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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16名です。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 議事については、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 議案第２８号 
〇水沢議長 日程第１、議案第28号 平成19年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 
 ３月９日に引き続き審議を続けます。 
 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 47ページをお開きください。３款民生費、１項社会福祉費、１目社

会福祉総務費、予算額３億838万6,000円、この目につきましては社会福祉全般に係る経費

及び各種団体に係る補助金、障害訓練等サービス給付及び地域支援事業に係る経費、また

国保会計繰出金に係る経費でございます。増の主なものにつきましては、国保会計繰出金

が昨年より3,070万の増になっております。なお、13節委託料、18節備品購入費、19節負担

金、補助及び交付金、説明資料15ページにございます。また、20節扶助費、28節繰出金に

ついては、説明資料16ページにございます。 
 なお、昨年と、新規、廃止事業がございますので、若干補足説明をさせていただきます。

予算書48ページの委託料のうち、下から２行目の地域生活支援事業委託料につきましては、

昨年より自立支援法の関係で９月補正をしまして、新規になっております。それから、地

域活動支援センター事業業務委託料163万1,000円につきましては、昨年まで補助金でＮＰ

Ｏ法人クローバー作業所等に補助金となっていたのが本年より委託料の中で組んでおりま

す。また、18節の備品につきましては、本年10月から社会福祉施設運営財団から国保連の

方に障害者福祉システムの変更がございますので、その備品購入費、これにつきましては

全額補助金で賄われます。次に、19節の負担金、補助及び交付金の中で中ほどにございま

す事業運営円滑化事業補助金85万8,000円が新規になっております。この事業は、自立支援

法改正に伴う施設運営に伴う報酬単価が現行80％が保障されておりますが、この80％を9

0％に、施設の方に保障する補助金でございます。また、その下の通所サービス利用促進事

業補助金、新規でございますが、13万2,000円、この事業は通所施設サービスに係る送迎や

利用者負担軽減に係る補助金でございます。次に、20節の扶助費でございますが、２番目

の介護サービス給付費の中に昨年ございました社会福祉施設支援費が項目的に廃止になっ

ております。また、次の訓練等サービス給付費8,415万8,000円の中に昨年当初予算にござ

いました障害者……申しわけありません。失礼いたしました。上の介護サービス給付費に

つきましては、障害者居宅生活支援費が廃止になって入っております。また、訓練等サー
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ビス給付費につきましては、社会福祉施設支援費が含まれて、この中に入っております。

また、下から３行目の就労意欲促進事業給付費137万5,000円は新規でございまして、入所

施設で工賃を得て働いている人に対する食費負担を含め、利用者負担の軽減を図るための

補助金です。これらにつきましては、すべて国２分の１、道４分の１、町村４分の１で補

助をいただきながら事業を執行する内容でございます。 
 以上でございます。 
〇亀山町民課長 ２目国民年金事務費、本年度予算額13万5,000円、この目につきましては

国民年金事務及び啓発活動に係る経費でございます。 
 以上でございます。 
〇上村保健福祉課長 ３目厚生委員費、予算額354万7,000円、民生児童委員24名に係る経

費でございます。増については、本年民生委員の改選期に係る研修等に係る費用弁償の増

になっています。 
 次のページ、50ページをお開きください。４目青少年健全育成費、予算額28万円、この

目は青少年問題協議会、少年補導委員会等、青少年健全育成事業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。 
 ５目社会福祉施設費、予算額155万4,000円、浜厚内生活館及びウタリ生活相談員に係る

経費でございます。減につきましては、生活相談員に係る報酬を48万の減でございます。

今まで生活相談員につきましては、月３回、18年につきましては12万ということでござい

ますが、本年は８万ということで、週に２回という形で考えております。また、昨年生活

指導員の事業、ウタリ実態調査、また十勝の支部の事務局を昨年で終了したということで、

週２回の勤務の中で対応していただくということでございます。 
 以上です。 
〇亀山町民課長 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費、本年度予算額2,549万1,

000円、この目につきましては重度心身障害者50名、障害老人150名、ひとり親家庭等の親5

0名、子供80名の医療費の助成に要する経費でございます。20節扶助費については、一般会

計予算説明資料17ページをご参照願います。 
 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。 
 質疑はありませんか。 
 14番、島田議員。 
〇島田議員 介護予防事業について、ここでお尋ねしてよろしいですか。 

（「介護保険会計」の声あり） 
〇島田議員 予防事業だから、介護ではないですよね。 

（「障害者」の声あり） 
〇島田議員 いや、いわば介護を必要とする以前の方のトレーニングだとか、そういった

事業、自立支援法の何か始めましたよね。それは、ここの中で質問していいですか。 
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 見直しされた部分もあるやには聞いているのですが、対象者が当初の見込みよりも少な

くて、余りうまくいっていないという、これは浦幌のことだけではないのですが、そうい

う点から基準、介護予防事業の認定ですね、その基準を緩和されたやに聞いているのです

が、基本的にはその見直しだけでは、本来の目的達成できないのですけれども、浦幌の状

況についてと、その見直しの中身について、ちょっとお尋ねしたいと思います。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 障害者自立支援法の介護予防という形だろうというふうに思います

けれども、いずれにしても今回障害者自立支援法の中身、介護予防、生活訓練等含めまし

て、就労、いろいろ介護予防も含めて見直し、国の方に一部されてきています。それが先

ほど言った新規の事業の中で、それぞれ予算の中で今回出てきている。それと、現在浦幌

町の障害者福祉計画策定審議会の中で、それらも含めて、浦幌町としてその介護予防を含

めてどうあるべきかということで今審議中でございますので、その中身については２月の

広報でパブリックコメントということで住民に周知をして、３月末日までに断続的に審議

会を開きながら答申をいただく運びになっております。現在のところ、介護予防につきま

しても対象者がいますし、そういう中で実際にそれらの人方については、それを地域生活

支援事業の中身でそれぞれうちのメニューの中に取り組みをしながら推進していきたいと

いうふうに思っています。そういう中身で回答させていただ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 14番、島田議員。 
〇島田議員 まだ検証される段階でないから、このことについてはまた機会あればですけ

れども、ただ国においてこういう方向を打ち出したということは、いわゆる介護給付を抑

制する、そのためのいわば措置なのです。ですから、見直しがされて若干、若干といいま

すか、町としてもその事業における予算も計上されていますけれども、先ほど言いました

介護給付の抑制につながっているというところを踏まえて、今後は国、これは町長にもお

願いしたいのですが、自立支援法というのは非常に問題が多い。そういうことからしても、

国に対してやはり見直しというよりも、改めて介護保険そのものを改善していくと、そう

いうことを求めていただきたいと思います。 
 それから、別な問題ですが、関連で、関連といいますか、社会福祉の関係でお尋ねしま

す。近年非常に生活の貧富の格差といいますか、とりわけ生活保護世帯を直撃するといい

ますか、その中でも母子家庭等については所得も相当一般家庭よりも平均して落ちるわけ

です。生活保護は、憲法の25条に基づいて行われているわけですが、国においてもその精

神は曲げないのですが、例えば母子加算、これが６月でしたか、撤廃されるのです。来年

度あたりは、たしか住宅についても、いわば制度の中身を変質させていくのです。言って

みれば、受ける給付がだんだんと劣悪になっていく。そういう方向にある中で、浦幌は今

年度においても保護世帯がふえてきています。これは、直接町が措置するといいますか、

対応する問題ではないのですが、ただ一つ伺いたいのは、申請書の扱いなのです。基本的
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にはどのように受けとめて、この申請書の発行を考えているといいますか、現実にやって

おられるのだろうか、その辺について伺います。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 お尋ねの関係につきましては、生活保護の申請事務的なことだろう

と思います。ただ、制度的につきましては、今言われたとおりに国、道の中でなってくる

ように聞いております。いずれにいたしましても、申請事務につきましては、私どもが窓

口になりまして、支庁の方へ進達事務をしております。本人からの相談、また民生委員等

から相談、いろいろな相談がございます。いずれにいたしましても、申請の窓口に来た場

合については、私どもでその生活実態を調査させていただき、申請書を書いていただきま

す。その中で、預貯金等も含めて、その生活保護法の基準より預貯金が１カ月以上保有し

ている場合については、その時期までちょっと保留をして、見合わせるというお願いをし

ていることもあります。しかしながら、保護法に基準を照らしながら、生活保護の基準以

下の生活をしている方について、収入がない方については保護申請を受理し、十勝支庁の

方に進達しているという中身でございます。私どもで、あなた受けられないよとか、そう

いう精査をしている中身はございません。あくまでも生活保護基準に照らし合わせた中で

申請が必要なものについては、すべて支庁の方に上げさせていただいているということで

ございますので、ご理解をいただきます。また、上げる際につきましては、当然担当地区

の民生委員にも話を私の方で、こういう人が来ましたよという話は通させていただきます。

いずれにいたしましても、そういう形で受け付け事務をやっておりますので、ご承知いた

だきたいと思います。 
 また、参考までに、うちの１月末の生活保護世帯につきましては、これは公表されてい

るものですから、参考までにお知らせしたいと思います。現在１月末で70世帯数の95名が

生活保護を受けております。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 申請書の点につきましては、今課長が言われたように、窓口となっていると

ころではあれこれの、先ほど生活実態等も調査してと言われたけれども、まずは申請書を

受け取ると。これは、踏まえてください。いろいろと聞こえてくるのは、申請そのものを

拒まれるというケースも過去にはあったやにも聞いているものですから、申請書を受け取

った後審査されることはあっても、窓口で申請書の提出そのものを拒むことのないように。

これは、多分厚生労働省からのかなり強い言い方で指導が入っていることも聞いています。

ぜひその点踏まえてやっていただきたい。 
 それと、70世帯という、世帯数でいうとかなり十勝管内でも割合は高くなってきている

のです。ぜひそうした生活力の弱い立場の人たちへの必要な施策、やはり力を入れて進め

ていってほしいと、そのように思います。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
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〇上村保健福祉課長 今後も受け付け事務につきましては、今島田議員さんが言われた中

身というのを十分注意をさせていただきたいと思いますが、ただ私どもは申請を受理する

段階で、申請を出しても、やはり預貯金等の保有額等の中で１カ月なり２カ月なり見合わ

せなければ、これは決定にならない。明らかなものについては協議をしながら保留にして

いるという形でございますので、その辺何とかご理解をいただきたいと思います。 
 また、管内的にも浦幌町は保護率が一番高いわけでございますが、その辺は十分踏まえ

た中で生活保護相談に今後も当たりたいというふうに思っていますので、よろしくお願い

いたします。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 ちょっとお尋ねします。 
 民生費の中の厚生委員費、現在この厚生委員という方が何人おられて、どのような活動

をしているのか。 
 それと、社会調査委託料というのがあります。これは、どのような形の調査をされて、

どのようなことをされているのか。この点についてお聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 現在民生児童委員につきましては24名おります。そのうち２名につ

いては、主任児童委員ということでございまして、合計で24名ということになっておりま

す。活動内容については、生活相談等、また高齢者のそれぞれの相談と、それから地域を

つまびらかにするという中の、それぞれの活動をしております。 
 また、この13節の社会調査委託料につきましては、児童委員、民生委員、国、道から委

嘱されまして、無報酬という形になっておりまして、道の方から通信費、それから車、そ

れから活動費に対して社会調査委託料ということで、１人５万8,200円の24人分が入ってお

ります。それについて、町の予算を通して、100％町の方から委託料という形で支出してお

ります。道から直に入ってきたものをこちらの方の予算で組んでいるという形でございま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 
 以上でございます。 
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、社会福祉費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 51ページの下の段で２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、予算額2,

047万2,000円、この目につきましては保育園、幼稚園等の入園や保育料納入事務に係る経

費及び出産祝金に係る経費の目でございます。増については、人件費の増でございます。

特に説明することはございません。 
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〇亀山町民課長 ２目児童措置費、本年度予算額2,791万円、この目につきましては小学校

修了前までの子供が対象となる児童手当支給に要する経費でございます。なお、国におい

ては少子化対策の一環として、平成19年４月から３歳未満の第１子及び第２子について、

現在は月額5,000円ですが、これを月額１万円に改正する法律改正案を国会へ提出中であり、

法案成立後に関連する予算の追加補正を町議会に提出いたしたいと存じますので、よろし

くお願いいたします。20節扶助費については、一般会計予算説明資料17ページをご参照願

います。 
 以上です。 
〇上村保健福祉課長 ３目認可保育園運営費、予算額7,427万円、この目につきましてはし

らかば保育園45名の児童及び保育士、調理等に係る経費及び一時保育運営に係る経費でご

ざいます。予算額の減の主なものは、人件費及び管外入所保育委託料というのが本年から

なくなりましたので、減になっております。特に説明するものはありません。 
 次のページ、54ページをお開きください。４目へき地保育所運営費、予算額2,736万1,0

00円、上浦幌ひまわり保育園16名の児童、３名の保育士、その他保育所運営に係る経費で

ございます。予算額の減につきましては、昨年工事請負で屋根等の修理を終わらせていた

だきましたので、その減でございます。 
 次に、５目児童館運営費、予算額35万3,000円、常室児童館の管理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。 
 ６目児童デイサービスセンター運営費、予算額1,340万円、児童が言葉や心身の発達遅滞

により療育を要するための運営に係る経費でございます。減につきましては、人件費の減

でございます。本年につきましては、予算の中では児童６名、小学生３名、中学生１名、

計10名を予定しております。 
 次の56ページをお開きください。７目学童保育所費287万2,000円、予算額287万2,000円、

放課後児童の小学生を対象に学童保育所、定員30名の開設に要する経費でございます。増

につきましては、人件費の増でございます。 
 ８目子育て支援センター費、予算額1,497万2,000円、親子の遊びを通じて子育て家庭の

育児の不安や悩みの解消を図るべく子育て支援センター運営に係る経費でございます。増

は、人件費の増でございます。特に説明する事項はございません。 
 以上です。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、児童福祉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、予算額１億9,669万4,000円、

この目につきましては高齢者福祉、高齢者福祉サービス及び介護保険特別会計繰出金に係
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る経費でございます。増については、訪問介護事業運営補助金が227万8,000円、それから

介護保険特別会計繰出金が1,821万8,000円、減につきましては委託料の在宅介護支援セン

ター運営委託料、本年から包括支援センターでやりますので、その運営委託が1,249万4,0

00円廃止になります。また、通所介護事業運営補助金が339万6,000円の減になります。こ

の事業につきましては、特別養護老人ホームはまなす園のデイサービスに係る補助金でご

ざいます。８節報償費、また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、28節繰出金については、説明資料17ページから次の18

ページに記載しております。 
 以上でございます。 
〇亀山町民課長 ２目老人医療対策費、本年度予算額8,257万4,000円、この目につきまし

ては北海道老人医療給付事業対象者45名の医療費の助成に要する経費及び老人保健特別会

計に対する繰り出しに要する経費でございます。増額の主なものといたしましては、19節

負担金、補助及び交付金は北海道後期高齢者医療広域連合に対して均等割88万7,000円、高

齢者人口割105万8,000円、人口割88万4,000円で、合わせて282万9,000円を負担するもので

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

すが、364万7,000円増の内容でございます。詳細につきましては、老人保健特別会計でご

説明申し上げます。20節扶助費、28節繰出金については、一般会計予算説明資料18ページ

をご参照願います。 
 以上です。 
〇上村保健福祉課長 ３目老人福祉施設費、予算額7,168万5,000円、老人福祉施設、養護

老人ホームの入所者33名に係る経費及び入所判定会議に係る経費でございます。減につき

ましては、20節扶助費の老人福祉施設保護措置費の減でございます。昨年10月に老人加算

の廃止に伴うものでございます。 
 次に、４目老人ホーム費、予算額１億6,120万9,000円、老人ホーム入所者50名の管理運

営に係る経費でございます。増につきましては、1,882万の主なものにつきましては、今年

４月より行います特定施設入居者生活介護事業に係る７節賃金、13節委託料、15節工事請

負費、それから18節の備品購入費、20節の介護保険給付費の増でございます。老人ホーム

費につきましては、18ページの下の方に説明資料がございますが、13節委託料の下の方に

介護保険システム保守業務委託料、それから外部サービス事業委託料、それから15節の工

事請負費の、これは回線工事の委託料でございます。18節の備品購入費については、介護

保険特定施設業務管理システムの機械の購入経費でございます。扶助費については、説明

資料に記載しております。 
 以上でございます。よろしくお願いします。 
〇前田施設課長 ５目町民バス管理費、本年度予算369万8,000円、この目につきましては

町民バス、年間の維持管理費の経費の内容であります。増の主なものとしては、14節、自

動車借上料の20万円でございます。 
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 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。 
 ６番、野村議員。 
〇野村議員 私は、老人福祉総務費の21節の貸付金についてちょっとお伺いしたいと思い

ます。59ページです。この貸付金は、前回一般質問で出ました貸付金の内容とは意を異に

するということはよく理解しているところでございます。ただ、しかし貸付金という科目

から見ると、町からいろんな事業に対して貸し付けということは、町の公金を貸し付けて

いるということで、内容は同じであるというふうに認識しておるわけですけれども、そこ

で貸付金、この老人医療は今の社会情勢見ると必要な事業かなというふうに理解するので

すけれども、過去この内容についてはもう12年からそのまま貸し付けし、また同じような

入金処理、また同じような貸付金処理がずっと繰り返されているということに対して、前

回監査委員からの指摘もありましたように、非常に事務的な処理もあいまいさがあるよう

に見受けられますし、当然貸付金という性格からいくと、支払いの折衝、その他について

も打ち合わせしているのではないかというふうに理解するのですけれども、ここに計上さ

れております6,200万について、おおむね４件ですか、ＮＰＯを一つにすれば３件に対する

貸付金、これは一部17年、18年、ＮＰＯの方は20万から30万程度返済という形でなってお

りますけれども、これについては全く貸付金がそのまま、毎年度毎年度同じ金額でずっと

経緯していると。将来的にもずっとこういう形になると、借りている方も交付金的な考え

方を通すのでないかなという認識もあるのですけれども、これについて今後どのような考

え方を持って対応するのか、それについてお伺いしたいと思います。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 貸付金の関係でございますが、説明資料の18ページの中ほどにござ

います。質問のとおり、それぞれ３法人等に貸し付けをしております。社会福祉協議会に

ついては、昨年50万返していただいた経過がございます。本年、19年については、今５月

の決算状況、繰越金等を含めて、当然介護保険の運営ということで、12年に始まったとき

に介護報酬が２カ月おくれて入ってくると。そのための運転資金として貸しているという

内容です。それが２カ月おくれるわけですから、ただし決算上の中で次の年やれる見込み

があった場合については、当然貸付金でございますから、その分については精査しながら、

毎年少しずつ返還というか、貸付金を切りかえていくという作業を行っています。そうい

ったことで、２法人、１事業所と、毎年その予算を組む段階で決算見込みと、それからそ

の中身を踏まえた中で新年度の事業が２カ月間、要するに運営できる中身があれば、そう

いう中身で少しずつ貸付金を減らしていく努力を双方、毎年協議をさせていただいている

ところでございます。そういった中身で、本年は、19年度につきましては特定非営利活動

法人の方は去年まで650万でございましたが、50万減額してもやっていけるという見込みを

立てましたので、今回総体的に50万減らしています。なお、大きな中身につきましては、

社協について昨年50万、今年はちょっと返せないという中身になっています。それから、
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うらほろ幸寿会については、12年から4,900万、ずっと平行しています。これらについても、

