経過がわかるということでございますけれども、このことについて期

間が、工期というか、11月30日なものですから、随分長い間の期間なのですけれども、そ

のことで今理事者の方から言われている留真温泉、産業交流の事業の計画がされていると

いう中で、耐震強度調査の結果がいかようになるかが物すごく、これも同僚議員から一般

質問の中であったように大変懸念される問題ですけれども、学校がもし再度耐震強度がな

いから建てかえるということになると、何億という、また金をかけてやらなければならな

い事業になるのだということを踏まえれば、その申請日までに内容がわからなければ、ま

たこれ論議を醸すことになるのかなというふうに考えられますけれども、このことについ

て内示でもどうなのだということは、今９月ですからもう３カ月もたっているわけですか

ら、その状況というのも全然わからないのかわかるのか、ちょっとお聞かせいただきたい

と思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 耐力度診断の関係でございますけれども、６月に補正をいただきまして、

その後入札を行いまして発注しているところです。請け負ったのは岡田設計でございます

けれども、岡田設計の方で耐力度の診断を行うわけです。その後、道内にあります有識者

の会議にかかります。その結果をもって我々の方に回答として返ってくるということにな

ります。その返ってくるのが、工期が11月30日ということでございますので、我々として

はそれを見て判断せざるを得ないということになります。ですけれども、その後のスケジ

ュールということももちろんありますので、なるべく早い段階で知りたいなということで

す。それで、できれば我々としては、12月の議会には何らかの形で議会にご報告し、また

補正しなければならないものについては12月に補正をして、次のステップに行きたいなと

いうふうに思っておりますけれども、報告を受けてすぐ次の段階でどのぐらい補正すれば

いいのかというようなことがわかるのかどうか、その辺も非常に不透明でございますので、

また教育委員会の事務局では検討できましても、今度教育委員会の会議での検討というこ

ともありますので、その辺の時間的余裕が持てるかどうかなというところがその12月議会

にかけての我々のちょっとつらいなというようなスケジュールでございます。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 確かに今次長の言われるとおりの手はずになろうかなと思いますけれども、
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何とかそれを、今の産業交流館並びに留真温泉の関係で開発の方へ、国の方へ申請を上げ

る前に、何とかその状況だけでもわかれば、これはまたそれぞれの中で協議をできるのか

なというようなこともあったものですから、手はずどおりそういう内示、ほかのことは内

示があるのだけれども、そういう問題については内示というか、危ないよとか、そういう

ようなことがあればよろしいのですけれども、答弁では恐らく難しいでしょうということ

になるのでしょうけれども、一般的には何事にも内示みたいなのがあるのですけれども、

そういうことというのは内示はないでしょうね。今までの前例から見て、そういうことが

あったかないかお聞かせいただきたいなと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 ご説明をいたします。 

 今我々がやろうとしている安全、安心な学校づくり交付金というのは、この４月１日か

らスタートした事業でございますので、前例はまずないということでございます。それで、

今回の耐力度診断の結果を見て、補強工事を要するものについては実施設計に移らなけれ

ばなりません。実施設計を行った上で、実際にその事業費としてどのぐらいのお金が、実

際に補強工事をやるときにどのぐらいのお金がかかるかという絡みが出てきます。それを

もって文科省の方に計画書を上げて、そしてその計画書が文科省の方から認可を受けられ

ると、今回の交付金制度にのれるというスケジュールでございます。ですから、どちらに

しても何らかのことをやらなければならないのであれば、なるべく早く作業を進めたいな

というのが我々の立場でございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 学校の管理費の中の需用費のことでちょっとお伺いいたします。ただいまの

説明によりますと、補正の方はほとんど燃料費等のものに使われているようなふうに受け

とめました。それで、予算書を見ますと、燃料費826万7,000円、それから光熱水費646万8,000

円と、約1,500万、小学校の管理費の中で使われております。ただ、予算がないから補正を

するというようなやり方に私はちょっと疑問を感じるのです。ということは、子供たちに

もはっきりと教育の中で燃料費等の節約をするように、節電、それから暖房、１枚多く着

て学校に登校するというような指導をしながら、これは環境問題にもつながります。そし

て、予算を消化するのではなく、予算が余れば、子供たち、何か好きなものに使っていい

よ。例えば本を買ってみたり、何か自分たちのためになるようなものに使うというふうに

やっていく方法はとれないか。そういうことによって、子供たちも少し、ああ、こういう

ふうにして少しでも、５万でも３万でもお金、自分たちの好きなものに使えるのだという

お金に対する意識も芽生えますし、それから環境の保全にもなりますし、いろんな意味で

また教育的な効果が生まれるのではないかと思うのです。そして、次年度に向けてこのよ

うな指導はしていただけるかどうかお伺いしたいと思います。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 まず、前段の方の学校の光熱水費あるいは燃料費の維持費の関係でござ
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いますけれども、これは今回燃料費の高騰ということで補正させていただきましたけれど

も、小学校あるいは中学校とも15年度から16年度にかけて大変な施行しております。学校

の方では、大変な努力をしていただいて、大変な施行した結果の数字としてこれをとらえ

ていただきたいというふうに思います。野放図に使った数字ではありません。 

 それから、もう一つは、経費の余った分について図書費なり、そういったところにとい

うお話でございますけれども、地方自治法の観点からいうと、こういう費目の構成になっ

ておりますので、そういうことであれば、また費目を構成してやるというしか方法はない

だろうというふうに思います。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 もちろんそれぞれ節約しながら教育関係もやっていると思うのですが、教育

の一環として取り上げていくという方法をとれば、たとえわずかな金額でも子供たちに弾

みをつけるというか、野放図でないことは確かにそうかもしれません。でも、こういうふ

うな指導というか、やり方も子供たちに環境の保全も考えた上での燃料費の節約、もっと

別な方法で何かやっていけるのだよというような教育的見地から何か考えられないか。わ

ずかな金額でも、費目構成云々という難しいことになりますと私もよくわかりませんが、

そうではなくて教育的な指導の立場からそういうことも可能ではないかというふうに、現

によその学校ではやっているところもあります。そういうようなことは、もう一度お伺い

しておきます。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 当然たくさんのお金があるわけでありませんから、燃料費あるいは光熱

水費のような学校を日常的に維持していく経費について、校長も大変な配慮をして、大変

苦労して運営をしているという実態でございます。今言ったようなことについては、学校

は学校なりに校長が判断して、児童生徒に対して指導して、今でもしておりますし、今後

もしていくだろうというふうに思います。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 学校の姿勢はわかりますが、私は委員会全体として全体の小中学校に呼びか

けをしていただきたいというふうに思うのです。本当に現にやっている学校の実態も聞い

ていまして、先日隣町に行ったときも、講師の先生がスライドを見せながら現実にやって

おりました。浦幌町、できないということはないと思います。姿勢だけでも、やはり教育

委員会として私はやってほしいと思います。再度お伺いします。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 そのようなことは、校長会あるたび、あるいは教頭会あるたびに我々も

言いますし、学校教育係長の方からも常に言っております。ですから、どんな方法でその

学校が児童生徒に対して指導していくのかというのは、それぞれいろんなやり方があると

思いますけれども、そういったスライドを使ってやるケースもあるでしょうし、あるいは

ビデオなんかを使ってやるケースもあるでしょうし、そこまで教育委員会が踏み込んで、
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ビデオを使いなさいとかスライドを使いなさいとか、こうやりなさいということは、教育

委員会としてはできない。それは、校長の判断であります。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 実績の発表を私は聞いてきたのであって、こういうやり方をしなさいという

スライドではなかったのです。本当にこういうことをして、15万か20万の浮かしたお金を

子供たちが喜んで使ってくれましたよという実績の話を聞いてきたのです。だから、私は

浦幌ができないということはないと思うのです。それは、やはり教育委員会が主になって

と言ったら語弊がありますけれども、やったように私はお聞きしたから、浦幌も可能では

ないかなというふうに思って質問をさせていただきました。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 ご質問の趣旨がよくわかりましたので、十分検討させていただきます。 

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、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２校、生徒数190人、９学級、教

員30人と学校運営、維持に要する経費でございます。８節報償費65万5,200円は、浦幌中学

校に配置している心の教室相談員の謝金でございます。追加補正の主なものは、原油高騰

に伴う燃料費297万1,000円、水道料改定等に伴う光熱水費128万6,000円、それから浦幌中

学校のバスケットボールゴール修繕のための修繕料20万円、それから厚内中学校閉校に伴

う物品のリサイクル手数料29万2,000円、浦幌中学校のアスベスト除去工事で130万2,000

円などでございます。14節使用料及び賃借料469万235円のうち教育用コンピューター賃借

のうち上浦幌中学校分については平成17年度で償還終了ということになります。 

 ２目教育振興費、中学校２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。更正減は、不用額の減でございます。外国語指導助手は、来日３年目に

入りまして、本年８月上旬まで勤務し、帰国をいたしました。外国語指導助手は、浦幌中

学校に103日、上浦幌中学校に23日、浦幌小学校に11日、厚内小学校に10日、上浦幌小学校

に５日、上浦幌中央小学校に１日、その他９日の全160日の稼働ということになっておりま

す。 

 ３目特殊教育振興費、浦幌中学校に置かれました知的障害、言語障害、情緒障害、各１

学級の計３学級の運営経費でございます。備品購入費は、資料のとおりでございますけれ

ども、これは３学級新規開設に伴う一般備品の購入でございます。 

 以上です。 

〇前田施設課長 ４目スクールバス管理費、この目につきましてはスクールバス８路線に
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係る人件費及び運行管理費でございます。直営５路線、委託路線３路線という内容でござ

