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開議 午前１０時００分 
    ◎開議の宣告 
〇水沢議長 ただいまの出席議員は15名です。 
 14番、島田議員は、病気検査のため欠席する旨通告がありました。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 議事については、配付しております日程表により進めますので、よろしくお願いをいた

します。 
 
    ◎日程第１ 議案第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12日に引き続き審議を続けます。 
 10款２項小学校費までの説明を求めます。 
 教育次長。 
〇後藤教育次長 89ページをお開きください。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委

員会費236万5,000円、この目は教育委員４人の報酬、費用弁償、交際費など、教育委員会

の運営に要する経費でございます。減の主なものは、費用弁償でございます。 
 ２目事務局費6,068万6,000円、この目は教育委員会事務局の運営や職員の人件費でござ

います。増の主なものは、職員人件費です。８節報償費、報償金は、６月に実施予定の教

職員を対象にした研修会の講師謝金でございます。19節負担金、補助及び交付金のうち十

勝教育研修センター負担金71万円は、幕別町にある十勝複合圏事務組合設置の十勝教育研

修センターの運営負担金であります。平成18年度は39講座を開設し、625人が受講いたしま

した。うち本町からの受講者は16人であります。 
 ２項小学校費、１目学校管理費6,367万3,000円、この目は小学校４校、児童数300人、教

職員40人に係る学校運営、施設維持に要する経費であります。減は、14節使用料及び賃借

料のうち教育用コンピューター借上料で72万8,000円の減です。これは、債務負担行為でリ

ースしておりました吉野、上浦幌、上浦幌中央小学校の教育用コンピューターの借り上げ

が平成18年度で終了したためです。15節工事請負費で270万円の減です。17節公有財産購入

費は182万円の減で、新養老小学校の共済融資、教員住宅１棟１戸の償還が平成18年度で終

了したためです。増の主なものは、燃料費で209万1,000円、12節役務費の手数料で40万9,

000円、内訳はホルムアルデヒド、トルエンなどの揮発性有機物の空気環境測定を行うため

の費用23万3,000円、イオン式煙感知器取りかえ手数料18万9,000円などであります。13節

委託料の増は、保守業務委託料で校舎、屋体の床ワックスがけの委託料であります。15節

工事請負費は、浦幌小学校外壁等改修工事費で２階、屋上接続部分コーキング改修74.5メ

ートル、雨漏り部分壁及び天井材張りかえ一式の内容です。17節、公立学校共済住宅購入

費274万2,000円は、上浦幌小学校の共済融資住宅１棟２戸分で平成19年度が支払い最終年

度となります。 
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 ２目教育振興費931万3,000円、この目は小学校４校の教育振興の事業委託や関係団体へ

の事業支援に要する経費で、増の主なものは19節負担金、補助及び交付金のうち学校経営・

教育実践研究事業交付金で平成19年度から始まる特別支援教育に要する経費60万円を追加

したためであります。特別支援教育は、学校教育法の改正により小中学校においてＬＤ、

学習障害、それからＡＤＨＤ、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症などの障害のある児童

生徒に対しても適切な教育を行うという、これまで使用してきました特殊教育という用語

も特別支援教育ということに改めることになります。この移行に当たり、学校では教職員

の理解を促進するとともに校内委員会を設置し、特別支援教育コーディネーターを指名し

て学校経営計画に位置づけ、通常の学級と特殊学級、通級指導教室の連携を図るなどの準

備をしてまいりました。また、教育委員会では、小中学校への支援を強化し、関係部局、

関係機関との情報の共有化を図り、研修を深めるための特別支援ネット、２月５日に立ち

上げ、新年度に備えているところであります。 
 ３目特別支援教育振興費39万8,000円、この目は平成18年度まで特殊教育振興費として計

上していた目で、浦幌小学校に知的、言語、情緒の３学級、厚内小学校に知的の１学級を

開設いたします。増は、19節負担金、補助及び交付金で本年２月に発足しました特別支援

教育連携ネットに対する交付金であります。このネットは、幼稚園、保育所、くれよん広

場、小学校、中学校、高校が一堂に会し、日常の実践や日常の交流を通じて情報の共有化

を図り、学校等における教育相談や支援機能の充実、向上を目的とした組織であります。 
 ４目簡易水泳プール管理費133万5,000円、この目は厚内小、上浦幌小、上浦幌中央小に

設置されている学校プールの維持経費であります。増は、光熱水費と修繕料で、修繕料は

上浦幌中央小学校プール操作バルブふた取りかえ、排水口補修、ろ過装置修繕などであり

ます。15節工事請負費は、上浦幌小学校の上屋、水槽シート取りつけ、取り外し工事費で

あります。 
 ５目学校保健費286万3,000円、この目は小中学生及び教職員の健康診断に要する経費で

あります。減は、児童生徒数の減によるものであります。内訳につきましては、説明資料2

4ページ記載のとおりであります。 
 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。 
 11番、松井議員。 
〇松井議員 92ページ、学校管理費の13節委託料の中で、特に管理業務委託料についてお

尋ねをしたいと思いますけれども、この件に関してちょっと耳にしたのですけれども、こ

の管理業務委託料というのは、そのほとんどが人件費、そこで使っている人たちの人件費

と認識しておりますけれども、その人件費について、これは当然生活費であり、決められ

た日にちに支給されるべきものであって、それがおくれるということがあってはならない

わけですけれども、それがその期日にまだ支払われていないという話を聞いているわけで

すけれども、その事実関係と、その経緯について説明願いたいと思います。 
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〇水沢議長 総務課長。 
〇山田総務課長 ただいまの質問の委託料の賃金の未払いの関係でございますが、これに

ついては委託業者が２月分の一部賃金未払いとなっていることが確認されましたが、その

後支払われております。なお、委託業者より19年度の委託についての継続はしない旨の話

があり、この３月末をもって解除する方針でありますので、よろしくお願いします。 
〇水沢議長 11番、松井議員。 
〇松井議員 このことについては、委託先がどこであれ、人件費でありまして、給料であ

るということで、決してそれが遅配されるということはあってはならないことであるわけ

です。それで、このことの委託について、いろいろな条件がつけられていると思いますが、

給料の遅配があってはならないというような条件といいますか、委託するにおいて、そう

いうような条件的な項目というのはつけられているのかどうか。 
〇水沢議長 総務課長。 
〇山田総務課長 委託契約の中には、賃金の遅滞、そういうものがあれば解除するという

ふうにしております。ですから、私ども当初の委託の段階においては、そういうことがな

いように申し入れを行った契約をしています。しかし、今回２名の方が２月分の賃金の２

分の１しか払われていないという事実が判明したものですから、すぐ事実関係を確認し、

不足分を支払うようにお願いしたところ、その３日後に支払われたという経緯があります。

先ほども申し上げましたように、賃金は生活給でもありますので、そういうことが一切起

こしてはならないということもありますし、またその業者についても本年度で委託の継続

意思がないということも確認していますので、新たにまた他の業者と契約するというよう

な考えを持っております。いずれにいたしましても、今後このようなことがないように厳

重に注意したいと思っておりますので、ご理解願います。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 教育委員会の方に質問をいたします。 
 昨年、上浦幌中の子供が本別中学校に転校していると。 
〇水沢議長 中学校費のこと。 
〇差間議員 中学校費のところでやります。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 学校関係でちょっとお聞きしたいのですけれども、学校の校舎等の整備はそ

れぞれ予算書の中でそれなりに対応されているのかなというふうに思いますけれども、今

特に小学生なんか顕著に出てきているのかなと思いますけれども、学校の編成問題につい

て、今この少子化時代の中で児童が急激なスピードで減少しているという中では、学校の

再編整備については将来的にどういうような方向に向かっていくと、恐らく教育委員会の

中で検討、審議されているのかなと思いますけれども、今の少子化時代と児童数が減少し

ている中での浦幌町の学校再編整備計画というのはどういうふうな方向性を見出している

のかお聞かせをいただきたいなと、伺いたいなと思います。 
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〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 学校の再配置計画のことだろうと思いますけれども、これは従来から学

校統合等を進めて、適正な学校規模ということを保つよう努力してきたところであります。

特に今中学校につきましては、浦幌中学校と上浦幌中学校ということで２校体制が確立い

たしましたので、中学校の再編整備は終わったということで今のところは考えております。 
 あと小学校の問題ですが、浦幌小学校以外の３校については小規模校でございますので、

何らかの再編をしなければならないということでございます。それで、昨年の議会のとき

もたしかご質問あったと思いますけれども、従来から教育委員会としては下浦幌１校、そ

れから上浦幌に１校ということで考えております。その方向で機が熟すのを待つというこ

とだろうというふうに今考えております。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 今説明があったことはよくわかるのですけれども、これは教育委員会として

は、恐らく今の状況から見れば、地域から声が上がらなければ、教育委員会の方からどう

のこうのというような指導はなされないのかなというふうに判断はしますけれども、地域

住民からそのようなことで声が上がるまで待つつもりなのか。それとも、教育委員会とし

てこういうような方針で学校の再編整備計画をしてまいりたいというようなことを具申し

ていくことが考えておられるのかどうか伺いたいと思います。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 今のところは、今のところというのは平成18年度まではということです。

今のところは、各地域に対して、３年後の子供の数はこうなりますよ、４年後はこうなり

ますよ、５年後はこうなりますよということで情報提供してきたつもりです。広報の５月

だったと思いますけれども、毎年そういう形で提供してきました。その中で解説を加えて、

こういう状況になれば、例えば養護教諭を配置されなくなりますよ、あるいは事務職員が

配置されなくなりますよということの状況をお知らせしてまいりました。そういったこと

を受けて、それぞれの地域の保護者の方々が何年後にはこういう状況になると。したがっ

て、そういう状況を回避するためにはどうしたらいいのだろうかというような動きが少し

ずつ見えてきているのかなというふうに考えています。その辺は、各地において濃淡、か

なりあると思いますけれども、そういった動きが少しずつ出てきているかなというふうに

思います。 
 それと、教育委員会として積極的にというお話ですけれども、どこかの段階でそういう

形になるのだろうと思いますけれども、今のところはちょっと、まだアンダーテーブルの

話かなというふうに思っております。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 考え方として十分理解ができるのだけれども、そんな中で今浦幌小学校ほか

の小学校で欠学を有している学校というのはあるのかないのかお聞かせいただきたいと思

います。 
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〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 欠学の学級を持っている学校はありません。 
〇水沢議長 ５番、河内議員。 
〇河内議員 教育委員会費ということで、関連で質問させていただきます。 
 マスコミ等で大変最近注目をされているのですが、いじめの問題について、ちょっと関

連ということでお聞きしたいと思います。いじめについて、いろいろ全国で社会問題化し

ている中で、今までのいじめに対する調査、また指導、対応ということが非常に反省する

べきところがあったのではないかということで、国会の教育再生会議の中でもいろいろ物

議を醸して、今後はいじめに対する指導、措置については、抜本的にいろいろ対応をかえ

ていこうというような趣旨の動きがあるわけですけれども、そんな中でいじめの被害につ

いてのアンケートだとか、そういうことが全道的に行われています。そんな中で、今後教

育委員会として、そのいじめに対してどのような姿勢で対応しようとしているのか。浦幌

独自の何か考え方を持って対応する意思があるのかどうか、その辺についてお聞きしたい

と思います。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 ただいまのご質問、昨年12月に福原議員から一般質問をお受けいたしま

したので、あそこで委員長から答弁した内容がすべてだと言ってもいいのだろうというふ

うに思います。教育委員会として、あそこでお話ししましたけれども、結局は、最終的に

は子供たちが喜んで行ける明るい学校をつくるということしかありませんから、その中で

いじめというものがなくなるということであります。したがって、要するに万が一そうい

うことが起きれば、いち早く掌握できるようにする。それから、そういうことが掌握でき

たら迅速に対応するということであろうというふうに思います。 
 それで、ただいま昨年の12月ですが、道教委が実施いたしましたいじめに関する実態等

調査のことについても触れられましたので、３月の５日だったと思いますけれども、道教

委の方から、これはプレス資料ですけれども、ありましたので、概要についてだけお話を

申し上げます。この調査は、いじめの実態や児童生徒及び教員のいじめに対する考え方等

を把握し、今後のいじめの未然防止、早期発見、早期対応に役立てることを目的に実施さ

れたもので、対象は札幌市を除く小中高及び盲学校、ろう学校、養護学校の児童生徒及び

教員であります。これまで道教委から公表されておりますのは、調査対象に対する回収率

と調査結果の集計で、調査対象ごとに全道的な数値が示されています。まず、回収率です

けれども、小学校児童で78.6％、教員が63.5％、中学校生徒は67.5％、教員が64.1％とい

うことになっております。このうち調査項目は11項目まであるのですが、このうち内容が

示されているのは調査項目の６という部分で、これは現在もいじめられていますかという

内容の部分であります。これにつきましては、道教委の方からそれぞれの町村に対してこ

ういう回答がなされましたということが示されています。現段階は、そういうことであり

ます。 
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〇水沢議長 ５番、河内議員。 
〇河内議員 今数字をもって説明を受けたわけですけれども、これは道の全体の回収した

中での今の比率、結果ですか。浦幌のこっちではなくて、道の。浦幌の実態というのは、

把握されているのですか。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 これは、道教委の調査でございまして、各町村個別の数字の公表はしな

いということに道教委の方針でなっております。 
〇水沢議長 ５番、河内議員。 
〇河内議員 私のここにある資料の中では、管内小中学校の回収率が非常に低いと。その

調査に対して、何か管内が非協力的なところがあって、非常にその調査がスムーズにいっ

ていないのでないかというような指摘があるのですけれども、管内での数字というのは出

ているのですか。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 対象になりました支庁別の数値は出ております。ちなみに、小学校です

と十勝は、児童の回収率ですけれども、73.2％、中学校は64.5％であります。 
〇水沢議長 ５番、河内議員。 
〇河内議員 先ほどから、ある意味では優等生的なお答えをされているのですけれども、

私はいじめについては非常に根が深く、簡単にこういう社会現象が急に改善されるという

ようなことは、実際の点で非常に難しいのでないかなと思っています。だから、国も相当

な決意を持って、このことについて対応をしようと考えていることだと思います。そうい

う点で、私は当然浦幌も日本の国の一つの実態として同じような傾向があると考えるのが

当然でないかなと思うわけです。ですから、今次長のように非常に事務的にこのことにつ

いて上からの教育委員会からの指導が、道教委の方からの指導があったから、このように

対応していますというような事務的な考え方で、浦幌のこういったいじめに対する問題が

いい方向へ向かうというようなことについて、私は意欲という点で、もうちょっとその辺

真剣にとらまえて、このことについて浦幌は浦幌として積極的に対応していくのだという、

そういうような考え方、姿勢というものも私は今後求められるのでないかなと。住民も保

護者も生徒も、やはりこの問題については何とかいい方向へ持っていってほしいというの

が私は浦幌の教育行政に対する希望でないかなと思うのです。その辺について、どのよう

に今後考え、対応していくつもりなのか、お考えをお聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 こういうことが起きますと、学校と、それから教育委員会とのパイプの