毎年私どもと協議した中でやっております。今年の５月の繰越金の中では、出る見込みに

なっています。ただ、予算には計上していません。ただ、私どもの協議の中では100万ずつ

でも、その状況を見ながら、できるときには200万という中身の協議をしております。そう

いったことで、この貸付金については、あくまでも貸付金と。本来の中身でございますの

で、その中の繰越金、翌年度の経営状況、運転できるという見込みの中では返していただ

くというか、貸付金を減らしていく努力は協議を重ねさせていただいておりますので、ご

了解賜りたいと思います。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 担当課が努力され、今言ったように年度決算で見込みがあればということで、

前向きな活動をされていることは大いに理解するのですけれども、このような形で、性格

が違いますけれども、貸付金というのは当然公共的なものに対して町が貸すわけですし、

そういう貸し付けを受ける関係の事業というのは当然毎年毎年回っているわけでございま

す。今言ったように、あくまでも返還、返還という形の対応ですけれども、やはり事業を

やっていく上においては、資金的な問題、また事業的な問題で当然資金需要があり、また

町に対して要請があろうかと思うのですけれども、毎年同じ金額が全く動かないで出し入

れ。空予算みたいな感じを受けるわけですけれども、今後この事業、特にこの老人福祉の

関係については、将来的にはどんどん対象者もふえてくるだろうし、施設の老朽化も当然

考えられる。また、中における従業員その他の待遇の問題も改善されていかなければなら

ないと思うのですけれども、そうするとあくまでも返還だけを目的にしていますけれども、

今後こういうような事業は町として必要だということで貸し付けを行ったという認識して

おりますけれども、今後発生するプラスアルファとして、次の事業として貸付金として発

生する要素はないのかなと。その辺も踏まえて、大きな相手に対する考え方というのはど

のような考え方でいくわけですか。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 今の制度の中では、返還ということではなくて、先ほど答えたとお

り、運転資金の意味合いがありますから、計上の中身、繰越金、それらを踏まえて十分協

議をしているということです。今後につきましては、当然これからいろんな老人福祉施策

等はふえてくる、入所者についてもいろんな形の施策が出てきます。しかしながら、現在

についてはよほど大きな、介護保険の報酬単価が極端に下がって、本当にいろんな事業が

行き詰まりになったときには、やはり双方協議した中でこの貸付金というのは変更はあり

得るのかなというふうに思っています。ただ、今のところは双方協議した中では経営がで

きる見込みの中で貸付金を少しずつ減らすということになりますけれども、当然将来的な

大きな介護報酬等の改定があった場合、経営が困難になる。それについては、やはり協議

をした中で貸付金がふえるという形がいいのかどうか含めて、やはりそういうものは双方
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協議した中で、またそういうときには議会に諮りながらお願いすることになろうというふ

うに思います。今のところは、国の動静の中では、年々介護報酬下がっていますが、そこ

まで経営が、うちら委託事業もございますから、経営事情がそこまで行き詰まっていない

という見方をしておりますけれども、そういう事情が出てくるかもしれませんが、そうい

うときにはそういう協議をしていきたいというふうに思っていますので、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 今の件、関連ということになるかもしれませんけれども、貸付金、運転資金

というのはわかったのですけれども、自分としては先ほど課長がさきに言われたような形

の中で、二月間、回り出すまでが運転資金だという解釈をするのです。だから、金額が大

になると、例えば施設をやったから、それをあれするために貸して、それでも１年すれば

私はいいのではないのかなというふうに考えておったのですけれども、今の説明によりま

すとそうではなくて、何でもかんでも一緒にしたらまずいのですけれども、ほかの貸し付

けと同じような状況になっているのでないかなというふうに私受けるのですけれども、そ

うなるとまた同じような状況。契約なんかもあると思うのですけれども、同じような状況

が起きたときに来るのかなという感じするのですけれども、その辺についてちょっと伺っ

ておこうかなと思います。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 私、先ほどの説明がちょっと悪かったかもわからないのでございま

すけれども、あくまでも運転資金でございますから、12年にスタートするとき、４月から

スタートするとき、お金が６月でないと入ってこない。４月分のやったやつが６月以降で

なければ入ってこない。そうすると、常にずっと、運転資金ですから、１年間で、言って

みれば10カ月分しか入ってこないのです、３月31日。翌年は12カ月入ってきます。それが

ずっと２カ月ずつおくれてくるものですから、どうしても年度当初にはお金がないのです。

だから、運転資金として貸し付けが必要だということでご理解をしていただきたい。だか

ら、１年の中で経営がよくなって回収できるものではない、貸付金を途中で引き上げれる

ものでないということだけをご理解していただきたい。２カ月おくれでずっと走っている

ということで、その経営事業を廃止したときに、２カ月おくれでお金が入ってきますから、

それが貸付金だという形で返してもらうという形でございます。事業が継続している以上

は、貸付金というのは大なり小なり生じてくると。全部その１年間で消化できないという

ことだけを理解していただきたいと思います。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 それでは、事業が停止したときには、必ずその貸付金だけは絶対余力として

残っている状況になるのだというふうに考えてよろしいですね、あくまでも。単純に聞い

てしまいます。 
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〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 単純に考えますと、そういうことです。 
 ただ、毎年介護報酬変わっていっていますので、その繰越金の１カ月の人件費等も含め

ながら精査しなければわからない面もありますけれども、12年のスタートの１カ月の介護

報酬金額、２カ月分の介護報酬金額が何十年もたって、その金額が介護報酬で２カ月余る

という確約はできませんけれども、基本的にはそのお金が余ってきていると、２カ月後に

は来るという解釈で結構だと思います。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 今課長、間違いなく来るということは、例えば４月１日からスタートします

ね。そうしたら、４、５は運転資金がないですよね。そのための貸付金だと思っている。

走り出したら、絶対貸付金はふえてくるはずなのです。ふえてこないですか。払っていく

から、常になくなってしまうの。入ってこないのだったらわかるのだけれども、という感

じなのですけれども、ちょっと考え方が、計算ができないかなという感じしてしまうので

すけれども。施設に払うために貸して、それが順次払っているからというのならわかるの

です。常に残っていなければというふうに私考えたのですけれども。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 先ほども運転資金ということですが、４月を経営するのには、４月、

５月分が６月にならないと入ってこない。だから、もう４月の分については貸付金で運営、

人件費等全部支払いをしている。そのお金が６月でないと入ってこない。５月分について

は、７月に入ってくる。そうすると、常に２カ月おくれて入ってくるということですから、

お金がふえるわけではないです。最初のスタートのとき、もう２カ月分のお金が、零円で

スタートするのだけれども、２カ月間経営する賃金、運転資金というのが必要です。それ

が４月分が６月でなければ入ってこない、５月分は７月でないと入ってこない。そうやっ

て運転していきますから、その事業をやめてストップしたときには当然、例えば３月31日

で事業をストップした分については、２月分、３月分は２カ月おくれで入ってくるから、

その分は貸付金と相当する金額が余るのですよという中身で精査をして貸し付けをしてい

るのですよと。繰越金の余力ができて、２カ月運転できる資金を持っている場合について

は、貸付金の一部を精査しながら減らしていくのですよという形の中の運転資金なのです

よということでご理解をいただきたい。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 要するに、では貸し付けした金額は常に余力として持っているということで

すね、はっきり言ったら。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 済みません。持っていないのです。おくれて入ってくるから、お金

持っていないのです。だから、２カ月運転資金。最後に、事業をやめたときに、清算で２
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カ月分がお金入ってきていないから、余力とみなされるだけであって、経営している以上

は余力金はないのです。済みません、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 今関連でお聞きしたいのですけれども、課長はきれいに言うけれども、この

金額は永遠に、その施設が続く限りはこの貸付金は減らないよと考えれば大体いいのかな

と。それで、貸し付けしている側として、問題は経営努力だ、経営改善というか。恐らく

それだけの、２カ月前倒しで貸し付けして、後から入ってくるのだから、それがずっと繰

り返して、そのとき金は一つもないというのが今阿部議員の質問に対することだから、金

がないものは返せと言っても返せる根拠はどこにもないと。そうしたら、永久的にこれは

引っ張るということになるのだろうと思うけれども、そんな中でそれはそれとしておいて、

町が貸し付けをしていて、その運営、経営に対しての指導、助言はどういう程度している

のかということと、経営努力の中で、これはやっぱり余力を残すということは、人件費の

削減をする。例えばそういう介護施設だから、人は本当に何ぼあっても足りないというよ

うな感じはしますけれども、そういう中でもやはりお互いに限界というものを考えながら

でも、最小限度の人数で最大限の活用をしながら企業努力をしなかったら、この6,200万は

永久的に書類上からずっと予算書の中から消えていかないのかなというふうに判断をさせ

ていただくのだけれども、その中で課長として町側としてその経営に対しての、貸し付け

た以上、それだけの指導をすることも必要かなというふうに思うので、そういう経営指導

とか企業努力をしていただくようなご指導はどの程度しておられるのか。また、していな

かったら、どうやってしていくつもりなのか。それとも、永遠にこの6,200万を引っ張って

いくつもりなのか、その辺の見解。きれいにでなくていいですから、単刀直入に。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 これは、デイサービスセンターと、それから日中デイでそれらの運

転資金として貸し付けているという問題です。私どもでは、委託事業の中で当然補てんす

る、その単価に見合わないものは補助金という形で通所事業、それから居宅サービス事業

等に、それぞれ社協とか法人の方に助成をしている中身であります。ただ、今はななす園

の本部会計の方は、経営状況は何とか介護報酬の中で見合うような経営努力をしていただ

いているところでございます。私どももお話を聞いた中では、相当人件費等も抑えながら、

それから維持管理等も抑えながら経営努力をしていただいているというふうに思っていま

すし、私どももちょくちょくその施設長なり等々、経営状況についての報告なり、お話を

します。そういう中では、十分努力されているというふうに思っていますし、この貸付金

について永遠に残るなんていうことにはならないというふうに見ていますし、毎年繰越金

の中で協議をして、50万なり100万なり貸付金を減らしていただくという協議は断続的に進

めると。経営内容については、そういうような状況で、私ども毎年社会福祉協議会、それ

からはまなす園、それからＮＰＯ、それぞれ経営状況については聞いたりしております。

ただ、今非常に厳しい時代でございまして、どこもやりくりが大変だということで聞いて
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おります。今後とも十分な話し合いの中でそれぞれ対応していきたいというふうに思って

いますので、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 その内容は十分、課長の苦労していることも、貸付金の回収も不可能。これ

は、だけれども、課長、永遠ということにもならないという話だけれども、僕計算違って

いたら間違いなのだけれども、50万返しても100年かかるのです。永遠というのは、何年を

永遠というのか、短期間というのは何年と考えているのか、その辺ちょっと聞かせてくだ

さい。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 失礼いたしました。 
 うらほろ幸寿会の場合は4,900万ですから、100万ずつ貸付金を減らしていっても、49年

間かかるわけでございます。それらも十分踏まえた中で、経営状況を踏まえた中で、やは

り貸付金については少しでも減らしていただく、双方の、向こう側の努力をしていただく

ということになろうと思いますので、永遠というのは失礼いたしました。その状況の中で

話しながら、貸付金を減らしていく努力をするという中身でございますので、永遠という

のはちょっと失礼いたしました。ただ、最後には金額的にゼロになるということにはなら

ないというふうに認識しております。事業を継続している以上はゼロにならない。ただ、1

2年の介護報酬単価と現在の介護報酬単価、大分下がってきていますので、その介護報酬単

価に合った１カ月の経営をしていかなければならない、企業努力していかなければならな

い。そういう中では、当然運転資金がそれだけ要らない、要らないと言ったら失礼ですが、

減らせるのではないかという考え方のもとでお話をしているところでございますので、そ

の辺よろしくお願いをしたいと思います。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 課長、それぞれみんなが貸付金についてはかなり敏感になってきていますの

で、そういう中ではきちっと、後からうやむやになって責任の分野がどこにあるのだなん

ていうことにならないように、極力その辺の、書類上等の問題もあろうかと思いますけれ

ども、きちっと管理しながらやっていただくように進めていただきたい。特に介護の問題

とか、これからの福祉の問題の関連でございますので、僕もお世話にならなければならな

い身分でございますので、そんなことを考えるときには、余り強い意見を申し上げるつも

りもございませんし、そういうことで手続上だけはきちっとしておいていただきたいなと

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、老人福祉費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
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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１０分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 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 63ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、予

算額１億8,540万円、この目につきましては各種検診委託料及び簡易水道特別会計繰出金等

の経費の内容でございます。増減の主なものは、人件費の減、増は簡易水道特別会計繰出

金1,013万8,000円の増でございます。なお、13節委託料、次のページの20節扶助費につい

ては、説明資料19ページに記載しております。 
 次に、２目予防費、予算額578万円、この目につきましては結核検診、予防接種等、保健

予防に係る経費でございます。13節の委託料については、説明資料19ページに記載してお

ります。 
 以上です。 
〇亀山町民課長 ３目環境衛生費、本年度予算額2,672万円、この目につきましては葬祭場

ほか生活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。増額の主なものといたしましては、13

節委託料の悪臭測定業務委託料42万円の増は、悪臭防止法第３条の規定により昭和58年度

に北海道知事から規制地域に指定されている吉野地区の東部十勝農産加工農業協同組合で

ん粉工場周辺４地点において、同法第11条の規定で「市町村長は、住民の生活環境を保全

するため、規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数について必

要な測定を行わなければならない」とされているため、特定悪臭物質９項目の測定を隔年

で行うものでございます。28節繰出金は、149万5,000円の増になっております。13節委託

料、19節負担金、補助及び交付金については、一般会計予算説明資料19ページをご参照願

います。 
 ４目墓地墓園費、本年度予算額45万5,000円、この目につきましては町が管理する墓地及

び墓園の維持管理に要する経費でございます。減額の主なものといたしましては、12節役

務費で事業系一般廃棄物処理手数料が31万7,000円減の内容でございます。 
 以上です。 
〇上村保健福祉課長 ５目医療対策費、本年度予算額１億4,043万9,000円、この目につき
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ましては患者輸送業務、町立診療所特別会計繰出金等、医療対策に係る経費でございます。

増につきましては、町立診療所特別会計の繰出金1,019万8,000円の増になっています。ま

た、21節の貸付金につきましては、本年もう一名、歯科の大学に合格しておりますので、1

9年度につきましては２名分の貸付金を予算計上しております。 
 以上でございます。 
〇亀山町民課長 ６目乳幼児医療対策費、本年度予算額802万2,000円、この目につきまし

ては乳幼児300名の医療費助成に係る経費でございます。20節扶助費については、一般会計

予算説明資料19ページをご参照願います。 
 ７目公衆浴場管理費、本年度予算額844万1,000円、この目につきましては議案第16号 浦

幌町の公の施設の指定管理者の指定についてに係る公衆浴場健康湯の指定管理に要する経

費で、債務負担行為額2,532万3,000円のうちの平成19年度分指定管理委託料844万1,000円

でございます。13節委託料については、一般会計予算説明資料19ページをご参照願います。 
〇上村保健福祉課長 ８目保健福祉センター管理費、予算額1,324万6,000円、この目につ

きましては保健福祉センターの維持管理に要する経費でございます。特に説明する事項は

ございません。 
 以上でございます。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。 
 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 ちょっと関連というか、基本的なことだけお伺いいたします。 
 場所でいいますと衛生費の公衆浴場管理費というところで、直接これには関係ないので

すけれども、指定管理委託料ということで若干お伺いしたい。これ基本的に、私らの考え

として管理者というのは、委託をして、そのものを管理をしていただく。その際に、例え

ばその施設を使って有効利用することを目的としてもいいのかなというふうに考えていた

のですけれども、その辺の見解についてお伺いいたします。 
〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 ただいまの阿部議員のご質問にお答えしたいと思います。 
 ただいま有効利用というお話が出ておりましたけれども、指定管理者制度の導入の目的

自体は、やはり有効利用を図ることを目的としてこの施策を進めているところでございま

す。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 実は、ある方から実際これをやっても合わないというお言葉をいただきまし

た。ということは、私からするとちょっと努力が足りないというふうに見えました。とい

うことは、ただの委託ではなくて、指定管理者というものを先ほど私言ったのは、有効利

用して、そこから利潤を生んでもよろしいというふうに私はとっていたのですけれども、

そのことがなされないで合わないということを言われたような気がします。その辺の指導
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といいますか、そういうことは徹底されているのかどうか、これからされるのかどうか、

その辺もちょっとお聞きしたい。 
〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 ただいま合わない、それから利潤が上がらないというお話が

ありましたけれども、当方にはそのようなお話はまだ来ておりません。それで、まず１年

間過ぎまして、４月になりますと決算と事業報告等が出てまいります。そういう中身で精

査させていただいて、ご指導というのでしょうか、アドバイス等も差し上げられればなと

考えております。 
 以上です。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 ということで、その辺の、これからやっていただく方、募集もされているだ

ろうと思います。これから委託といいますか、お願いすることになると思うのですけれど

も、その辺をきちっとしてやっていただきたいなと。あるところで、合わないからやめた

いのだと言う人がもしか出てきたとしたら、そのとき私は、もうやめてくださいというこ

とを言いそうな気がいたしますので、その辺のこともきちっと把握された中で次の委託が

なされることを私としては希望いたしますので、決して合わないというのでなくて、努力

ということを常に言ってあげていただきたいと思います。そういう指導していただきたい

と思います。 
〇水沢議長 まちづくり政策課長。 
〇佐藤まちづくり政策課長 単年度でそれぞれ協定を結んでおりますので、新たな単年度

の協定を結ぶ時点でそのような指導等も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、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 67ページをごらん願います。２項清掃費、１目塵芥処理費、本年度予算

額7,709万9,000円、この目につきまして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。減額の主なものといたしましては、13節委託料の管理業務委託料は403

万1,000円の減、19節負担金、補助及び交付金の十勝環境複合事務組合負担金は111万5,00

0円減の内容です。11節需用費の修繕料、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につい

ては、一般会計予算説明資料19ページから20ページをご参照願います。 
 ２目し尿処理費、本年度予算額629万円、この目につきまして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。19節負担金、補助及び交付金に

ついては、一般会計予算説明資料20ページをごらん願います。 
 以上で説明を終わらさせていただきます。 
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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 今報告がありましたとおり、業務管理委託料400万、それからくりりんセンタ

ーの19節の負担金、補助金も非常に減っているということで、私が想像するところでは、

多分ごみの量も非常に少なくなってきているのではないかと思うのです。それで、もし差

し支えなければ、前年度と、18年、まだ終わっておりませんが、どのような数値で推移し

ているかお伺いしたいと思います。 
〇水沢議長 町民課長。 
〇亀山町民課長 平成17年度と平成18年度のごみ収集量の比較についてのお尋ねでござい

ますが、昨年４月から本年１月末現在の数字を申し上げたいと思います。平成17年度は、

１月末現在1,445.68トンでございました。月平均で申し上げますと、144.57トン。これに

対し、平成18年度、４月から１月分は703.26トン。月平均で申し上げますと、70.33トンと

いうことで、差し引きいたしますと、平成17年度に対して平成18年度は741.88トンの減、

そして月平均で申し上げますと、74.19トンの減ということで、対前年度比でいいますと5

1.32％の減という内容でございます。 
 以上です。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 非常にごみの量が減っているということで喜ばしい、環境の面から見ますと