います。13節委託料、18節備品購入費につきましては、説明資料23ページの内容でござい

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、４幼稚園児88名の運営管理に要

した経費でございます。特に説明することはございません。 

 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、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。更正減の主なものは、人件費の減と不用額の減でござい

ます。１節報酬は、社会教育委員や文化財保護審議会委員の報酬と第６期の社会教育中期

計画策定のための委員報酬でございます。８節報償費には、少年文化賞、スポーツ賞表彰

が含まれ、少年文化賞３個人、１団体、スポーツ賞４個人、１団体を３月27日に表彰いた

しました。19節負担金、補助及び交付金は、説明資料にあるとおり各社会教育関係団体に

対する補助金でございます。 

 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。更正減の主なものは、厚内公民館長の報酬のほか不用額で、追加したの

は燃料費などでございます。公民館主催事業として自学自習講座、生涯学習活動支援ボラ

ンティアバンク、家庭教育、出前講座、文化祭、公民館祭りなどを実施しております。新

規事業として、小学生が放課後安心して活動できる居場所づくり事業としてオーラポロ広

場を２期にわたって開設をいたしました。 

 ３目博物館費、町立博物館の運営に要する経費でございます。博物館事業として特別展、

春のヒグマ展、巡回展、木のある風景とラブバード展ほか１、小企画展５件、博物館講座、

アートクレーシルバー教室ほか６件、そのほか紀要の発行やレファレンス事業を実施して

おります。平成17年度の開館日数は291日、入館者は１万199人でございました。 

 ４目高齢者学級開設費、町内４高齢者大学の開設運営費でございます。あわせて４寿大

学交流会を実施しております。また、世代間交流事業を目的とした小学生と寿大学の交流

会を浦幌小学校と厚内小学校で実施、別に浦幌小学校ではおばあちゃんの知恵袋事業を実

施しております。 

 ５目青少年教育費、子ども会、青少年道外交流事業実施に伴う経費でございます。子供

の自主性や社会性をはぐくむ少年リーダー養成講習会を夏と冬に２泊３日で実施いたしま



 

 35 

した。道外交流事業は、７月29日から８月１日の日程で富山県氷見市へ派遣をいたしまし

た。団員は20人で、引率者は４人の内容でございます。その他、理科実験教室などを開催

しております。 

 ６目家庭教育学級開設費、町内５学級開設しております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21日に家庭教育講演会、９月15日に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

す。図書館の利用実績及び蔵書数等は説明資料のとおりですけれども、貸し出し人数で前

年比10.4％減の9,151人、貸し出し冊数で3.7％増の３万1,584冊、町民１人当たりの利用冊

数は4.8冊でございます。図書館事業として、絵本お話し会、第２土曜日の子供映画会を53

回、人形劇公演などのほか１日司書体験、レファレンス業務、展示会などをそれぞれ実施

しております。また、夏休み読書感想文コンクールを行い、小学生180点、中学生13点の応

募がありました。なお、平成17年度末の蔵書数は５万8,844冊ということになっております。

なお、更正減につきましては、補正は燃料費、光熱費が主なもので、他は不用額の整理で

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。 

 なお、議場内暑くなっておりますので、上着を脱ぐことを許したいと思います。 

 質疑はございませんか。 

 10番、田村議員。 

〇田村議員 公民館運営の方でお伺いをしたいと思いますけれども、これは17年度、公民

館の利用状況、それぞれ各種団体や何かいるわけですけれども、団体数ではなく延べ人数

で、吉野だとか、特に浦幌の公民館について、延べ人数でどのぐらい17年度で利用してい

るかということと、それから18年度、それぞれ利用料金を上げ、また管理者も専従の管理

者でないような方法でやっているわけですけれども、そういうような方法を変えた中での

18年度の状況との利用状況の差というのはどのぐらいあるのですか。17年度の実績で利用

者がどのぐらいで、18年度に入りまして、専従の管理者を置かなくなったという状況、吉

野あたりなんか町職が行っているのかな、委託みたいな感じで行っているのだと思います

けれども、それと公民館の利用料金の値上げがあったのですけれども、そういう状況の中

で17年度と18年度の利用状況でどのぐらいの差があるのかということをお聞きしたいので

す。たとえ１カ月でも２カ月でも、今までも状況的にどのぐらいの割合の差があるかとい

うことを掌握していると思うので、それをちょっとお聞きしたいのですけれども。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 まず、17年度の数字でございますけれども、数字を読み上げますが、こ

れはこの議会の初日に配付されました定例監査結果報告書の中に載っております数字でご

ざいますので、ご了承いただきます。 
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〇田村議員 わかりました。 

 それで、それは何が聞きたいかというと、それぞれ17年の実績でこういうような実績な

のですけれども、18年度に入ってから、利用料金を上げて、管理者も今までみたいに専従

で置いていないというようなことも踏まえた中で、状況として減っているのかふえている

のかというのはどのように見込んでおりますか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 まず、18年４月から料金改定になりまして、真新しい体制でスタートい

たしました。特に中央公民館につきましては、管理人を置かないという体制でスタートし

ているわけでございます。それで、はっきり申し上げて、まだ数字を押さえておりません。

押さえておりませんけれども、こちらも気になりますので、担当係長には利用の状況はど

うだということを聞きました結果を申し上げますと、やっぱり少し減っているかなという

ようなことを申しておりますので、実際的な数字が上がってきた段階では、17年度の実績

よりはやっぱり少し落ちるのかなというような感触で今考えております。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 これは、何を聞きたかったかというと、町長、ちょっとお願いしたいのです

けれども、これは浦幌町民のこれだけの方々が、公民館を交流の場として各種団体、町民

の方が２万3,000人もの方が使っているのです。そして、今町長が考えておられます留真温

泉は、町外を含めて町長の見込みで１万9,000から２万二、三千人ということなのです。こ

れだけ町民の方が交流の場として公民館を使っていて、そしてそこを憩いの場としてそれ

ぞれの団体、町民の方が使っている状況の中で、この公民館に冬は寒くていれないぐらい

の暖房しかたかないで、そして吉野地区の公民館は今まで住民の方々が要望して、何とか

館長さんを置いて、我々に大した手助けをしていただいている中では置いていただきたい

という強い要望があった。それは、すべて町の公民館にしても、吉野の公民館にしても財

源がないから、大変だからということで、この２万3,000人の利用者の方々に値上げをして

不便を強いてきているわけですけれども、そんな中で町長はこの吉野公民館の整備、改修

をしていくつもりは持っているのかいないのかお聞かせいただきたいと思います。 

 公民館の中でも大変亀裂が入ったりとか、それから玄関のところの地震災害でいかれた

部分の修理だとか、あの辺の周辺の舗装だとか、全然直すような気配はないのですけれど

も、そういうようなことだとか、それから使われる方々がそれぞれ不備な部分を、こうい

うところを直してほしいというようなことであろうかと思います。また、冬はぬくいとこ

ろで交流をしたいというご希望もあるでしょう。そういうことを踏まえた中でやっていく、

整備していく、修理していく、住民の交流の場として住民の要望にこたえていくというつ

もりはあるかないか。これ教育委員会ですか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 公民館の整備の関係でございますけれども、公民館長を通じて我々の方

にこういうところが壊れた、あるいはこういうところを修繕していただきたいと、そうい
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うものについては全部やっているつもりでございます。やっていないことはないと思って

おります。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 十分下見もしないで、要望にこたえているということなので、あれですけれ

ども、そうしたらお聞きしたいのですけれども、２万3,000人の町民の方々が交流の場とし

てそれぞれの地域を使っていて、吉野公民館について専従の館長を置かないということが

住民にどれだけ不便を感じさせているかというか、心の支えにしていた館長さんがいない

ことによって、使いづらいとか、不便を来しているというような状況というのはあるのか

ないのか。それから、浦幌町の公民館の中でこれだけの団体の方々がそれぞれの会合に使

われているのだけれども、冬の間は暖房は十分ですよとか、館長がいなくても十分利用さ

せていただいておりますよとか、それからこういうふうに財政が逼迫しているから値上げ

をしても十分ですよというようなことでご理解をいただいていると思っておりますか。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 まず、吉野公民館長の関係ですけれども、吉野公民館長につきましては

昨年度で前任者が勇退されました。それで、後任の方が幸い見つかりましたので、今その

館長にやっていただいているということで、前任の館長のようなベテランではございませ

んから、そういった面での不備はあるかもしれませんけれども、一生懸命やっていただい

ているなというふうに考えております。 

 それから、後段の方の寒いという話でしょうか。我々が担当者に指示をしているのは、

話をしているのは、要するに公民館の利用者に対して風邪を引かせて帰すようなことはで

きないので、寒ければきちっと暖房を入れてくださいということは申しております。もし

末端まで周知が届いていないということであれば、私の方からもう一度各担当者にお話を

しておきます。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 実際的に利用している人でなくても、我々でもそれぞれあそこで催事がある