太さ、それから風通しのよさ、そういったことが一番大事なのだろうというふうに思いま

す。従来から、それから今もそうですけれども、そういうことが起きれば、当然校長ある

いは保護者の方が見えることもありますけれども、頻繁にといいますか、事あるごとに動

静については報告受けていますし、教育長の方から各学校長に指導するということは、こ
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れは日常的にやっているわけです。それで、なおかついろんな要素がありますけれども、

いろんな要素を加味しながら、状況を十分把握して対応するという作業は、これは日常的

にやっているわけです。ですから、先ほど道教委がやりました調査の数字のことについて

申し上げましたけれども、これは道教委がやった数値ということで、それは我々も十分参

考にしますし、その内容について学校長にもご報告をいたします。その後の状況について

も追跡調査を行います。できることについては、当然やるということでございます。 
〇水沢議長 ５番、河内議員。 
〇河内議員 次長の言っていることはわかるのですけれども、ちょっと今いじめに対する

考え方、対応の仕方というのは、やはり変えていこうと、国自体が変えていこうと。そし

て、いじめというのは、はっきり言って、今までちょっと教師も腰が引けていたし、教育

委員会としても積極的にそういった事実というものを解明して取り上げていくということ

には、私は正直言って、何かいじめというのはない方がいいのだというようなところがあ

ったのでないかなと、事実。だから、例えばいじめによって自殺者が、国の調査によって

ここ数年ずっとゼロばかりが上げられていたと。これは、自殺者についてですけれども、

教育行政が自殺に対して隠ぺい的なことがずっと続いてきたと。それを、やはり社会問題、

これだけ自殺者がふえて、いじめが問題化しているという中で、根本的にその辺のいじめ

に対する対応は変えていこうということでの考え方が今出てきているのでないですかとい

うことを私は言っているのです。だから、次長の言う話では、私たちは今までも間違った

指導はしていないし、今後もその指導を続けていきますという答えですよね、今の言い方

では。だから、私はそういう考え方ではなくて、いじめというものをもっと明らかに、ど

んどんあるものは出していくと。隠すことはない。いじめ、先生方はどんどんそれに対応

してくださいというような、逆に積極的にいじめに対応していくような、そういった姿勢

というものが今求められているのではないですかということでの質問なのです。 
〇水沢議長 教育長。 
〇大谷教育長 ただいまのいじめについてでありますけれども、前回の議会でも申し上げ

ましたとおり、まずどこの学校でもいじめはあり得ると、そういう認識に立って学校でも

対応してもらっているところであります。特に一番大事なことは、早期発見、早期解決と

いうことでありますから、その早期発見につきましては、例えば今まで出てきたようない

じめの調査だとか、そういうこともありますし、また日常的に十分子供のことを観察しな

がら、見取っていきながら発見していくといういろんな方法もありますから、そういう点

では日常的に、学校に対しては、ぜひ子供たちの状況をつぶさに見取って、そして適切な

対応をしてもらいたいということでやってもらっていると。学校でも、単に担任だけでは

なくて、学校全体で校長のリーダーシップの発揮のもとで、いじめ解決に向けていってい

ると。こういう事実ははっきりしてあります。 
 それと同時に、今いじめ調査の話でありますけれども、これは道教委でもやりましたの

ですが、うちの学校としてもほとんどの学校でそれぞれの状況に合わせていじめ調査をし
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てあります。しかしながら、その状況に合わせてでありますから、町内統一した考え方で

はないわけで、これから今回の道教委の結果を見ながら、今後うちの町としてのいじめ調

査、必要であるかどうかも含めて考えてまいりたいというふうに思っております。 
 それから、これまでとやっぱり変わってきたというのは、私は前回も申し上げましたよ

うに、今その状況に合わせて解決に向けていっているわけでありますけれども、ほとんど

内容的には程度といいますか、そのいじめの状況が深刻なものになっていくのと同時に、

学校だけでは解決できないという状況にありますから、前回も申し上げましたように、ぜ

ひ保護者あるいはＰＴＡ、あるいは地域と一体となって解決に向けてほしいということを

常々学校長を通じて学校にも言ってあります。それで、その状況が少しずつ、そのために

は、やっぱり学校としての情報というのは随時、先ほど委員の話にもありましたように、

いいことばかりではなくて、やっぱり今学校としてはこういうことで困っているのだと。

だから、こういう方法で、こういう方針で、そのことに対して取り組んでいるから、ぜひ

保護者あるいはまたＰＴＡ、あるいは地域の皆さん方にも協力を得たいということで、情

報をできるだけ皆さんに提供していると。そういう中で、いろんな形で協力してくれてい

る方々もたくさん出てきておりますから、そういう方法が、まず現場として一番いい方法

でないかな、今のところそういうふうに思っております。 
 それと同時に、先ほど次長の方からもお答えしましたけれども、報告だとか連絡だとか

相談だとか、そういうことは随時教育委員会にしてくれということで、いろんな数多くこ

れまでもやってきましたし、その中では学校としてどういう体制で、どういう姿勢でいじ

めならいじめの問題に取り組んでいるかということをつぶさに聞きながら、教育委員会と

しての考え方も伝えて、できるだけ早く解決に向けてほしいということは今現在行ってい

るところであります。 
 以上です。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 私は、今出ましたように、いじめだとかいろんなことにもかかわるかと思う

のですけれども、教育振興費の中の、これは93ページですか、委員の報酬について、これ

は具体的に小学校、中学校にもかかわると思うのですけれども、これは近年設けられた学

校評議員制度という形で５人の委員に委嘱されたと思うのですけれども、具体的に評議員

会という５人の組織、各地区から選ばれた委員の方で行われています。この評議員という

委員会の活動の内容、またどのような開催というか、そのような実績というのか、そうい

うのをまず先に報告、お願いしたいと思うのですけれども。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 学校評議員は、現在浦幌小学校と浦幌中学校にそれぞれ５人設置してお

ります。委員の選考は、校長の推薦に基づいて、教育委員会が委嘱をしております。それ

で、評議員会ではなくて評議員なのです、個人でございます。ですから、全体が集まって

会合する必要はないのですが、各学校、浦幌小学校、浦幌中学校見ますと、年度初めと年
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度終わりにそれぞれご参集いただいて、学校の経営案ですとか、それから学校の授業の状

況ですとか、今問題になっていることですとか、それから学校の評価ですとか、そういっ

たことについてご説明を申し上げ、また年度末についてはそれについて総括的なお話をす

るということが今なされている活動であります。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 たしかこれ国の方から推薦されて、設置が義務化ではないのですか。そのよ

うな形で最近設けられたこのような制度だと思うのですけれども、今言ったように、特に

学校長、学校経営に関係する地域の有識者のアドバイスだとか、いろんな意味で学校経営

の相談に乗っていくという形で委嘱されていると思うのですけれども、そういう形で行う

ということになれば、ただいま教育委員会も委員を設けて、各学校、それぞれ定期的な巡

回だとか、またいろいろな形で指導的な立場で回っていると思うのですけれども、そうい

う教育委員会と、この評議員のかかわりというのは、接点というのは全くないという活動

というか、そういう委員会なのですか。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 初めに申し上げましたように、まず個人であるということです。評議員

で、評議員会というのはないということです。ですから、職務としては校長の諮問にこた

えてというのはちょっと大げさですが、言ってみれば校長のアドバイザーというふうに考

えていただいてもいいかもしれませんけれども、そういったことで活動していただいてい

る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、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 95ページをお開きください。３項中学校費、１目学校管理費4,893万3,0

00円、中学校２校、生徒数170人、教職員30人に要する経費であります。減の主なものは、

14節使用料及び賃借料で、債務負担行為でリースしていた厚内中学校の教育用コンピュー

ター等の借り上げが平成18年度で終了したためであります。増は、報償費で心の教室相談

員をこれまで浦幌中学校だけに配置しておりましたけれども、新年度からは上浦幌中学校

にも配置するための経費の追加であります。これまで週３日、１日４時間の勤務であった

者を週３日、１日５時間勤務に改定をいたします。これは、勤務実態に合わせたもので、

生徒の話を積極的に受けとめ、一緒に悩んだり学習することによって生徒のストレスを解

消し、心に安らぎを与えることを願って設置するものであります。13節委託料の増は、保

守業務委託料の増で校舎、屋体の床ワックスがけの経費であります。15節工事請負費は、

新規で浦幌中学校２階、屋上部分、そで壁補修8.5平米、外壁面補修49メートルの内容であ
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ります。18節備品購入費の増は、浦幌中学校の楽器購入と学校一般備品の購入の内容であ

ります。 
 ２目教育振興費872万8,000円、この目は中学校２校の教育振興に要する経費と外国語指

導助手配置などに要する経費であります。減は、平成19年度は外国語指導助手の交代がな

いため、19節負担金、補助及び交付金からＡＬＴ研修負担金、ＡＬＴ渡航費用負担金の支

出の必要がないためであります。なお、外国語指導助手は火曜日、上浦幌中学校、水、木、

金、浦幌中学校のローテーションで、月曜日は小学校、保育園、幼稚園あるいは事務所勤

務となっております。 
 ３目特別支援教育振興費９万円、この目は浦幌中学校に設置する特別支援学級の運営に

要する経費であります。特別支援学級の内訳は、知的、言語、情緒が各１学級で、計３学

級の内容です。 
 以上です。 
〇前田施設課長 ４目スクールバス管理費、本年度予算6,827万3,000円、この目につきま

してはスクールバス８路線で、内容については直営５路線、委託路線３路線の運行管理費

及び人件費の経費の内容であります。13節委託料については、説明資料24ページのとおり

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、予算額7,013万7,000円、この目

につきましては浦幌幼稚園66名、吉野幼稚園８名、厚内幼稚園６名の３幼稚園80名の幼稚

園運営に係る経費でございます。予算の増減につきましては、昨年育児休業終了に伴う人

件費の増、減につきましては育児休業による賃金で使っていたものが、職員が入ってきた

ということで賃金の減です。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
 ４番、差間議員。 
〇差間議員 現在浦幌中学校、上浦幌中学校、２校あるわけです。その中で、浦中で登校

を30分おくらせ、そして下校を30分早めると。教育委員会としては的を射た中身ではない

かと思っております。しかしながら、先ほど私ちょっと勘違いしておりましたのは、上浦

幌中学校です。お母さん、お父さんの話によれば、いじめに遭って本別中学校に行ってい

ると。また、現在もう一人、そういうような子供がいて、親としては本別中学校にやるの

ですと、そういうことも実際聞いております。確かにこれについては、教育長とは電話で

も話しております。親はいじめだと、学校、教育委員会はいじめかどうかはわからない。

しかしながら、上浦中には今現在１人はやらないと。そして、そのお母さんは、既にそう

いう作業に入っているようです。たしか教育委員会もこの対応をきちっとしております。

その中でもアンケート調査、これは道教委か、どこがやっているのか、はっきりわかりま

せんけれども、その子供さんは私はいじめに遭っていますと、はっきり書いていると。ま
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ず、このアンケート調査の中で、公表できる、できないは別にして、たしかそういう子供

さんがいじめに遭っていますと書いているにもかかわらず、教育委員会は一生懸命やって

いる中でも、それを取り上げていただけないので、うちの子供は本別中学校にやります。

これ、３日前の話。私もぜひ、上浦幌中学校あるのですから、そこに行ってもらう方法が

ないですかと何度かそういうような話になっております。何回も言うようですけれども、

教育長以下、皆さんは一生懸命やっていると。何とかこれを打破する方向があるかないか

は、やはり最後は学校であり、教育委員会であると、そういうように思っております。ま

ず、このアンケート調査の中で、女の子供さんが私はいじめに遭っていますと、これはは

っきり言っていると。その点、まず確認しているかどうかお聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 お答えをいたします。 
 今回の道教委のアンケート調査は、それぞれの子供さんがアンケートの内容を書き込ん

で、封をして学校で集めます。学校は、封を切らないで教育委員会に提出いたします。教

育委員会は、封をあけないで十勝教育局に提出をしております。十勝教育局が封をあけて

おります。ですから、学校も、それから私どもも内容についてはわかりません。それから、

道教委から公表もされておりません。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 私先ほど話した中では、ぜひ本別中学校に行っている子供も、また上浦中に

戻ってもらう、そういう話も私と教育長の話で話した経過があります。しかしながら、ま

た新しく、今度４月から行こうとしている子供、これは３人目になります。その点、教育

長はどういうふうに判断しているかお聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 教育長。 
〇大谷教育長 現段階で明確にいじめというような断定はできないというふうに思ってお

りますけれども、一方いじめではないかと、そういうような疑われるような事例がありま

す。私たちとしても、大変心を痛めているところでございます。ただ、以前にも申し上げ

ましたように、今言われているいじめという、この一くくりでありますと、どちらかとい

うと、そこに焦点を合わせますと、いじめられている子、それからいじめている子と、こ

のような構図になりかねませんので、そういう意味では人間関係も含めて、すべていじめ

というのは心の問題から派生しているというふうに考えておりますので、なかなか解決に

は複雑なものはあるなというふうに思っております。 
 具体的にお話ししなさいということでありますから、話ができる範囲でお答えをしたい

というふうに思います。現在そのケースにつきましては、それが発覚したときには、校長

が中心になりまして、言い出しっぺを発揮しながら、教職員が学校全体として問題の解決

に取り組んできたという事実がございます。すなわち、これまで人間関係の中でたまって

いた不満が一気に出た中で、これまでその子供たちの人間関係が良好だなというふうに感

じていたものが崩れたことになりましたから、すぐ当事者双方の話を聞きながら事実確認
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に努めると同時に、また当事者同士の話し合いの場を多く持って、その関係修復に当たっ

ていきたいと。あるいはまた、並行して学校集会だとか、あるいはまた学級集会を持ちな

がら話し合いの場を多くして、それからまた先ほどちょっとお話し申し上げましたけれど

も、保護者、あるいはまたＰＴＡにもいろいろな形でお願いをしながら早期解決に向けて

きたということであります。現時点では、一部私たちの方から見ても解決している部分が

あるなということは認識しておりますけれども、まだ十分な解決に至っていないというこ

とで、子供に対しても、また保護者の方に対しても、大変申しわけないなという気持ちで

いっぱいであります。 
 ただ、一般的な話になりますけれども、この解決をおくらせている原因の一つに、いじ

めがよく起きると言われています小学校高学年から中学生の多感な時代、この子供たちの

人間関係というのは非常に難しいものがございます。問題一つ一つもいろんな違いがあり

ますし、それからまた背景だとか、あるいはまた原因もいろいろ違ってきておりますし、

そして何よりもかかわる子供たちの物の見方だとかとらえ方、考え方、感じ方、こういう

ものが大変それぞれ違いますから、そういう点での難しさはあるのではないかなというふ

うに思っています。とりわけ多感な時期の子供たちというのは、ある面では子供っぽいと

ころもありますし、また一方では大人に近づいたような状況でもありますから、例えば非

常に潔癖で妥協を許さない面があったり、あるいはまた経験の浅いところから物事が混乱

になっていくという状況が見られて、大変難しいところがあるなというふうに思っており

ます。したがいまして、学校としましては、ただ単にいじめた側、いじめられた側という、

そういうとらえ方ではなくて、何とかぶつかり合った子供たちばかりではなくて、当事者

だけではなくて、学級全体の子供たちをそういう難しい人間関係に真正面から取り組ませ

ながら、いろんな場を通じて考えさせたり、あるいは話し合わせたりしまして、そしてお

互いの思いや考えを育てていきながら、少しずつ大人にしていくということが重要である

かなというふうに思っておりますから、そういう面では今学校としましても、子供たちの

心の中にあったいろんな思いだとか誤解だとか、そういう中で絡まった糸を１本１本丁寧

にほぐしながら解決に向かわせているというところでありますから、大変時間がかかって

いることは事実であります。 
 委員会としましても、先ほども申し上げましたように、これまで随時、しょっちゅうと

言っていいぐらいでありますけれども、学校といろいろ連絡をとり合い、連携しながら、

何とか一日でも、あるいは一分でも早く解決をしてほしいと、解決しなければならない、

そういうことを常々伝えながら、あるいはまたこういう方法もあるよと、あるいはまたこ

ういうようなやり方でやったらどうかというようなことも含めて、いろいろ指導、助言を

してきたところであります。これからもまた、ぜひ当事者の保護者だけではなくて、ＰＴ

Ａの皆さん方のお力もおかりしながら、何とか今の中学校の中で頑張ってやっていけるよ

うな形にしてまいりたいと、そんな思いを強くしているところもございます。ご理解のほ

どよろしくお願いしたいと思います。 
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〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 教育長が今の話で一生懸命やっているというのは、本当によく伝わってまい