喜ばしいということで、今後もこのようなごみを出さない生活をなるべくみんなで努力を

していく必要があるのではないかというふうに思っております。このまま推移していくと、

くりりんセンターに支払いするのも、実績使用料の割合で払っていくということですが、

これの最低負担金というのでしょうか、そういったものは今2,700万ぐらい払っていますが、

最終的にはどのような最低基準の金額予測というのでしょうか、どんどん、どんどん下が

っていったら、この数字は1,000万ぐらいも落ちていく。それでも最低基準に達する数字が

もし2,000万であれば2,000万を払っていくというような、そういうような取り決めがある

のかないのか、ちょっとお伺いをしておきたいと思います。 
〇水沢議長 町民課長。 
〇亀山町民課長 最低の負担金の額というところでの取り組みがあるのかないかというこ

とのお尋ねでございますが、現在十勝環境複合事務組合におきましては、それぞれ９市町

村が実際にごみの搬入をしております。その中で、これは１月から12月までの搬入したご

みの量の割合によって、かかる経費に対しての負担金を定めております。それで、これが

最低のラインというのは、搬入している以上ございません。ですから、例えば今回本町の

方で予算見ております2,788万5,000円が、これがごみ処理に係る、単に本町で出している

ごみの量、これがもとになってはおりますが、基本的な均等割の部分入っていますけれど

も、これらについて、例えば先ほどおっしゃいました2,000万で終わりですということの取

り決めはございません。ですから、あくまでも十勝環境複合事務組合のくりりんセンター
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にこちらの方から搬出した量が減れば減るだけ、９町村の中のごみの割合が減っていくと。

それに応じて負担金は減額になっていくということでございます。 
 またあと、今後の問題といたしまして、十勝管内19市町村あるわけですが、それ以外の1

0町村が新たに加わるといった場合に、浦幌町で出したごみの比率は下がると。そういうと

ころからいきますと、なるべく広域処理というのが一番望ましいわけです。ただ、そうは

いいましても、それぞれの町村で事情がございまして、近隣の町村と一部事務組合によっ

て処理されているというところもありますものですから、一概に今の段階で今後どの町村

が入るとかというふうなことは申し上げられませんが、本町といたしましては、もちろん

その搬出する量を減らすということの努力はしていかなければならないものと思います。

というのは、資源ごみに分別を徹底していただいて、燃やせるごみ、燃やせないごみを減

らしていただくと。これは、一般家庭であろうと事業系のごみであろうと、やはり分別を

徹底してごみの減量化を図るということが最大の仕事ではないかというふうに思っており

ます。 
 以上です。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 私も関連して、今言った塵芥処理費についてお伺いしたいのですけれども、

これは先ほど担当課長の方からごみの量が約半減した、それによって経費も少なくなった

のですけれども、これは事業系の収集が始まったということが大きな原因かなと思うので

すけれども、事業系が始まった当初、分別について、ある委託された業者からもアピール

というか、お伺いした経緯あるのですけれども、そのような一般ごみと事業系のごみの混

雑だとか、またこれは町に関係のない、事業系はまた組織で動いていますけれども、その

辺について、業者から町に対してそのような形の指導的な要請なりアピールなりあったの

かどうか。もしあれば、どのような形を対応したのかと。あわせて、非常に新聞紙上でも

相当にぎわせていますけれども、不法投棄の問題、今後こういう形で、収集が二つに分か

れた段階で不法投棄の監視状況というのか、そういう事例が、過去にこういう形に移行し

てからそのようなことが見受けられるのかどうか。もしおわかりになればご報告いただき

たいと思うのですけれども。 
〇水沢議長 町民課長。 
〇亀山町民課長 事業系ごみと一般家庭の家庭系のごみと混雑ということの中で申し上げ

ますと、具体的に業者の方からそういうお話は参っておりません。ただ、事業系のごみが

出る事業所なのに、事業系のごみ袋が一個も出てきていませんというところはお聞きしま

した。それにつきましては、こちらの方でも指導の文書を出しております。出していない

というよりも、むしろ事業系のごみ袋を買っていないというところがありますよというこ

との、契約はしているけれども、買っていないというところについては指導をしておりま

す。それと、全事業所に対しての契約率というふうなことでも96.85％、ちょっとこの数字

は古いのですけれども、昨年８月末の時点でこのぐらいの数字になっています。ですから、
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いわゆる事業所と言われるところが100％契約しているわけではないということにつきま

しても、やはり本町といたしましても契約に向けての指導はしていっております。 
 それと、不法投棄の関係でございますが、不法投棄については昨年５月と11月に町民課

の職員によりまして不法投棄のパトロールを２回やってございます。その中での不法投棄

の回収した状況でございますが、テレビが11台、冷蔵庫が４台、洗濯機が２台、バッテリ

ー15個、自転車11台、タイヤ169本、石油ストーブ１台、電子レンジ１台、ガスレンジ３台、

家庭ごみ14カ所、毛布、布団４枚、その他ということで、20カ所ほど不法投棄の場所を確

認しております。これらの中で、例えばタイヤなんかでも、農家の方が土場におもしとし

て置いてあるもの、これらについては確認しまして、適正に積んでおいていただくように

指導しております。山の中だとかというふうな形の中では置かれていないものというふう

に思っておりますし、また毎年５月と11月には町内のパトロールは徹底して行いたいとい

うふうに思っております。やはり５月のときには、相当数の量がございます。11月のとき

には、やはりかなり減ってきております。不法投棄については、広報等を通じても啓蒙し

ておりますので、だんだん理解されていくものというふうに思っております。 
 以上です。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 いわゆる資源ごみのことで、ちょっと町長に聞いてみたいことがございます。 
 それは、いわゆるプラスチック製品が今非常に注目されております。ゆうべ、そういう

テレビも入っておりまして、プラスチック製品をもとの石油に戻す、石油というか、軽油

とガソリン、これにリサイクルしてきているのです。それで、確かにこれはそういう機械

が今出てきまして、近い将来我が町にもかなりな、こういうような資源ごみが出てきてい

る中で、夢のような話だと思います。軽油とガソリン、将来的にこういうものが行政とし

て、ゆうべのテレビ等で見る中では、自治体も非常に注目をしていると。これは、やはり

いずれはなくなる石油製品ですから、そういうような話が行政としてあるかないか。また、

これは当然リサイクルとしてはすばらしい、やろうとしている、そういう町村が間もなく

出てくるだろうという、近い将来の話だと思いますけれども、原油国とゆうべはテレビ等

でやっていましたけれども、塵芥処理の中で末端、どういうような処理をしているのかと。

やはり有効利用の点から考えても、当然考えていかなければならないのでないかなと思い

ます。町長と課長、どうですか、この話は。 
〇水沢議長 町民課長。 
〇亀山町民課長 私、今差間議員がおっしゃられたテレビ番組、ちょっと見ておりません

ので、内容的には理解していないのですが、昨年度廃プラスチック、いわゆるその他プラ

スチックと言われるものが41トン排出しております。前年に比べれば４トンほどふえては

おります。これが実際の家庭の中でいいますと、本当に廃プラスチック、いわゆるその他

プラスチックと分類されるものが日常生活の中では非常に多くて、これが適正に処理され

ていくということになれば、それだけ大きな資源が生まれるというふうにはなろうかと思
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います。ただ、先ほどおっしゃられた内容については私存じていないものですから、ちょ

っとその辺のことについては説明できないわけですけれども、ただ現在はこの廃プラスチ

ックは室蘭の方の業者へ渡しまして、これは補助用の燃料として焼却されております。で

すから、それからのリサイクルというふうな形はとられていないものであります。説明に

ならなかったかもしれませんが、そのようなことでご理解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 今現在、このプラスチック製品は室蘭、そっちの方で燃やすかどうかわかり

ませんけれども、やはり私は、こういうリサイクル製品の、我が浦幌町でも多少なりとも

そういう方向に目をつけていかなければ、おくれをとるような、早い遅いは別にしまして、

かなりな有効利用になるのでないかなと思います。これには、それなりの予算もかかるで

しょうけれども、ぜひそういうような方向性を、早く方向づけをして、これ絶対浦幌町の

ためになるわけですから、道内、国内においても、まず先に目をつけて、そういう対策を

するのも一つの方法でないかなと思います。やはりこれは資源の有効利用につながります

し、これはいいことだなという私も判断して、来る石油製品が恐らくなくなってくるに、

これは早い時期は30年と言っていますので、30年後はだめになるだろうと。そういうこと

で、電気関係は原子力発電等をやっておりますけれども、浦幌町としてもそういう方向づ

けを持ってもいいのでないかなと私は思っています。町長の考えをちょっと聞いておきた

いと思います。資源の有効利用について、どう考えているかお願いいたします。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 ご指名でございますから、私の方からちょっとお答えさせていただきたいと

思いますけれども、私も実はそのテレビ見ておりませんので、どういう内容なのかという

ことは、申しわけないけれども、把握しておりません。そういう中で、資源の有効利用と

いうことは非常に大切なことだというふうには認識しております。それが一自治体として

できることなのか、また広域で取り組むことなのか、また国や道が取り組んで技術開発を

していくものなのかということもございますので、それらも十分把握しながら有効利用に

努めてまいりたいなと。このように有効利用という思想はしっかりと持っていきたいなと、

このように考えておりますので、ひとつご理解をいただきたいと思います。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 確かにこれは、かなり先の話かわかりませんけれども、実は今から５年ぐら

い前だったと思いますけれども、いわゆるバイオエタノール、地元の農業者、一部の方で

ございますけれども、そこで将来の資源的な問題、特に前も一般質問で私言ったことある

と思いますけれども、豊北方面のガス、かなり噴出している場所がありまして、今現在そ

れはパイプをとめているようですけれども、このガスを利用するとなれば、大体3,000戸く

らいの世帯のガスが使えるという資源調査のデータもあったわけでございます。特に今回

新しい、来月になりますと選挙もありますし、ぜひそういうような、町民に希望を持たせ

るような塵芥処理関係で有効利用をある程度考えていただきたいと思っております。今言

 22



った天然ガスは、これは町民の方、ほとんど知っていると思うのです。いわゆるごみはご

みとして、やはり有効利用の方法があるとすれば、ぜひこれについては前向きに考えてい

ただきたいと思います。 
〇水沢議長 暫時休憩いたします。 
 

午前１１時４２分  休憩 
午前１１時４３分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 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、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、本年度予算額43万2,000円、この目につ

きましては労働対策、それから職業病対策に係る予算を計上しております。特に説明する

ことはありません。 
 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、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項農業費の説明を求めます。 
 農業委員会事務局長。 
〇河村農業委員会事務局長 69ページの下段をごらんください。６款農林水産業費、１項

農業費、１目農業委員会費、本年度予算額3,395万2,000円、この目は農業委員15名の活動

費及び農業者年金の加入促進費等の事務費及び事務局費を計上してございます。特に説明

する内容はございません。 
〇中川産業課長 ２目農業総務費、本年度予算額4,272万9,000円、この目につきましては

人件費並びに各種関係機関への負担金の予算を計上しております。減の主なものは、人件

費でございます。内容等については、特に説明することはございません。 
 ３目農業振興費、本年度予算額2,579万8,000円、この目につきましては農業振興に係る

経費を計上しております。減の主なものは、農業生産総合対策事業補助金が2,319万5,000

円の減になっております。それから、飼料収穫機械の設置５台分が特にその減の主なもの

でございます。それから、１節報酬、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。それから、19節負担金、補助及び交付金につきましても同じく資料の2

0ページの説明のとおりでございます。19節負担金の中で特に大幅に減になっておりますも
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のにつきましては、農業経営基盤強化資金貸付事業利子補給補助金でございますが、これ

は償還が減ってきたということで100万ほど減っております。 
 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、本年度予算額591万1,000円、当該目

は上浦幌農業団地センターにかわる予算を計上したものでございます。特に説明はござい

ませんが、当該管理費の７割につきましては、浦幌農協に負担をいただいております。 
 以上でございます。 
〇中川産業課長 ５目畜産振興費、本年度予算額2,939万6,000円、この科目につきまして

は畜産振興に係る経費を計上しております。増の主なものにつきましては、償還金利子及

び割引料が531万6,000円ほど増になっております。それから、肉用牛が平成18年の分と平

成19年度分で平成18年が平成14年度分に借り入れたものが22頭、それから平成19年度は平

成14年の借り入れ分と、それから平成15年に仕入れた11頭について、要するに平成19年が1

8年に比べて11頭分、本年度は多くなっているということで増になっております。それから、

減の主なものにつきましては、委託料が135万1,000円でございます。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20ページのとおりでございます。

それから、23節の償還金利子及び割引料につきましては、説明資料21ページに載っており

ますので、ご参照いただきたいと思います。 
 それから、６目土地改良費、本年度予算額8,227万5,000円、この科目につきましては土

地基盤整備を促進するための予算計上でございます。減の主なものにつきましては、負担

金、補助及び交付金1,678万7,000円の減でございます。これにつきましては、施設の資金、

負担金が減っております。それから、１節の報酬、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21ページ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 ７目飲料営農用水対策費、本年度予算１万9,000円、この目につきまして

は営農用水管路の占用料の内容でございます。 
 以上でございます。 
〇中川産業課長 ８目道営土地改良事業費、この目につきましては道営土地改良事業に係

る経費を計上しております。増の主なものにつきましては、負担金、補助及び交付金が5,

650万円の増と。これにつきましては、貴老路地区の中浦幌地区、それから幾千世地区が増

と。また新たに今年度から調査が入るということでございます。19節の負担金、補助及び

交付金につきましては、説明資料21ページ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、本年度予算2,579万9,000円、この目につきましては昨

年度から実施しております上厚内地区の調査に係る経費の内容であります。減の主なもの

については、委託料の22万1,000円でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料につ

いては、説明資料21ページの記載のとおりでございます。 
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 なお、この上厚内地区の全体調査面積が7.11平方キロメートルでございますが、今年度

当初割り当て5.11平方キロメートルということで、国、道の方から連絡が来ておるわけで

ございますけれども、この差の２平方キロメートルについては調査上必要だということか

ら追加要望を今現在しておりまして、額が確定して６月の補正に間に合えば補正予算を計

上したいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 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。 
 ４番、差間議員。 
〇差間議員 地籍調査費、75ページ、これちょっとお伺いしておきます。今年度は上厚内

地区と今聞きましたけれども、特に厚内含めて、古くから開けたと言ったらちょっと変で

すけれども、結構歴史があると。そういう中で、厚内地区で２カ所境界が違うということ

で前に一般質問しております。その後、恐らく問題解決したと思っています。特に上厚内

というのは、今４戸ですね、現在住んでいる方が。当然その中で地籍調査の困難をきわめ

るように私は思っております。それで、厚内地区、この２カ所、非常に境界が問題になっ

たと。私も実際そこに呼ばれまして話を聞きましたけれども、これは双方もううちが建っ

ていると。そういう中で、中間点をとった方がいいと適当な答えをしましたけれども、こ

れには地籍に関している委員の方が地元からも出ていると。その結果と上厚内地区、これ

から調査ですから、それなりの方法でやると思います。それで、ほとんど８割方、不在地

主が多いわけですから、そういう中での調査、今言いましたように困難をきわめるのでな

いかなと。何とかこれもきちっとやっていただきたい。今言った厚内地区の２人のそうい

う問題点、かなり強行に言われていたのですけれども、その結果どうなったか、それだけ

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。 
〇前田施設課長 厚内地区の境界の問題につきましては、昨年の質問でもあったかと思い

ますけれども、去年の早い時期、４月だったと思いますけれども、私と担当職員と出向き

まして事情を聞いた上で、現地と、それから地籍調査の境界が若干ずれているということ

から、どういう方法があるかということを協議いたしまして、双方地主、それぞれの所有

者と話し合った結果、現在の現況で処理をするということで了解を得ましたので、そうい

う形で済ませておりまして、道の方にも実績等報告しておりまして、完了ということにな

っております。 
 それから、上厚内地区の関係でございますけれども、18年度につきましては初年度とい

うことから、三角点測量並びに多角点測量ということで測量が今現在終わっておりますけ

れども、それらに基づきまして今年度細部測量という形で入ってきます。そういうことか

ら、いろいろな不在地主等の関係も出てくると思いますけれども、そこら辺も調査をしな

がら進め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 ４番、差間議員。 
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〇差間議員 今言った課長、本当に大変だと思います。ですから、町の中も、従来道路に

対して90度の、皆さんそういうようなつもりで、私も当時測量士を頼んで、そしてうちを

建てた結果、測量終わったら10度くらい狂っているのです。それで、私もよその土地には

み出ていたと、そういうこともありまして、これには隣の地主さんに対しては、もう建物

は建てませんと。何とか建っているうちは、このまんまよろしくお願いしますと、そうい

うふうにおさまっておりますけれども、この地籍調査した場合、境界どこにあるかという、

私は測量してでもそういうような間違いあったわけですから、特に上厚内入っていった場

合、道路も舗装していますので、大変だと思います。そういう問題出た場合、穏便にきち

っと話をつけていただきたい、そういうように思っております。 
 以上です。 
〇水沢議長 施設課長。 
〇前田施設課長 今差間議員さんのおっしゃるとおりでございまして、境界につきまして

は昔から思っていたのと違うということが出ているということは承知しております。いず

れにいたしましても、近代測量でやって、誤差のない境界ということで出さなければなら

ないということから、地主さんについてはご協力をしていただきながら進めていきたいと

いうふうに思います。 
 現況と差が出た場合につきましては、双方協議しながら、現況でやるのか、墨でやった

成果でやるのかについては協議をしながら進めていけるのではないかというふうに考えて

おりますし、そこら辺は十分検討、協議しながらやっ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 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 71ページの２目13節ですけれども、保守業務委託料、これは説明書に書いて

あるとおり、拠点施設の浄化槽の保守業務の関係だと思うのですが、実はこれ施設そのも

のは一括して貸し付けしておりますよね。57万8,000円ということで貸し付けになっている。

その中で、関連しますので、そちらの方も含めて聞きたいのですが、電気料、水道料は町

が持っているのですか、借りた方が持っているのでしょうか。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 電気料、水道料につきましては、基本料金は町で持っている。そのほか、

基本料金を出た分については施設を貸している方に持っていただいているという実態でご

ざいます。それから、この委託料につきましては、トイレ等の保守点検の委託料でござい

ます。これは、町が持つということで今のところ進めております。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 基本料金を持つので、浄化槽についても、これは保守点検料を町が持つとい

う考え方なのかなと思うのですけれども、町の施設だから、ある程度町が管理責任あると

いうのはわかるのですが、貸し付けているから、全部丸ごとどうして貸し付けないのかな
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というような感じするのですが、いかがでしょう。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 そういう考え方も一理あると思うのですが、当初貸し付けるときから、

そういう契約のもとで進めてまいってきておりますので、現行ではそのようなことで進め

ております。その辺は、現行でそういう契約をしているということでご理解をいただきた

いというふうに思います。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 この件はいいのですが、ほかに３点ほど質問したいことがございます。 
 １点ずつやっていきたいのですが、以前からここでも質問していますように、品目横断