ときに出席させていただいて、いや、ぬくいな、きょうはぬくくて公民館の中珍しいなと

いうことは今まで一回もお目にかかったことがない。それは、もう皆さん同じだと思うけ

れども、これも時代の流れですから、節約することもいいのですけれども、問題は住民が

それだけのことをしてもらいたい、利用者がこれだけの数がいるという中では、そうした

ら教育委員会として公民館が言われることは全部整備していると言うのだし、利用者にも

こたえていると言うのだし、答えてくれていないのは価格を上げたのだけれども、それは

納得しているかと言ったら、それの答弁はなかったのだけれども、それは後からでよろし

いですけれども、値上げをして、みんなこうやって各種団体出て、そして公民館を使うの

に何でこうやって値上げをして、時間まで短くしてこうやってやられるのだろうね、もう

ちょっと自由な時間の中でもう少し使わせていただきたいという声を聞いているのだけれ

ども、教育委員会にはそういう声は行っていないのかもしれないのだけれども、そういう
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お言葉はあるのかないのか。僕は、何が言いたいかというと、これも町長にも責任あるの

ですけれども、１万9,000人や２万人の使う温泉に、この厳しい時代に金を使うのだったら、

２万何千人も使う公民館の整備をきちっとして、使いやすい環境を整えて、そしてきちっ

としてやるのが、これは僕は妥当でないかなという思いからこういうようなことを言うの

ですけれども、財政が厳しいと言って、各種団体の２万5,000人の町民、まるっきり町民で

すから、この方が使う、それを不自由にして、そして１万9,000人ぐらいの、それも町外の

方も含めて、その温泉開発することが大事かということ、これをもう少し慎重に協議をし

ながら考えていただきたいなという一念から、その思いから言うのですけれども、その値

上げの問題で町民から公民館の利用料の値上げについては十分ですよと納得はいただいて

いるという判断でよろしいのですね。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 まず、公民館の使用料の改定の関係でございますけれども、中央公民館、

昭和48年にオープンしました。その後、上浦幌公民館が49年、吉野公民館は50年だったと

思いますけれども、厚内が51年だったと思いますけれども、そのオープンのときに使用料

を設定して以来、一度も手をつけておりませんでした。それも今回改定をさせていただい

たうちの理由でございます。ですから、それが高いと言われれば、それは甘んじて受ける

ほかはないのですけれども、やっぱりこういうものについては数年に１度は見直しをかけ

ていかなければ、今回のようなことになるのかなというふうに考えております。 

 それから、公民館の暖房の関係につきましては、いわゆる冬期使用料というのは11月か

ら４月までが冬期使用料として1.3倍の料金をいただいております。そうすると、例えば10

月に使われた方が実際暖房料を支払っていないわけですから、使ってはいけないのだなと

いうような自己規制と言ったらいいのかわかりませんけれども、使ってはいけないのだな

と思ってしまって使わないと。中央公民館は、各部屋全部それぞれ暖房機がついておりま

すので、ＦＦのストーブがついておりますので、スイッチを入れてくださればいいのです

けれども、使わないで寒い思いをしているということだろうというふうに思います。です

から、私は先ほど言いましたように、公民館の利用者に対して風邪を引かせて帰すような

ことがあってはだめだから、10月であっても、寒い日については暖房を使ってくださいと

いうことを担当の職員の方の指示をしているわけです。その指示がうまく伝わっていない

ということのようでございますので、また改めて指示をしたいというふうに思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 私が余り出しゃばって答弁することではないと思いますけれども、公民館長

の関係に関して、私が就任したときには、専任の公民館長を廃止するという内容のもので

ございました。９月から廃止するという内容のものでございました。それを何とか皆さん

にボランティアで館長をお願いしていただける、引き受けていただける。地域で今まで文

化活動をたくさんやっておりますから、その地域から何とか館長をやりながらボランティ

アでやっていただける方を育てていきたいという意味もありまして、私就任当初から館長
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を廃止ではなくて、報酬を引き下げながら地域からそのリーダーを育てたいという方針で

やってきているところでございます。今も非常に低い報酬でやっていただいております。

これは、もう限界を超えているなという状況だというふうに私は感じております。しかし、

そういう中であっても、上浦幌と吉野については一生懸命やっていただいていると思って、

私は感謝しているところでございます。今後も館長を廃止するという考えは持っておりま

せん。今までどおり配置しながら、何とか地域からリーダーとなる方を育てて、そこをし

っかりとした文化の伝道という形で育てていきたいなと、このように感じている次第でご

ざいます。報酬については、ご存じのように非常に低いということで、非常に私も心苦し

い思いをしながら委託をさせていただいているところでございます。 

 それから、留真温泉に絡んでのことがありましたけれども、この件についてはやはり人

数的なものもありますけれども、収入の面もあります。私は、公民館料等についても、す

べての公共料金について改定をしたいということで、17年、18年という形で取り組んでま

いりました。そして、住民との協議も重ねながら、スポーツ団体であればスポーツ団体、

文化団体であれば文化団体とも話し合いながら、この改定というものを進めてきたわけで

あります。もちろん皆さんの負担になることでございますから、喜んでいいですよという

方はいらっしゃらないと思います。しかし、今の現状、それから利用者負担というもの、

私は常に利用者負担、利用者は利用者としての責任を持って負担していくべきだという考

えのもとに進めさせていただいておりますから、そのことについては何とか理解をいただ

かなければならないと。何とか理解していただきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 それから、施設についてはそれぞれに利用者がおります。パークゴルフ場しかりです。

中央公民館しかりです。利用者がいる方は、その利用者は私たちは有用だと、必要だと思

っております。しかし、そこを全く利用しない人たちにとってはどうなのかと言われると、

不要だという意見を言われる方もいらっしゃいます。合併のときにいろんな地域を回りま

した。その中で、やはりやり玉に上がった施設というのはあります。自分たちが使ってい

るものは絶対必要だと、使っていないものは不要だという意見もやはり出てくるのもそう

かなと思います。留真温泉利用者については、今まで留真温泉を利用してきた人たちにつ

きましては、やはり留真温泉が欲しいという願いを込めてお話しするでしょう。今まで一

度も留真温泉を使わなかった人たち、縁がなかった人たちについては、やはりすべての方々

が必要だとは言われないでしょうというふうに私は感じております。これからいろんなも

のをしていく中で、福祉政策をしていく中でどんな福祉政策でも、どんな政策でも、この

人たちのためにというものがあります。町民全体に及ぶものと言えば税の削減ということ

なのだろうなと、そういうふうに考えている次第でございます。 

 私は、前々からお話ししているように、町政はバランスのとれた施策をもって行わなけ

ればならないというお話をさせていただいております。これからもバランスのある町政を

とっていきたいと思っておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 
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〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 町長、大変具体的にお答えいただきましたけれども、バランスのとれた町政

ということは、ばらまき町政を実施していくということなのか、その辺の確認だけさせて

いただきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 私は、今までもばらまき町政を行った思いもありませんし、むしろ引き締め

た思いでおります。今まで行っていたものを引き締めたという思いでおります。私は、重

点政策という形でとらえていきたいと、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、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に要する経

費でございます。８節報償費13万2,351円は、主催事業謝金及び各種スポーツ大会のトロフ

ィー、審判の謝金でございます。19節負担金、補助及び交付金は、説明資料記載のとおり

でございます。そのほか対外競技出場奨励費補助金８件、36万2,000円、また体育振興会連

絡協議会の補助金につきましては当初40万円を予定しておりましたけれども、中浦幌体育

振興会が解散いたしましたので、７万円を更正減いたしました。 

 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、野球場、町民スケ

ートリンクの維持管理費及び学校開放事業に要する経費でございます。補正のうち追加し

たのは賃金と使用料で、野球場環境整備及びスケートリンクの造成分でございます。更正

減は、需用費の光熱水費227万2,000円で、センターハウスの食堂業務委託契約の変更に伴

う更正減でございます。他は、不用額の整理でございます。８節報償費は、学校開放事業

の謝金で開放校は厚内小学校、上浦幌小学校、上浦幌中央小学校で、利用者は2,120人、そ

れから町民球場は５月１日から10月31日までの６カ月間オープンし、7,319人の利用、アリ

スアリーナは10月から２月までの５カ月間オープンし、8,910人の利用、パークゴルフ場は

４月29日から11月３日まで182日間オープンし、１万2,162人の利用、健康公園多目的広場

は５月から10月の６カ月間オープンし、844人の利用、町民スケートリンクは12月24日から

２月22日までオープンし、1,415人の利用でございます。 

 ３目総合スポーツセンター管理費、追加補正の主なものは、燃料費と光熱水費で130万

5,000円でございます。減は、不用額の整理です。利用者は、前年比776人減の４万855人。

13節の委託料は、説明資料の記載のほか、保守あるいは警備関係の委託料の内容でござい

ます。 

 ４目スイミングプール管理費、追加補正は光熱水費の21万円、不用額の更正減で委託料、

備品購入費の内容です。スイミングプールは、６月21日から８月31日までの70日間オープ
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ンし、利用者は5,205人。13節委託料は、説明資料のほか、保守管理料でございます。 

 ５目給食センター管理費、この目は学校給食センターの施設維持及び運営、給食配送に

係る経費でございます。追加補正の主なものは、旅費、需用費でこのうち需用費は燃料費

と光熱水費、修繕料の追加で、修繕料は説明資料記載のように連続炊飯器石綿除去のため

の費用でございます。更正減は、報酬、共済費、賄い材料費、委託料、原材料費でおのお

の不用額の整理でございます。学校給食センターの平成17年度の稼働は205日、年間13万

3,030食をつくりました。なお、学校給食費は小学生200円、中学生240円で、いずれも十勝

管内ではちょうど中位に当たります。この金額は、平成10年度からの据え置きとなってお

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、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。 