ります。しかしながら、現実問題として、４月からまた新しく本別に転校する。また、そ

れが後を継ぐような、まねをするような子供がいたら、上浦中学校はどんどん生徒数が減

っていくと思います。たしか教育長の今の話聞きますと、よくわかるのです。最近は、特

にテレビを中心にいじめという、いわゆるＮＨＫあたりでも前向きにやっております。そ

の中で、私も質問するということは、十勝の局にも参考意見を聞いております。それは、

やはりいじめというのは非常に奥が深くて、いろいろな困難な問題があると。しかしなが

ら、地元の教育委員長、教育長、非常に立派な人だと聞いていると。ぜひこの方々にお任

せを願って、手に余ることがあれば道教委に言ってくれと、十勝の局に言ってくださいと。

これは、死ねとかなんとかといろいろ、子供ですから、実際にやろうとはしないのでしょ

うけれども、そのいじめに遭った子供というのは、朝になるとおなかが痛いとか頭が痛い

とか、いわゆる学校に行きたくないという状態で現在もいるのでないかと思うのです。で

すから、私はやはりアンケート調査やった時点で、一応は参考にするとさっき言っており

ますけれども、何も参考になっていないです。わからないのですから、何を書いているか。

それでは、十勝の局だろうと道教委であろうと、そんな封して中身のわからないもの、次

長、参考にできますか。私は、そう思うのです。やはり浦幌の教育委員会は、それをきち

っと見て、浦幌町にはどういうような内容になっているかと、最低限度それくらいやらな

かったら参考にならないでしょう。何のためのアンケート調査ですか。それを、ちょっと

聞きたいと思います。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 先ほども申し上げましたけれども、調査項目は11項目あります。そのう

ち、第６項目め、現在もいじめられていますかという項目については、我々の方で、それ

は局の方から連絡がありましたので、その内容については各学校にお知らせをしてありま

す。それから、調査11項目の全体の内容については、３月の中旬に道教委が発表するとい

うことになっておりますので、現在はそれを待っているという状況です。 
 それで、先ほど申し上げました調査項目の６項目め、現在もいじめられていますかとい

う項目については、対象の学校についてはそれぞれ学校長にもお知らせしてありますけれ

ども、現在もいじめられているというものについて、その後の対応については、このよう

になっております。対応の一つ目です。この調査以前に、既に学校として把握していたと

いうケースが一つです。それから、この調査によって判明したので、その子供について、

その学級、その学年で特定できたと、だれだかということがわかったというケースが二つ

目です。それから、三つ目は、だれだかわからないけれども、学校全体あるいは学級全体

の中で現在指導しているというケース、この三つのケースであります。 
 それで、今お尋ねの上浦幌中学校については、一番最初のこの調査実施以前に、既に学

校で掌握しているということで学校から回答を得ておりますので、先ほど教育長からも詳
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しく申し上げましたけれども、この調査以前から指導しているというものと合致するもの

というふうに考えております。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 教育委員会は把握していたと、そういう判断でよろしいです。 
 そして、やはり今行こうとしている子供さんが１人いると。やはり教育長の言われた、

現在本別行っている子供に対しても、もとの上浦中に帰ってくるように努力をします。本

当に、私が考えてもそのとおりだと思います。ですから、何とか教育長、ひとつその点を

努力してもらって、今行こうとしている子供についても、ぜひ何とか手を打ってほしい。

そうしなければ、上浦中学校の生徒いなくなりますから、それでなくても大したいる子供

ではないのですから、最後にそれだけ、もう一点、今行っている子供、もとの上浦に戻っ

てもらうとか、それらについて意見を聞いておきたいと思います。 
〇水沢議長 教育長。 
〇大谷教育長 今差間議員のおっしゃったとおりでありまして、これまでも学校といろい

ろ連携を図りながら、この中で教育委員会としてどういう指導性を持っていくことが子供

にとって一番いいのかなということを随分模索してきたところでありますし、またそれに

よっては、当事者である保護者と懇談を持ちたいという考えで来ておりました。しかしな

がら、一度その点でぜひお話をしたいということを思っていたときに、学校の方には、直

接私から保護者に話したわけではありませんけれども、学校の方と話し合いをしている中

で、これから私の方で連絡をとり合っていろいろ話し合いたいなということを申し上げま

したところ、その前に保護者と学校との話し合いの中で、ぜひ大げさにしてほしくないと。

これが大げさになると、子供もみんな困ることになるのではないかなという、そういう危

惧された部分がありましたものですから、私たちとしても、そこまでは現在までやってお

りません。しかし、これからはまた状況をもっと正確に把握した中で、そういうこともあ

り得るかなというふうに考えているところであります。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 去年の４月に行った子供さんの親御さんは、そのとおり言っていました。私

の子供は、もう上浦幌中にやりませんと。今後、この話については一切、うちの子供は本

別に行くのですから、浦幌には関係ありませんからということで終わっております。しか

しながら、今もう一人行こうとしているお母さんは、ぜひ話をしてみたいと。私の言って

いることは、いじめかどうかは、私はいいのですと。私は、子供を本別中にやろうとして

いるのですからと。しかしながら、先ほど述べましたように、小さい学校ですし、和気あ

いあいとやれる空気が当然あったものと思っていましたから、大した話はしなかったので

すけれども、今言ったように、４月になったらまた１人本別中に行くと。３月に入りまし

たら住民票を移して、子供の住民票を移すのでしょうけれども、そうなれば当然本別に持

っていくと思います。何とか、これだけは阻止していただきたいと。そうすることが、今

現在本別中に行っている子供２人も上浦に帰ってくる可能性はあるわけですから、お母さ
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ん方、お父さん方は自分の子供は自分で守りますと。いわゆる教育委員会にお願いしても

恐らく無理でしょうから、私の子供は私が守りますという信念でやっていると。非常に残

念な結果になってきておりますけれども、まだまだこれからですから、ぜひ教育長を初め、

委員長、次長も前向きにこういうお母さん方と話をして、ＰＴＡなり学校もありますから、

当然ＰＴＡというのは地域を挙げての組織ですから、知らない人のいない、そういう一つ

の形成してでもあっちで、端から端まで皆さん、知らない子供いない中でこういうような

状態が起きるということは、田舎の学校のいい面、まるっきりないわけですから、その点

十分判断しながら対応していただきたい、そういうように思います。 
 以上です。 
〇水沢議長 答弁はよろしいですか。 
〇差間議員 いや、あれば。 

（「十分申し上げましたから」の声あり） 
〇水沢議長 対応を求めるということでよろしいですね。 
〇差間議員 はい。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 私は、幼稚園費についてちょっとお伺いしたいのですけれども、先ほど課長

から今の園児の数をお伺いしたところでございますけれども、今３園ある幼稚園、少子化、

浦幌も漏れず、非常に少ない園児で何とか運営しているようでございます。特に吉野幼稚

園、厚内幼稚園については本当に少ない人数ですけれども、今後どのような該当者という

か、入園の数というのはある程度の先まで把握されているのかどうか。そして、今後この

ような、特に地域の幼稚園についてはどのような考えを持っていられるか、もし考えがあ

れば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 ただいまの質問でございますが、厚内地区、19年度につきましては

６名、それから吉野地区、19年度につきましては８名と。それから、厚内地区について申

し上げますが、20年については６名、それから21年については５名、22年につきましては

１名。吉野地区につきましては、20年につきましては８名、21年につきましては13名、22

年については10名という地区の対象児童がいるということで押さえております。ただし、

吉野地区については、その年によって、こちらのしらかば保育園に来る方もいるし、また

逆に稲穂等から吉野幼稚園の方に通う場合もありますので、数についてはその辺変動があ

るということで押さえていただきたいというふうに思っています。 
 次に、今後の考え方ですが、17年に児童育成計画というものを策定していただきながら、

その中で19年度に10名をそれぞれ吉野幼稚園、厚内幼稚園も切っているという絡みがござ

いまして、将来的な見通しとしては１園が望ましいのでないかと。子供の環境のためには

１園が望ましいという意見をいただいた中で、実は昨年、それぞれ地域にお話をしました。

しかしながら、地域は子供が少ないけれども、この幼稚園を何とか残していただきたいと
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いう強い希望がございましたので、それを受けて現在理事者の方に報告している段階でご

ざいます。 
 また、この育成計画、また評価をしたり見直しをしたりしなければならないということ

もございますので、それらの地域の意見を踏まえた中で、また検討していかなければなら

ないというふうに思っています。現在、私どもの担当課としては、当分19、20年について、

推移の中では10名前後いるという判断の中では、１園というのはすぐに進めれないのでな

いか、地域の意向を踏まえた中では進めれないのでないかなという判断をしておりますの

で、ご了解を賜りたいと思います。 
 なお、厚内については、22年が１人になります。やはり21年の年にお話し合いができる

のでないかなという考えを私どもでは持っているということで、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 ６番、野村議員。 
〇野村議員 ありがとうございます。これから３年、４年先の数字を聞いて安心している

ところでございますけれども、特に吉野の幼稚園につきましては、お伺いするところによ

ると、地域によっては浦幌に通ったり、また逆に浦幌から吉野に通ったりという、非常に

数字的にはつかめないところもあるもので、その辺は担当課としても大変だろうと思うの

ですけれども、ただちょっとお伺いしたのは、今調査というか、地域に入ってお話しした

という中で、行政側は何とか浦幌にまとめたいのだという、一つの園にしたいということ

で、地域の父母の会とお話をしたという話を聞いて、将来的に10人前後の人数が大体該当

者がありながら、何とか強行的にまとめるような話で来たということを聞いたもので、今

お話しすると、将来的に10人前後であればということで、地域としても一安心だと思うの

ですけれども、将来的にはやはり園児をまた一つにまとめるということは、いろんな交通

の手段等ありますけれども、その辺も十分加味し、また地域とよく相談して、今後の幼稚

園の活動の推進をお願いしたいと、こう思うところでございます。 
 以上です。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 今野村議員が言われたとおりだと私も思っておりますし、担当課と

してもそのような形で進め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 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 関連してお聞きしたいと思います。 
 この問題は、先ほど説明ありましたように、育成計画で示しているということで、毎年

のようにこういう質疑があった経過があると思います。 
 そこで、今話題になっている幼保一体化、このことで吉野なんかも実態を申し上げます

と、先ほど課長の方から報告ありましたように、いろんな状況の中で浦幌通ったり、これ
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は以前からあるわけですけれども、そういう状況の中では、幼保一体がもし実現すれば、

朝の延長、夕方の延長があれば、もっとたくさんの人が利用するというようなことを十分

考えられる。それから、現状では先ほど野村議員の方からもありましたように、交通の関

係で親が送り迎えできる状況になくて、ぜひこれは続けていただきたいというような、個

別のことがございます。このことは、もちろん配慮していただかなければならないと思う

のですが、まずこの幼保一体化の可能性、あるいは考え方について伺いたいと思います。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 現在しらかば保育園が市街地にある。それから、上浦幌のひまわり

保育園が上浦幌に１カ所あると。吉野と厚内、浦幌に幼稚園があると。その幼保一体の中

で幼稚園と保育所の絡みでございますが、当分そういう考えは持っていないということで

ございます。幼稚園につきましては、時間数についても午後から、本来的には午前９時か

ら１時という中身の幼稚園経営でございますが、３時、２時間延長をかけているという絡

みもございまして、そういう中では地域にある程度の預かり時間というものを確保してい

るというふうに考えておりますし、そういう中では幼保一元化をするという考えは、浦幌

の場合は今のところ考えておりません。しかしながら、これらについてはやはり社会情勢

の中で各町村、一元化に向けそういう動きがありますので、それらを踏まえた中で、これ

からどのぐらい今の建物がもつのかということも含めながら、それから将来的に子供たち

のために、それから地域のために保育園、幼稚園のあり方がどうであるかということを含

めながら今後も検討してまいりたい。現在のところは、幼保一元を考えるということには

なっていないので、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 幼保一体については、当然育成計画の中では考えてもいなかったしというこ

とが現状だと思うのです。だから、そんなこと、計画もしていないし、提案もしていない

と、これが現実だと思うのです。ですけれども、今課長の答弁にありましたように、状況

は変わっているよという中では、吉野の現状見ますと、建物も多分大丈夫だろうとか、地

域の状況で幼保一体になれば児童の数も変わるよとか、いろんな状況を考える中では、当

然思案をしていい要素でないかなと私は思うのです。そういうことを含めて、今後の考え

方、今課長言いましたけれども、そうばかり言わないで、どうですか。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 今幼保一元化の関係については、まだ国の方も特区とかそういうことでやっ

ている経過はありますけれども、法律上まだ一緒になっていないということで、今後この

関係につきましては、今上浦幌にありますへき地保育所も、あれも幼稚園から保育園にな

ったということもございますし、地域の方々とその辺については協議していかなければな

らないことだと思います。やはり保育園ということになりますと、早い時間から預かって、

６時とか、そういうぐらいまで預かるということになろうと思いますし、そうなりますと

また職員の配置もふえていくということもございます。そういうことで、地域の方々と今
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後はやはり協議しながら進めてまいりたいと思います。 
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、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 100ページをお開きください。５項社会教育費、１目社会教育総務費4,5