の関連で新たに導入されています土地、環境、水の保全対策事業です。何度か私お話しし

ています。早くから交付金事業ではないのかということを申し上げてきているわけですけ

れども、もう既に事務局といいますか、課長の方も把握していると思うのですが、50％は

交付金だよと。それから、残りの部分については70％までは過疎債を併用してもいいよと、

こういうことだったと思うのですが、ちょっと私の認識違いあれば修正していただきたい

と思います。 
 そういう中で、私が以前から言っていますように、ぜひこういう状況であれば、浦幌も

手を挙げていけるのではないかなと考えているわけですけれども、既に18年に十勝管内で

は鹿追町がモデル事業として実施をしましたよね。ですから、この辺の取り組みも含めて、

言ってみれば中山間事業の、このことについては先般も非常にご苦労いただいて審議した

内容でありますけれども、中山間事業のバージョンアップだというふうに思っております。

そういう面では、農村の環境保全だけでなくて、町の人たちも含んでやりなさいというよ

うな考え方の中の事業だと思うのですが、鹿追のモデル事業の状況も多分把握されている

と思います。そんなことも含めて、この事業に申請していくつもりはないのかどうかお聞

きしたいと思います。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 今杉江議員の方から言われましたように、この水保全対策については平

成18年度から鹿追町でモデル事業として実施をされております。そういう中で、交付金事

業という形で50％、それから過疎債ということで70％、これについては間違いないという

ふうに私の方でも把握しております。それで、中山間地域のバージョンアップ的な事業で

はないかということで、うちらの方でもこの対策事業自体が全国的なものですから、どう

も水田地帯の本州のイメージが強いということで、なかなか北海道に合わない部分もある

ということで、鹿追の方でもいろいろ何か問題が出てきているというふうに聞いておりま

す。最終的には、まだどういう問題点が出ているのかというのは把握しておりませんけれ

ども、私たちの方では北海道バージョン的なものをきちっと決めてくれということで、道

の方に再度何回もお願いをしておりますし、それがまだ具体的に出てきておりません。そ

れで、説明会の中でも、一応平成19年度、総体的な中身の検討、それから地域でそういう
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検討ができるのかどうかを今年度やりまして、平成20年度から何とか浦幌の中でもモデル

地区的なものができれば、その地区でやってみたいということで、今のところ進めていき

たいと。平成20年から全町全域でやるというのはなかなか難しいかなというふうに思って

おります。とりあえずは、今年いろんなモデル的なところを含めて検討して、平成20年に

は何とか、この交付金事業にのっていけたらいいなというふうに事務局の方では考えてお

ります。 
 以上です。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 ただいまの点については、今説明ありました内容で十分私も納得をしており

ます。ぜひ実現できるような手続をやっていってほしいなということでお願いをしたいと

思います。 
 それで、次の件ですけれども、営農用水関係です。実は、下浦幌といいますか、万年か

ら朝日まで、あるいは十勝太、静内にかけての営農用水の町施設に連結する説明会という

か、これが２月の13、14でしたか、ちょっと１日間違っているかもしれませんが、説明会

があったと思うのです。それで、当然これは将来的に大きな予算絡む問題ですから、説明

会やったということは、それなりの概要できているのだというふうに思います。ぜひ、議

会の場ですから、構想といいますか、お話をいただけたらと思うのですけれども。 
〇水沢議長 施設課長。 
〇前田施設課長 今のご質問の関係なのですけれども、営農用水につきましては、現在進

行しております貴老路営農用水を今年度というか、18年度から調査に入っておりまして、

今現在調査、設計等が完了しまして、19年度からについては施設関係をやるという運びに

なっております。この事業につきましては、国が45％、道が27.5％、それから町が27.5％

という事業でございまして、道営事業でやっております。この期間につきましては、３年

から５年間という長い期間で完了するわけでございますけれども、その間事業をやってい

る間は現在のまま営農用水、自分の利用組合の水を供給しながら営農しているという活動

になるわけでございますけれども、今おっしゃられている下浦幌利用組合、それから十静

利用組合につきましては、非常に施設、今言っている石綿管等が入っているところが結構

あるということから、15年の地震の際におきましては相当被害を受けまして、修繕等につ

いてもかなり苦労されたということから、下浦幌利用組合については陳情が上がってきて

おりまして、今その陳情を、地元からあるということから道にお願いをして、何とか採択

できないかというふうにお願いをしている最中でございます。そして、十静の利用組合に

つきましても、施設、管路については問題はないのですけれども、ポンプ等が非常に老朽

化して、今後何年もつかわからないということから、4,000万ぐらい修繕にかかるというこ

との内容になっています。これを単独費で補助する道しかないものですから、この単独と

いうことになると相当財源難ということから、これにつきましても営農用水等に何とかで

きないかということから、下浦幌地区と、それから十静地区を合わせた一つに絞りまして、
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何とかお願いをしたいということで今道にお願いしているという段階でございます。 
 いずれにいたしましても、地元等の承諾等がないと進められないという事業でございま

して、営農用水といいましても、今の簡易水道と同じ利用体系になるということから、現

在の営農用水、個々で利用する金額等に比べますと、相当金額、使用料がかかってくると

いうことから、地域の皆さんの合意がないと進めないということになるというわけでござ

います。ということから、今年度19年度の１年間で、この二つの組合に対しましてのお願

いをするという意味から、２月に地元の説明会ということで、今言ったような内容を説明

させていただきまして、何とかご理解をいただければ、19年度、年度末等に道の方にお願

いをするということで説明をさせております。ということから、地元の理解が得られれば

進め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 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 ちょっと事業費なんかの説明がなかったものですから、そこのところを再度

お聞きしたいのと、また以前からお話ししております15年９月26日の十勝沖地震以降、下

浦幌水道がこの後災害があったら復旧できないということでの町移管を要請してきている

ということで、それぞれの地区に対する地元の合意というか、返事をいつごろまでに。先

ほどちょっと聞いたような聞かないような感じでしたけれども、19年度末にどういう申請

するということは、それ以前に返事を待つということなのだろうと思うのですが、重ねて

もう一点、事業をきちっと、認可になるまで、あるいは町に移管がどこの時点でされるの

か。その間災害あったときに、今下浦幌水道が要請している下浦幌地区については、町に

移管する前に災害あったときにどこが責任持つのかということをはっきりしておかないと、

非常にトラブルのもとになります。その辺のことでの見解を３点お伺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 事業費でございますけれども、今ちょっと手元に資料がないのですけれ

ども、約５億ぐらいかかる予定になっております。ちょっと確かでないのですけれども、

約５億ぐらいというふうに考えていただければと思います。 
 それから、道への要望の時期でございますけれども、先ほどもちょっとお話ししました

けれども、最終的には19年度末に正式に道に要望するということをしませんと、20年から

の事業にはのれないということから、19年度末と。当然杉江議員さんもおっしゃられまし

た、それまでに地元の理解がなければ出せないということから、前回の説明の中では早い

総会の時期に皆さんに諮って意思を統一したいというふうに聞いておりますし、それを今

待っている段階でございます。 
 それから、災害が発生した場合につきましては、前回も15年災の地震のときに災害があ

ったわけでございますけれども、基本的には利用組合が管理運営をしているということか

ら、この対応については管理運営をしている利用組合という形になるかと思います。ただ、

毎日の水の問題でございますので、そういう問題があった場合については町の方からタン

ク車等も用意しながら体制をしていきたいというふうには考えておりますし、15年災につ
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いてもそういう対応をとらさせていただいておりますので、今後万が一地震があった場合

はそういうようにしたいと考えております。 
（「移管」の声あり） 

〇前田施設課長 町に移管するまでということでございますので、町に移管するまでにつ

いては、今言ったように利用組合が管理運営するということでご理解を願いたい。 
（「いつの時点」の声あり） 

〇前田施設課長 営農用水が採択されまして、何年か、３年から５年の間で完成すると思

いますけれども、完成をして、供用開始した段階で町に組合の施設を移管してもらうとい

うことになると思います。その移管するまでは、利用組合という形になるかと思います。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 今最後に説明あった、そこのところが非常に問題で、たしか地震の次の日で

すよね。町に移管したい、期成会の人たちが要望に来たのは。そのぐらい、石綿管が何キ

ロですか、６キロか７キロか、多分そのぐらいあるのですね。ですから、業者の方は非常

にそのことを心配しているのです。原則はわかるのです。今課長説明あった、水ないのだ

から、もちろん車やポンプ車で水供給してもらうのはもちろんなのだけれども、そうでは

なくて、災害あったときの補修費、復旧に向けた対応を何とか考えてもらわないと、既に

もうそういう要望が来て３年ぐらいになるわけですから、どんな難しい原則があって無理

なのか私もわかりませんけれども、本当に災害あったときに、絶対スムーズにいかない要

素があるのではなかろうかと私は心配しているので、今回だけでなくて、以前にも確認を

しておりますが、何らかの対応が必要だと、新たな判断が必要でないかというふうなこと

を思うわけです。いかがでしょう。 
〇水沢議長 施設課長。 
〇前田施設課長 15年災の災害のときにつきましてもかなり被害があったということから、

基本的には管理をしている利用組合の責任ということから、委託をしている業者にたしか

調査をさせながらやったというふうに記憶しております。それ以外というか、委託管理し

ている業者がやった以外の経費につきましては、ちょっと記憶は薄いのですけれども、町

の方で何らかの形で予算を見たというふうに記憶しておりますので、そういうことがあっ

た場合についても今後は町の対応で何とか予算を支出できるのではないかというふうに考

えております。そして、現在町の水道として施設を移管するということは、現在の簡易水

道法からいうと無理ということから、今例えばもしやったにしても、石綿管と、それから

個々で持っています管路につきまして非常に圧がかかってくるということから、非常にパ

ンクをしたり、そういう危険性が伴うということから、どうしてもこの事業で先に管路を

整備して、それから町に移管するという形をとらざるを得ないのでないかというように考

えておりますので、これはご理解を願いたいと思います。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 今の課長の説明、たしか15年の十勝沖地震のときは、そういう団体の復旧に
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対しては４割の助成をしてきたと思うのです。そういう中で、どうも地元の人たちはこの

後町も応援できないよと、事故あっても応援できないのだよというような理解の仕方をし

ているということがあると思うのです。今後も町に移管になるまでは、そういう事故があ

っても、それらの助成なり対応していくよということがなければ、先ほどから何回も言い

ますけれども、新たな問題になるというふうに私は認識しているので、それぞれの地域の

説明会に私も行ったわけでありませんので、内容についてはわかりませんけれども、また

組合の方とも相談しながら、この間のことについてはしゃくし定規にならないで、十分地

元の要望も聞きながら対応していただきたいなというふうに思うのですけれども。 
〇水沢議長 施設課長。 
〇前田施設課長 災害ですから、一般的に農業振興の条例に書いてある４割まで、限度額4

0万ということの対象にはならないのでないかというふうに私は認識しておりますので、災

害があった場合については、それなりの対応をさせていただきたいというふうに考えてお

りますので、ご理解を願いたいと思います。 
〇水沢議長 質疑の途中でありますけれども、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 ０時２２分  休憩 
午後 １時３０分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 休憩前に引き続き農業費の審議を続けます。 
 質疑のある方いらっしゃいませんか。 
 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 予算の項目にはありませんが、私が再三議会において質問しております農地

防災事業の事業範囲から外れた地域の対応について伺いたいと思います。ご承知のように、

昨年は春先の大変な湿害によって、農地防災事業の施行農地であっても、補完工事という

ことで非常にたくさんの面積の暗渠のやり直し、当然19年度も継続して行われる計画にな

っておりますが、そういう状況が発生しました。ですから、事業対象外になっている地域

の状態は既に議会の産建の被害調査でもわかるとおり、大変なものでありました。 
 そこで、既に担当の課長さんは把握だと思いますが、農地防災事業が排水路の水位の関

係で１年事業完了がおくれることになりました。平成23年しか完了しないということで、

この後の事業を国営で入れるのであれば、当然ダブっては入らないですから、また事業が

おくれていくよと。そうではなくて、道営事業で入れる場合には、幸いに幾千世地区が事
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業を始められるようになったという中では大変ありがたいことなのですが、それに引き続

き、あるいは重なってでもやる、道営だとやれることなのか、国営事業と重なって事業を

導入できるのか。また、このことについて、ある程度の見通しができているのか。私たち

も、この事業の導入について、現状中地区の事業を見ましても、暗渠と水路の整備あるい

は心破事業を含めた地元負担が20％、それから受益者負担7.5％ですよね。この範囲の事業

で進めていくのか。また、それ以上の、今国営防災の補完工事としてやっている有材暗渠

という方法で、反当20トンもバークチップを入れるという補完工事をやっております。で

すから、国営事業でこのような大がかりな事業も導入できないのかなと。いろんなことを

含めて、この事業導入に関して準備をしていただきたいし、考え方、どんなふうに今進め

ようとしているのか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 下浦幌地区の防災事業については、今杉江議員のおっしゃったように、

排水路の関係含めまして、平成23年まで事業が延びたということで、今の白地地域といい

ますか、対象になっていない面積が相当数あるということで、前からこの関係については

検討するということで進めてきております。先般開発の方ともその関係で期成会の一部役

員の方含めて出ましたので、協議をさせてもらったのですが、現在のところ23年後に国営

を入れるとすれば、その中で何とか開発としてもその方向で考えたいということは言って

いただいております。 
 それから、道営事業については、入れれないことはないというふうに思いますけれども、

今中浦地区、それから幾千世地区、２地区やっていますので、財政上非常に３地区を取り

入れるというのは難しいかなということもあります。それで、将来的には間違いなく、下

浦幌地区についてはそういう地区をやらなければならないということはわかっております

し、昨年の18年の冷湿害の関係から見ても、状況的にはやっぱりひどい状況にあるという

ことがはっきりしておりますので、心破を含めた道営事業なり、それから町単事業も若干

入れていくような政策もとれるのではないかというふうに思います。 
 それで、下浦幌全体的に事業として取り組むには、平成23年の防災事業が完了してから

ということで、今のところは考えております。それ以上は、今具体的に道営枠を入れると

かということについては、今すぐに返事はできないという状況で、とりあえず23年完了後

に国営事業を含めて考えていくということでご理解をいただきたい。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 私たちも防災事業の期成会通じて、開発ともいろいろ打ち合わせする機会も

ありますから、逐一その辺のことについて発言をさせていただいております。そういう中

で、私たちも実質的には防災事業の期成会でありまして、この後の仕事の、何の責任も負

っているわけでないという立場で、しかし自分たちの受益農地を抱えているわけですから、

当然そういう立場では発言していかなければならないと思って、いろんな場所で発言をさ

せていただいているということでございます。 
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 先ほど課長の答弁あるように、できれば今現状、国営事業だからといって、受益者負担

があと２％ぐらい下がるのかどうかは別にしまして、やっぱり将来に向けた、そこら辺で1

0年前もやっていた同じ基盤整備事業ではなくて、新たな考えで新しい事業でぜひ国営でや

ってもらいたいと、私はそう思っております。その辺のことも、開発にもお話をしている

わけですけれども、先ほど課長の答弁では、そちらの方向の国営事業の導入という考え方

で進めたいということですから、ぜひいろんな場所を使って、それともう一点加えてお願

いは、これは何回も申し上げてきましたけれども、国営事業は23年まで延びてしまいまし

たね、１年延びてしまったことによって、地域の人たちは昨年の湿害対策で単独の明渠を

やりたいという人たちもいるわけですけれども、いかんせんやっぱり負担が高いです。町

単でやりますと、今度の補完事業も含めて40％しか暗渠に応じないわけですから、非常に

大きな負担になります。ですから、大きな面積できないです。３町、５町、どうしてもや

りたいという人たちもいるわけですけれども、そういうことを含めると、できるだけ早い

時期にやれるように努力をしていってほしいと思っております。国営事業ですから、ダブ

ってできないだろうということは私たちも想像するのですけれども、そうはいっても、防

災事業も１期工事、２期工事、予算ダブって、10億と20億とダブってつけるとか、そうい

うことをやってくれたのですから、できれば努力して、一年でも早くできるような方法で

検討していってほしいと思うわけですけれども。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 地域の受益者としては、非常にわかります。それで、開発予算もいろん

な面で枠があるというふうに聞いておりますし、特に今年あたりも思いがけなく300万、4

00万というお金がぽんと出てきて、そして道路をやってもらえるとか、そういうことも開

発事業の中では結構昔からあるやにも聞いておりますし、今杉江議員がおっしゃるように、

下浦防災と絡めて、またはそれと違った形での国営事業。なるべく地元負担がないような

形での事業をこれからも開発と協議をしながら、何とか一年でも早く基盤整備ができるよ

うなことで進めたいというふうに努力をしたいと思いますので、よろしくご理解をいただ

きたいと思います。 
〇杉江議員 終わります。 
〇水沢議長 １番、森議員。 
〇森議員 農地の移動について確認をさせていただきます。ご承知のように、今年から品

目横断的経営安定対策における過去の生産実績に基づく交付金、言うなれば緑のげたの部

分が各生産者に通知され、これは生産者に入るわけですが、これによりまして土地、農地

の移動につきましては、これは出し手、また受け手の双方の当事者間の協議によりまして、

この緑のげたの分が動くように考えております。このげたの部分につきましては、あくま

でもこれは個人のものでございまして、土地についているものではありません。そのとき

に、土地の移動に伴うときに、当事者間での合意がなされない場合、この想定を考えまし

て、当事者のみならず、行政、または農業委員会、農協というように、各関係機関の協議
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をされて対応をされるというふうに聞いておりますけれども、その辺の経過、教えていた

だきたいのですけれども。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 今森議員がおっしゃいましたように、今回の品目横断の中での緑げたの

関係につきましては、国の方では、これは個人間で協議をして決めなさいということにな

っておりまして、行政はタッチをしませんよという国の言い方がされております。そうい

う中で、今年の冷湿害の対策のときにも先生方、道議や、それから国の農水省の役人の方、

それから道の農政部長あたりにも、これについては絶対問題が出てくるよと。田んぼの場

合については全部ついていますから、問題ないわけですけれども、畑作の場合については、

今森議員がおっしゃったように個人のものでありまして、畑作についてはそれが保障され

ているものではないということですから、当事者同士でなかなか話がうまくいかないとい

うケースが出てくるということを訴えてきました。そういう中で、国の方ではあくまでも

これは個人間でありますから、それで解決してくれということで、ずっと言われてきまし

た。そういう中で、農業委員会、それから町、それから農協と３者でいろいろ話を進めま

して、やっとでございますが、この時期に来てやっと何とか３者で中間的機関というか、

任意団体という形で、浦幌町期間平均生産面積調整協議会というような、仮称でございま

すが、こういう名前で３者が協力をして、双方の緑げたの部分について協議を進めていき

たいということで、何とか今月中に事務レベルで内容を詰めまして、そして早急にそれぞ

れ農協、それから農業委員会から委員を選出していただきまして、二、三人ずつ選出をい

ただきまして、地区、地区でその権利移動についての申請事務を中間調整機関としてやっ

ていきたいという運び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 １番、森議員。 
〇森議員 ただいま協議会を設置されて、これに対して対応されるというようなことを聞