〇前田施設課長 11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

目につきましては災害が発生したときの応急費でございます。昨年、17年９月７日から８

日の災害が発生しまして、補正を行い、実施した内容となっております。13節委託料、14

節使用料及び賃借料、15節工事請負費につきましては、説明資料24ページの内容のとおり

でございます。 

 ２目過年災害復旧費、この目につきましては平成15年発生の災害復旧工事で、河川４カ

所の実施を行った内容でございます。15節工事請負費につきましては、説明資料の内容の

とおりでございます。 

 ３目現年発生補助災害復旧費、この目につきましては平成17年発生災害復旧工事７カ所

の補正を行い、うち河川２カ所、道路１カ所の実施を行っております。残り４カ所につい

ては、繰越明許費で実施をしております。次のページの15節工事請負費につきましては、

説明資料24ページのとおりでございます。 

 以上です。 

〇中川産業課長 ２項農業用施設災害復旧費、１目災害応急費、この目は災害発生時の農

業用施設関連の応急費としての予算でございます。14節の使用料及び賃借料は、説明資料

25ページのとおりでございます。 

 ３項水産業施設災害復旧費、１目災害応急費、この目は災害発生時の水産施設関連の応

急費としての予算でございます。14節の使用料及び賃借料については、説明資料25ページ

のとおりでございます。 

 以上です。 

〇山田総務課長 12款１項公債費、これにつきましては借入金元金償還並びに借入金利息
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の内容であります。 

 13款諸支出金から14款予備費については、特に説明がございません。 

 48ページ、歳出合計でございますが、予算現額が57億7,479万4,000円、支出済額が56億

5,875万233円、繰越明許費が4,943万5,000円、不用額が6,660万8,767円の内容となってお

ります。 

 なお、49ページから56ページについては、財産に関する調書でありますので、ごらんお

きください。 

 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。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 参考のために聞かせてください。 

 公債費、一番最後の説明書なのですけれども、一時借入金内訳というのがあります。こ

れ８日間とあるのですけれども、いつからいつまでの８日間だけか教えてください。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 18年３月31日から８日間を借り入れしております。これは、18年という

ことは17年度分でございますので。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょうどこれ年度またぐ理屈になりますよね、基本的に。３月31日から４月

７日とか６日ぐらいになってしまうと思うのです。私、変な疑惑を持つのですけれども、

そういうことは一切ないのかどうかだけお答えください。 

〇水沢議長 総務課長。 

〇山田総務課長 役場の会計年度というのは４月１日から始まりまして、出納閉鎖が５月

31日までになっております。それで、年度は５月31日までなのですが、17年度分の歳入等

も18年５月いっぱいまで入ってきますし、もちろん支出もあります。それで、その支払い

に要した費用の３億円を31日から８日間借りまして、17年度の歳入が入ってくるのを待っ

ていたという状況でございます。 

〇水沢議長 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 ということは、極端な言い方すると、３月31日に支払わなければならなかっ

た金が、どうしても要る金が３億円いったということですね、31日までの間に。そういう

ことでよろしいですね。 

〇水沢議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時３８分  休憩 

午後 ２時３９分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
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 総務課長。 

〇山田総務課長 実は、ここにある公債費の支払い期限が３月31日になっているのです。

支払いが歳入に追いつかないものですから、４月に配分になる交付税が入るまで借りてい

たという考えでございまして、それで夕張市等で行っているのは、要するに新年度に入り

まして、そのお金を旧年度で使ってしまうよということですから、要するに18年度前借り

をして17年度で決済をしたということになりますので、本町の場合においてはそうではな

くて、会計年度内、要するに入ってくるお金のつなぎ、公債費の支払いがあったので、一

時３億円のお金を借りて公債費を払いましたと。８日間ですから、８日目に17年度分の地

方交付税が歳入になったよと、それでお返ししたということなので、ちょっと年度またが

っているので、誤解するかもしれませんが、会計年度はあくまでも５月31日までとなって

おりますので、その辺を考慮してよろしくお願いいたします。 

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、予備費までの質疑を打ち切らさせていただきます。 

 以上で歳出の質疑を終わりますが、質疑漏れのある方は後ほど全体を通じての質疑を受

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。 

（「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 ２時４０分  休憩 

午後 ３時００分  再開 

 

〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、歳入の質疑に入ります。 

 初めに、１款町税から10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 ５ページをごらん願います。１款町税、１項町民税、１目個人につきま

しては、収納率で現年課税分99.0％、滞納繰り越し分15.7％、合計で96.9％であり、平成

16年度決算と比較してみますと、合計の収納率で0.7％の減、収入済み金額では462万4,000

円の増で、ほぼ前年度並みでございました。不納欠損処分は、２個人、収入未済者は実人

員77個人、３法人の内容でございます。 

 また、２目法人は法人数146法人に係るもので、うち法人税割の納付義務があった法人は

59法人、40.4％でございました。収納率で現年課税分99.5％、滞納繰り越し分50.0％、合
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計で99.2％であり、平成16年度決算と比較してみますと、合計の収納率で0.1％の減であり、

収入済み金額では297万5,000円の増加でございました。収入未済者は、４法人の内容でご

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課税分99.3％、滞納繰

り越し分16.6％、合計で97.1％であり、平成16年度決算と比較してみますと、合計の収納

率で0.4％の増、金額では808万4,000円の増加でございました。不納欠損処分は２個人、収

入未済者は実人員63個人、４法人の内容でございます。 

 ３項軽自動車税につきましては、原動機付自転車を初め10車種、3,048台に係るもので、

収納率は現年課税分が99.3％、滞納繰り越し分が41.2％、合計で99.0％であり、平成16年

度決算と比較してみますと、合計の収納率で0.4％の減で、金額では44万5,000円の増加で

ございました。収入未済者は、実人員16個人、１法人の内容でございます。 

 ４項町たばこ税につきましては、収納率は100％ですが、平成16年度決算と比較してみま

すと、収納額では276万3,000円の減額でございました。 

 ５項入湯税につきましては、収納率は100％ですが、平成16年度決算額と比較しますと、

収納額では４カ月休業したことから50万7,000円の減額でございました。 

〇山田総務課長 ２款の地方譲与税から７ページ、10款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、説明は省略させていただきます。な

お、この科目につきましては、発生した金額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、よろしくお願いいたします。 

 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りま

す。 

 次に、20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 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、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１件の未済がございます。 

 ２項の負担金、１目民生費負担金、この中の２節児童福祉費負担金、これにつきまして

は認可保育所４件の未済がございます。３節児童福祉費負担金滞納繰り越し分、これにつ

きましては８件の未済でございます。５節老人福祉施設費負担金、これにつきましては２

件の未済でございます。 

 次に、３目の農林水産業費負担金、１節の農業費負担金が６件の未済、２節農業費負担

金滞納繰り越し分は６件の未済がございます。 

 次に、４目教育費負担金、これにつきましては１節教育費負担金が14件の未済、２節給

食費負担金滞納繰り越し分、23件の未済がございます。 
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 次に、12款使用料及び手数料の５目土木使用料、この中の１節公営住宅使用料が24件の

未済、２節改良住宅使用料が14件の未済、３節特定公共賃貸住宅使用料が１件の未済、４

節公営住宅等駐車場使用料が12件の未済、５節住宅使用料滞納分が23件の未済でございま

す。 

 ６目教育使用料、１節の幼稚園保育使用料、２件の未済、２節幼稚園保育使用料滞納繰

り越し分は１件の未済がございます。 

 次に、一番最後の２項の手数料から11ページの３項委託金、５目土木費委託金までにつ

いては、特に説明がございませんので、説明を省略させていただきます。 

 次に、15款１項財産運用収入、１目財産貸付収入、１節の土地建物貸付収入、これにつ

きましては雑種家屋貸付料１件の未済がございます。 

 次に、12ページの２目利子及び配当金から12ページの18款繰越金までについては、特に

説明がございません。 

 13ページ、19款の諸収入、３項貸付金元金収入、２目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収

入、これにつきましては１節ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入が２件の未済、２節のウ

タリ住宅改良資金貸付金元利収入滞納繰り越し分は６件の未済がございます。 

 ４項の受託事業収入、１目農業費受託事業収入、この中の１節農業費受託事業収入、こ

れにつきましては16年度畜産担い手総合整備事業の委託で１件、17年度の担い手育成事業

で２件の未済がございます。 

 次に、20款町債、１項町債、１目総務債、これについては特段説明がございません。 

 歳入合計が予算現額で57億7,479万4,000円、調定額が57億8,193万4,531円、収入済額が

57億3,132万1,518円、不納欠損額が25万3,564円、収入未済額が5,035万9,449円。 

 以上の内容であります。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。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 余り速いスピードで説明をされたので、ページをめくるのが大変でした。 

 それで、最後の14ページ、収入未済額5,035万9,449円、この数字は昨年度よりふえてい

ます。それで、今後各課において、どのように処理をして努力していくかということを、

できれば各課ごとにお話をお聞きしたいのです。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 まず、一番金額の多い私どもの方から先にお話しさせていただきますが、

町税関係につきましては先般第２回定例会においても十勝圏複合事務組合の規約の改正に

ついてご協議いただきましたが、平成18年度からではございませんが、平成19年度からは

十勝市町村税滞納整理機構へ滞納額の大口の方、またやはり地元としてなかなか強制的な

形をとれない方、また滞納額が累増している方につきましては、引き継ぎをした中で徴収

をしていくというふうな形も考えていきたいというふうに思います。 

 また、平成18年度の中で、これは全庁的にわたるわけですが、滞納プロジェクトチーム
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というのがございます。その中で職員研修を10月17日に予定しております。これは、ヤフ