23万6,000円、この目は社会教育、文化振興及び文化財保護に要する経費と職員人件費であ

ります。減の主なものは、職員人件費であります。 
 ２目公民館運営費2,522万6,000円、この目は四つの公民館の管理運営に要する経費であ

ります。減は、報償費、需用費、委託料、使用料及び賃借料で、報償費は自学自習講座な

どの事業終了に伴うもの、需用費は燃料費、修繕料の減であります。委託料は管理業務委

託料の減で、現厚内公民館長の定年退職に伴い、新たに委嘱を予定している新館長に管理

業務をあわせてお願いするための内容であります。増は、その新厚内公民館長ほか３公民

館長に対する報酬で、平成18年度につきましては月額５万円をベースに積算しておりまし

たけれども、これを見直し、月額７万2,000円をベースに算定をいたしております。この額

の必要に応じて住居手当相当分、通勤手当相当分を上乗せし、調整しております。調整さ

れた額は、上浦幌公民館長７万9,400円、吉野公民館長７万8,200円、厚内公民館長７万2,

000円であります。また、７節賃金は環境整備賃金と管理業務賃金で、厚内公民館長につい

ては管理業務もあわせてお願いすることから、館長としての勤務以外について計上をして

おります。 
 ３目博物館費133万6,000円、この目は博物館の管理運営に要する経費であります。増は、

博物館用リーフレットの印刷代であります。 
 ４目高齢者学級開設費39万7,000円、各公民館ごとに開設しております高齢者学級の運営

費であります。 
 ５目青少年教育費274万2,000円、この目は子ども会や少年教育に要する経費で、増は平

成18年度には実施しなかった青少年道外研修及び子供文化鑑賞会事業を行うためでありま

す。富山県氷見市を訪問する青少年道外研修は、児童16人と引率３人の体制で、３泊４日

で実施する予定であります。子供文化鑑賞会は、９月10日に低学年、９月14日に高学年を

対象に実施いたします。内容は、演劇の予定であります。 
 ６目家庭教育学級開設費36万円、この目は町内５学級を開設しております家庭教育学級

の開設費であります。 
 ７目図書館管理費3,029万3,000円、この目は図書館及び教育文化センターの運営維持及

び職員の人件費であります。増は、職員の人件費であります。 
 以上です。 
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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。 
 ４番、差間議員。 
〇差間議員 厚内の公民館長のことでお聞きいたします。今の館長の藤川さんの定年に伴

って、かわりの館長としてどんな方法で置くのか。それで、現在決まったのかどうかを確

認したいと思います。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 お答えをいたします。 
 これは、役場の臨時職員とか、ほかのいろんな部署の臨時職員とかあるのですが、それ

を一括して厚内公民館長分も含めまして行政回覧をいたしました。それで、応募いただい

て、その中から２月23日に教育長に面接をしていただいて、現在のところ内定していると

いう状況でございます。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 当然館長を置くということで、前年度の予算書を見たら140万ぐらい違うと。

やはり地域の３地区の会館、これは行政主導型かまた独立した館長を置いてやるのか。私

は、非常に疑問に思っております。今の厚内の館長があのようにいて、かわりの人という

のは、いわゆる行政から派遣できないのか。出ることによって、マイナス面があるかどう

か、それをお聞きしたいと思います。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 お答えをいたします。 
 公民館、現在四つありますけれども、中央公民館を除きまして、３公民館とも開館以来、

地元の方、あるいはリタイアされた方を中心に、地元に住んでいる方を中心にこれまでご

委嘱申し上げ、公民館活動を展開していただいております。これは、厚内公民館も同じで

すけれども、今の館長の前の館長、貝出館長のときは、たまたま３月の下旬に家庭の都合

でできないということでありましたので、すぐに地元から館長さんを見つけることができ

なかったということで、現館長を教育委員会から派遣したということでございますので、

基本的には地元でやってくださる方があれば、ぜひお願いしたいなというふうに考えてお

ります。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 次長、私聞いているのは、いわゆる館長の手当、賞与、賞与は関係ないです

ね。いわゆる厚内のように職員を派遣できないものかと。地元から館長を出すということ

は当然経費かかりますから、それを聞いているのです。どのぐらいの差あるものか。今の

町職員の中で、これらの余剰がある、ないというのは別です。経費の面、ちょっと聞いて

おきたいのです、どのくらい差があるものか。かなりあるのでしょう、それは。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 ちょっとどういうふうにご説明していいかわからないのですが、例えば

現在の館長ですと、一般職の常勤の職員ですから、給与が恐らく40万ぐらいだと思います
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けれども、そういう方が行くと。それは、もちろんこちらの仕事もありますので、今厚内

はたしか週２日行っていると思いますけれども、その中の時間を割いて行くということで

あります。今回ご提案しているのは、７万2,000円をベースに考えておりますけれども、差

額と言えばその部分かなというふうに思いますけれども。 
〇水沢議長 ４番、差間議員。 
〇差間議員 ちょっと質問の仕方が悪かったのです、私。私の言っているのは兼務、今ま

でのようなスタイルでできるかできないかと。できるのであれば、週３回の職員の出張す

ることによって、かなり公民館、私わかりませんけれども、藤川さんを見ていて、非常に

よくやっていただいた。そういう意味なのです。もちろん職員ですから、そういう差は。

ちょっと聞き方悪かったのですけれども、そういうような方法がとれないのかどうかと、

それを聞いているわけです。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 最初に申し上げましたように、各地区の三つの公民館は、地元の方をま

ず第一に考えてこれまでやってきました。ですから、厚内公民館も同じように考えており

ます。それで、現在の体制の中から、教育委員会から１人だれかを派遣したらどうだとい

うことだと思いますけれども、その辺が非常に、職員の数も大変減ってきておりますし、

教育委員会の職員自体も減ってきておりますので、その辺が一番きついところなのです。

ですから、そういうこともありまして、地元で本当に適当な方があってやってくださると

いうことがあれば、ぜひ地元にお願いしたいなというふうに思っております。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 １点だけお伺いしたいのです。昨年もこの公民館長の人件費については相当

議論ありました、５万円でお任せしたいという形で。ここで７万2,000円、いろんな経費下

げながら、いろんな形でやっている中で、去年あれだけけんけんがくがくとして、該当者

がいますということで決まった形なのですけれども、この２万2,000円上げた根拠というの

は何ですか。それだけ一つ教えてください。 
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。 
 今お話ありましたように、昨年５万円をベースとしてご提案をさせていただきました。

それで、この予算審議の中で複数の議員さんからさまざまなご指摘をいただき、またご指

導いただいたわけであります。幸い予算自体は通していただきましたので、18年度執行さ

せていただきましたけれども、教育委員会といたしましてはそういった予算審議の経過、

それから我々が従来から考えていることをも踏まえまして、18年度はこれでやりましたけ

れども、19年度についてはぜひ見直しをしたいということであります。ですから、５万円

という金額が適当かどうかということについては我々ももちろん提案して議決もいただき

ましたけれども、ご指導いただいて適当ではないなということがありましたので、今回見

直しをさせていただきました。 
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 それで、算出の根拠、ベースですけれども、こういうことでございます。基本としてい

るのは、役場の臨時職員の賃金であります。役場の臨時職員の平成19年度の１日の金額は6,

000円です。これを８時間で割りますと１時間当たりの単位が出てきますけれども、１時間

750円ということになります。公民館長の勤務は、10時から６時までの６時間でございます

ので、これに６時間を掛けますと4,500ということになります。それで、4,500円に週４日

勤務の４週、16日を掛けますと７万2,000円という数字が出てきます。これがベースにした

いということでございます。それに、吉野公民館長につきましては、これは職員の通勤手

当相当分ですけれども、6,200円、それから上浦幌公民館長については、これも職員の住居

手当相当分ですけれども、7,400円をオンいたしました。それで、吉野公民館長については

７万8,200円、それから上浦幌公民館長については７万9,400円。現在内定をしております

厚内公民館長については、どちらの手当も必要がないということで７万2,000円ということ

にしております。 
 以上でございます。 
〇水沢議長 ６番、野村議員。 
〇野村議員 去年との差が、こじつけか何か知りませんけれども、去年の５万円がなぜそ

のような算出がなされなかったと、終わったことでございますけれども。これは、公民館

長は１年契約ということになるわけですね。すると、極端な話、今年こういう改定になり

ましたよと。金額も７万2,000円となれば、それでは去年より高いから申し込もうかという

人も出てこないとも限らない。この辺のことは、公募というか、賃金も含めた形で何とな

く内々で進めてしまって、去年は５万円だったけれども、今年は７万2,000円、約40％上が

るわけです、金額的には。こんなことはあり得ないのです、普通は。だから、最初の算出

が間違ったのかどうかは別にしましても、やっぱりこういうことがきちっと町民も理解す

るように、たまたま１年間５万で我慢したら、今年は７万2,000円、算出の根拠はこうだよ

と言われてもちょっと、金額が安くてやめたという人はいないと思いますけれども、やっ

ぱり大きな議論になったことは事実なのです。それを継続でこれだけ払いますからという

ことには、ちょっと地域の人も納得いかないと思うのですけれども。単年度契約であれば、

当然補償も、補償というか費用も、費用というか給料も変われば、ある程度公募なり知ら

しめて、継続なりすることが通常でないかと思うのですけれども、その辺についてはいか

がですか。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 公民館長につきましては、非常勤の特別職でございますので、本来でい

うと公募にはなじまない性質のものだろうというふうに思います。教育委員会が委嘱をす

ればそれで済むのですが、ただ手続上というか、公平性を期するために、たまたま今回厚

内公民館については現職の館長が定年退職でございましたので、公募いたしました。それ

から、去年も吉野公民館長が切れましたので、公募いたしました。ただ、１年の委嘱だか

ら毎年毎年公募ということにはやはりならないのではないかなというふうに思います。そ
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の方が勇退されるときに公募するというスタイルをとりたいなというふうに思っておりま

す。 
 それから、５万円から７万2,000円の関係ですけれども、これはやはり我々としても５万

から７万2,000円にする大義名分といいますか、これについては大変苦労というか、困った

なという感じなのですけれども、やっぱりまずいところを早く直した方がいいなというこ

とで、今回ご提案をさせていただいております。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 ３点ばかりお伺いいたします。 
 まず、１点目、陶芸窯の件につきまして、17年のときにいろいろと受け答えがありまし

て、陶芸窯は17年、18年の２年間、公民館に設置するという最終的な答弁をいただいてお

ります。その後、どのような状況に今後持っていくのかお伺いをいたしますということ１

点。 
 文化センターのパソコン、点検中の張り紙が２台とも張ってあります。どのような状況

で、点検中の紙がいつまで張られるのか、この件について１点。 
 それと、もう一点は、博物館の展示のことについてですけれども、平成11年12月に開町1

00年の記念にということで開館いたしました。大変立派なものが展示されております。こ

れについて、常設展示の場所と、それからこちらの入ったホールの左側のところのいろん

なものが飾って、おひな様とか、そのシーズン、シーズンに合わせたものを展示する場所。

それとあと、そこはよろしいのですけれども、中の石器ですとか土器だとか、ほかの土地

にはない、浦幌町の特別な展示物がありますが、そのほかのスペースありますよね。入っ

て右側の箱型の展示物のスペースが48個、げたとか、いろんな刃物とかありますよね。あ

そこの展示スペースは、今後どのように活用していくのか。その３点、ちょっとお伺いし

たいと思います。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 ３点、ご質問いただきましたけれども、２点目については総務課の所管

でございますので、１点目と３点目についてお話をいたします。 
 まず、陶芸窯の関係ですけれども、お話ありましたように、昔は食堂、その後教育研究

所が使っていた部屋ですけれども、そこに設置をさせていただいております。これにつき

ましては、今後もそのまま設置をさせていただいて、使用したいなというふうに考えてお

ります。 
 それから、博物館の方ですけれども、入って左側の50センチ角くらいの展示スペースが

あるのですが、そこに向かって左側の方に、まだ余剰のスペースがございます。オープン

のときには、ちょっと適当な資料がなかったものですから、あそこを展示できなかったの

ですが、今後寄贈された資料だとか、そういったものを含めて、あそこに追加の展示をし

ていきたいなというふうに考えております。 
〇水沢議長 総務課長。 
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〇山田総務課長 以前にも福原議員の方からいかがわしいメール関係が小学生なり中学生

が見ているよということなものですから、点検中ということで見えないようにはしている

のですが、補助事業で入れた関係もございまして、とりあえず会計検査が終わるまでは置

いておかなければならないかなとは考えているのですが、今後撤去したいというふうに考

えております。ただ、撤去しても、会計監査はいつ来るかわからないものですから、また

すぐもとに戻せるような状況にして置いておかなければならないというふうに考えており

ますので、ご了承お願いします。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 撤去するのが最良かどうかわからないのですけれども、いろいろと操作上、

可能な限りやはり来館者にも使っていただくような状態にしていくのが行政の指導ではな

いかと思うのです。それで、何でも処理しづらいものは撤去して知らん顔しているという

のではなく、もっと先のことを考えて、町民によりよいパソコンの指導も含めたいろんな

対応を考えていくのが行政の仕事ではないかと思いますので、その点のことをもう一回お

聞きしておきます。 
 それと、博物館のことなのでございますが、今次長の方から今後ちょっと対応したいと

いうことで、実際町民の方がいろんな古い紙幣などを寄贈しているという話も聞いており

ます。それで、いつ行っても寄贈されたものがそのままどこに入っているのか、お蔵の中

に入っているのか。お友達が町外から来たときに、なるべくだったら博物館などを見てい

ただいて、浦幌町の文化の推移を見ていただこうということで連れていくらしいのですが、

いつまでたっても同じ状態で、寄贈したものもさっぱり次の展示がされないまま、本当に

平成11年の開館以来、何の変化もなしにきていると、非常残念だと。もし人件費等のもの

が問題であれば、ボランティアでも何でも募って、博物館の展示等の協力をしたいという

町民の方もいるのです。それで、今次長の話ですと、これからやっていくというお話でし

たので、ぜひとも町民の意向も聞きながら、魅力のある博物館の展示をしていってほしい

というふうに要望をしておきます。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 博物館の展示の関係でございますけれども、年間博物館に資料の寄贈を

大体500点前後です。500点前後の資料をいただいているのですが、特に多いのは文書関係

なのですが、そういったもので展示できるものもありますし、それからできないものもあ

ると思いますけれども、先ほどお話しいただいたスペースについてはぜひ対応したいなと

いうふうに思います。 
 それと、近代博物館と言っていいと思うのですけれども、近代博物館の場合、一定のシ

ナリオに基づいて展示構成しておりますので、一部分だけ手直しということ、なかなか難

しいです。ですから、博物館の展示は通常10年たったら更新というのが普通のパターンな

のですが、最近はどこの自治体も財政は厳しいですから、なかなか10年で更新ということ

できないのですが、目安としては10年かなというふうに思っています。そのためには、あ
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の展示をかえるとなると億単位で金かかりますので、そういったことも含めてやらねばな

らないというふうに思います。それで、その部分だけではなくて、手直ししなければなら

ないこともありますが、計画的にやりたいなというふうに思っております。 
〇水沢議長 総務課長。 
〇山田総務課長 パソコンについては、町民になれていただくために設置しているのです

が、以前ご指摘あった時点にアクセスの制限をしたのですけれども、私どもより中学生の

方の機械をいじるのが優秀なものですから、迂回して何か入れるようなのです。そういう

こともあるものですから、何度も何度も設定を変えるということはできませんので、もう

一度検討はしてみますけれども、撤去の方向で考えたいなというふうに思っておりますし、

それからもう一つ、目的もなれていただくということで設置してあったものですから、大

体皆さんもなれてきたし、利用している方は同じ人ばかりなのです。そういうこともある

もので、アクセスの制限ができれば一番いいのですけれども、その辺も含めて再度検討し

てみます。 
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。 
 お諮りいたします。ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。 
（「異議なし」の声あり） 