きました。緑のげたとこの農地については、密接な関係になるのかなというように感じて

おります。また、昨年の秋口から年明け、また今までかなりの大きな面積が、これが動い

ておりますので、この協議会、もうちょっと早く設置できたらなというような声もありま

すので、近々にできるということでございますから、その辺のことにつきましては解消さ

れるのかなというふうに思っております。 
〇水沢議長 農業委員会事務局長。 
〇河村農業委員会事務局長 関連ございますので、私の方から農業委員会としての押さえ

を説明申し上げたいと思いますけれども、認定農業者が土地移動に伴って、それに伴って

生産面積が移動されるという特異な、特異なというよりも、新しい政策でございますので、

農業委員会といたしましても、先ほど産業課長がお話しになりましたように、任意の協議

会の中で土地移動を速やかに協議しながら、当事者間の合意形成ができますように指導、

助言を行っていくというような形で進めてまいりたいと思います。 
 ちょっとお話し申し上げますけれども、あくまでも当事者間の合意でございまして、規
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制はございませんので、道段階としても13団体が１月の下旬にやっと合意ができたという

ようなことでの指針というような中身ではございませんけれども、一応方針が流されてき

ております。これに基づいて、農地移動があった場合については、それに伴って、通称緑

げたも動くのだというようなことを多くの農業者の皆さんにもご理解を得ながら進めると

いうような段階でございますので、今後とも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 それぞれ同僚議員の方から出たわけですけれども、関連してお伺いをしたい

と思いますけれども、私の方も常日ごろ町長や何かにお願いをしているのですけれども、

たとえ骨格予算であっても、それぞれ突発的に昨年のような冷湿害が出たときには、それ

ぞれの迅速な対応の中で面倒を見ていただいているということについては、心からお礼を

申し上げたいなというふうに思ってございますけれども、いかんせん浦幌町の柱は何かと

いったら、私は基幹産業である農業、畜産業でなかろうかなというふうに思っているわけ

ですけれども、たとえ骨格予算でも予算の中に浦幌町の基幹産業は果たしてこれからどう

やっていくのだというようなものが全然見えないような気がするのだけれども、そんな中

で今それぞれ同僚議員からも出たように、品目横断的経営安定対策事業がスタートしたと

いう中では、農地の移動の関連については、まだ考える余地があるのかなというふうに思

いますけれども、これは緑げたの権利の部分については、これは固有の財産でもあるし、

権利でもあるということになったときに、浦幌町の農業を考えるときに、果たしてその権

利をつくらなくてもお金がいただけるよというような状況の中で、権利を持っているけれ

ども、物をつくらないというような状況が出てきたときに、浦幌町の農業の振興のために

心配はないのかなということになったら、大変心配でなかろうかなと。つくらなくても、

権利を持っている人は交付される金を使うと。そのために、次の経営の基盤強化のために

運用するということになれば、浦幌町でだんだん、だんだんつくる面積が縮小されていく

という問題が出ないのかな。そのときに初めて浦幌町の農業のこれからの振興策がだんだ

ん、だんだんしりつぼみになっていく。残った横断品目の４品目をつくっているものはだ

んだん、だんだん疲弊していくというようなことが生じないのかなというふうに思います

けれども、このことについて、私も農協の懇談会に申し上げましたのですけれども、そう

すると経済団体の方は、これは行政の仕事だよと言うのです。確かに行政の仕事でしょう。

そういう中では、僕は移動する分の農地についてはそれほど、その権利を主張しようとし

まいと、農地を貸したいという人が権利はつけてやらないよと言ったら、だれも農地借り

ないのだから、それはいいのだけれども、権利を持っていて、自分の経営基盤のために使

って、ほかの人がつくりたいが、つくれないという問題が出てきたときには、浦幌町の枠

がだんだん、だんだん狭められるというような問題が出てきたとき、どういうことをして

いるのかなというのが物すごく心配なのだけれども、その辺の考え方わかる人がいたらち

ょっと聞かせてほしいなということ。 
 将来の基幹産業をやるのに、私は和牛飼っているものですから、自分の利益のために言
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うのでないことだけはご理解いただきたい。間違ってそうとられても仕方ないのですけれ

ども、そういうことでなく、今、日本の国、何がいいといったら和牛だけなのです。安心

してやれるのは和牛だけ。これは、皆さん承知のとおり、知的財産ということで、国内生

産、国内事業は和牛の肉だけなのです。これは、100％。そんな中で、今国がやろうとして

いる和牛振興策、また道も１番目にもろ手を挙げて、金はないけれども、知恵はかしてあ

げますよと言っているのは和牛だけなのです。その振興策を、浦幌も13年度にＢＳＥが出

て……そして、浦幌町も物すごい勢いで70戸の組合員がいて、そして1,000頭を超す一貫経

営の町の中での和牛経営がなされて、浦幌は十勝一になるのでないかなと一時自負したと

きがありましたけれども、13年度にＢＳＥが出たときから大変な思いをして、何百頭の肥

育屋さんが２戸も３戸もいなくなったという中では、今肥育農家さんは何戸かありまして、

その中でも小規模的に自分の家族経営の中でできる範疇のことを、畑作と混同でやるとい

う肥育経営になっているものですから、専門的に浦幌町で生産される素牛がそこへ入ると

いうような状況ではないことは確かなのですけれども、そんな中で今繁殖農家も含めて、

頭数的には規模拡大がされて、それほど減ってはございませんけれども、戸数としては40

戸で半分になってしまった。その振興策を一番、国も道もやろうとしているこの振興策に、

この予算書の中では一つも見えてきていない。これは、振興協、和牛改良組合が町に要請

をしたからするとか、町にお願いをしたから予算づけをするとかという問題でないと思う。

これは、町のそれぞれの予算の中で、いかに浦幌町の基幹産業を振興させていくかという

熱意が僕はないと思う。将来性を見ていないのかなという疑問があるのだけれども、これ

は言葉過ぎているかもしれませんけれども、課長の方から、いや、そんなことないよと。

基金もあるから、それをやりたいときにやりますよとか、産炭地の問題で３億2,000万入っ

てきたらやる予定していますとかと、いろいろな言い方があるかもしれないけれども、そ

ういう考え方は考え方でお聞かせいただければいいのだけれども、何とかそういう中では

町の振興、農業振興のためには、もう少し将来の町の方向性はどこへ行くのだということ

をきちっと示して、目で見てわかるような姿勢があってほしいなというふうに思うのです

けれども、町長も一時基本方針にのせないでも、私はやりますと言ってやってくれた部分

もございますからわかりませんけれども、そのような平成19年度に向けての予算の中で、

また将来に向けての浦幌の大事な農業振興のためにどのような、予算書にない考え方があ

るのかお聞かせいただけたらありがたいなというように思います。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 骨格予算ですから、なかなかその辺は私が言うのは難しいかと思うので

すが、今田村議員の方からありました浦幌の基幹産業であります農業について、毎年指摘

をされ、また私どもの方でもないがしろにしているのではないかというご指摘を常にいた

だいておりますが、決して担当としてはそのように思っておりませんが、目に見えてこな

いというのが歯がゆいのでないかなというふうに感じております。そういう中で、農協と

も今後の浦幌農畜産業をどうしていくのかということについては話をしているわけですが、
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その浦幌独自の４品目以外の第５の作物、これは和牛がいいのか野菜がいいのか、なかな

か結論が出ないというのが今のところ、それぞれの行政なり農協の間では結論が出てこな

いというのが実態であります。野菜もできないことはないのだが、手間がかかって、そし

て土地になじまない野菜もたくさんあるということから、何でも野菜をつくればいいとい

うものでもないというふうにも言われていますし、田村議員がおっしゃいますように、和

牛についてはまだまだふえてもいいということは聞いておりますし、今年についても新た

にまた、１戸当たり５頭だとか３頭ずつふやして和牛の肥育をしていきたいという農家も

ふえてきておりますので、何とかその辺の和牛も含めての農業振興というものを進めてい

きたいなというふうには思っております。それで、具体的に大きな柱として平成19年は何

があるのかといったら、昨年言われました、冷湿害を受けました基盤整備、それから堆肥

の切りかえ、それらが今回の大きな目玉。それから、道営事業、中浦幌地区と幾千世地区

の基盤整備ということだというふうに考えております。あと、これから将来に向けては、

今後また担当と、それから農協の方とも今後知恵を絞り合って、何とか浦幌の第１次産業

がもっともっと発展するような方向で考えていきたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 
〇水沢議長 農業委員会事務局長。 
〇河村農業委員会事務局長 農業委員会の立場として、農地移動ということ、本来あっせ

ん等が我々の業務でございますけれども、今回施策によりまして緑げたが発生してきたと

いうようなことでありまして、今までの町、農協、我々との協議の中での状況を話しなが

ら、お答えになるかどうかわかりませんが、ちょっとお話し申し上げたいと思うのですけ

れども、いわゆる議員のご指摘のとおり、緑げたをつけないとすれば、その農地は当然付

加価値が落ちるわけでございますから、買い手が少なくなるというのは、もう当たり前で

ございまして、流動化しないというようなことで遊休農地になり得るということがまず原

因の一つとしてあり得ると思います。もう一つは、さらに規模縮小の中で緑げたの権利移

動をされないという場合になりますと、当然作付面積が減るというのは当たり前の大きな

状況になってくるのではないかと思います。そういう中で、浦幌町全体を考えた場合につ

いての生産力の低下というようなことも当然心配の種になるというようなことも議論の中

でございまして、やはりこれについては緑げたの権利は必ず行使していただくのだという

ような、認定農業者の皆さんの合意形成が一番必要だろうというふうに考えております。

資産と言っていいのか、権利でございますけれども、やはりこの緑げたについては、実耕

作をしていただいた上での権利行使をしていただくということを原則に皆さんに合意形成

を図っていきたいというふうに考えております。 
 以上です。 
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、農業費の質疑を打ち切らさせていただきます。 
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 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 77ページをお開きいただきたいと思います。２項林業費、１目林業総務

費、本年度予算額1,336万5,000円、この科目につきましては一般林業事務に係る経費を計

上しております。増の主なものは、報償費36万円、これは特にキツネが最近ふえていると

いうことがありまして、19年度は120頭分ふやしております。それから、８節の報償費、そ

れから13節の委託料につきましては、説明資料の21ページに記載をしております。 
 次に、２目林業振興費、本年度予算額2,204万3,000円、この目につきましては民有林の

振興に係る経費を計上しております。減の主なものにつきましては、森林整備地域活動支

援交付金、これは平成18年度で終了ということで、前年4,450万を見ておりました。これが

完了したということで減の原因になっております。なお、これにかわる新事業については、

まだ国の方で検討中ということでございます。決まり次第、また補正の方でお願いをする

ということになると思います。19節の負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料2

1ページの記載のとおりであります。 
 次に、３目林道維持費、本年度予算額120万円、この目につきましては町内の林道に係る

維持管理費を計上しております。15節の工事請負費につきましては、説明資料21ページの

とおりでございます。 
 ４目うらほろ森林公園管理運営費、本年度予算額1,174万5,000円、この目につきまして

はうらほろ森林公園の管理運営に係る経費を計上しております。11節需用費、それから13

節委託料につきましては、説明資料22ページのとおりでございます。 
 次、５目駅停沢線林道開設事業費、本年度予算額3,463万7,000円、この事業は平成14年

より着工いたしまして、総延長4,000メーター、幅員5.0メーターで実施中であります。計

画につきましては、平成20年までを予定しております。参考までに、平成18年は延長657

メーターを完了し、着工以来総延長が2,757メーターとなっております。この中で減の主な

ものにつきましては、委託料、昨年調査測量いたしました280万円が減になっております。

そのほか、公有財産購入費ということで95万円の減、それから補償費が25万円の減、これ

らについては今年度はないということで減になっております。それから、増の主なものに

つきましては、工事請負費が400万円ほど増となっております。15節の工事請負費、22節の

補償、補てん及び賠償金については、説明資料22ページのとおりであります。 
 高齢者生産活動センター管理運営費については、廃目整理とさせていただきます。 
 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。 
 10番、田村議員。 
〇田村議員 ちょっと伺います。 
 林業の方の８節の報償費でちょっと伺いたいのですけれども、前年度177万ぐらいの予算

だったかなと思いますけれども、実績が何ぼになっているのかわかりませんけれども、僕
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も鉄砲撃ったことはあるのですけれども、小さいものほど安くて大きいものほど高いのだ

けれども、大きいものほどとりやすいのだよね、本当は。だけれども、玉の値段は大した

変わらないのだけれども、シカさくがこうやってできてしまって、まだ前年度より増額し

て出さなければならないということは、実績の問題なのだろうか何だろうか。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 シカについては、前年同様400頭ということで予算を組んでおります。そ

れで、要するにシカさくはしておりますが、シカさくの中に入ってくる分について駆除を

していただいております。実態的には、皆さんに駆除していただいているのは倍に近いぐ

らいの駆除をしていただいておりますが、うちは財政難ということで、半分ボランティア

的なことでハンターには400頭分しか支出をしていないというのが実態でございます。ふえ

ているのは、先ほど説明いたしましたようにキツネがふえているということで、報償費に

ついてはキツネの分をふやしていただいているということでご理解いただきたいと思いま

す。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 それは、シカさくの関係でいうと、確かに課長の言われるとおり、シカさく

があっても中へ入ってきてどうもならないということになるのだけれども、これはボラン

ティアでも何でもいいのだけれども、報償費が安くても何でもいいのだけれども、これは

鉄砲を持っている人の周りだけを見て、鉄砲を持っていない人のところのやつは関係ない

よという仕組みなのか、それとも巡回をして歩いて、必ず町全体の状況を見ているのかと

いったらいかがなものかなと思うのだけれども、特に、またこういう言い方すると個人的

にと言われるかもしれませんけれども、時和の坂をおりていくところは木戸も何もないの

です。あそこは、もう何十頭と束になって来るのだけれども、まだ一回も鉄砲撃ちが回っ

て歩いて、追ってくれたというのを見たこともないし、聞いたこともないのだけれども、

どういうふうなやり方でやっているのか、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 シカの駆除につきましては、昔はお金があったときには巡回をして、そ

れなりの手当等を、クマと同様に出せた時期もあったわけですが、現在は巡回はしており

ません。そういう中で、受益者の方からシカが出てどうにもならないので、何とかしてく

れという要請があった場合については、うちの方で有害駆除の許可を出しておりますので、

その許可を出しているハンターの皆さんの中から現地に一番近い方をできるだけ要請をし

て、その中で駆除をしていただくというのが今のところの実態でございまして、毎日巡回

をして、そこにいたから、そこで駆除をするというシステムにはなっておりません。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 ただいま農林水産業費の関係入っているわけでございますけれども、私いつ

も浦幌町の農業関係も含めて、あるいは１次産業の中には漁業もあり、林業もあると。そ

ういう中に対しまして、林業関係においては、町内の木下林業さん、そして北村林業さん、
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エムケイさん、あとそういったものをつくる関係では道東ラーチさんという中で、かつて

は10件を数えた木材関係、木工場の関係も本当に数えるしかなくなった今の現況でござい

ます。そういう中で、浦幌町も山林に囲まれた町の中の70％は山林と言っても過言でない

というような状況にあるわけでございますけれども、そういう中で常日ごろ考える上にお

いて、この中で今現在、先ほど言いました３件の林業関係を営む人方がいるわけでござい

ますけれども、山子さんという方は何人ぐらいいらっしゃるのかなと。その方たちが非常

に現状的に、例えばこのほかに先ほど言った中に杉本林業さんだとか、あるいは私の隣に

道川さんという方も林業の関係に携わっておるようでございます。山川さんという方もお

られますけれども、そういう中を通して、年々こういう木材に関する山子さんという方が

高齢化のために減っているのでないかな。そんな状況の中で、この我が町も１次産業の農

林水産業は決して絶えることはありませんでしょう。そういう中で、町の方でとらえてい

る、今山子さんという形がもしとらえていれば、何人ぐらいいらっしゃるか、ちょっとお

聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 最近林業関係の実態調査はやっておりませんので、林業関係の退職金制

度がございまして、その中でそれぞれの事業所ごとで退職金制度に個人の方と、それから

会社と、それから町が一部助成している部分もありますが、その中では大体50人ぐらいと

いうふうに聞いておりますけれども、この保険に入っていない、先ほど言われた小さな２

人だとか３人ぐらいで経営をされている方についてはその保険に入っておりませんので、

完全につかめていないというのが実態でございまして、あと林業センサスか何かで調べれ

ば詳しい数字は出てくるのかなというふうに思いますけれども、私の手元にはちょっとな

いものですから、実態としては、昔はまだまだ倍も３倍もいたわけですけれども、若い人

がいなくなったということと、それから仕事がなくなったということと、そういう悪循環

が重なりまして、山子さんと呼ばれる方がだんだん、年々減ってきていると。ましてだん

だん高齢化になってきているということもあわせまして、町有林等の工事等についても直

営労務者は１企業しかないということで、あとは下請なり、そういう形でやっているとい

うのが実態でございます。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 今産業課長の方から話あったわけでございますけれども、私どものこの町に

は当然林業を仕切るといいますか、全体を把握している森林組合がございます。そういっ

た関係とやはりいつもコミュニケーションをとって、今言われるように、確かに山は減ら

ないわけでございますから、我が町の、先ほど言ったように70％を占める、これは町の山

林だけではなく、個人もあれば、あるいは道の山もあるでしょう。そういった関係の中で、

常に山が本当に絶えることなく、生き生きとした山をつくっていくには、そういった山子

さんの意味、そういう形があってこそ、初めて山が守られると思うわけでございます。そ

れとあと、林業振興策の中で森林整備担い手推進事業負担金で対象者19万となってござい
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ますけれども、これはどういった関係か、ちょっとお話を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 先ほど申し上げました、それぞれ事業所で抱えている労務者に対して、

退職金というか、お正月のもち代ということで始まったわけですが、事業主と、それから

個人と、それから町の方でお金を３分の１ずつ出して、そして正月に一時金、手当みたい

な形で少しでもお役に立てばということで始めている奨励金という形でございます。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 今言われた対象者の19名というのが奨励金の３分の１ずつの関係で、金額的

にも大した金額でないというようなお話もございますけれども、ここに書いている50万8,

000円、この辺の内容が当てはまる数字なのかな。そうですか。 
〇中川産業課長 はい。 
〇高橋議員 それで、お話ししたように、これは確かに課長の口からも高齢者という中身、

次代を担う若手の山子さんといいますか、木とともに生きるという、自分の将来をかける

という人たちが少ないという中身等々、これはただ単にそういった町の関係あるいは森林

組合を含めて、あるいは農林水産の国あるいは道の関係も含めて、そういった養成する機

関というか、大事だと思うのです。これは、何かの形で、例えば町の面積の７割を持って

いる浦幌町がそういったものに深く意識を持って、上の方にもそういう特別対応できるよ

うな資金の対応もあると思います。それもしっかり把握しながら対応していかなければな

らないと思いますけれども、その辺について課長としてどういうような気持ちを持ってい

るかお知らせください。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 昨年の一部林業関係の懇談会の中でも、本州の方から脱サラだとか、そ