ーの購買推進室の担当の方を講師に招いて、元東京都の主税局の方ですが、この方を講師

に招いて約３時間半の講習を受けると、研修をするという中で滞納整理もしくは徴収につ

いての研修を深めていきたいと。 

 それと、11月に夜間相談窓口というふうな形を開設した中で、なかなか日中お会いでき

ないお仕事で忙しい方、こういう方においでいただくように案内を差し上げて、そういう

中で納付についてのお話をさせていただきたいというふうに考えておりますし、またこれ

は単に税金だけではなく、住宅料、水道料等、各種使用料等についても同じことが言える

わけですが、夜間相談を実施した上で対応していきたい。また、平成18年度も12月には滞

納金の徴収強調月間というふうな形の中で年内に整理するということで現年分、滞納繰り

越し分についての徴収を強化したいというふうに考えております。また、通常の業務の中

で徴税関係について言えば、納税者の方と個別に面談する機会を多く持つようにして、ご

自宅の方へ訪問し、なるべく会えるような形の中で、時間も必ずしも日中ということだけ

でなくて、夜間の訪問もさせていただきながら徴収に努めてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

〇水沢議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 私の方は、監査委員の決算意見書の６ページの方に使用料、分担金

等の収入未済がございます。その中のウタリ住宅資金貸付元利収入、かなりの未収入がご

ざいます。この関係についても、現在もう償還が終わってしまっている中で滞納繰越金が

そのまま残っている方がおります。それらについて、現在税務課とタイアップしながら徴

収に、収納率向上のために努力をしている次第でございます。口座振替だとかということ

で、１万ずつ入っている方もいます。そんな形で随時訪問し、徴収をさせていただいてい

るところでございますので、今後も継続的に随時徴収に行きたいというふうに思っていま

す。 

 また、使用料の負担金、幼稚園並びに保育園の未収についても、鋭意その都度行ってお

りますし、特に幼稚園につきましては若干おくれながらでございますが、滞納になってお

りますが、ずっと入っている状況でおりますので、ご理解を賜りたいと思います。今後と

も努力をさせていただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

〇水沢議長 産業課長。 

〇中川産業課長 私の方は、農林水産業費負担金ということで、国営、それから道営土地

改良事業に係る負担金の関係がございます。大きく984万9,000円ということで、総体的に

稲穂の国営農地開発事業の受益者につきましては43名いたわけですが、そのうち21名につ

いては繰上償還を既に完了しておりまして、残りの16名が分納償還中でございます。それ

で、特に大きいのは６名の方がおりまして、この方については若干おくれてはおりますが、

償還はずっと続けていただいております。それから、その中に１名だけ、もう離農してし
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まったという方もいらっしゃいます。この方については、今無職ということもありまして、

大幅に数十万円ずつ入れてもらうというのは、何回も話し合いをしておりますが、難しい

という状況の中で、最低限数万円ずつ毎年入れていただいているという努力をしていただ

いております。 

 それから、畜産基地再編の未納者も１名おりますが、これは毎年十分本人とも協議をし

ながら少しずつ入れていただいて、今後についても早期に納入をしていただくということ

で話し合いを続けております。 

 いずれにせよ、年々膨らんでいくような状況にありますので、一年でも早く大きい償還

を残しております６名の方に償還をしていただくよう、毎度担当の方で努力をしていると

ころでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇前田施設課長 私の方は、公営住宅使用料、それから駐車場の使用料ということで合計

890万ということでございまして、滞納されている方については、公営住宅のみならず、税

の方もあわせて滞納されているということから、なかなか徴収に応じてくれないという形

になっております。ただ、額がだんだん大きくなってくるものですから、３カ月以上滞納

している方が継続しておられるということで、その方については個別に役場の方に来てい

ただいて、個々に面談をさせていただきまして、返済計画をつくっていただきながら分納

の指導をさせていただいております。しかしながら、かなり高額な金についてはなかなか

難しい面もあります。そういう面もあるのでございますけれども、何らかの形で徴収をで

きるような形をとっていくということで日々担当者と努力しておりますので、今後もそう

いう形で続けてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇水沢議長 教育次長。 

〇後藤教育次長 教育委員会の方は、学校給食費の滞納が今年度で55万4,900円という金額

になりました。先ほども説明ありましたけれども、今年度の給食費の未納者は14人でござ

います。このうち現年度分のみの未納者が７人、それから過年度分とあわせた未納者が７

人ということでございます。今年度分については14人なのですが、このうちの12人が税、

それから上下水道なども滞納しております多重債務者でございます。滞納コレクト等で徴

収に参りますと、まず充足されるのが税等で、学校給食費については最後になると。極端

な話をすれば、支払わなくても給食は出てくるということで、これは教育としてやってい

ることでございますので、なかなかその徴収が難しいということでございます。これは、

全国的に大変悩みの、各教育委員会の悩みの種でございます。今回54万というこれまでに

ない大きな金額が未納ということになりましたので、管内の各教育委員会がどういう対応

をとっているのか、それからインターネット等でわかるところもあるのですが、そのほか

の全国の教育委員会がどういう対応をとっているのかというようなことも調査をさせてい

ただきましたけれども、結論的に言うとどこの教育委員会も大変困っているというところ

でございます。それは、結局給食費を払わなくても給食は出てくるということです。それ
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で、裁判所に督促の申し立てをするというような動きも一部あるようでございますけれど

も、そういったことも参考にしながら進めるようにということで、給食センターの方には

指示をしているところでございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 各課非常に努力の跡も見られず、このような金額になってきた。非常に努力

しているのでしょうけれども、対人間の経済状態というか、住んでいる人の経済状態が非

常に厳しいので、ライフラインも上げられて厳しさが増して収入未済額がふえていったの

ではないかなというふうに私は想像するわけでございます。年々数字が膨らむということ

は、住民の生活も厳しいのだということを私は感じながら各課長の報告を聞いておりまし

た。本当に多重債務者が毎年何か12人ぐらいということで報告があります。最終的な悪質

の場合は弁護士の方とも相談されて、公営住宅なんかも本当にふえてまいりましたので、

この金額がもう増大しないうちに打つ手はあるのかないのか、ここでちょっとお聞きして

おきたいと思います。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 高額の滞納者につきましては、今後法的措置も含めて弁護士さんも協議しま

して、今までも公営住宅については調停に持ち込んでやっているということもございます。

それから、先ほど教育次長も申し上げましたが、督促等も裁判所の方に出すということも

含めて、今後やはり法的措置をとっていかないと、これは解消していかないと思われます。

ただ、徴収に回って分割納入等で約束される方もございます。そういうところについては、

約束を守っていただくように担当の方から何回も顔を出して、そして徴収してまいるとい

うことでやっ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 ６番、野村議員。 

〇野村議員 １点、14ページの雑入の関係の中で釧路産炭地振興助成金について今後どう

なるのか、その見通しをお伺いしたいと思うのです。この費用は、たしか地域振興、観光

協会その他に何か充当されているような内容でちょっと記憶しているのですけれども、今

回この基金が非常にいろんな大きな問題になりまして、道もこれについては何か精査する

という話ですけれども、この釧路地域、これは基金として総額何十億だかちょっと記憶あ

りませんけれども、その金利の運用益を各該当町村がそれぞれ利子を受けているというの

か、今後これ道の見直し、釧路地域の関係もこの基金について見直しがかけられるのか。

ある程度のこういうような助成金という形で今後ずっと続けていける対応になるのか、ど

のような形になっているのか、現状と将来的にどういうことになるのかだけお伺いしたい

と思うのです。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 この助成金につきましては、基金の運用益ということで今の産炭地域の構成

している町村に何か単独費で事業があるときに２分の１の補助をいただいているというこ

とでございます。今後につきましても、今までと変わりなく、釧路産炭の方ではやってい
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くということでございます。南空知の産炭地域の方と、また釧路とちょっと違うというか、

内容は同じなのですが、正規にやっておりますので、今後につきましてもこの辺について

は今までどおりやっていくということでございます。 

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、歳出を含め一般会計全体を通じて質疑を受けます。 

 先に福原議員からの質疑に対し答弁漏れがございましたので、自動車管理費について答

弁をいたします。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 私の方で模範牧場で使用しておりますショベルについて、車検はとって

おりませんが、任意保険に17年度については入っていると。そして、18年度においては、

廃車にするということで確認をとっております。 

 もう一台については、施設課長の方から答弁いたします。 

〇水沢議長 施設課長。 

〇前田施設課長 説明資料の10ページの備考のところに書いてありましたショベル２台の

掲載漏れ、その他１台の掲載漏れということで、今産業課長が申し上げました１台と、あ

と２台ということなのですが、この２台につきましては当初17年度６月末ぐらいまでに高

齢者センターで保管していたショベルでございます。それと、もう一台につきましては、

拠点施設で所有していたモア、草刈り機でございます。この２台でございまして、施設課

に７月19日に管理移管ということになっております。そして、モアについては12月９日に

管理ということで移管されております。この時点で高齢者の方につきましては、施設課に

来るまでは保険に入っていませんでした。それで、施設課に来た段階で保険と任意保険に

入っております。それと、草刈り機につきましては、これについても保険に入っておりま

せんでしたが、施設課に来た段階で任意保険に入っております。 

 以上でございます。 

〇水沢議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 大変お手数をかけました。 

 本当に何かあったときに町の対応として、重大なことがなければいいのですが、あった

ときの場合の対応としてすべからく万全の配慮をして行政を執行してほしいということを

申し述べたかったわけでございます。今後ともどうぞよろしく執行のほどお願いいたしま

す。 

〇水沢議長 ほかに一般会計全体を通じて質疑漏れの方ございましたら質疑を受けます。 

 ６番、野村議員。 

〇野村議員 内容は消防費に入るのか、ちょっとよくわからないので、質問が漏れてしま

ったのですけれども、各家庭に設置義務が発生しました火災報知機の関係についてお伺い

したいのですけれども、私も詳しいこと、手元に資料を持っていませんけれども、たしか
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今までは大きな平米数、ある程度のクリアしたところでないと火災報知機の設置義務はな