〇水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、暫時休憩いたします。 
 

午前１１時４３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。 
 休憩前に引き続き審議を続けます。 
 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 106ページをお開きください。６項保健体育費、１目社会体育総務費651

万7,000円、この目は職員人件費及び社会体育全般に係る経費であります。増は、水泳教室

開催のための指導者を招聘するための委託料43万4,000円でございます。 
 ２目社会体育施設費2,895万7,000円、この目は野球場、健康公園、アイスアリーナ、ス

ピードスケートリンク、パークゴルフ場に要する経費であります。増は、11節需用費の消

耗品でパークゴルフ場用目土とホールカップ20個分であります。12節役務費の手数料は、

健康公園東側、道道に面して立っている樹木のうち枯れているものを、危険防止の観点か
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ら伐採処理するための費用であります。13節委託料のうち指定管理委託料は、平成18年度

から３カ年の期間で管理委託している３パークゴルフ場の管理委託料であります。 
 ３目総合スポーツセンター管理費1,965万3,000円、この目は総合スポーツセンターの管

理運営に要する経費で、増は燃料費で75万2,000円、備品購入費で室内用フットサルゴール

購入で24万9,000円であります。 
 ４目スイミングプール管理費1,180万9,000円、この目は浦幌スイミングプール管理に要

する経費であります。増は、燃料費で68万6,000円、修繕料で44万円。修繕料は、消火栓ホ

ース修繕、プール天井修繕、ろ過器修繕などの内容です。18節備品購入費は、券売機の購

入です。なお、平成18年度は６月20日から８月31日までのオープンでしたが、新年度につ

きましては６月20日から９月19日まで、実質３カ月間のオープンとする予定でおります。 
 ５目給食センター管理費7,037万4,000円、この目は学校給食センターの管理運営経費で

あります。平成19年度は、208日稼働、12万4,111食製造の予定であります。減は、職員人

件費のうち７節賃金、賃金の減は18年度末で定年退職者があったためであります。11節需

用費の賄い材料費の減は、児童生徒、教職員の減に伴うものであります。12節役務費の手

数料の減は、可燃ごみ袋の減です。13節委託料の減は、管理業務委託料の減で、給食配送

業務が平成18年度中途から変更となったための減であります。増のうち消耗品費は、給食

用食器を３カ年契約で更新するための費用で、初年度はポリプロピレン製の皿を強化磁器

製食器、直径14.5センチ、丸皿、1,400枚を購入予定であります。修繕料は、スライサー、

ＥＣＡ用おろし円盤プレート、蒸気用電磁弁などの修繕であります。13節委託料中、学校

給食用食材定期点検委託料４万円は新規で、大腸菌、黄色ブドウ球菌など４種目について、

年２回検査をするための費用です。18節備品購入費は、移動台、ホテルパンなど、調理業

務に必要な備品と厚内小学校に設置する常温コンテナの購入の予定であります。 
 以上です。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑はありませんか。 
 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 107ページの総合スポーツセンター管理費の関係でちょっとお聞きをしたい

と思います 
 最近救急救命講習等でＡＥＤ、自動対外式除細動器ということで、公共施設に、各方面

では設置がされているわけですけれども、それにつけ加えまして、学校ですとか中学校で

すとか、あと公共施設ということで、その設置を考えているのかどうなのか、その辺も含

めてお聞きしたいわけですけれども、昨今救急救命講習等で、心肺蘇生も含めて、その位

置づけが今重要視されているわけですけれども、今後設置を考えていくのかどうなのか、

その辺を含めてお聞きしたいと思います。 
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。 
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 予算要求の段階で総合スポーツセンターを含めてＡＥＤの設置について検討いたしまし

た。ただ、今回骨格予算ということもありましたので、我々としては設置したいなという

ふうに考えておりますけれども、６月の補正で予算要求して、認めていただければ設置し

たいなというふうに今のところは考えております。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 そういうことで、前向きに検討いただくということでご答弁いただいたわけ

ですけれども、これは最近は学校等にもそういう設置が多くなってきたわけですけれども、

その辺はいかがでしょうか。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 もちろんそういうことも含めて検討してまいりたいと思っております。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 108ページの給食センター管理費の関係でちょっとお伺いいたしたいと思い

ます。 
 全国的に今給食費を払わないという、そういった関係が津々浦々報道関係に対応されて

いる状況が多いと思います。そんな関係で、関連ございますので、浦幌町内校下において、

そういった関係はどのような状況になっているのか、もしあれであればお話をいただきた

いと思います。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 学校給食費の滞納の関係であります。今や社会問題化しているのかなと

いうふうな状況でありますけれども、本町におきましても給食費の滞納というのは、年に

よって差はありますけれども、累積の分がかなりふえております。17年度だけで申し上げ

ますと、15人で55万4,900円の滞納がありました。その前年までの部分も含めて現在までの、

18年度は別ですけれども、17年度までの累積の滞納額は、これはきょう現在の数字ですけ

れども、402万3,864円であります。実人員にして30人ということになります。ちなみに、1

7年度の滞納者は15人でありました。ですから、30人と15人は重複している部分がございま

すので、実人員としては30人ということであります。 
 以上です。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 今次長の方から詳しく細部にわたってのお話がございました。私は、先ほど

来いじめの問題の関係の状況が出てきている中に、こういった親の姿を見て育つ子供たち

が非常に何らかの影響を受けているのでないかなと、そんなことを常々思っています。私

も過去、本当に20年ぐらい前になりますけれども、浦幌小学校の役員をずっと長くやらせ

てもらって、最終的にはＰＴＡ会長になりました。その次に、浦幌中学校と、連続して十

数年の間、学校関係と先生方あるいは校長先生、ＰＴＡの、先ほど教育長言いましたよう

に、そういう人たちの連携、いい意味でのＰＴＡという組織をしっかりガードしながら対

応させてもらった時代もございました。そういう中で、先ほど来聞いていますと、うちの
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議員でも何人かの皆さんがいじめの関係に触れておりました。私は、そういう中で教育長

のお話しになりました学級全体で考えさせる、非常にすばらしいことだと思います。 
 私は、常々思っていることにこういうことがございます。思いやりという言葉がござい

ます。私の経験上、そういったものから培って覚えた問題で、思いっきりにやりおおす。

思いやりきりでございます。すなわち、こういうふうに相手にしてあげたから、こうして

ほしいという求めない気持ち、それが思いやりきりという言葉の持っている意味でござい

ます。 
 私は、そんな中で学校、今本当に子供たちも少ない、そしてまた親と、そして先生方、

学校と、そして社会との、この三つの連携が携わってこそ、本当にその地域のすばらしい

子供たちが生まれてくるのだな、そういうように常々思っているわけでございますけれど

も、その中で先ほど来教育長の言葉、そして次長の本当に切実なる答弁。しかしながら、

次長も、私も何回か過去に質問したことございますけれども、次長はまじめ過ぎて、要す

るにあけっ広げに、そういうふうに話ししないことが多い。ということは、教育という部

分に関すれば、ハート、これを持って話しできれば、私はいろいろな問題に通じてくるの

だな。そんな関係で、次長については学校の先生と違うように、教育という中にありなが

ら、違う意味での先生でございます。しかしながら、今は次長職にありながら、そういっ

たものを果たしてもらうには、やっぱり誠心誠意ハートで物をしゃべっていただければ、

すばらしい磨きがかかるのでないかなと、このように思っておりますので、ちょっと言い

にくいことでございますけれども、その辺肝に銘じて、またそういう中身で返答をしてい

ただければ、すごく幸いになるなと感じております。 
 そんなことで、私は今聞く給食費を親として、それは払わなければ払わないでいいのだ

よという、そういう風潮がふえてくるのは非常に危険なことだと思います。前にも話して

ございますけれども、私は浦幌町の公営住宅運営委員もやってございました。そんな関係

の中で、たまたま桜町という地域のそばにございます東山、そこで公営住宅費を払わない

人が何人かいました。その人たちの風潮によって、おまえたち、公営住宅費払っているの

か。おれたちは、もう何カ月も何年も払っていないぞという人の先導によってたくさんの

方の不払いが続きました。これは、大変なことだという中でその当時真剣に考えて、今現

在あるような弁護士の対応まで持っていった事例がございます。 
 そんな関係で、親と子供と、そしてそれを支える地域との連携を深めるためには、いま

一度、先ほど教育長が言った、学級全体に考えさせる。子供たちは子供たちのいい意味で

のヒューマンネットワークを持って、いい意味でのそういったいじめの関係が起こらない

状況にさせる。それが私は、先ほど申し上げた学校給食費の関係まで入ってくるのでない

かなと思います。親の気持ちに子供が、父さん、母さん、それは言わないと思います。だ

けれども、子供たちはそういった教育の姿勢の中に何かしら後ろめたさといいますか、そ

ういったものを感じるところがあると思いますので、その辺を是正するためにも、私は教

育委員会と、そして学校と、そして子供たちとのいい意味での連係プレーによってその辺
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のいじめ対策も除去していただく。そんな形の中で、何とか浦幌町にあってはそういうこ

とのない……先ほど来、私の仲間とも話しましたら、上浦幌の中でたまたま本別の学校に

行っている人方がいたという。さらにはまた、その過去５年、10年あるいは20年前かもわ

かりませんけれども、本別から上浦幌小学校に登校したこともあるという、逆の立場もあ

ったということを聞いてございます。そんな意味から、我が浦幌町にあっては、教育委員

会がもろ手を挙げて、そういった子供たちのいじめはもちろんのこと、給食費の不払いも

絶対なくすのだ。それには、やはり教育委員会自体あるいは役場の本庁舎の中の人間も入

れながら、いい意味でのネットワークの中でそういう親たちの不払いの関係を是正してい

くという、そういう気持ちをぜひ持ってもらいたい。その辺の関係を含めて、次長でも、

あるいは教育長でもいいです。不払いの問題に対してどういう対策をとるか、今後のそう

いう気持ちがあるか、ちょっとお話しいただきたいと思います。 
〇水沢議長 教育長。 
〇大谷教育長 ただいまの高橋議員にお答えいたします。 
 この給食費の未納につきましては、本当に今おっしゃったように、人間としての考え方

にも通ずるところが多分にありまして、大変現場としても苦労しているところであります。

しかしながら、この件につきましては、給食費関係につきましては、当然この責任は親に

あるわけで、そのことをもって各学級、子供たちの方に、そういうことについて話し合わ

せるということはいかがなものかなというふうに考えてございます。これまで以上に親に

もいろいろ話をしながら、ぜひ払っていただくような形で進めてまいりたいと、そんなふ

うに考えてございます。 
 終わります。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 教育長に、私は逆に子供たちにそういう給食費の不払いを告げることなく、

それは今教育長の言ったように、親と教育関係と、あるいは役場との関係の中でそういう

のは何とか早く、いち早く是正させていくようなことにしていただきたいと、このように

思っております。決してその中に子供を挟んではいけないと思います。それは、教育上わ

かります。そんな関係で、我々以上に日夜、日々そういったことに関して強く関心を持た

れて、どのように回収策を対応していくのかという、そういう考えはあると思います。そ

んな関係含めて、これは学校側の校長先生方ともそういった連携を深めながら、そして地

域の、またＰＴＡの関係もその辺は必要であれば、そういった関係も含めて対応策を考え

て見出していくという方が必要かと思います。そんな関係で、今言うように具体性を持っ

て、例えばこのような方法で何とかその対応策をとっていきたいというようなものがあれ

ば、再度また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 学校給食費については、全国的に未納が問題化して、どこの教育委員会

も決め手がない。決め手がないからこういう問題になってくるわけですけれども、町では
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ご承知のように町税等も含めた滞納徴収プロジェクトを持っております。学校給食費もそ

の中で対応しているわけであります。ご承知のように、この学校給食費の未納の方は、ほ

とんどが多重債務者です。ですから、給食費を払っていないという方は税も納めていない

とか、介護保険を全部払っていないとか、住宅料も払っていない、水道料も払っていない

というような方々ばかり、全員とは申し上げませんが、ほとんどがそういう方であります。

そういったときに、滞納プロジェクトで約束をして戸別訪問をして徴収に行くわけですけ

れども、そこに１万円の金があったとしたら、まず住宅料あるいは水道料といった、日々

基本的な生活に使われる方にその１万円を充当すると。その次に税に充当するということ

で、学校給食費は一番最後になるわけです。学校給食費は、払わなくても給食は出てくる

わけです。そういった意味で、教育委員会にとって給食費を滞納されている方々、それぞ

れいろんなことがあるとは思いますけれども、やっぱり徴収する方としては、結局最後に

なってくるということが一番の隘路です。ですから、これが税のように法的根拠があって、

徴収できれば一番いいのだろうと思いますけれども、学校給食費自体は民法の適用しか受

けませんので、やっぱり最後になるということが我々にとって一番つらいというところで

あります。ただ、日々努力をしなければなりませんし、毎年そういった滞納の方々には督

促をして、あるいは戸別訪問して徴収に当たっていますけれども、なかなか目立った効果

が上がらないということであろうというふうに思います。 
〇水沢議長 ９番、高橋議員。 
〇高橋議員 私は、ちょっと胸をなでおろすといいますか、今次長のお話では、生活に非

常に疲れているというか、厳しい人たちの中身が多いという状況を聞いて、胸を若干なで

おろしております。ただ、一般的には、報道関係によりますと、遊興費はあっても、親が

自分で遊ぶ金はあっても、給食費は払わないというケースが多いというのを、いろんな報

道関係、メディア関係で見るとそういう情報がたくさん流れております。そういう中で、

我が町に関してはそういう状況の中で、本当に生活が厳しい状況の中で子供にも、本当に

親として恥ずかしいけれども、給食費は払えないのだという状況であれば、私はそれはそ

れで、それほど大変厳しい、教育委員会の大きな問題でないなと、そういうふうに考える

わけでございますけれども、その辺十分把握をされた中で、今後早期支払いに持っていけ

るような対応を考慮していただきたいと思います。次長、そういう厳しい状況の家庭生活

にある人が払えないという中身の、その辺の状況で間違いないですね。それだけ最後に確

認します。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 先ほども申し上げましたように、学校給食費の滞納者のほとんどは多重

債務者でございます。そういったことから考えると、そういうことなのだろうなというふ

うに思います。ただ、戸別に当たって、あなたはなぜ払えないのかというような調査した

ことございませんので、厳密かと言われると、それはちょっとわかりませんけれども、マ

スコミ等によって払えるお金があるにもかかわらず、払わないというようなことが大きく
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報道されましたので、そういったケースもあるかもしれませんけれども、多くはやっぱり

生活が厳しいということであろうというふうに思います。それで、年明けましたから去年1

1月に教育委員会としては戸別の徴収とは別に、これは町の方もやりましたけれども、学校

給食の滞納している方を対象にした分割納入等の相談の日を設けました。実際に来ていた

だいたのはお一人でしたけれども、そういったことも毎年定期的にやっていかなければな

らないのかなというふうに考えております。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 ちょっと基本的なことで伺わせていただきます。 
 委託業務のことなのですけれども、この算定基準について伺いたいと思います。一般的