れから北海道で林業の仕事をしたいという方が何人か見えられた。その受け皿の窓口がな

いということと、それからそれだけ意欲を持って来られても、その対応をし切れないとい

うか、受け皿がないということと、それから待遇面ですか、特に林業関係については汚い

とか、そういうことをずっと言われていますし、福利厚生の面だとか給料の面だとか、そ

れから休みだとか、そういう関係がまだまだこの地元ではおくれているということもあり

まして、せっかくそういう希望を持って来られた方の受け皿がないということの話が出ま

して、昨年からそれぞれ商工会含めて、漁業関係、農業関係、林業関係、そういう受け皿

をきちっとつくって、そしてそういう体制に対応できるような仕組みをつくっていこうで

はないかということで、今年から少しずつそういう関係機関が集まって、そういう体制を

つくっていきたいというふうに考えております。 
 それから、資金対応についても、いろいろあるわけですけれども、事業主に対しての雇

用する関係でも資金というのはなかなか、林業関係についてはないというのが実態でござ

いまして、そういう中ではやっぱり個人の経営者にある程度お願いするしかないのかな。

あとは、業者の方で何とか手助けができる分を今後はやっぱり考えていかないと、山子さ
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んが高齢化しているということもありますので、浦幌の林業がつぶれてしまうという可能

性がありますので、今後森林組合とも十分協議をしながら、その辺の対応については将来

に向けて考えていかなければならないという時期に来ているというふうに思いますので、

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、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 79ページでございます。３項水産業費、１目水産業総務費、本年度予算

額925万5,000円、この目につきましては主に人件費の予算でございまして、特に説明はご

ざいません。 
 ２目水産業振興費、本年度予算額445万8,000円、この科目につきましては厚内漁港の維

持に係る経費及び水産業の振興に係る予算でございます。増の主なものにつきましては、

管内栽培漁業推進協議会の負担金が57万5,000円ほどふえております。これは、平成18年1

0月に低気圧による災害に係る漁業施設の利子補給が新年度から設けられましたので、これ

が65万4,000円ほどふえております。それから、減の主なものにつきましては、道の協会負

担金が14万9,000円の減、それからサケふ化の事業補助金が81万円ほど減になっております。

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22ページのとおりで

あります。それから、負担金、補助及び交付金の中で一番下にございます平成18年10月低

気圧災害に係る漁業施設融資資金利子補給補助金につきましては、一応７年間の利子補給

を実施したいということで、３者の方から資金の申し込みがございまして、平成19年から2

5年までの７年間、末端金利の0.65％のうちの0.6％の利子補給を実施したいということで

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。 
 ４番、差間議員。 
〇差間議員 新年度のこの予算書の中で、特にサケふ化放流事業補助金、前年度150万で今

年度69万と、かなり減っています。 
 それから、昨年、ここは浦幌と豊頃の１漁協の中で、十勝支庁を通じまして、何か振興

策のようなものが二、三、昨年出ていたと思います。行政の方にそれについて何か連絡来

ているかどうか、あればお聞きしたいと思います。 
 今のが２点目で、もう一点は、私いつも聞くのですけれども、ヒトデの駆除、これ10万

ですから、３地区を合わせても30万と。ほかの漁業のときに上がったヒトデの運搬費と昨

年言っていましたが、今年も恐らく同じことだと思いますけれども、やはり何としても漁

業の振興、いわゆる農林漁業の中で漁業が一番、はっきり言っておくれているわけです。
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何か、これは定かではないですけれども、この水産関係の方々、今現在内地に出稼ぎに行

っている家族がいると聞いているのです。私、それはよくわかりませんけれども、いわゆ

る農林漁業の中で収入がない場合、内地に出稼ぎに行っていると。これは、漁協がやって

いますから、その中身についてはよくわかりませんけれども、お金がなければ内地に行っ

て出稼ぎに行かなければ、税金等が払っていけない、そういう言づても実は置いていって

いるわけです。確かに漁業振興、特に基幹産業の一つである漁業がこの程度の恩恵しか受

けれないと。これは私、今回特に課長、町長に声を大にして、どういうことを考えて今後

いくものか。骨格予算ですから、将来的にどういうものがあるか、はっきりお聞きしてお

きたいと思います。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 大変失礼いたしました。サケふ化放流事業補助金につきましては、昨年1

50万、今年度69万ということで減っております。これにつきましては、サケふ化事業にか

かわるえさ代があるわけですが、これが今年度より十勝釧路管内のさけます増殖事業協会

で負担するということになりましたので、このえさ代が大幅に減ったということでござい

ます。 
 それから、ヒトデ駆除につきましては、昨年も申し上げましたように、運搬費だけでご

ざいますので、豊頃町とうちと、それから漁組で負担をしているということで、それぞれ1

0万円ということでご理解をいただきたいと思います。 
 それから、出稼ぎ等のことについては、実態としてはあるようにも聞いております。そ

ういう中で、十勝の水産振興会といたしましても、やっぱりとるだけでなくて、育てる漁

業ということで、昨年から新聞等でも、また議会の中でも報告させていただいております

が、広尾町の水族館、ラッコ館の後にマツカワの養殖を始めたということで、今年度から

具体的に養殖が始まるということで、５万尾を養殖して、今後放していくということでご

ざいます。これが今のところ永久的に続くのか、とりあえず何年か研究をしてみて、そう

いう中で成果が見えてくるというのは、すぐにはないかもしれませんけれども、そういう

育てる漁業をこれからやっていかないと、今差間議員がおっしゃるように収入的にも安定

されないというような状況がどんどん出てきますので、そういう育てる漁業、それからシ

シャモの十勝のブランド化というような、そういう水産振興を今後は十勝３漁協、４町村

が力を合わせて振興会の中でやっていくという方向性で進めておりますので、ひとつその

辺もご理解をいただきたいと。 
（何事か声あり） 

〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 もう一つ、支庁なり道の方から新しいサケふ化養殖に関する振興策とい

うことでよろしいのでしょうか。これについては、具体的に今までやってきたこと以外に、

今後どういうふうに進めていくか、具体的な振興策というのは、私の方ではまだ把握して

おりませんので、わかり次第また議会の中で報告させていただきたいと思います。 
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〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 課長、私の言っているのは、それを含めて、昨年新聞に出ているわけなので

す。漁協と十勝支庁がタイアップして、これは十勝だけでないかもわかりませんし、それ

ちょっと確認したかったのと、こういう農林漁業という一つの基幹産業の中で、水産業と

いうのが予算的にも数の原理、また主食と副食の違いとも思います。やはり漁業の振興と

言っても、かなり底辺がありますから、大津漁協と地元に合ったような振興策、これはな

いとは言わないですね。最近は、特に少なくなっていますから。漁業に対する考え方もも

うちょっと行政として何かあるのでないかなという、やはり浜としては期待していると思

います。これは、ちょっと言葉外になりますけれども、町長も議長も漁業の出身でありま

すので、我々はそれに乗っかるわけではございませんけれども、確たるもの、一切今まで

ないのですから、浜に対する考え方、基本的なものが何もないのではないかと思うのです。

よその町等に行っても、最近は特に漁業の振興、育てる漁業といっても、たしかクロガシ

ラ、クロガレイ、はっきり言ってこれは振興策でないのです。これ釣り上げるのは全部、

魚釣りの人方が釣り上げるのがほとんどだと思いますので、浜に対する、私も言葉ちょっ

とわかりませんけれども、いわゆる振興策をきちっとしていただいて、そして出稼ぎのな

いように、１年間通じてある程度やれるようなものがないものかと。これは、漠然とした

質問ですけれども、漠然とした答えでいいですから、課長、何かありましたら考え方を聞

きたいと思います。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 非常に難しい質問でございまして、漁組対策なり、それから道具に対す

る施策だとか、それから漁港に対する補助だとか、そういうものは今までもやってきてい

ると思うのですが、浜に対する対策というのですか、それがなかなか見えてこないという

ことでございますけれども、先ほど言った私のマツカワの養殖だとか、そういうのは振興

策でないと言われましたらそれまでなのですけれども、そういうものを含めて、育てる漁

業をやることによって、浜にも売り上げが来るというふうに思っておりますので、その辺

含めて今後もっといい対策がないのかどうか、支庁、それから漁組とも相談をしながらち

ょっと考えてみたいというふうに思います。よろしくお願いします。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 年間を通じて、漁業をしながら地域で過ごせるというのが一番大切なことだ

ろうというふうに考えております。しかしながら、２年間、ケガニの禁漁があったという

こともあります。それから、昨年ですけれども、シシャモの漁が悪かったということもあ

るというふうに考えております。また、冬の間の過ごし方というのが漁業者にとっては非

常に大切なことなのではないかなと、こう考えている次第でございます。マツカワの５万

尾体制ということで、今年から始まっているわけですけれども、これがやはり前浜資源と

して、釣られる以上に定置網とかそういうものに非常に入っているという実績もあります

し、クロソイにつきましても定置網、小型、それからシシャモ等も入っているという実績
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もあります。そしてまた、マツカワなどは大きなものについては非常に値段もいいという

ことで、しかしなかなか組合を通して売るというほどの市場性が、市場制度をとっていな

いものですから、どのぐらい上がっているかというのがなかなかとらえづらいようでござ

いますけれども、聞くところによると上がっていますよということでございます。それら

を考えていくと、振興策として将来を見据えた中での養殖漁業としての振興策というふう

にとらえていけるのではないかなと、このように考えております。 
 それから、十勝支庁の考え方としては、私どもも話している中で、やはりシシャモのブ

ランド化、大津厚内産のシシャモが鵡川産シシャモで売られているという実態もございま

す。何とか大津厚内産のシシャモというブランド化ができないかということでの取り組み。

そして、昨年は十勝支庁前で、たしか魚祭りというのを開催したと思います。そういうの

を通じて、また十勝産シシャモというものをしっかりと売り込んでいきたいという取り組

みを始めているところでございます。小さな動きでありますけれども、将来を見据えた動

き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 ４番、差間議員。 
〇差間議員 何とか出稼ぎのないように、町長頑張れと言っても、これは仕方ないことな

のですけれども、やはり組合の融資関係もあると思うのです。今大津漁協といえども、大

樹、広尾を含めた中で合併する、しないという問題がありまして、組合の負債をなくする

ということもあったのでしょうけれども、非常に中身がそういうような体制を組んでいま

すので、そういうことで今町長触れましたシシャモ、昨年はいろいろ水揚げの調整等があ

ったようで、それでようやく出れるという、その時点でしけたと、そういうことがあって、

やはりシシャモ漁の枠がありまして、それを調整しているうちに調整明け、しけにぶつか

った、そういうような本当に悪い面がたくさんあったと聞いております。 
 それと、去年も聞いておりますヒトデ、これはたしか模範牧場等でどうのこうのという

話ありました。出たのでしょうか、ちょっと聞いておきたいと思います。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 ヒトデについては、今差間議員がおっしゃいますように、模範牧場の方

で堆肥化して、肥料として牧場の草地にまいているというのが今までの実績として毎年そ

ういう形でやっています。効果としては、まだ何とも言えないというようなことで、害に

はならないということですから、ヒトデについては十分持ってきても対応ができる。肥料

化して対応はできるということで進めております。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 課長、今言われた話、また大いに、３地区で30万の予算ですから、知れた量

だと思います。やはりこれが肥料として付加価値が上がるのであれば、何ぼでもおります

から、これは。やはりとって海を掃除すると、これにつながると思いますので、データが

出せる、出せない、これは肥料に向く、向かない。実際大樹でこれをやっていますから、

その辺のデータもぜひ取り寄せて、ヒトデを採取する方法と近い将来考えていただくと。
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それがちょうど漁の期間中に休みの部分を利用できるだけの、当然予算化できるかどうか

も問題ありますけれども、これは船出すといったら結構お金かかりますから、そういうふ

うに考えて、ぜひ実現の方向に向かってほしいと思います。 
 以上です。 
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 81ページをごらんいただきたいと思います。７款１項商工費、１目商工

振興費、本年度予算額9,087万4,000円、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。減の主なものは、人件費が192万円、

それから負担金、補助及び交付金が349万9,000円の減となっております。19節の負担金、

それから21節の貸付金については、説明資料22ページのとおりでございます。 
 ２目観光費、本年度予算額584万円、この科目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経費でございます。減の主

なものにつきましては、節全体が減額の予算になっております。13節委託料については、

説明資料22ページのとおりでございます。 
 ３目工業対策費、本年度予算額1,915万1,000円、この科目につきましては企業対策並び

に企業創出に係る経費でございます。減の主なものにつきましては、旅費でございます。2

1節の貸付金、23節の償還金利子及び割引料については、説明資料22ページのとおりでござ

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。 
 ６番、野村議員。 
〇野村議員 それでは、私は商工振興費の中で負担金、補助及び交付金の例の釧路産炭地

協議会負担金４万円に関連して、この点についてちょっとお伺いしたいのですけれども、

町長の政務活動、また粘り強い努力によりまして、相当の分担金を確保されたと。新聞紙

上でも大きく出ております。そこで、この辺についてもう少し詳しくお伺いしたいのです

けれども、今までこの協議会の負担金あるということは、まだこの協議会は継続している

と。今回取り崩されたのは、旧基金約50億だと思うのですけれども、これにおいて毎年昨

年の実績では330万、利子を、運用益をいただいて、観光協会及び、たしか図書の一部購入

費にも充てられたと思うのですけれども、今年は当然利子補給はゼロということは、この

旧基金から出た負担金はなくなったという認識なのですけれども、そこでお伺いしたいの

ですけれども、この旧基金及びよく言われる新基金という意味合いの中で、今後新基金と

いうのはどのような運用されて、今言った利子的な補給というのはない基金なものなのか。
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まず、先にそれについて詳しくお伺いしたいのですけれども。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 釧路産炭地の基金につきましては、新聞等でもご存じのとおり、やっと

決着がつきまして、何とか浦幌町にも補助金がもらえるような体制ができたということで、

昨年まではおっしゃっていますような運用益でいろいろな図書費だとか、それぞれの学校

のトイレの改修だとか、そういうのに使わせていただきました。今年度につきましては、

旧基金の配分がなかなか決まらなかったということで、予算化ができないということで、

新年度予算にはのってこなかった。そして、何をやるかというのも、これから５カ年計画

で、具体的に３億の使い道を考えなければならないものですから、それについて今後検討

させていただいて、補正予算で組ませていただくということになると思います。 
 それから、旧基金については、要するに国の方で５カ年以内に全部使いなさいというこ

とで、使わない場合については国に返してくださいということで、特に基盤整備について

町村で有効に使っていただきたい。それは、その町の産業振興に役立つもので使ってくだ

さいということでございます。 
 それから、新基金につきましては、これは継続してずっとまだあるわけですが、これは

新産業に対する支援ということで、まだこれからこの旧基金の取り崩しが始まって、新基

金をどう活用していくのかというのは、我々小さい町村においては新産業の掘り起こしと

いうのはなかなかできないわけですし、その活用ができないような基金では話にならない

ということで、何とかそういう小さい町村でも、新産業とはいっても、浦幌なら浦幌にと

って新しい産業であれば、もっと幅を広げて、その範囲を広めてくれということで今要望

しておりまして、白糠、それから厚岸等を含めて要請をしているわけですが、それが今月

中に何とかある程度の骨子ができるというふうに聞いておりますし、それができた段階で

担当課長会議が開かれるというふうな段取りになっております。そういうことで、旧基金

については49億2,500万円のうち３億二千何がしということで、これを５カ年で有効に使わ

せていただくということで進めていきたいというふうに考えていますし、新基金について、

なるべく有効に使えるような方向で、また話を持ってい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 ６番、野村議員。 
〇野村議員 ありがとうございます。よく内容はわかりました。 
 ということは、確認の意味ですけれども、いろんな折衝の中でその負担金が決まらなく

て、また事業に該当することも計上できないということで、今まで利子、運用益をいただ

いて、事業としてやっていたやつは、５年間の中で取り崩しですから、まだまだ当然利子

は発生しているわけですから、今後もある意味で要請すれば、申請すれば、その利子に対

する運用も可能だという認識でよろしいわけですね。 
 あわせて、もう一点お伺いしたいのですけれども、ちょっと私もその辺は不勉強で申し
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わけないのですけれども、基金に対して各町村が、また浦幌町が何がしかの基金増しとい

うのですか、お伺いすると2,000万程度出資しているという話を聞いているのですけれども、

これは事実なのかどうか。これは、どこの基金に該当して積んであるのか。それがもし積

んであるならば、どちらの方の基金で、今後どういう結果になるのかお伺いしたいのです

けれども。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 それぞれの町村から平成８年、９年、10年、３カ年で釧路産炭地域総合

発展基金という形で出資をしております。それぞれの町村で1,040万ずつ。この当時は、ま

だ合併前ですので、釧路町、厚岸町、阿寒町、白糠町、音別町、浦幌町はそれぞれ1,040

万出しております。そして、釧路市が６億8,760万ほど出しております。それを今回の旧基

金の分配の中でそれぞれ戻したという形をとっております。ですから、うちの場合も1,04

0万を合わせて３億2,200万という形になっております。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 わかりました。そうしたら、実質３億2,000万の中に出資した1,000万が入っ

ているということで、うちらの出資は戻してもらったという考え方でよろしいわけですね。 
 それで、あと今お伺いしたように５年間でこの基金として運用できるということですけ

れども、今回の新聞紙上によると、既に他の町村ではもう予算に計上し、収入計上という

形で対応しているということですけれども、この辺の基金の運用のテクニックというので

すか、タイムスケジュールというのですか、範囲は今基盤整備だとか地域振興活性化でお

伺いしましたけれども、ある程度事業に対する協議会の判断というのは、どこで、だれが

どうされて、スケジュール的に、例えば新年度予算でなければ、この基金の運用は認めら

れないよとか、そういうことになるのか。半ばでも事業が出てきたときに、その対応がと

れるのか、その辺はどのような形になっているのかお伺いしたいと思うのですけれども。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 この基金の活用につきましては、今まではそれぞれ釧路地区の自治体の

首長だとか、その人たちで審査して、これはいいだろうということで身内的にやって、そ

の年度の総体的な予算の中でそれぞれ配分をしてやっていたと。配分というか、申請に対

して適正かどうか判断してやっていたと。今度は、空知関係のことがありまして、完全に

ばらまきというか、空知では赤字補てんに使ってしまうような状況が出てしまいましたの

で、国の方ではそういうことではうまくないのでないかと。この基金については、基盤整

備は基盤整備という形できちっと使っていただきたいということで、会計検査等の指摘も

若干あったように聞いておりますけれども、そういう中で今度道の方で釧路地区、それか

ら空知地区にそういう審議会、基金の申請に対して、この事業が適正かどうかという、そ

ういう審議会をつくると。その審議会には、行政は一切入れないと。一般の弁護士だとか

行政書士だとか、そういう学識経験者的な方を、第三者ばかり集めてその審議会をつくっ

て、そういう中で事業が適正かどうか。適正かどうかというのは、その地域にとって、地
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域、産業に貢献できるかどうか、本当に産業振興に役立つ金なのかどうかというのを審査