かったのですけれども、たしか新築住宅は今年度から該当、また既存の住宅についても若

干の設置の期間は猶予あるのですけれども、義務化されてきたということで、それで一番

心配されるのは、各家庭にこのような火災報知機が設置されるということは初期消火、い

ろいろな形で災害もある程度未然、また最小限に食いとめられるいい制度かなと思いなが

ら、この内容について、住民についての周知が全くなされていないのが現状ではないかと

思うのです。そして、聞くところによりますと、火災報知機の費用につきましても何か乾

電池式、また電源100ボルトからとるとかという形で、金額的にも相当大きなばらつきが発

生して、機械自体に大きな金額の差があるということ。これがひいていきますと、将来的

にはまた消火器のようないろんな悪徳商法の格好のターゲットになる可能性もあるわけで

すけれども、これについてどのような指導、また今後どういう形で周知されていくような

方法があるのか、考えられるのか、今の段階ではどのような考え方をされているのか、ま

ずお伺いしたいと思うのです。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 ちょっとここに資料を持ち合わせていないのであれなのですが、７月か６月

か、そのぐらいの広報で一応載せてあります。それで、新築住宅については、寝室等に設

置と。それから、２階建てについては通路、階段部分、そういうところに設置ということ

になっております。それから、既存の住宅については２年間の緩和措置ということでござ

います。 

 100ボルトの電源のものと電池式と両方ございます。家電のお店行くと、そういう電池式

のものは売っているそうでございます。１個5,000円以内ぐらいで購入できるという話も聞

いております。それから、100ボルトについては電気工事の方に取りつけていただくという

ことで設置していくということになっております。 

 それから、最近いろいろと悪質な訪問販売等も回っているということも聞いております。

黙っていると、それを何個もつけて、どこにでもつけていくと。それで、最終的に10万単

位で取られるということも聞いております。今後につきましても、その辺については広報

等でも周知してまいり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 ６番、野村議員。 

〇野村議員 済みません、私もその辺のこと詳しく知らなかったものですから。 

 それで、今言ったように生命、財産を守る、町民の福祉を目指すものとして、やはり火

災というのは一番大きな災害だと認識するわけですけれども、今言ったような費用的にも

5,000円から１万円、結構な費用かかるといわれているのですけれども、町民の生命、財産

を守る観点から、購入に対する何がしかの助成金でも出すような考えは持たないのか、そ

の辺だけお伺いしたいと思います。 

〇水沢議長 助役。 

〇安藤助役 今のところ、そういう助成とか補助ということは考えておりません。ただ、
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来年から公営住宅、教員住宅含めて、年次計画で実施してまいりたいと思っております。 

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、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お願いいたします。 

（賛成者起立） 

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。 

 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。 

 

午後 ３時３８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。 

 

    ◎日程第２ 認定第２号 

〇水沢議長 日程第２、認定第２号 平成17年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認

定についての審査を行います。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 平成17年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書。町有林野特別会計、歳入総額で7,678万377円、歳出総額7,082

万3,775円、歳入歳出差引額595万6,602円、実質収支額595万6,602円でございます。 

 この会計につきましては、町有林3,872ヘクタールの管理、造成をするための特別会計で

ございます。立木売り払いにつきましては、カラマツが6,783.169立米、それから間伐材売

り払いにつきましてはカラマツ、トドマツ含めまして904.039立米の売り払いを行っており

ます。それから、保育工事につきましては、人工造林32.08ヘクタール、準備地ごしらえ26.04
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ヘクタール、下草刈り117.47ヘクタール、除間伐35.62ヘクタール、間伐56.12ヘクタール

を実施しております。それから、植栽用苗木購入としてカラマツ１号苗を７万600本を購入

し、植栽しておるところでございます。 

 それで、町有林野特別会計の歳入歳出決算事項別明細書、歳入でございますが、１款道

支出金、１項道補助金、１目造林補助につきましては、先ほど説明いたしましたように、

特に造林補助では人工造林の32.08ヘクタールを造林して、その補助金が入っております。 

 ２款財産収入の中で２項財産売払収入、１目不動産売払収入では、先ほど説明いたしま

したように立木売り払い代としてカラマツ6,783.169立米を売り払いしております。 

 そのほか３款繰入金、４款繰越金、５款諸収入については、特別説明することはござい

ません。 

 次に、歳出でございます。１款１項１目財産管理費、この科目につきましては町有林の

維持管理に係る経費でございます。内容については、特別説明することはございません。 

 それから、２款財産造成費、１項財産造成費、１目造林費、この科目につきましては町

有林の造成に係る経費でございます。15節の工事請負費につきましては、説明資料27ペー

ジに掲載のとおりでございます。 

 ３款公債費、４款予備費等については、特別説明することはございません。 

 以上でございます。 

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。 

（「なし」の声あり） 

〇水沢議長 質疑がないようですので、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２号を採決いたします。 

 認定第２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お願いします。 

（賛成者起立） 

〇水沢議長 起立多数であります。 

 よって、認定第２号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第３ 認定第３号 

〇水沢議長 日程第３、認定第３号 平成17年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算認

定についての審査を行います。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 平成17年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書。模範牧場特別会計、歳入総額１億2,489万6,638円、歳出総額１
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億2,231万8,172円、歳入歳出差引額257万8,466円、実質収支額257万8,466円でございます。 

 この会計につきましては、共同利用模範牧場における乳用牛預託経費及び放牧地、採草

地の維持管理を行う経費でございます。模範牧場の経営面積につきましては、総面積385.7

ヘクタール、草地面積314.1ヘクタール。夏期の預託につきましては、１日当たり734頭、

延べ11万3,048頭、利用戸数については40戸でございます。冬期預託につきましては、１日

当たり591頭、延べ12万4,739頭、利用戸数については43戸でございます。哺育預託につき

ましては、１日当たり157頭、延べ５万3,378頭、利用戸数は21戸でございます。人工授精

捕縛料については640頭、入退牧捕縛料については1,193頭の実績となっております。 

 歳入、１款使用料及び手数料、１項使用料、１目牧場使用料、以下２項手数料等につい

ては、先ほどの概要で申し上げたとおりでございますので、特別説明することはございま

せん。 

 次に、２款財産収入、それから３款繰越金、４款諸収入についても、先ほど説明いたし

ましたので、特別説明することはございません。 

 それで、歳出でございます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、この科目

につきましては模範牧場に係る人件費及び事務所経費並びに各団体負担金でございます。

19節の負担金、補助及び交付金については、説明資料29ページのとおりでございます。 

 ２款施設費、１項施設管理費、１目施設管理費、この科目につきましては乳用牛預託の

経費及び採草地の維持管理を行う経費でございます。11節の需用費、14節の使用料及び賃

借料、18節の備品購入費については、説明資料29ページ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、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３号を採決いたします。 

 認定第３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お願いします。 

（賛成者起立） 

〇水沢議長 起立多数であります。 

 よって、認定第３号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第４ 認定第４号 

〇水沢議長 日程第４、認定第４号 平成17年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定についての審査を行います。 

 説明を求めます。 
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 町民課長。 

〇亀山町民課長 平成17年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書。歳入総額８億4,945万8,543円、歳出総額８億3,045万385円、歳

入歳出差引額1,900万8,158円、実質収支額1,900万8,158円。 

 この会計は、国民健康保険の運営及び医療費収支の会計を処理する会計でございます。

主な内容及び事業効果等については、別冊の説明資料30ページに記載のとおりです。 

 １ページ及び２ページの平成17年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書は、説明

を省略させていただきます。 

 それでは、３ページをごらんください。平成17年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算事項別明細書、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、

この目につきましては退職被保険者等を除く被保険者に係る国民健康保険税でございます。

現年課税分２億6,603万1,619円、収納率は96.17％で、対前年度比0.29％の減でございまし

た。滞納繰り越し分は469万1,909円の収納、不納欠損額は３件で20万5,900円、滞納繰り越

し分収納率は16.31％で、対前年度比0.65％の減でございました。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税、この目につきましては長い間会社等に勤め、退職

して年金受給権のある方で老人保健の適用を受けていない被保険者に係る国民健康保険税

でございます。現年課税分2,334万7,869円、収納率は99.56％で、対前年度比0.39％の減で

ございました。滞納繰り越し分は１万2,500円、滞納繰り越し分収納率は100％でした。収

入未済額は実人員164人、3,455万9,613円で、このうち８月末現在では270万4,122円を収納

しております。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、この目は保険給付費、老

人保健拠出金及び介護納付金に対し、国から36％を交付されるものです。 

 ２目高額療養費共同事業負担金、この目は歳出の５款１項共同事業拠出金、１目高額医

療費拠出金に対し、４分の１の額が交付されるものでございます。 

 次に、４款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業費負担金、この目は国庫

支出金と同様に、４分の１を道から交付されるものでございます。 

 ４ページをごらん願います。２項道補助金、１目財政調整交付金、この目は市町村間に

おける財政力の不均衡を調整するために交付されるものでございます。 

 ５款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金、この目は高額医療費の発生

による保険者の財政運営の不安定化を緩和するため、保険者からの拠出金を財源として交

付されるものでございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目は一般会計からの繰入金

で保険税の軽減分の補てんを行う軽減分と、低所得者を多く抱える保険者の財政安定化を

図る支援分、出産育児一時金、そして職員の人件費等に対する繰り入れでございます。 

 ５ページをごらん願います。８款諸収入、３項雑入、３目一般被保険者返納金、この目

は一般被保険者が資格喪失等により療養費の給付を受けることができなかった分、３個人、
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１医療機関について、世帯主及び医療機関から返納していただいたものでございます。 