な管理委託料のときの人的な算定基準と、それから指定管理者に委託される場合の人的な

関係、もし基準的なものに差があれば、このことについて基準というものがあれば教えて

いただきたいなと。 
〇水沢議長 総務課長。 
〇山田総務課長 業務委託関係、清掃、それから管理なのですけれども、それらについて

は２通りありまして、一つは人的委託、これはユーエムさんの方なのですけれども、これ

は人的委託でやっております。それから、他の施設については入札制度をもって施設管理

関係はやっております。ですから、２通りの計算方法がありまして、一つはその会社が入

札によって委託の金額を定めるよというのと、もう一つは役場の方が算定しまして、人的

委託、年齢、それから経験年数に応じた委託の積算の方法ということで、この２通りで実

施しております。 
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 あわせまして、指定管理に係る委託の関係でございますけれ

ども、昨年もご説明申し上げましたけれども、内容的には直接人件費、それから福利厚生

費、物件費、維持費、それから直接業務費、また一般管理費という形の中で計算されてお

ります。直接人件費にかかわりましては、年間の総開館日数ですとか開園日数ですか、そ

れに合わせました単価等を計算しております。人件費にかかわりましては、町の方の委託

の絡みと変わらないと考えております。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 総体的な絡みの中の委託料の算定というのはわかったのですけれども、人的

なところについて、もう少し伺います。例えばそのときの委託をする物件に対してこうい

う人件費がかかる、特技があるとかないとか、それから相手方の会社を見ながら、あの人

の会社はこういう感じだから、このぐらいの年齢差で人件費を出すとかという状況なのか。

ちょっと私の説明が悪いかなとは思うのですけれども、例えば私を見て出していただける

のか、それとももっと若い方を目指して出していただけるのかという算定法があります。

それとも、平均に対して、例えばこれは人件費なら100人工、300人工だから何ぼだよ。先

ほど公民館長のときの算定法ございましたよね。臨時職員なら何ぼだ、それから追ってい
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く人件費という状況で出されるのかという、そういう人的なものに対しての算定の仕方を、

差し支えなければ伺いたいのですが。私の言っていること、わかってもらえなかったかな。 
〇水沢議長 総務課長。 
〇山田総務課長 人的委託を行っているのは、先ほど申し上げましたように、ユーエムに

人的委託を実施しております。その算定方法、採用等については、ユーエムという会社が

採用するわけですから、この金額で採用したいと。ユーエムの給料表、もちろんあります

から、それに基づいて経験年数だとか年齢とかを考慮して、この金額で委託したいという

ことを言ってきます。それに合わせて、町の方はそれが果たして適当かどうかということ

も勘案して、そして一番最初の給料は定めているという状況です。ですから、その会社に

よってとか、あるいは人によって金額を定めるということは行っておりません。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 ちょっと私の説明が悪いのかなと思いますけれども、例えば端的にここで教

育費の社会体育のところに13番の委託料ありますよね。ここに525万8,000円とあります。

これが何人の方に、３人かなと思ったりもするのですけれども、１人かなと思ったりもす

るのですけれども、その中でこれを算定するに当たりまして、業務によってはある程度年

齢の……ページは、107ページに一応記載してあります。単に私は人件費についてだけ伺っ

ているつもりなので、余り深く考えていただかなくて結構なのです。それで、その中で、

例えば管理をするに当たりまして、20歳の人が管理しても、55歳の人が管理しても同じだ

としますよね、同じものを見ているのですから。そのときに、会社が先に、これこれこう

いう人のこういう算定をしてきましたよといったときに、その基準はこちらでその人に対

して判断をして人件費をつくるのか、それとも逆に言えばこちらの方から、平均これだか

らこれぐらいの人件費でお願いしますよと言っていくのかなと。私は、指定管理者は大体

平均的なもので追うのかなと思ったつもりあるものですから、そういう質問をしたのです

けれども、よろしいでしょうか。 
〇水沢議長 総務課長。 
〇山田総務課長 社会体育の方の管理業務で申し上げますと、これは入札でございます。

ですから、５年前に入札した金額がもとになっておりますので、私どもの方はどの人を使

いなさいとか、そういう指示はしておりません。この社会体育の方で申しますとです。こ

れは、業者が入札で得ております。この仕事について幾らでとるよということで、業者が

入札でとっておりますので、私どもは何人使いなさいとか、あるいは若い人を使いなさい、

年寄りを使いなさいというやり方はやっておりません。この業務について、これだけ払い

ますよと。それによって、業者が入札をしてこの金額ということになっておりますので、

この金額は５年間というのはそう増減はないはずです、そのための入札ですから。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 おっしゃること、自分としてはわかります。でも、一番先に、僕なぜそうい

うように思ったかと。先ほど公民館長の算定方法がこうだよと言われたので、こういう関
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係でするのかなと思ったものですから、逆に言えば委託管理だったら何ぼ、今回指定管理

者だったら、完璧にこちらから提示しているわけですから、何ぼと。それに対して、すり

合わせみたいな形の中でお互いに指定管理者が決まるというふうに私は感じているのです

けれども、基本的に。ですから、そのときの業務管理する場合に、例えば芝刈りなら幾ら

だとか施設管理なら幾らだとかというものがあるのだとしたら、それはそれで聞きたいと

いうふうに今考えて質問したのですけれども。 
〇水沢議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 
 

午後 １時３１分  休憩 
午後 １時３４分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 総務課長。 
〇山田総務課長 まず最初に、委託の関係なのですけれども、委託については、先ほども

申し上げましたように人的委託と、それから業務委託。人的委託ということは、人によっ

て給料を定める、先ほど言ったユーエムが人的委託です。そのほかの委託業者ありますね、

３件あるのですけれども、その方たちはあくまでも入札でとっていて、それは５年前にさ

かのぼるのですけれども、その５年前のときには算定基準があります。それは、土木の人

件費だとか、そういうものをもろもろ役場の方で積算して、この金額については、例えば5

00万なら500万ですよということで提出して、それを入札して、業者がとっていくと。だか

ら、要するに年齢、若い人も年寄りも同じ金額と。私どもは、入札でとったものについて

は、何に使いなさいよとか、そういう指示は一切しておりません。 
 それから、もう一つの人的委託、これは先ほど申し上げましたようにユーエムしかあり

ませんので、ユーエムは自社の給料表に基づいて、経験年数だとか年齢等も考慮して、そ

して何号俸で採用したいというふうに役場の方に言ってきます。役場の方は、改めてそれ

を精査して、その金額ということでその人の人件費を出します。ですから、委託の中には

その２種類があるということを確認してください。だから、もちろん積算根拠も別々です。

今言う、入札でやるものと、それから人的委託、ユーエムさんがやっているものについて

は、入札方法と人的委託ですから、当然積算も異なってきます。 
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 では、あわせまして指定管理者の関係なのですけれども、指

定管理者の直接人件費にかかわることだと思うのですけれども、その内容につきましては

やはり仕事の内容というのでしょうか、管理、清掃、それから管理責任者、それから先ほ

ど出ました芝の管理業務ですとか、それぞれ１日当たりの単価が違ってございます。その

中身の中で、一応協定という形で委託するわけなのですけれども、幾らを払うかというの

は、それぞれ業者さんにお任せしているという形でございます。 
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 以上でございます。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 どっちかというと、今まちづくり政策課長の方がわかりやすかったです。実

際は、先ほど総務課長の方で言われたのは、今までユーエムで行われてきた、どっちかと

いうと清掃業務の方の人的委託の方のことをおっしゃりたかったと私は思います。あれは、

初めからそういう状況で入ったのですから、いたし方ない場合もあると思います。ですが、

これから指定管理者ということになっていきますと、自分らとしては、作業によっての時

間当たりの単価が違うのかな。最低賃金は、先ほど言われたように、私は１日6,000円ぐら

いから始まるのかなと。でも、そこへ至るときの先ほどの根拠が臨時職員の最低の賃金で

すよと言われました。その後、最終的に、そんなに高い金額ではないのですが、今までい

ろいろ委託業務がされていて、自分が思っているのは、もう少し高い位置の中で入ってい

て、そのダウン率といいますか、下がる率が余りにも強過ぎたのでないかという感じがし

ます。ですから、改めて今出されている委託管理業務についての賃金の最低基準をどのよ

うなところに置かれているのかということをお聞きしたかっただけです。ですから、決し

て私は高く出せと言っているわけではなくて、はっきりした根拠がないと、やっぱり仕事

していただいている方が納得しないのでないかなと。私らが聞くのは、おれは安くて安く

て、とてもどうもならないよな。でも、仕事ないから我慢しているというのが基本だった

ものですから、そんな出し方しているならちょっとせつないよねと私は言っています。で

すから、その中身を、こちらから算定した基準がどういう位置にあったのかということを

はっきりしていないと、やはり僕としては、たとえ今まで８時間仕事していたのが６時間

になったとしても納得しないのでないのかなというふうに思います。それだけのご質問だ

ったのですが、伺います。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 阿部議員、ユーエム等に行う人的委託と入札、指定管理者で行う委託の人件

費的なものは、支払われる段階で違うということをひとつご認識いただきたいと思います。

ユーエムについては、積算した金額どおり職員に支払われます、人的委託ですから。指定

管理者と入札制度の場合は、積算根拠はありますけれども、入札で下げてとる場合もあり

ます。そういう場合は、入札業者、入札で請け負った業者が、例えば私たちは３人で積算

しておりましても、２人でできると思ったら２人でやって、与えられた業務を２人でやっ

ても、１人でやっても、決められた事業をやっていただければいいわけなのです。指定管

理者もそうです。また、事業主が一生懸命やって、あと３人の部分を事業主と１人を使っ

て、また２人を使って仕事をしてもいいわけです。それによって、事業主にその人件費分

も入るわけですから、そういうのがあります。それから、指定管理者の入札の場合も、そ

の積算根拠となっているものありますけれども、それをもとにして、自分が幾らで払って

やるかという自由裁量も任されております。だから、そういう自由裁量があるからこそ、

指定管理者は民間活力としていろんな場面で、いろんな合理的な運営をしたりしながら、
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それぞれ利益が上がるといいますか、そのような運営をしていただきたいという形で指定

管理者制度を設けているわけですから、まずその二つを分けてお考えいただきたいなと考

えております。 
〇水沢議長 ８番、阿部議員。 
〇阿部議員 確かにそういうふうに言っていただけると、私がきょうと先日言ったことと

逆になってしまうのですけれども、そういう状況の中で理解はさせていただくことにしま

す。ただ、やはりそのことが決して我々がそうすれとか、望むことはあるのですけれども、

やはり受けていただいた業者の方が努力することによって伸びていける。職員の程度も上

がって、少し上げれるよと、今までどおりになるよというのが先日申し上げました有効利

用に対する努力なのかなと思います。ただ、先ほど前段のユーエムに対して、人的委託に

ついては改良が今のところないのかなと私思いますので、そのことで理解、とりあえずさ

せていただきます。この後出てくる指定管理者制度に対しても同じことが起きてくるのか

なと。本当に指定管理者なのかなということも、ちょっと私も疑問に思うところがあるも

のですから、とりあえずはまず人件費の算定基準について聞かせていただきました。 
 以上です。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 107ページの給食センターの方でお聞きをいたします。 
 先に16年３月に子供たちに安心な学校給食をということで質問をさせていただきました。

２年後の18年４月より十勝産小麦の100％のパンが子供たちに提供できるようになりまし

て、非常に喜ばしく思っております。また、18年３月に安全な食育体制づくりをというこ

とで一般質問をさせていただきました。いろいろとそれぞれに努力を委員会の方でもなさ

っているかと思いますが、このときに私が学校の栄養教諭を事業の中の一環として各学校

に派遣して指導していただきたいという要請をしたつもりでおります。その後、その対応

はどのようになっているかということをお聞きしたいのが１点。 
 それから、給食の内容の地産地消ということについても、常々地元のとれたものを子供

たちによりおいしい状態で食べさせてほしいというお願いもずっとしてきたつもりでござ

います。これの実績というか、いろいろなことを試みておられるのでないかと思いますが、

報告があれば、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 ただいまの２点の関係についてご説明をいたします。 
 学校給食センターでは、９月を浦幌みのり給食月間と定めまして、その前後の日程も含

めて事業展開を行いました。まず、月間に関する広報活動として、給食だよりの発行５回、

「広報うらほろ」による特集を２回、これは食育の関係の特集でございます。それから、

一般紙による報道２回、その他学校だよりの掲載などを行いました。また、今ご質問があ

りました学校給食センターの学校栄養職員の学校訪問ですけれども、各学校からの要望を

取りまとめました結果、６校中５校から要望がありましたので、９月から10月にかけまし
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て５校８学級、121人を対象に事業を行いました。 
 それから、みのり給食の関係でございますけれども、当初３日間の予定でスタートいた

しましたけれども、最終的には浦幌和牛改良組合と浦幌農協のご協力によりまして、新た

に浦幌和牛のハンバーグが加わりまして、４日間の実施ということになっております。そ

のみのり給食月間で使用しました浦幌産の食材は、西洋カボチャ、ニンジン、キャベツ、

タマネギ、ジャガイモ、ゴボウ、大根、調理用牛乳、小豆、サケでございます。そういう

形で、18年度は執行させていただきました。 
 以上です。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 徐々に浸透させていただいていると思います。これを継続的にやはりやって

いってほしいと。回数もなるべくでしたらふやしてほしいというふうな要望もございます

ので、６校中５校、１校がどのような意味合いでなされなかったか、よく実態は把握して

おりませんが、栄養教諭の方もいろいろと努力なされていることと思いますので、これも

引き続き実施をしていただきたい。本当にみのり給食も子供たちは非常に喜んで、おいし

かったという報告も新聞にも出ていましたし、子供たちも地元のもの、こんなおいしいも

のがあるのだということで喜んでおりましたので、ぜひこれも回数を、予算的なものもあ

るのでしょうが、回数をふやすような形で持っていっていただきたいというふうに要望を

しておきます。 
〇水沢議長 教育次長。 
〇後藤教育次長 ６校中５校から要望がありましたので、その５校について対応させてい

ただきましたけれども、１校、ご都合があったのだと思いますけれども、今年度はできな

かったということであります。今お話ありましたように、この事業は新年度ももちろん続

けていく予定ですし、それから拡充もしていきたいというふうに思っておりますので、ま

た日ごろご協力をお願いしたいというふうに思います。 
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、保健体育費の質疑を打ち切らさせていただきます。 
 次に、11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目公共土木施設災害

応急費、本年度予算46万円、この目につきましては災害発生時における応急費に係る経費

の内容であります。減の内容につきましては、負担金、補助及び交付金の５万円でござい

ます。15節工事請負費については、説明資料26ページのとおりでございます。 
 以上でございます。 
〇中川産業課長 ２項農林水産施設災害復旧費、１目農業施設災害応急費、予算額24万5,

000円、これにつきましては農業施設災害が発生したときにおける応急費の内容でございま

 37



す。15節の工事請負費につきましては、説明資料26ページのとおりでございます。 
 ２目水産業施設災害応急費、予算額50万円、これにつきましては水産業に係る災害が発