するというのをこれからはやっていくということになっております。そういう中で、今ま

で釧路につきましては先ほど言いましたように決まっておりませんでしたので、まだ具体

的には指示はありませんけれども、５カ年計画を立てて、まず平成19年度はどれだけの枠

の金が使えるのかというのがまだ決まっておりません。そういう中で、その枠が決まった

中で浦幌町は３億のうち１億使えるのか5,000万使えるのか、まだこれからなのですけれど

も、そういうのを決めて、そして釧路機構の方である程度中身を見てもらって、そして最

終的に審議会にかけるのは札幌の方の機構のセンターなり道の方でチェックをして、４品

目あるうちの、この二つはいいだろうけれども、あと二つについてはちょっと産業振興に

ふさわしくないということであれば、それはだめだという線引きをするということに、今

のところそういうことで進めようというふうに今協議をしている最中でございます。これ

についても、またそれぞれ釧路管内での担当課長会議の中で具体的には決まっていくとい

うことで、今までと違って基盤整備に使うにしても、それぞれの町村の産業振興に本当に

役立つのかどうかというのを厳しくチェックされるということで、本当はもっと有効に何

でも使わせていただきたいのですが、そういうことで第三者がチェックをするということ

になっておりますので、その辺で今後は吟味していかなければならない部分も出てくるか

なというふうに思います。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 今回の基金につきましては、新聞では１町だけが新年度予算にのっていると

いうことでございましたけれども、助役協議の中では釧路市の副市長が座長ということで

進めてまいりまして、新年度予算には計上しないということで進んできたところです。浦

幌町も新年度予算の中には、この基金については入れていないということで、１町につい

てはその辺資金繰りがどうだったのかというのはちょっとわかりませんけれども、入れた

という新聞報道があったということでございます。 
 それと、あと運用益につきましては、今商工の方の観光協会の負担金とか、図書の購入

費だとか、そういうものにまた19年度は充てていきたいなとは思っております。これにつ

いても、やはり６月の補正ということで、新年度予算の中でも基金を使えるものが多少あ

ると思いますので、その辺につきましても６月ということで計上してまいりたいと思って

おります。よろしくお願いします。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 ３目工業対策費、株式会社ユーエム貸付金ですが、島田議員からも一般質問で

ありましたが、18年４月１日から平成19年３月31日まで償還するものとすると契約書で載

っているが、実際には償還しないで、書類で手続済ませているということで、それは監査

委員からも指摘ありました。それで、償還がなぜできないか。分割ですると答弁、先日あ

りましたが、その点について、その償還できない額はどのぐらい分割で払うか説明願いた

いと思います。 
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〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 島田議員の一般質問の中でもお答えしていると思いますが、額について

は今後ユーエムと協議をしていくということで、返していただくということで話はついて

おりますけれども、額については今月いっぱいに決めていきたいというふうに考えており

ますので、まだ協議中ということでご理解をいただきたいと。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 それで、申し上げたいのですが、町長が貸し付けしておりまして、町長、助役

がユーエムの理事になっている。前町長、助役も理事になっていたことありますが、おり

たと。今回は、なぜユーエムの会社の理事になっているかを、理由を説明ください。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 お答えいたします。 
 前回ユーエムの理事になっていたというときには、浦幌町の出資比率が50％切っていた

というのがあります。浦幌町の出資比率が50％を切っているものの、会社の理事にはなれ

ないということがございましたので、そこで理事をおりざるを得なかったということでご

ざいます。その後も、このユーエムの運営については、町長、助役が理事に入ってくれな

ければ運営が難しいという要請もありまして、私どもも今回ユーエムの出資比率が50％上

回っておりますので、理事になれるということで理事に就任している次第でございます。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 そういうことで、今の町長の答弁からいきましたら、町長、助役が理事という

ことで、連帯責任で貸しているわけで、町長は貸す方と受ける方。その受ける方の連帯保

証になっているものと私は思うのですが、その件で、なっていたら当然町長、助役が立て

かえてでも払って、分割払いなんてすることはないと思うのですが、何で年度内に契約し

ておいて、今さら分割で払う、これはおかしいのでないか。そのぐらい、町長、助役は金

あるし、立てかえて払うべきでないかと思うのですが。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 森議員の認識を正しておきたいと思います。私どもは、連帯保証しておりま

せん。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 ユーエム、福田順一さんが代表ということで、１人で契約しているということ

になるのですか。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 会社として借りているということであります。私どもは、借入金の中に連帯

保証として判は押していないということであります。私たちは、理事としての責任はあり

ますけれども、連帯保証の判は押していないと。代表、会社として借りているということ

ですので、ご理解をいただきたいと思います。 
 それから、この件については、１月の29日からずっと、年前からもずっと話しておりま
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すけれども、何度も理事会を開催していただいて、私どもは返済計画についての要請をし

ております。また、直接２月22日、26日と、竹田会長にも会って要請をいたしております。

その都度、役員会をやっているようですけれども、その役員会に私どもは呼ばれておりま

せん。そういう中で、向こうで今協議をしながら返済計画を立てたいということを話して

おりますので、３月31日までの期限があるという中で、返済計画を立てていただけるもの

というふうに考えております。私どもは、一度300万ずつ５年間で1,500万と、300万ずつ５

年間での返済ということで提案いたしましたけれども、今の運営状況ではなかなかきつい

ということで、それの見直しをしているようでございます。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 そういうことで、５年間ということでありまして、町といたしましては今後５

年間、ユーエムに営業しなくても貸し付けをしたいと。それで、累積の貸し高がふえるの

でないかと。ふえていくと、当然余計払えなくなって、不納欠損にならないかと今から心

配しているのですけれども、そういう心配はございませんか。 
〇水沢議長 暫時休憩いたします。 
 

午後 ３時０７分  休憩 
午後 ３時０８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 この今ある1,000万をお返しをしていただきながら貸し付けしているという

ことで、今1,500万持っておりますけれども、本年度もし200万、この３月までにお返しい

ただければ、この今1,500万というのから200万を補正で減額して1,300万の貸し付けという

形になって、毎年そういうふうに減額しながらゼロにしていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 そういうことで、経営が厳しいということでありまして、これは長期にわたっ

てそういうことを許すということは、不納欠損にならないかということが心配されるので

す。その点につきまして。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 このユーエムの貸し付けについては、覚書の中で返すということが明確にな

っておりますし、役員会でも明確にお返ししますということを言っておりますので、不納

欠損にはならないだろうというふうに考えております。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 私は、どうして心配するかといったら、事業協同組合の件についても支払わな

いという答弁もありましたし、これも長引くことによって、ますます経営が苦しくなった
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とき払えないと。それは、覚書では払うと。先のことは、経営が健全でいけばいいけれど

も、不安定でいった場合は、そういう場合が起こるということはないという確信のもとで、

町長はいいですよというのですか。そういう人の経営の先のことまで読めて言っているの

ですか、そこをはっきり答弁願います。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 これは、会社を見るときに、やはり会社の経営努力というもの、健全経営と

いうものをしっかりと見ながら解釈をしていかなければならないのでないかなというふう

に考えております。私どもとしては、今ユーエムの経営状況、留真温泉を経営したという

ことで1,300万ほど累積赤字をつくりました、その留真温泉の経営だけで。しかし、今留真

温泉をやめておりますから、その分の赤字は生じないというふうに考えております。そう

すると、今の委託事業を続けていくことによって、黒字経営をしながら返済してもらえる

ものというふうに考えております。今の指導の中では、第三セクターは赤字を続けると、

その第三セクターの存続が認められないような方向にあります。そういう中では、今の第

三セクター、しっかりとした経営努力をしていただいて黒字経営をしていただきながら、

この返済をしていただきたいなというふうに考えておりますし、留真温泉が経営しないと

いうことは、その分だけ赤字が発生しないわけですから、経営は安定していくのでないか

なと、このように考えております。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 今言われたとおり、赤字決済が３年以上続けばということですけれども、ユー

エムと福田建設の社長は同じですけれども、そういう赤字決算が続いた場合は町の土木事

業の入札には入れない。ユーエムが赤字で、土木事業の代表者が同じで入札に入れるので

すか。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 森議員、ちょっと勘違いしていらっしゃるのでないかなと思うのですけれど

も、今福田さんについては個人の名前、個人名でユーエムの社長になっております。福田

建設代表取締役ということではなくて、ユーエムの代表取締役ということで個人で社長に

なっておりますから、ここの赤字と福田建設の経営というのとは一緒にはならないという

ことで、ひとつご理解をいただきたいと思います。 
〇水沢議長 12番、森議員。 
〇森議員 こういうことで営業しないし、これを踏まえて、道の支援事業に申請しており

ますけれども、なかなか今温泉があちらこちらにありまして、だれが経営しても苦しい。

また、指定管理者制度で行いたいという町長の方針でございますが、これをもう少しじっ

くり見詰めた中で、今後留真温泉というのは浦幌には無理だという判断は立たないのです

か。それとも、町長は町民の健康のためと言いますけれども、人口は減少する、また医療

費、介護保険も老人にしては負担が多い。この中で、留真温泉に賛成している人は町民と

しても少ないと思うのですけれども、そこらの判断はどうですか。 
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〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 今のご質問ですけれども、私は留真温泉をやるとしたら、このチャンスより

ありませんということで今申請しております。しかし、私も何度も申し上げているように、

その留真温泉、今まちづくり交付金事業については、申請はその年度にするものを申請す

るということで、計画の年度どおり実施しなくてもいいというのがこの交付金事業でござ

います。私は、そういう中で留真温泉についてはその計画して実施する前に町民の理解を

得る努力をするべきだというふうに考えております。町民理解が得なければ、無理して着

工する必要はないということは、今までの説明会の中でも申し上げているとおりでござい

ます。しかし、この交付金事業というのは期限が限られておりますので、この交付金事業

で着工しなければ、留真温泉は永遠に手をつけることはできない。よっぽど経済が好転し

ない限り、当分の間手をつけることはできなくなるでしょうねということを申し上げてい

る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 14番、島田議員。 
〇島田議員 関連で質問いたします。 
 一つは、ちょっと確認だけさせてください。先日の一般質問で私がこの留真温泉を営業

していないのだから、貸付金、19年度において予算化するのは問題だという指摘をさせて

いただいたときに、町長の答弁は、私の勘違いかもしれませんが、ユーエムに対しての貸

し付けというふうに答弁されなかっただろうか。そこ、ちょっとはっきりさせていただき

たい。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 当初は、ユーエムの貸し付けです。留真温泉の運営についてということでユ

ーエムの貸し付けになっておりますけれども、18年度、留真温泉を営業していないという

ことでユーエムへの貸付金ということで取り扱っております。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 それは、契約書の中身からすると、違うのではないだろうか。今年度の契約

書では、いわば第１条で事業遂行に伴う運用資金として、ここでいう事業というのは留真

温泉ではないのですか。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 これは、ユーエムの事業遂行ということで、ユーエムの事業全般を指してい

るということでご理解いただきたいと思います。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 そうしたら、この1,500万貸し付けというのは、ユーエムの事業全般に対する

貸し付けですか。違うのでないか。間違っていませんか。それだと、覚書がどう変わった

かわからないけれども、それは私たちの目に触れないけれども、この契約書からいくと、

そういうことにならないと思うのです。そして、４条で、この目的以外に使用することが

できないものと。私は、この１条でいう事業遂行というのは、留真温泉の件だと踏まえて
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います。だから、町が貸し付けたのは留真温泉の営業に対して貸し付けたのであって、だ

から最初に言いました営業中止したのだから、予算化するのはどうなのか、問題があるの

ではないのかという指摘をさせていただきました。再度、明確な答弁願います。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 17年までは、確かに留真温泉の運営貸付金賃貸契約書ということで、留

真温泉の運営遂行に伴う運用資金として貸し付けますよということで、17年度については1,

500万を貸し付けたということでございます。それで、18年度においては、覚書でも言って

いますように、19年の３月でこの５カ年の貸付金については、それをめどに返していただ

きますよということで覚書でうたっております。そういう中で、18年度については温泉は、

今言われますように休館しておりますので、貸付金を返してもらうための話し合いの場と

いうか、その年度において何度か1,500万を返していただく方向で協議を進めてきている中

で、温泉ではなくて、ユーエムの事業に対する運営資金として18年度は1,500万を貸し付け

ますよということで契約をしております。この契約の期間に1,500万の貸付金について、具

体的にどういうふうにしていくのか結論を出すということで、18年度については温泉経営

をやっておりませんので、目的外になってしまうということで、全体の運営資金という形

で貸付契約をしたということでございます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 そうなると、先ほど森議員からも言われていましたけれども、留真温泉のた

めに1,500万貸し付けた。それは、まだ返ってこない。計画は立てる。だけれども、今新年

度貸し付けるのはユーエムの事業全体に対する貸し付けだと。性格、別ではないですか。

そうしたら、3,000万になるでしょう。そういうふうに受けとめられますよね。だから、目

的外というのは、そうしたらここでいう、契約でいう目的とする事業は何ですか。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 総則でうたっていますように、株式会社ユーエムの事業の遂行に伴う運

用資金という形で、この目的で貸し付けをしたということでございます。 
〇島田議員 だから、その事業は何に当たるのですか。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 ユーエムの定款に基づく目的の事業がございます。目的の第２条に、当

会社の次の事業を営むことを目的とするということで、17項目ほどありますけれども、こ

の事業遂行のために貸し付けをしたということでご理解をいただきたい。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 ということは、何ゆえにこの目で予算化したのですか。限定されてくるでし

ょう。どうだろう。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 ユーエムの事業運営についても、工業対策という形でこの中で科目とし

ては設けたということでございます。 
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〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 私は、これはやっぱりすりかえだと思います。返済できなくなった理由も余

りはっきりしないけれども、留真温泉でいうと経営不振だと。その返済に当たっては、返

す予定をしているという、今年度何ぼ返還されるかわかりませんけれども、５カ年で、そ

れは無理だという先ほどの話もあったのですけれども、そうしたらば遅延利息は取るので

すか。百歩譲って、返済を計画立ててやる場合の遅延利息についてはどのように対応され

るのですか。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 契約書の中では、この貸付金については利息をつけないものとするとい

うことをうたっておりますし、この中だけの貸付金の利息についてはつけないといううた

い方をしておりますので、遅延利息は伴わないというふうに判断をしております。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 課長、遅延利息はつかないと言うのですけれども、第６条で償還期日までに

償還しなかったときは、甲は、これは町ですね、償還日の翌日から償還する日までの日数

に応じ、その未償還額について年14％の割合で計算して得た金額に相当する遅延利息を、

乙、これはユーエムになりますけれども、できると。ただし、町がやむを得ない理由があ

ると認めるときは、この限りでない。それで、せんだって私は別な、商工事業協同組合の

ことですけれども、あのときに経済的な背景でもって営業が不振に陥ったことも特別の理

由として、これは町長の判断としてできるのではないかという話ししたのです。留真温泉

もいろいろなそういう経済情勢あるいはそういうことに起因すると思うのです。ところが、

あのとき町長は、台風だとか地震だとかのそういう災害のときが特別な理由というふうに

述べました。だから、それからすると留真温泉の場合は経営不振も遅延利息を取るに値す

る理由ではないのでないでしょうか。それで、取らないということなのですが……もとへ

戻ります。 
 いずれにしても、私はこのユーエムへの貸し付けというのは、事業目的が留真温泉だと

いうふうに踏まえています。それで、そのことからいえば、営業もできない留真温泉に引

き続き予算化する、書類上の手続だと思うのだけれども、こういう形で予算化、計上する

ということは私は間違いだろうと。問題があるというふうに指摘をしておきたいと思いま

す。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 商工事業協同組合の関係について申し上げますけれども、私どもは前町長が

お話しした中では、台風とか地震とか、そういうものが特別な理由ですよということで申

し上げているわけであります。このことについては、第三者を機関の中でということであ

りますから、双方それぞれの主張があると思います。私どものそういう主張、また商工事

業協同組合からの価格の暴落は特別な理由だという主張があると思います。 
（「商工事業組合は今触れていません」の声あり） 
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〇八木町長 先ほど質問あったのですけれども、それではこの件はよろしいですか。 
 それでは、それについてはあれして、ユーエムの関係ですけれども、実はユーエムの1,

500万円の貸付金が発生した由来というものを……失礼しました。先ほど商工事業協同組合

の関係、よろしいということですので、取り消していただきたいと思います。削除してい

ただきたいと思います。 
 それで、ユーエムの1,500万円の関係なのですけれども、島田議員の一般質問の中でも申

し上げましたけれども、留真温泉を購入したときに7,000万でユーエムが購入して、500万

の補修費をかけて7,500万円。それを町が買い取るというときに、この7,500万円の提案を

修正といいますか、そういう形で3,900万円で買い取りますと。2,000万円、出資しますと。

そして、1,500万円貸し付けしますと。そういうことで、この買い取り価格7,400万円を用

意をしたということでございます。その背景には、やはり今までのその発言の中でユーエ

ムには負担をさせないと、この売買に絡んだ負担をさせないというものがございます。そ

ういうものがあるからこそ、この1,500万円というものの貸し付けが発生したというふうに

考えております。それで、名目上は留真温泉の運営ということで貸し付けをしたという背

景がございます。そういう背景を考えていくと、それから留真温泉を運営していく中で黒

字を出して、そしてこの1,500万円を埋めていきたいと。そういうもとでスタートしたので

すけれども、残念ながら留真温泉は赤字経営だったと。そして、1,300万円の赤字が出てし

まったということで、ユーエムに余裕資金がなくなって返せないという状況であります。

そういう状況をかんがみながら、19年度以降で計画的な、18年度のこの３月31日までの間

も含めて計画的な返済ということで考えているところでございます。 
 また、延滞金の関係ですけれども、これはまだ償還とか書きかえをしないままに過ぎた

場合は延滞利息つきますけれども、書きかえをした、また償還分を減額して貸し付けをす

るという契約をするわけですけれども、そういう場合は契約ですから、延滞金には当たら

ないというふうに判断しております。 
〇水沢議長 審議の途中でありますけれども、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。 
 

午後 ３時３４分  休憩 
午後 ３時５０分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 休憩前に引き続き商工費の審議を続けます。質疑ありませんか。 
 14番、島田議員。 
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〇島田議員 私の認識不足でもあるのでしょうけれども、いまいちはっきりしません。一

つに、錯覚を起こしているのは、錯覚といいますか、私が思っているのは、留真温泉の事

業のために貸し付けたのです。それが後に留真温泉の営業を停止したことで、いわゆるユ

ーエムの事業に対して貸し付けという形をとったと。その流れからすると、やっぱり根本

には貸付金のあり方、私やっぱり問題だと思うのです。単年度で処理されるべきものがず

るずると翌年に更新すると。これは、貸付金ではないです。出資金だとか補助金とは違う

わけですから、そこらの厳密な、書類上だけで成り立っているかどうかということでなく

て、実際に返済されるべきものだろう。それがあって、初めて翌年に対して更新する手続

がとられる。そこは、ずっと町長も答弁されて一貫しているのだが、やはり貸付金という

もののあり方、これは根本的に改めてもらわないと困ります。それが一つ。 
 それから、返済計画を立てているようだからということで、あたかも全額返ってくるよ

うな見通しのことを言うのだが、今年度実際のところ、何ぼ返ってくるかもはっきりしな

い。そこへ持ってきて、新年度も同額の1,500万を計上する。これは、非常に誤解を招くと

思うのです。それこそ出資金のあり方で、午前中野村議員の方からも言われていたけれど

も、本来であれば全額返すべきものを返せないとしたら分割でもということなのだが、企

業の努力においてやはり翌年度同額の貸し付けって基本的にはないですよね。だから、書

類上だけで動くからそういうことになるのです。その点で、300万だとか200万だとかと言

われているけれども、果たしてそれも幾ら覚書交わしても、万が一その補償はないとした

ら、結局その５カ年の返済計画も崩れて、また返すのが困難になって、結局また貸し付け、

貸し付けみたいな形になるのではないのか。先ほど３年経営不振が続けばどうのこうのと

いう話あったけれども、それをクリアするための一つの手法であって、私は実際にユーエ

ムの事業の中でその額を返していくというのは大変なものだと思うのです。その補償が、

補償といいますか、町の方はそれを理解して返済されることを期待しているのだろうけれ

ども、私はそんなに甘くないのでないかなと。ましてや、この経済状況の中で、そんなに

第三セクターがぼろもうけできるはずがないのです。だから、その辺でまた同じことを繰

り返している、そのように、これは勘ぐりですから、答弁は要りませんけれども、ちょっ

と町長の方から改めてその辺について見解いただければと思います。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 島田議員ご指摘のように、貸付金を単年度更新するというのが単年度返済貸