 ４目退職被保険者等返納金、この目は退職被保険者等が資格喪失等により療養費の給付

を受けることができなかった分、１医療機関について医療機関から返納していただいたも

のでございます。 

 ６ページをごらん願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、こ

の目は特別会計に係る３名の人件費及び事務経費でございます。 

 次に、３項１目運営協議会費、この目は委員９名の国民健康保険運営協議会を２回開催

したことに要した経費でございます。 

 ７ページをごらん願います。２款保険給付費、４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、

この目は国民健康保険の被保険者が出産した場合に30万円を出産育児一時金として給付い

たしますが、10人分の給付に要したた経費でございます。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費、この目は国民健康保険の被保険者が死亡した場合に１

万円を葬祭給付費として支給いたしますが、50人分の給付に要した経費でございます。 

 ３款１項老人保健拠出金、１目老人保健医療費拠出金、この目は老人保健医療対象者の

医療費を国、道、市町村、医療保険各法の保険者で負担していますが、その医療保険各法

の保険者が負担する額のうち本町の国民健康保険加入者に係る拠出金を支払うために要し

た経費でございます。 

 ４款１項１目介護納付金、この目は介護保険事業の費用のうち32％については、医療保

険各法の保険者が40歳以上65歳未満の加入者数により負担しておりますが、本町の国民健

康保険負担分を介護納付金として支払うために要した経費でございます。 

 ８ページをごらん願います。５款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金、この目

は過去３年間の高額医療費の推移を見て、全道対比で拠出する経費でございます。 

 ６款１項保健事業費、１目保健衛生普及費、この目は被保険者の健康保持のために行う

各種事業に要する経費でございます。なお、総合検診委託料は基本健診申し込み件数は133

名、実受診件数は113名で、このうち２次検査の腹部造影ＣＴ撮影は１名、耐糖機能検査は

３名でございました。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目被保険者保険税還付金、この目は過年

度にさかのぼり被保険者の資格を喪失したことによる13件の保険税還付金でございます。 

 ３目償還金、この目は過年度退職者医療の療養給付費等交付金を社会保険診療報酬支払

基金へ精算により返還したものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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。 

 ８番、阿部議員。 

〇阿部議員 簡単なのですけれども、以前から隔年度で保険の方の健康診断ということで

５年に１遍ずつやっておりますよね。それで、昨年までの合併問題の中でそれを一時切る

と町長言われたことがありました。それは、私どもとしてはやっていただきたいと、この
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後も続けていただきたいという願いを一時私言ったような気がしますけれども、その後町

長におかれましてはどうですか。そういう気は一切なく、今後とも町民の健康の福祉のた

めに続けていただけるかどうかお聞きしたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 今後も続けていきたいと考えておりますので、ご理解よろしくお願いいたし

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、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４号を採決いたします。 

 認定第４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願います。 

（賛成者起立） 

〇水沢議長 起立多数であります。 

 よって、認定第４号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第５ 認定第５号 

〇水沢議長 日程第５、認定第５号 平成17年度浦幌町老人保健特別会計歳入歳出決算認

定についての審査を行います。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 平成17年度浦幌町老人保健特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書。歳入総額８億7,397万4,848円、歳出総額８億7,382万1,697円、

歳入歳出差引額15万3,151円、実質収支額15万3,151円。 

 この会計は、老人保健医療制度に係る医療費の収支の会計を処理する特別会計でござい

まして、主な内容及び事業効果等については、別冊の説明資料31ページに記載のとおりで

す。 

 １ページ及び２ページの平成17年度老人保健特別会計歳入歳出決算書は、説明を省略さ

せていただきます。 

 それでは、３ページをごらん願います。平成17年度老人保健特別会計歳入歳出決算事項

別明細書、歳入、１款から３款までは説明を省略させていただきます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目は窓口負担１割の方に係

る老人保健医療費に対する一般会計からの繰入金でございます。なお、負担割合は、平成

17年４月から９月までは600分の42、平成17年10月から平成18年３月までは600分の46でご
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ざいます。医療給付費の増加見込みにより、第２回補正予算で41万9,000円を追加しており

ましたが、３月末時点での医療給付費の推計により第３回補正予算で190万3,000円を更正

減しておりますが、医療給付費の精算確定により平成18年第１回補正予算において精算確

定による45万5,000円を一般会計への返還分として過年度支出金に計上いたしております。 

 ４ページをごらん願います。６款諸収入、３項雑入、２目返納金、この目は１医療機関

が行った診療報酬の不正請求により保険医療機関の指定取り消しに伴い１医療機関と調剤

薬局から返納していただいたものと、１医療機関が過誤請求により診療報酬を返納してい

ただいたものでございます。 

 ５ページをごらん願います。歳出、１款の説明は省略させていただきます。 

 ２款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目償還金、この目は平成16年度分医療給付費

の社会保険診療報酬支払基金に対する精算返還金でございます。 

 ３目過年度支出金、この目は平成16年度分の一般会計繰入金の精算返還金でございます。 

 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、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５号を採決いたします。 

 認定第５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願います。 

（賛成者起立） 

〇水沢議長 起立多数であります。 

 よって、認定第５号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 

    ◎日程第６ 認定第６号 

〇水沢議長 日程第６、認定第６号 平成17年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定についての審査を行います。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 平成17年度浦幌町介護保険特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書。歳入総額４億7,485万6,145円、歳出総額４億5,837万329円、歳

入歳出差引額1,648万5,816円、実質収支額1,648万5,816円。 

 この会計は、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でございまして、

主な内容及び事業効果等については、別冊の説明資料32ページに記載のとおりです。 

 １ページ及び２ページの平成17年度介護保険特別会計歳入歳出決算書は、説明を省略さ
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せていただきます。 

 それでは、３ページをごらん願います。平成17年度介護保険特別会計歳入歳出決算事項

別明細書、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、この目は65歳以

上の第１号被保険者の方からいただく介護保険料でございます。現年度分は7,327万500円、

収納率は99.28％で、対前年度比0.25％の増でございました。滞納繰り越し分は32万9,200

円、滞納繰り越し分収納率は23.33％で、対前年度比0.53％の増でございました。収入未済

額は22人、161万5,100円で、このうち８月末現在では５万3,400円を収納しております。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費納付金、この目は介護保険事業に係

る保険給付費の20％が国から交付されるものです。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、この目は原則として介護保険事業に係る保険給付費

の５％が国から交付されるものですが、75歳以上の後期高齢者の割合や所得段階の構成割

合が全国平均と比較して多い場合は５％を超えて交付され、逆に全国平均より少ない場合

は５％を下回って交付されることになります。 

 ２目事務費交付金、法改正によるシステム改修経費及び新認定ソフト導入に伴うパソコ

ン購入費に対し交付されたものでございます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、この目は介護保険事業に係る保

険給付費の12.5％が道から交付されるものでございます。 

 ４ページをごらん願います。６款繰入金、１項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、この

目は介護給付費繰入金として、介護保険事業に係る保険給付費の市町村の負担分である

12.5％と職員給与費等繰入金として介護保険事業に係る職員の人件費と事務費繰入金とし

て介護保険事業に係る事務経費を一般会計よりそれぞれ繰り入れするものでございます。 

 ８款諸収入、３項雑入、２目返納金、この目は高額介護サービス費を過大に請求誤りに

よる２介護保険施設からの返納金と介護保険療養病床における不正請求に係る１介護保険

施設からの返納金及び加算金でございます。 

 ６ページをごらん願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、こ

の目は介護保険事業に係る人件費及び事務経費でございます。13節委託料は、法改正によ

る平成17年10月施行分及び平成18年４月施行分の介護保険システム改修経費でございます。

なお、当初予算で計上しておりました共同電算事務処理業務委託料は、高額介護サービス

費支給対象者の把握を国保連に委託する経費でございましたが、本町の介護保険システム

で支給対象者を把握することが可能となったため、予算の執行はございませんでした。 

 ３項１目介護認定審査会費、この目は東部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。12節役務費は、主治医意見書を医師に記載していただく手数料でございます。 

 ２目認定調査費、この目は要介護度の認定調査に要する経費でございます。13節委託料

は、介護保険施設及び居宅介護施設等に認定調査を委託している経費でございます。 

 ４項１目介護保険運営協議会費、この目は６人の委員による介護保険運営協議会を１回

開催したことに係る経費でございます。 
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 ７ページをごらん願います。２款保険給付費、３項特定入所者介護サービス等費、１目