生したときに応急費として活用すると。特に漂着流木の処理にこの予算を充てたいという

ふうに考えております。 
 以上でございます。 
〇山田総務課長 12款１項公債費、１目元金10億815万3,000円、２目利子１億5,157万2,0

00円、３目公債諸費９万7,000円。 
 13款諸支出金、１項１目過年度支出金１万円。 
 14款１項１目予備費100万。 
 次の附表を見ていただきたいのですが、附表の１ページから５ページにつきましては、

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の

見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書でありますので、ごらんおき願いた

いと思います。 
 次に、附表の６ページをお開きください。６ページにつきましては、地方債の前々年度

末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高見込みに関する調書でご

ざいますが、これについてはごらんおき願いたいと思いますが、左側から５列目の当該年

度中元金償還見込額の一番下の計の欄でございますが、ここに10億815万3,000円となって

おりますが、これについては先ほど申し上げました公債費の元金の額となっておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 
 以上です。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 質疑がないようですので、予備費までの質疑を打ち切らさせていただきます。 
 以上で歳出の質疑は終わりましたが、質疑漏れのある方については後ほど全体を通じて

質疑を受けたいと思いますので、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 １時５３分  休憩 
午後 ２時１７分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
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 休憩前に引き続き審議を続行します。 
 これより歳入の審議に入ります。 
 初めに、１款町税から12款使用料及び手数料までの説明を求めます。 
 町民課長。 
〇亀山町民課長 11ページをお開き願います。あわせて一般会計予算説明資料の２ページ

から３ページをご参照願います。１款町税、１項町民税、１目個人、本年度予算額２億62

5万円、前年度当初予算比で3,660万円、21.6％増の内容です。平成19年度分の町民税の税

率は、所得税から住民税の税源委譲により、原則これまでの３％から10％までの累進税率

から一律６％の比例税率化による増額並びに平成18年度をもって終了した定率減税による

増、老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置３分の２の負担増、所得税と個人住民税の人

的控除の差に起因する負担増を調整するために新たに調整控除が設けられたことによる減

を見込んでおりますが、平成18年分課税標準所得額の見積もりにおいて、農業所得は昨年

の農業被害を考慮して10％の減、その他の各所得においても対前年度比５％から最大50％

の減収を見込んで積算しております。 
 ２目法人、本年度予算額3,080万5,000円、この税目は法人数143法人に係るものでござい

ます。前年度当初予算比で189万6,000円、5.8％減の内容となっておりますが、これは均等

割において６号法人１減、７号法人５減、９号法人８増の内容で、差し引き48万円の減。

税割において、道内、町内の経済動向から課税標準額で1,000万円の減、税額で147万円の

減を見込んで積算しております。 
 ２項１目固定資産税、本年度予算額２億6,009万円、この税目の内訳は土地で4,792万4,

000円、家屋で１億1,542万9,000円、償却資産で9,588万7,000円、滞納繰り越し分で85万円

の内容です。前年度当初予算比で159万2,000円、0.6％増の内容でございます。 
 ２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額172万5,000円、この目につきましては

国等が所有する固定資産を有償で貸し付けしている場合、その固定資産税相当分が市町村

に交付されるものでございます。なお、日本郵政公社が所有する固定資産については、固

定資産税相当額が交付されますが、そのうちの償却資産分については後日総務大臣からの

割り当てがあり、確定した段階で追加補正を予定いたしておりますので、よろしくお願い

いたします。 
 ３項１目軽自動車税、本年度予算額1,074万円、この税目につきましては原動機付自転車

を初めとする軽自動車11車種、3,021台の登録に係るものでございます。前年度当初予算比

で14万2,000円、1.3％増の内容です。 
 ４項１目町たばこ税、本年度予算額4,447万1,000円、昨年７月からのたばこ小売価格の

値上げにより禁煙する方がふえて、毎月の消費量が大きく減少しているため１本当たりの

税額はふえていますが、対前年度当初比で24万6,000円、0.6％微増の内容でございます。 
 なお、入湯税は廃項、廃目整理とさせていただきます。 
 以上です。 
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〇山田総務課長 ２款から10款までについては、予算説明資料３ページ、４ページに記載

してありますので、説明を省略いたします。 
 ２款地方譲与税、１項１目自動車重量譲与税、本年度予算額9,300万円。 
 ２項１目地方道路譲与税3,300万円。 
 所得譲与税は、廃目です。 
 ３款１項１目利子割交付金150万円。 
 ４款１項１目配当割交付金50万円。 
 ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金40万円。 
 ６款１項１目地方消費税交付金6,400万円。 
 ７款１項１目自動車取得税交付金3,800万円。 
 ８款１項１目地方特例交付金150万円。 
 14ページをお開きください。２項１目特例交付金250万円。 
 ９款１項１目地方交付税30億500万円。 
 10款１項１目交通安全対策特別交付金150万円。 
 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1,532万7,000円、主な増

額につきましては農業開発公社貸付肉用牛償還分担金531万7,000円、中浦幌、幾千世地区

畑総整備事業の実施に伴う受益者負担金600万円の増の内容であります。 
 ２項負担金、１目民生費負担金１億1,931万1,000円、主な増額は重度心身障害者医療費

負担金200万円、主な減は保育所園児の減少に伴う認可保育所保育料201万6,000円、養護老

人ホーム措置費の単価改定による2,107万4,000円の減額、在宅福祉支援事業利用者費用徴

収金につきましては事業者への移行に伴う139万4,000円の減額が内容であります。 
 ２目衛生費負担金10万円。 
 ３目農林水産業費負担金2,562万円。 
 ４目教育費負担金2,544万1,000円、主な減につきましては園児、児童生徒数の減少に伴

う学校給食、幼稚園給食負担金227万4,000円の減額の内容であります。 
 16ページをお開きください。12款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料44万2,

000円。 
 ２目民生使用料3,082万6,000円、主な増額は老人ホームの介護サービス実施に伴うサー

ビス計画使用料、介護報酬2,818万4,000円の増の内容であります。 
 ３目衛生使用料55万4,000円、主な減額は指定管理者移行に伴う公衆浴場使用料318万円

の減額の内容であります。 
 ４目農林水産業使用料68万5,000円。 
 ５目土木使用料１億71万7,000円、主な減額は公営住宅、改良住宅、特定公共賃貸住宅使

用料648万1,000円の減額の内容であります。 
 ６目教育使用料1,489万8,000円、主な減額は園児減少に伴う幼稚園、保育使用料の52万7,

000円、保健体育使用料の108万9,000円の減額の内容であります。 
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 ２項手数料、１目総務手数料340万9,000円。 
 18ページをお開きください。２目衛生手数料974万9,000円、主な減額はごみの減量に伴

うごみ処理手数料412万円の減額の内容であります。 
 ３目農林水産業手数料５万1,000円。 
 ４目教育手数料1,000円。 
 以上です。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。 
 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 11ページ、１款２項２目国有資産等所在市町村交付金の関係だと思うのです

が、私もちょっとわからないことなので、教えていただきたいと思いますが、国営農地防

災事業で１基40億と言われている機場排水が順次町に移管されますね。そのことに関連し

て、事業費40億でも、まさか資産40億は認められないと思うのですが、これが今質問して

いる交付金対象というか、税金対象になっていくのかどうか。本年度は多分、これはなっ

たとしても入っていないと思うのですが、最初の養老の機場でも１年間試験供用、20年度

に移管ということだと思うのですが、お金の入ってくる対象になるのかどうか、ちょっと

教えていただきたい。 
〇水沢議長 町民課長。 
〇亀山町民課長 先ほども説明の中で申し上げましたが、国等が所有する、国、道でござ

います、日本郵政公社もあるわけですが、所有している固定資産を有償で貸し付けしてい

る場合、例えば官舎を職員に貸し付けしているというふうな場合の、そのときに初めて交

付金の対象になるということで、今言われている施設については、その対象とはならない

ものというふうに思いますので、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、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 13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金6,485万2,000

円、主な増減につきましては制度改正に伴う児童手当負担金250万円の増、訓練等サービス

給付費負担金2,401万6,000円の増額は、制度改正により支援費国庫負担金2,466万4,000円

が包括されております。知的障害者援護医療費61万1,000円、更生医療給付費負担金92万7,

000円についても自立支援医療給付費国庫負担金130万1,000円に包括されております。 
 ２目衛生費国庫負担金132万6,000円。 
 ２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金550万3,000円、主な増減は障害者在宅支援事業

補助金221万5,000円は、制度改正により地域生活支援事業補助金240万9,000円に一本化さ

れております。 
 ２目土木費国庫補助金6,420万円、主な減額は事業量の減少に伴う地方道路整備臨時交付
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金1,740万の減の内容であります。 
 ３目教育費国庫補助金14万5,000円。 
 ３項委託金、１目総務費委託金６万円。 
 ２目民生費委託金249万7,000円。 
 ３目農林水産業費費委託金300万円。 
 20ページをお開きください。14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金988万8,

000円。 
 ２目民生費道負担金6,780万4,000円、主な増減は制度改正に伴う児童手当246万2,000円

の増額、訓練等サービス給付費負担金1,200万8,000円の増額は制度改正により支援費道負

担金1,233万1,000円に包括されております。知的障害者援護医療費道負担金30万5,000円、

更生医療給付費46万4,000円についても自立支援医療給付費道負担金65万円に包括されて

おります。 
 ３目衛生費道負担金132万6,000円。 
 ２項道補助金、１目総務費補助金８万1,000円。 
 ２目民生費補助金2,447万3,000円、主な増減は障害者自立支援法円滑化特別対策事業補

助金323万3,000円の増額、地域政策総合事業で18年度実施の庁舎多目的トイレ補助金112

万5,000円が減額になっております。在宅介護支援センター運営事業費の補助金は、介護保

険へ移行による675万円の減額の内容であります。 
 ３目衛生費補助金307万5,000円。 
 ４目農林水産業費補助金4,148万8,000円、主な増額は中浦幌、幾千世地区農村地域づく

り促進特別対策事業の実施に伴う補助金500万円の増、21世紀北の森づくり推進事業補助金

は事業量の増による310万円の増額であります。主な減額は、農業生産総合対策事業補助金

は事業終了により2,319万5,000円の減、農業委員会活動促進事業補助金127万6,000円の減、

基盤整備促進事業補助金は事業終了により395万円の減、森林整備地域活動支援交付金は事

業終了により3,337万5,000円の減額の内容であります。 
 次に、22ページをお開きください。３項委託金、１目総務費委託金2,566万8,000円、主

な増額は税源委譲に伴う道税徴収取り扱い委託金579万6,000円の増、選挙委託金で４月の

知事選挙、７月の参議院選挙の実施予定による委託金1,418万円の増額の内容であります。 
 ２目衛生費委託金１万5,000円。 
 ３目農林水産業費委託金1,341万6,000円、主な増額は道営土地改良事業の事業量の増加

に伴う監督委託金75万円、権限委譲による事務交付金22万3,000円の増額の内容であります。 
 ４目商工費委託金136万6,000円。 
 ５目土木費委託金373万7,000円。 
 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入2,251万円、主な減額は教員住宅貸

付収入は学級数の減に伴い、教員数の減員による143万7,000円の減額の内容であります。 
 24ページをお開きください。２目利子及び配当金23万7,000円。 
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 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入50万円。 
 ２目物品売払収入103万8,000円、主な増額はリサイクル有価物販売収入87万4,000円増額

の内容であります。 
 16款１項寄附金、１目一般寄附金１万円。 
 ２目指定寄附金１万円。 
 17款繰入金、１項１目基金繰入金3,180万円、主な減額は各基金繰入金１億2,021万5,00

0円減額の内容であります。 
 ２項他会計繰入金、１目介護保険特別会計繰入金1,000円。 
 ２目老人保健特別会計繰入金2,000円。 
 18款１項１目繰越金3,000万円。 
 19款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金20万円。 
 ２目加算金1,000円。 
 ３目過料1,000円。 
 ２項１目町預金利子５万円。 
 ３項貸付金元利収入、１目中小企業融資貸付金元金収入4,000万円。 
 26ページをお開きください。２目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入177万2,000円。 
 ３目地域総合整備財団貸付金元利収入2,236万円。 
 ４目介護経営貸付金元金収入6,200万円。 
 ５目株式会社ユーエム貸付金元金収入1,500万円。 
 ６目医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入84万円。 
 浦幌町高齢者生産活動センター委託業務貸付金元金収入は、廃目であります。 
 ４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入257万4,000円、これにつきましては常室簡

易郵便局の受託料は浦幌郵便局より直接受託者に支払われていましたが、郵政民営化に伴

い簡易郵便局は財務省の銀行業みなし許可が必要となり、再委託ができなく、受託料及び

取り扱い手数料は町の歳入になり、257万4,000円を計上しております。 
 ２目農業費受託事業収入701万1,000円、主な減額は資源リサイクル畜産環境整備事業の

事業量の減少による受託事業収入135万1,000円の減額の内容であります。 
 ５項１目雑入734万1,000円、主な減額は釧路産炭地域振興助成金330万円、農業技術拠点

施設電気使用料等53万円の減額の内容であります。 
 ２目過年度収入１万円。 
 20款１項町債、１目総務債１億8,500万円。 
 ２目農林水産業債7,820万円。 
 28ページをお開きください。３目土木債4,280万円。 
 消防債は、廃目です。 
 以上で歳入の説明を終わります。よろしくご審議願います。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
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 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、これで質疑を終わります。 
 ここで歳出を含め、一般会計全体の質疑を受けたいと思います。全体の質疑ありません

か。 
 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 款項には属さないと思うのですが、質問の趣旨としては、地方公務員、いわ

ゆる今お聞きしたいのは、町役場職員の地方公務員としての立場でのいろんな給与以外の

報酬をもってする仕事に関する判断といいますか、そのことについてお伺いをしたいと思

います。 
 まず、１点目は……その前に、あくまでもこれは私は個人的なことの追及とか、そうい

う目的ではなく、この中にも30代、40代、50代になられて、各自治会、町内会、行政区で

行政区長さんやられた役場職員の方も当然おられるし、今もおられるかもしれない。そう

いう中で、一般論として論議をしたいだけで、個人的な追及とか、そういう目的は持って

おりませんので、まずお断りをしておきたいと思います。 
 そういう中で、行政区長に役場の職員も随分なられて貢献されている、これは結構なこ

とだと思うのです。当然役場職員といえども地域の重要な人材ですから、結構だろうと思

うのですが、行政区の設置法の６条には、この予算書でもそうですが、報酬という名前で

６万円支給するというふうになっています。このことを、私は地方公務員法に違反すると

は思っていないのです。ただ、昨年の議会で、町の職員が外へ出て講演したときの謝礼を

受け取っていないという町長の答弁がありました。そのこととの整合性はどうなのだろう

か。まず、これを確認しておきたいと思います。地方公務員は、報酬を得て事業もしくは

事務にも従事してはならないという地方公務員法の28条の１項にありますよね。それから、

そのことについては任命権者が許可をすればいい。非常に幅広い判断の項目も冒頭に書い

てあります。ですから、町長が許せば行政区長もいいのだろうと。ですから、講演に行っ

ても、町長許せば講演料をいただいてもいいのでないかと、こういう判断もあるわけです。

今私がどっちだということで追及をしたいということではなくて、この町長答弁と地方公

務員法に書いてあることの整合性というか、そのことをちょっと質問したいと思います。 
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 ただいまの質問にお答えしたいと思います。 
 まず、行政区長という観点からお話ししたいと思います。ちょっと長くなりますけれど