し付けと。金額が動かない中で書類上での貸し付けを行ったということについては、まこ

とに遺憾であるというふうに思いますし、また申しわけないことだなというふうに考えて

おります。このことについては、ぜひ改めていかなければならない問題であるというふう

に考えているところでございます。ご指摘のとおりでございます。 
 この貸付金については、今まで単年度、ユーエムが留真温泉の経営で300万円以上の赤字

を出してきていたということになります。その赤字を、ユーエムの営業努力をしていた中

から補てんをしてきたと。そして、1,300万円の累積債務が発生したということになります。
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これが単年度収支が赤字に陥らなければ、1,500万円は少しずつ返されてきたのか。また、

営業努力が実って留真温泉が黒字であったならば、その黒字部分については返済に充てら

れてきたと思っているところでございます。営業努力のかいもなく、残念ながら赤字であ

ったと。ユーエムとしては、何とか営業努力をして黒字経営をして、そのお金でこの1,50

0万円を返済していきたいという思いであったというふうに考えているところでございま

す。 
 留真温泉の経営がなくなった分、毎年その年度発生していた300万という赤字が発生しな

いわけですから、その分を何とかこの返済に充てれないのかということで300万掛ける５年

間で1,500万ということで、こちらから提案申し上げたところでありますけれども、やはり

今までに発生している1,300万が非常に重くのしかかっているということもございますの

で、これから、今までも協議しておりますけれども、返済計画、金額を定めながら、それ

を遂行していきたいと、このよ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 10番、田村議員。 
〇田村議員 ちょっと間違ったら困るので、本当の確認の意味でお伺いしたいのですけれ

ども、当初留真温泉を取得されるときに、この1,500万というのは、この貸付金というのは

架空の貸付金でなかったのかなというふうに思うのですけれども、それはどういうことか

というと七千何百万の金額で温泉を買い取ったときに、別途枠で三千何ぼ払って、2,000

万の出資金と1,500万の貸付金というやつは、留真温泉を取得するために使った金であって、

運営上の資金ではなかったのでないかなというふうに思うのだけれども、それを当時、貸

付金と名目上一遍に出ないので、2,000万の出資金も出資金でなく取得資金だったと。それ

と、1,500万は、それも取得資金だったのでないかな。書類上は貸付金になっているからそ

うなのだけれども、そういうような状態で全体的なボリュームの七千何百万というものが

取得資金で、その中に1,500万も2,000万もの資金を含んでいたとしたら、果たしてこの処

理がどうなのかこうなのかということになれば、その辺だけあからさまに。いや、僕の考

えが間違っていれば別ですけれども、その経緯をやっぱりきちっと、振り返ってはっきり

してやった方がいいのでないかと思うけれども、どうでしょうか。これは、最後まで貸付

金ということ、貸付金だから、契約上そうなっていますけれども、実際的に2,000万の出資

金も恐らくユーエムには僕はないのでないかと思うのだけれども、その辺どうでしたか。

記録しないでください。これは、定かでないので。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 実は、ユーエムは留真温泉を買うのに7,000万円、銀行から借りて購入してお

ります。銀行から借りておりますから、それは返済しなければならないということであり

ます。浦幌町としては、一番最初に提案があったように、ユーエムには損をさせないよう

に7,500万で買い取る。それによって、ユーエムは損をしないということの提案であったと、

議会に提案しております。しかし、それが通らなかったために、今のような3,900万と2,0
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00万と1,500万ということでの三つに分割しての支払いとなったということでございます。

そういうふうに考えていくと、これは貸付金として貸しておりますから、返してもらうの

ですけれども、それは返してもらいますよというのは議会の中で、議会で必ず返してもら

うということで話しておりますから、返してもらうということで、これから返済計画を立

てて返していただくというふうに考えております。しかしながら、この意味合いとしては、

やはりユーエムに買っただけの分はお支払いするというものがあったというふうに考えて

おります。出資金については、もちろん出資金として出資しますと、その出資されたお金

をユーエムがどのように使うかということは、ユーエムの考え方ですから、多分それは銀

行への返済金に充てられたというふ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、商工費の質疑を打ち切らさせていただきます。 
 次に、８款３項河川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、本年度予算3,898万5,0

00円、この目につきましては施設課職員の人件費、事務費及び道路台帳修正委託の内容で

あります。増の主なものについては、委託料でございます。13節の委託料については、説

明資料22ページのとおりでございます。 
 次に、２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、本年度予算2,361万1,000円、この目につ

きましては維持係の人件費及び土木車両11台の維持管理の経費の内容であります。増の主

なものといたしましては、燃料費217万円が増でございます。減の主なものとしては、人件

費851万1,000円、あと修繕料、車検代は昨年より４台減っているということから、修繕料

の減でございます。伴いまして、手数料も同じでございます。減でございます。あと備品

購入費、公課費についても減となっております。 
 ２目道路維持事業費、本年度予算1,587万2,000円、この目につきましては町道253路線、

総延長315キロを維持管理する経費の内容であります。増の主なものとしては、賃金195万2,

000円の増、修繕料20万の増。減の主なものとしては、機械借上料の65万、工事請負費の4

50万の減となっております。15節工事請負費につきましては、説明資料22ページのとおり

でございます。 
 ３目道路建設補助事業費、本年度予算１億1,147万4,000円、この目につきましては国の

補助事業で道路改良、舗装をする経費の内容であります。詳しくについては、説明資料の

とおりでございます。なお、材木通り、瀬多来美園線は本年度完了となります。増の主な

ものとしては、負担金の88万8,000円、補償費206万2,000円、減の主なものとしては、需用

費の73万円、委託料600万円、工事請負費2,340万円でございます。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いては、説明資料22ページ、2

3ページのとおりでございます。 
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 ３項河川費、１目河川管理費、本年度予算423万7,000円、この目については町が管理す

る普通河川215の維持管理の経費の内容であります。13節委託料は、道管理の樋門、樋管業

務の委託でございます。減の主なものとしては、工事請負費の30万円でございます。13節

委託料につきましては、説明資料23ページのとおりでございます。なお、町長の行政報告

でも申し上げましたが、平成19年４月から朝日、十勝太、大津地区基地の緊急排水施設の

管理を開発から受けるということで行政報告いたしましたので、４月１日以降契約を交わ

すわけでございますけれども、予算がまだ確定していないということから、６月の補正予

算として計上する内容になっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 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、河川費までの質疑を打ち切らさせていただきます。 
 次に、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 ４項都市計画費、１目都市計画総務費、本年度予算12万円でございます。

この目につきましては都市計画審議会開催及び事務費の経費の内容であります。委員数に

つきましては、10名の内容でございます。 
 ２目公共下水道費、本年度予算１億3,948万7,000円。この目については、公共下水道特

別会計の繰出金の内容でございます。 
 ３目公園緑地管理費、本年度予算609万5,000円、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、児童公園、遊園地の維持管理、町有地、教育施設、森林公園遊歩

道等の草刈り、管理業務の経費の内容であります。増の主なものとしては、賃金の30万で

ございます。13節委託料につきましては、説明資料23ページのとおりでございます。 
 続きまして、５項住宅費、１目住宅管理費、本年度予算2,369万4,000円、この目につき

ましては公営住宅、改良住宅等の町営住宅497戸、雑種家屋38戸、町有住宅10戸の維持管理

に係る経費の内容でございます。増の主なものとしましては、役務費でございまして、36

万円、工事請負費50万円でございます。減の主なものとしては、賃金の40万4,000円でござ

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23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。 
 14番、島田議員。 
〇島田議員 87ページの８款土木費の住宅管理費について、町営住宅について改めて質問

します。ここ数日、解けたりしばれたりであれですが、雨も降ったりして、住宅の周りが

結構水につかって、ある場所によっては玄関から中に水が入ってきて、一生懸命くみ出し

ていました。そういう人もいました。私、前に町営住宅の環境も含めてなのですが、修繕
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あるいは改修等についてやるように求めたのですが、基本的には何かやらないということ

なので、改めてどこまで町営住宅の修繕がされるべきなのか。また、全く考えていないの

か。その辺について、ちょっと考え方について伺います。 
〇水沢議長 施設課長。 
〇前田施設課長 町営住宅、雑種家屋のことでございましょうか。公営住宅も含めて町営

住宅というとらえ方をしているのですが、町営住宅については修繕料については、その都

度町の職員並びに委託というか、賃金等で修繕等をやっているわけでございまして、今島

田議員さんのおっしゃる直さないという住宅についてはどこなのでしょうか。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 北栄だとか厚内だとか、町営住宅ありますよね。そのことなのですが。 
〇水沢議長 施設課長。 
〇前田施設課長 今申し上げましたように、町営住宅の修繕につきましては、入居者の苦

情等があれば、その都度担当者等が見に行って修繕をするということでやっておりますの

で、直さないとかという話は、私にはちょっと来ていないと思います。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 過日、回覧で回りましたよね、町営住宅の入居者募集で。どこどこがあると

いう中で、そのチラシの中に入居希望される方は、ちょっと表現的確でないかもしれない

ですが、修繕しないと書いて、そして募集かけているので、これどういうことですか。 
〇水沢議長 施設課長。 
〇前田施設課長 先日回覧回しましたのは、先ほど私ちょっと言いました雑種家屋の関係

かと思います。雑種家屋については、教員住宅等の関係で行政財産から普通財産に移管さ

れたという家屋でございまして、今38戸あるわけでございますけれども、これについては

基本的には修繕をしないということの条件で入居は、申請があれば今まで入居させてきた

という経緯がありまして、それでよければ入居者の判断で修繕をしてもらうということを

今までやってきておりますので、その雑種家屋については、昨年度までは公募をしなかっ

たのですけれども、雑種家屋についても今年度から公募をして入居者については入居させ

ると。ただし、修繕については各自小破程度についてはやってもらうということの条件で

募集をしています。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 私の勘違いでしたか。ただ、雑種家屋と書いていなかったのでないでしょう

か。その募集要綱、町営住宅になっていないですか。 
〇水沢議長 暫時休憩いたします。 
 

午後 ４時１８分  休憩 
午後 ４時２０分  再開 

 

 61



〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 施設課長。 
〇前田施設課長 回覧の内容につきましては、町営住宅（普通財産）の入居募集というこ

とで、この普通財産が今言う雑種家屋ということで、ただ一般町民には行政財産と普通財

産の区分けはちょっとわからなかったというのは確かかなと思いますけれども、分け方と

しては普通財産という形で募集をかけているということでございます。 
〇水沢議長 14番、島田議員。 
〇島田議員 私も正確に確認していなかったからあれですが、一般町民からすれば、町営

住宅といったら担当の方で分けている区分なんかはわからないです、雑種家屋であろうが

公営住宅であろうがね。だから、私でも間違ったのだから、それは私の責任ですけれども、

いずれにしてもそういう言葉遣いもそうなのですが、それは今後わかりやすくすべきだと

思います。ただ、最初の問題に触れますけれども、町営住宅と言われる５８、９年ごろ建

てた住宅がもう相当年数たって、やはり修繕の手が必要になってきているのだが、前に伺

ったときも、希望にこたえるとは言いながらも、家賃をほとんどもらえない世帯の場合は、

なかなか対応されないといいますか、先ほど町の職員が伺って修繕するとかという話があ

りますが、外周りも含めて、一つには具体的に言うと雨どい、これをつければ相当違うの

と、何せ古い建て方ですから、玄関先に立ったら、見事に雨降りなんかぬれますね。だか

ら、といをつければ、若干そういったことも防げるし、また住宅につきものでないとはい

え、今どきですから、網戸の１枚ぐらい、サッシでつけるのが行政の本当の心持ちでない

のかなと思うのだけれども、もちろん企業等に多額の貸し付けするのは、それはそれとし

て理解できますけれども、やはり浦幌町民がこの町に安心して住める。そういう意味では、

住宅も一つの大きな柱です。だから、そこに入居されている人の生活力は別にしても、や

はり修繕ぐらいは手をかける、そのぐらいすべきであると思いますが、これは特別新しく

取り組む問題でもないので、19年度においても計画的に、改修とまでは言えないが、必要

な修繕をやる必要があるのではないか。そのことを指摘しておきたいと思います。 
〇水沢議長 施設課長。 
〇前田施設課長 この募集の関係につきましては、今後こういうわかりにくいような形を

とらないようにし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。 
 それから、この雑種家屋、普通財産の修繕につきましても、公募には修繕についてはす

べて入居者負担ということで募集しておりますが、町の担当者が出向いて直せる、本当の

小破については、この住宅管理費の中でしか見る科目がないということから、そういう小

破については担当者が出向いて対応しているというふうな形をとらさせていただきたいと

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。また、大々的な改修

工事については、普通財産等の売り払う関係と、それからいろんな問題もありますので、

そこら辺については今後検討させていただくということで、よろしくお願いしたいと思い

ます。 
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〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 昨年の予算委員会でもお尋ねしているわけですけれども、85ページの樋門管

理費の関係で、浦幌川の河床路の関係、床ざらえの関係なのですけれども、災害時に…… 
〇水沢議長 岡田議員、その項終わっておりますので…… 
〇岡田議員 終わったの。 
〇水沢議長 一般の総括でやりますから。 
 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 住宅の入居の手続のことでお伺いいたします。 
 私も１年間、いろいろな方に住宅の入居について聞かれていることがあります。いつ入

るのだろうかと、入れてくれる、その手続をしているのだろうなということであったので

すけれども、突然に浦幌町に仕事に来られまして、１週間や10日でお帰りになる方は結構

なのですけれども、やはり１年ぐらいいたいと、２年ぐらいいたいという方があって、た

だこの入居に対する募集がないときはだめだよというふうに言われて、これは当然なのか

なというふうに思います。しかし、そのタイミングが悪く、ちょうど委員の方の住宅の入

居の審査が終わった後にそういうことが起きることがありました。その中で、待つまでの

間といいますか、そういうときに何らかの措置をしていただけるとありがたいなというふ

うに私としては思うのですが、いかがなものでしょうか。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 公営住宅の入居に関しては、住宅の運営委員会の中で公募しまして、それで

決定していくということで、年に３回か４回やっております。ただ、急を要するもの等に

ついては、運営委員長の承諾を得て、市街地であれば市街地の委員さん、それから各地区

にも公営住宅ありますので、各地区の委員さんに承諾を得まして、それで了解のもとで、

急を要するものだけはそういうふうな対応をしているということでございます。あとは、

公募したときに入居の申請を出していただいて、そして決定していくということでござい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 
〇水沢議長 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、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 青色の19年度予算説明資料の附表という方を見ていただきたいのですが、

中ほどに消防費が入っておりますので、それで説明いたします。 
 それでは、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目消防負担金２億4,551万6,0

00円、２款使用料及び手数料、１項１目手数料５万1,000円、３款財産収入、１項財産運用

収入、１目財産貸付収入84万8,000円、４款１項１目繰越金30万円、預金利子は廃目であり

ます。 
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 次の２ページの方を見ていただきたいと思います。歳出、２款消防費、１項常備消防費、

５目浦幌消防諸費、本年度予算額２億769万8,000円、この科目は消防署、消防庁舎等に係

る予算を計上している科目です。主な増額につきましては、９節旅費82万6,000円、12節役

務費の手数料114万6,000円、14節使用料及び賃借料のソフトライセンス料27万9,000円、1

9節負担金、補助及び交付金の薬剤投与研修自己負担金33万円、気管挿管病院実習負担金1

5万円。主な減額につきましては、人件費で214万2,000円、14節使用料及び賃借料の自動車

借上料で56万円、18節備品購入費で79万7,000円の減額の内容となっております。 
 次に、４ページをお開きください。非常備消防費、４目浦幌消防団費、本年度予算額2,

713万2,000円、この科目は浦幌消防団に係る予算を計上している科目であります。主な増

額は、11節需用費の消耗品費54万9,000円、19節負担金、補助及び交付金の消防創設90周年

事業負担金60万円。主な減額につきましては、９節旅費45万6,000円、19節負担金、補助及

び交付金の北海道市町村総合事務組合負担金51万9,000円、消防団等運営交付金20万の減額

の内容であります。 
 ３款１項消防施設費、３目浦幌消防施設費、本年度予算額83万1,000円、この科目につき

ましては消防施設に係る予算を計上している科目であります。主な減額につきましては、

昨年15節の工事請負費で購入いたしました消防代金4,503万3,000円の減額の内容でありま

す。 
 次に、予算書の方の89ページをごらんください。４目災害対策費、本年度予算額185万1,

000円、この科目は、防災、災害対策、国民保護に係る予算を計上している科目であります。

主な減額につきましては、18節の備品購入費で63万9,000円を減額の内容であります。この

ほかには、特に説明がございません。 
 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。 
 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 直接消防ではなく、災害対策ということでお伺いいたします。実は、浦幌本

別線等に対しまして、俗に言う電話の不毛地帯がございます。その辺について、毎回とは

言いませんけれども、何かの折にはその対策をしていただきたいということでお願いを申

しているのですけれども、今年度ドコモ対応のＦＯＭＡというものがある程度通じるよう

になりました。その中で、やはりだめなのが、皆さんもご承知のとおり観音トンネルから

留真の間、あそこはそういうものが通じないと不便なところであります。過疎と、それか

ら住宅があっても人がおらないという状況になっておりますので、その辺に何か通信網の、

１点でもあればという声がドライバーの方、また地区の方からも寄せられておりますので、

その辺の対応を今後どのようにお考えかお聞きいたします。 
〇水沢議長 総務課長。 
〇山田総務課長 この点につきましては、昨年の予算委員会の中でも阿部議員から質問あ

ったところでございますが、ＮＴＴ等については要請はしております。しかしながら、今

 64



ＮＴＴの採算面等の関係もございまして、町が負担するのでしたらいいよということにも

なります。かなりの金額になるものですから、私どもできるだけＮＴＴの方なり電話会社

の方でということでお願いはしております。しかしながら、今申し上げたように、町があ

る程度の負担を持つならいいよということなものですから、またその金額についてもかな

り大きな金額になります。そういうことも含めて、できるだけ町の負担がなくて、会社側

で立ててもらうようには要請しておりますが、まだまだ時間がかかるというような状況に

なっております。 
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、消防費の質疑を打ち切らさせていただきます。 
 
    ◎延会の議決 
〇水沢議長 ここでお諮りをいたします。 
 審議の途中でありますが、議事の都合により本日の会議はこの程度にとどめ延会いたし

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決定いたしました。 
 再開は、明日13日午前10時といたします。 
 
    ◎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３６分 
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