特定入所者介護サービス費、昨年10月の制度改正により居住費または滞在費及び食費の負

担が低所得者の方にとって過重な負担とならないよう、所得に応じた低額の負担限度額を

設けることにより、低所得者の負担軽減を図るため本人負担分以外を国保連合会へ支払う

経費でございます。 

 ２目特例特定入所者介護サービス費は、特定入所者が要介護認定の効力が生じた日前に

緊急その他やむを得ない理由により特定介護サービスを受けた場合において、利用者負担

第１段階から第３段階までの方に係る居住費及び食費に対する補足的給付として国保連合

会へ支払うものであります。 

 ３目特定入所者支援サービス費は、短期入所生活介護、短期入所療養介護のいわゆるシ

ョートステイに対する利用者負担第１段階から第３段階までの方に係る滞在費及び食費に

対する補足的給付として国保連合会へ支払うものであります。 

 ４目特例特定入所者支援サービス費は、特定入所者が要支援認定の効力が生じた日前に

緊急その他やむを得ない理由により特定居宅サービスを受けた場合において、利用者負担

第１段階から第３段階までの方に係る滞在費及び食費に対する補足的給付として国保連合

会へ支払うものであります。 

 ２目から４目は、いずれも緊急やむを得ない状況等がありませんでしたので、執行額は

ございませんでした。 

 ８ページをごらん願います。３款１項１目財政安定化基金拠出金、この目は国、道、保

険者が介護保険計画に基づき算出された保険給付費の0.1％を拠出して、財政安定化基金を

設けるための本町の拠出金に係る経費でございます。 

 ５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、この目は死亡、

転出による資格喪失が過年度にさかのぼる第１号被保険者に対する保険料還付金でござい

ます。 

 ２目償還金、この目は平成16年度の国及び道並びに社会保険診療報酬支払基金に対する

介護給付費負担金等の精算に伴う返還に係る経費でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、平成16年度の精算により一般会計繰入金過年度繰り入

れ分の精算返還金を一般会計へ繰り出した経費でございます。 

 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。質疑はございませんか。 

 10番、田村議員。 

〇田村議員 こういう介護保険料や何かすべてでございますけれども、先ほど収入未済額

の関係について各担当課のそれぞれ課長さん方が今後の方針についてということでご意見

を申し上げられたのですけれども、そんな中で町の監事さんの方からそれぞれのご指摘が

ある中で、その対応策として十勝圏で町村税の滞納についての取り立てというか、発動し

たと思うのですけれども、まだ発動していないのかもしれませんけれども、そういう中で
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は町長、各担当課の努力とか努力でないは別にいたしましても、そういう機構の中でどの

ように取り立てをして、今どんな状況にあるのか、動いているのか動いていないのか、そ

の辺ちょっとお聞かせいただきたいなというふうに思います。 

〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 ただいま十勝圏複合事務組合がこれから設置するわけですけれども、十

勝市町村税滞納整理機構のお話かと思いますが、先般もお話しさせていただきましたが、

７月11日付で北海道知事の規約変更の許可をいただきました。それで、平成18年度中にお

きましては準備ということで、滞納管理システムの構築をいたします。平成19年４月１日

より機構はスタートいたします。ですから、現時点ではまだ組織としては形づくられたも

のがない、規約の変更だけは認められている、まだスタートはしていないということでご

ざいます。 

 それと、念のために申し上げておきますが、この介護保険料につきましては、税とは違

いますので、これは十勝市町村税滞納整理機構の方へは引き継ぎはいたしません。これは、

あくまでも町民課の中で滞納となっている方、まだなかなか納められない方に対しては十

分連絡をとりながら徴収について進めていくということでございます。よろしくお願いし

ます。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 大変不勉強で申しわけなかったなと思いますけれども、そんな中で特に介護

保険料については、私は思うのですけれども、そういう取り組みがあって、町長がどう判

断するかということもあるだろうけれども、この介護保険料についてはお年寄りの滞納し

ている方というのはそれなりの環境に置かれているのでなかろうかなと。一般町税とか住

宅使用料だとか、いろいろな問題についてはそれぞれ層が広く物を考えられるのですけれ

ども、この介護保険料についてはこういう中でお年寄りの方々がもし状況が状況で支払い

ができないということは、それはそれぞれの担当課の中で十分調査していることだと思う

けれども、その辺この滞納分について、町長、助役は状況把握でなく、実際的に滞納して

いる方のところの状況というのは見に行ったりとか、職員にばかり言うのでなく、みずか

らが行って、そういう状況にあるのかないのかということは調査したことあるのですか、

ないのですか。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 残念ながら、その徴収現場まで私は足を運んだことはございません。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 情けないかな、本当に町民のことを思って、これだけのいろいろな税金の増

がいかに老人の方々に負担をかけているか、これは我々みたいな貧乏人でなければわから

ないので、金のある者にはなかなかわからないという問題なのかなと思いますけれども、

そういうことの中ではもう少し町民の弱い者の立場になって足を運ぶように、特にお願い

を申し上げておきたい、かように思いますけれども、町長、いかがですか。 
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〇水沢議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 今田村議員さんがおっしゃられることの中で、私どもとして現場を預か

っている者としてどうしても納得のいかない点がございますので、お答えさせていただき

ます。 

 それは、町理事者がお年寄りのところへ、介護保険料ですから、65歳以上の方のところ

へ、例えば滞納なさっている方のところへ一々行って実情を把握すると、そういうことで

あれば私たちは必要ないわけです。職員としてその状況をつぶさに理事者に対して報告を

すればいいわけであって、わざわざ町長が１軒１軒のお年寄りのところ、滞納者のところ

へ出向いて調査するということであれば、私たち職員は要らないということになると思い

ます。そういう点におきましては、町長が実情について現場に一々入るということはあっ

てはならないことだと思います。それは、職員が要らないということだと思いますので、

その点よろしくお願いします。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 課長、立派な答弁で本当にありがたいのですけれども、私よく聞いているの

ですけれども、出勤する前に工事現場をずっと回る町長もいるのです。それは、何かとい

うと、つぶさに町の状態がどういうふうになっているかと回るので、そこの役場にはそう

したら職員はいないという判断をすれということなのか。それは、町長個人的に町民のこ

とを思い、まして老人のことを思うときには、職員がいるとかいないとか、越権行為だと

かというようなことでなく、つぶさにその状況はどうなのかということを見ても、あえて

職員に抵抗あるような行動だとは思わないのですけれども、そういう工事現場を出勤する

前に見て歩く町長が日本ではすばらしい町長だと言われているのだけれども、それは職員

がかなり悪いからそういう町長ができていると思って判断しているのか、課長答弁してく

ださい。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 私の方からお答えをさせていただきたいと思います。 

 今課長が申し上げているのは、町長、職員、それぞれの役目を持ってそれぞれの仕事を

しておりますよということを説明申し上げているわけであります。私もそのとおりだと思

いますし、田村議員にもご理解いただけるというふうに思っております、この点につきま

しては。 

 ただ、町民の実情を知るということは大切なことだということにとらえております。し

かしながら、今の状況は税滞納整理機構という中で非常に努力を重ねながらその効果を見

ているというふうに私は判断しております。確かに滞納者、それぞれの理由があって滞納

があることは確かでありますけれども、税の負担公平と、利用料金の負担公平という中で

それぞれ職員が努力をしていただいているということをご理解いただきたいと思います。 

 また、工事現場等の場合とこの実態の比較というのはどのように、同一に比較していい

ものなのか、どうなのかということもございますので、ひとつその点ご理解をいただきた
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いなと思います。 

〇水沢議長 10番、田村議員。 

〇田村議員 町長の言うとおりなのだかもしれないけれども、町長、僕の言ったのは、ほ

かの住宅の使用料だとか町税だとかというものの支払いのできないのは、恐らく幅が広い

層の中であり得るだろうと。それは別にして、この介護保険料のお年寄りが払っている金

については、つぶさにその状況というのは見てやる必要があるよと、僕はそう言っている。

特別にそういう支払えない老人に、一生懸命生きているのに、それでなくて払えない老人

に対して見てやる必要があるのでなかろうかということを言っているのであって、そんな

工事現場を出すつもりもなかったし、そういうふうに言うつもりもなかったのですけれど

も、そんなことで年寄りがこれだけの、金額にしてささいなのですけれども、これだけの

額の滞納者が出ているということは、それだけ苦しんでいる年寄りなのかどうなのか、そ

の辺は病院に入っているのかもしれないし、いろいろな状況を踏まえて、それは町長の中

で免除することもできるのかできないのか、町税でないからできないかもしれないのだけ

れども、そういうようなことをつぶさに見ているか見ていないかということを問いただし

たかっただけの話であって、そんな建設現場のどうのこうのということは売り言葉に買い

言葉で言ったことを申しわけないと思っていますけれども、そのようなことで申し上げた

ので、誤解のないように聞いていただきたいと思います。 

〇水沢議長 町長。 

〇八木町長 ひとつご理解いただきたいと思います。職員ともよく話を聞きながら、その

実態の把握というものに努めさせていただきたいと思いますので、ご理解をお願いしたい

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、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６号を採決いたします。 

 認定第６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願います。 

（賛成者起立） 

〇水沢議長 起立多数であります。 

 よって、認定第６号は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 

    ◎延会・休会の議決 

〇水沢議長 お諮りいたします。 

 審議の途中でありますが、議事の都合により本日の会議はこの程度にとどめ延会いたし
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たいと思います。 

 なお、明日から９月14日までの２日間、議事の都合により休会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、本日はこれをもって延会することにし、明日から９月14日までの２日間休会す

ることに決定いたしました。 

 ９月15日は午後１時30分から本会議を開きます。 

 

    ◎延会の宣告 

〇水沢議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ４時５４分 

 