も、よろしくお願いいたします。行政区長並びに今後指定管理者の関係も出てくるわけな

のですけれども、そういう代表の立場ということも今後出てまいります。それで、地方公

務員法第35条によりまして、法律または条例により特別の定めがある場合は職務専念義務

の特例が認められることになっているということでございます。本町の職務に専念する義

務の特例に関する条例及び同規則では、次のように定めております。職務に専念する義務
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の特例に関する規則、抜粋でございますけれども、その目的につきましては、第１条、こ

の規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例第２条第１項第３号の規定に基づき、

職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。第２条、特例に関してです

が、前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。関係のところだけ読み上げたいと思い

ます。（８）町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合、それから（10）

町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼

ね、その事務を行う場合、（14）前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

という形になってございます。 
 では、本町の条例において行政区長についてはどのように規定されているのか。先ほど

の杉江議員の説明とかぶるかもしれませんけれども、浦幌町行政区設置条例、これも抜粋

でございますけれども、行政区の区長、第３条、行政区に区長を置く。２項、区長は区域

内の住民の推せんにより町長が委嘱する。５項、区長は非常勤とする。それから、所掌事

務…… 
（「議長、条例の説明は私知っているから、その判断をさっき求めただけです 
 から」の声あり）                          

〇水沢議長 簡潔に答弁願います。 
〇亀山町民課長 浦幌町行政区設置条例において行政区長は町長の委嘱により任命される

もので、その条例等に合わせまして非常勤特別職の職員に準じ報酬及び費用弁償を初め、

その仕事中で起きた公務災害の対象としても扱っている。よって、職務に専念する義務の

特例に関する規則第２条第８号や同条第10号には該当しないが、同条第14号の任命権者が

特に認める場合に該当するものと解されるということで、行政区長は認められるという形

で判断させていただいております。 
〇水沢議長 総務課長。 
〇山田総務課長 職員が他の場所に行って講演をして謝礼をもらうということでございま

すが、これについては職務専念義務免除許可をいただいて講演に行く場合については問題

ありません。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 私も先ほど質問の中で申し上げているように、違反するとは思っていないの

です。ですから、違反しないのだから、職員の皆さんも大いに区長を引き受けて頑張って

いただきたい、そう思うのです。 
 それで、先ほど35条の朗読がありましたけれども、それも私ずっと認識しています。そ

れから、38条において、この規則、判断基準を設けるようになっています。地方公務員法

では人事委員会がとなっていますけれども、浦幌は人事委員会ありませんよね。調べたと

ころ、公平委員会の規則として、規則の５号に基準はこんなものだよと載っている。皆さ

ん公務員ですから、私が今説明しなくても十分把握していると思うのですが、ほとんどの

条項で違反ではないようになっているのです。しかし、一般の住民は公務員はアルバイト
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禁止だよ、給料以外の報酬禁止だよと思っています。そうでないですか、皆さん。絶対思

っているのです。しかし、こうやって調べると、何も悪いなんて、どこにも書いていない

です。そうでしょう。それで、疑問に思うのです。だからといって、どんどん、どんどん

報酬もらったり、指定管理者か請負業者かどうか、これはあと残っている15号の議案に出

てくると思うのですが、そのことも関連して私あるから、こういう場所で質問しているの

ですけれども、どんどん拡大解釈していっていいのかなと。任命権者が認めればいい。そ

れで、地方公務員法の38条の事例の中に農家やっていて公務員やったらだめだと書いてあ

るのです。ところが、お寺の住職や何かはびっちりでないから、お布施もらってもいいと

書いているのです。どうも不思議だなと思うのです。しかし、これも判断なのです。です

から、公立大学の講師が講演やって謝礼いただいても違反でないと、こういう例もあるよ

うですし、非常に判断の基準は私にはわかりません。先ほど言った公平委員会の５号の規

定も、みんなこういう、例えば利害関係があり、またその発生のおそれがある場合とか、

事業もしくは事務との特別な関係、利害関係が発生する予想されるとか、職員の身分上ふ

さわしからぬ性質を持っているとか、そういう言い方して、だれもこれ反対できないです

よね、こういう基準書いてあっても、判断基準をつくってあっても。 
 それで、私は法律とか、違反しないとか、それから抵触するとか疑わしいとかでなくて、

倫理上どうなのだと。どんどんこういう判断を拡大していくのはどうなのだと、私は確認

をしておきたいのです。町長か助役、どうでしょうか。 
〇水沢議長 町長。 
〇八木町長 行政区長等については、そういうことで認められているということだから、

結構なことでないかなと思います。また、講演等に行った場合もそういう手続をしていけ

ばいいということですから、それがまた認められているということであれば、これはやむ

を得ないことかなと思っています。ただ、どんどん拡大していいかどうかということにつ

いては、それぞれの事案について、やはりその場合、その場所できちっと判断していかな

ければならないというふうに考えております。ただ、一般論でどうかというお答えはでき

ないのでないかなというふ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 町長言われるのはもっともで、私もそこまでしか思っていないのです。思っ

ていないのだけれども、どうも変だなと思いませんか、皆さん。 
 そういうことで、調べれば調べるほど抵触するとか違反になるような内容は、みんな任

命権者がこれを認めればということで、みんな認めているのです。ですから、どちらかと

いえば危うきに近寄らず、そこそこのところでやっぱり歯どめ、この辺まではいいけれど

も、やめましょうやという。これ以上はもう無理ですよというのは、やっぱり任命権者が

ある程度のところでとどめをしないとだめでないかなと。また議案の15号のところで質問

させていただきますけれども、どうもすっきりしないなという思いがしておりますから、

この辺のことについても、これは町長、さっき答弁と違って、これはもう具体的な出てき
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た例ですから。これはいいと思って、例えば議案に出した以上は、町長は任命権者として

問題ないという判断で議案として出してきたというふうに判断しておりますけれども、ど

うも私は釈然としないということを申し上げておきます。これに対して、もう一回答弁く

ださい。 
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 営利企業等にかかわる従事制限というのが先ほどお話出まし

たけれども、第38条の関連の中で出てきております。その条項もちょっと読み上げてみた

いと思いますけれども…… 
（「いい」の声あり） 

〇佐藤まちづくり政策課長 よろしいですか。 
 どちらにいたしましても、指定管理者の関係で町職が運営委員会の代表という形の中で、

議案第15号の絡みの中であす提案させていただきますけれども、近年役場職員が行政区長

に任命されるということが大変最近多くなってきてございます。そういう観点で、今回偶

然運営委員の委員長さんが役場職員という形になりましたけれども、それも年度年度でま

た運営委員さんの代表さん、運営委員会の代表はかわってまいります。かわった段階で、

また代表者の変更等、申請上げていただいて、協定等をまた結んでいく形になっていくこ

とになっておりますけれども、そういう中身で判断していかなければいけないかなと考え

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 最終的には、指定管理者のところに論議が行きますので、これはあすの、あ

すになるかあさってになるかわかりませんけれども、15号の議案のところでもう一度発言

させていただきますので、これで終わります。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 ４点ばかりお伺いいたします。 
 予算書の55ページの中の３款２項児童福祉費の５目児童会館運営費35万3,000円という

ことで、これは年間でどのぐらいの使用実績があって、毎年このぐらいの予算をとってい

るのですが、使用目的と回数等を、実態がわかればお聞きしたいと。 
 それと、それにあわせて公共施設の遊休施設、使われていない施設がたくさんあると思

います。それの有効利用の町としての再利用、これをどのように考えているかお聞きした

いのが１点。 
 それと、83ページ、８款１項土木管理費の１目土木総務費、13節の委託料、昨年同様39

0万、道路調査委託料として計上されております。昨年、今年と390万、昨年、18年度の決

算額はわかりません。でも、17年度は200万の計上で決算額が287万2,500円ということで決

算されております。これについて、どのような調査の内容で毎年実施されているか。これ

は、職員対応はできない内容のものであるかどうか、これをお聞かせいただきたいという
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ふうに思います。 
 それと、96ページ、先ほど先輩議員からいじめの問題等の話がございました。私も一般

質問でいろいろと質問をいたしました。あの時点で実態は把握しておりましたが、余り大

げさに騒ぎ立てては、かえって子供たちに弊害が来すからなというような、ちょっとそう

いう気持ちがありましたので、努めて穏便にというか、精査しながら対処しているという

答弁をいただきましたので、深く追及はしなかったのですが、きょうのいろいろなやりと

りを聞いていまして、いじめた側の対応を今後どのように浦幌町の教育委員会としてやっ

ていくのかということも、国の段階でも今いろいろと委員会等を設置してやっております

が、なるべく早く、実例があるのであれば、いじめた側の対応も含めた浦幌町の考え方を

お聞かせしていただきたいというふうに思っております。 
 それと、もう一点、青少年の健全育成条例の施行ということで、４月１日から北海道青

少年健全育成条例が施行することになっております。青少年を取り巻く社会環境の変化な

どを踏まえて、道ではこういう条例を改正して、家庭や学校、地域社会での連携を深めな

がら健全育成を進めるということで、私も12月の一般質問で有害図書の自販機の設置状況

等のお話をさせていただきました。これが４月１日から施行されるということになれば、

当然町村にもおりてくると思いますので、この点についても速やかな対処をしていただけ

るかどうかということをお伺いしたい。この４点、お願いいたします。 
〇水沢議長 保健福祉課長。 
〇上村保健福祉課長 私の方から、１点目と４点目の関係について説明させていただきた

いと思います。 
 まず、予算の15ページございます児童館運営費の関係でございますが、これにつきまし

ては常室児童館の管理運営に係る経費ということで計上させていただいております。これ

らの常室児童館につきましては、円山、常室、常豊の３行政区長さんにお願いをして管理

をしていただいている内容でございます。３行政区として、行政区で使うのは年５回ぐら

いというふうに聞いておりますし、常室と常豊老人クラブ等が年30回というふうになって

おります。その中で、老人クラブの会長さんにもかぎを持っていただきながら有効利用し

ていただいているという内容でございます。これらについては、常室に旧小学校があった

のですが、その廃校になったときに常室小学校を使っていただくような話し合いもしまし

たけれども、そちらの方は地域で使わないということで、この常室児童館を使いたいとい

うことで、このような予算組みをしているということでございます。 
 あと、この他の生活館等の有効利用については、後ほど総務課長の方からお答えします。 
 それから、４点目の青少年健全育成条例、道の方で改正になって、４月１日から施行す

るという中で、昨年12月だと思いますが、福原議員さんの方から有害図書の関係、特にご

指摘がございまして、これらの対応については青少年問題協議会等に諮りながら、事実そ

の図書販売機に有害図書が入っていた事実がございまして、地権者の方にご指導、ご協力

を賜るような文書を協議会会長名でつくりまして、じきじき私どもが地権者の方に撤去に
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ついて要請をしています。また、今後道の条例を見まして、町村で行わなければならない

施策等があれば、今後うちの青少年問題協議会という中身も含めて検討してまいりたいと

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 総務課長。 
〇山田総務課長 遊休施設の有効利用ということでございますが、行政改革あるいは財政

難等々の関係で農村環境改善センターあるいは学校、それから生活館、これらは今現在遊

休施設になっております。できれば、生活館等あたりについては、欲しい人がいれば売り

払いしたいという考えを持っていますし、ただ貸し付けるにしても、かなり中を修繕しな

ければならないというような場合も出てきます。それで、常室小学校の跡地については、

現在博物館の収蔵庫として使用する予定でいます。それから、他の施設についても、利用

したいという方があれば、当然利用していただくような方向で検討もしておりますので、

そういう形でできるだけ有効利用していきたいというのと、あわせて不用なものについて

も売り払いをして、ほかに利用していただきたいという考えを持っておりますので、よろ

しくお願いします。 
〇水沢議長 施設課長。 
〇前田施設課長 83ページの土木総務費の委託料の関係でございますけれども、これにつ

きましては道路台帳の修正ということで、町道が現在253路線、延長にして315キロメート

ルという内容になっておりますけれども、毎年町道の改修工事、それから地籍等による修

正と、それから今年度、18年度においては高速道路等が整備されたということから、それ

らの町道の台帳の修正の委託をやっております。昨年と比べて40万ふえておりますけれど

も、この40万につきましては高速道路の関係が昨年出てきたということから、この分の増

額ということで委託を計上しております。職員の作業ということは、かなり図面等の制作

もあるということで、職員の制作はちょっと無理でないかということで、毎年委託をして

頼んでおります。 
〇水沢議長 教育長。 
〇大谷教育長 先ほどのいじめの対応についてのご質問にお答えしたいのですが、基本的

には午前中にも申し上げましたように、大変いじめられている子、あるいはまたいじめた

子という構図というのはなかなかはっきりするものではありませんので、大変そういう面

では指導にも苦労しているところでもあります。たとえそういうような状況になったとき

に、簡単に隔離をするとか、登校を拒否するとか、そういうことについてはやはり基本的

には教育的な指導にはなじまないものだというふうに考えております。ただし、精神的に

も肉体的にもかなり深刻な状況になれば、もちろんそのことがいじめる側の大きな責任と

いうことになった場合には、また十分考慮しなければならないものと、そんなふうに考え

てございます。 
〇水沢議長 １番、森議員。 
〇森議員 浦幌川の河川改修に関してお願いがあります。河川改修に関しましては、上浦
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幌地区なのですけれども、既に合流の藺草橋ですか、あそこから下流はもう整備が完了し

ております。そこで、藺草橋から上流の方なのですけれども、12年度に地元で期成会を立

ち上げまして、いろいろとお願いをしてきた中身でございます。藺草橋から道道の暁橋ま

では14年から工事が始まりまして18年度、まだ若干今も工事をしておりますけれども、18

年度で完成というようになっております。年が明けまして１月の中だと思うのですけれど

も、今度は暁橋から上流の貴老路大橋までの区間の説明がありました。実際には、まだま

だ上流の方までお願いしている経過でございます。この説明に関しましては、説明会のと

きには土木現業所、またはまちづくり政策課の課長、施設課長も一緒に説明をいただいた

わけでございますが、19年度からは買収に入るというような説明でございました。暁橋か

ら上流にかけましては、民家もあります。そういう中身では、今お願いするのは予算づけ、

これは早期完成を目指して、事業予算の取得を強く要望していただきたいなと、こんなふ

うに思っております。民家もありますし、今までの工事の中でも擁壁等も既にあるところ

もあるのですけれども、現在雨量が多いときには、川の水がすぐあふれると。あふれるま

ではいきませんけれども、ふえます。そんな関係で、川幅が狭くて、今の現状としまして

は川底がえぐられるということが一番目立っている状況になります。ですから、一度擁壁

等、またブロック等を置いた工事におきましても、川底が顔を出しているというような状

態でございますので、また雨等降りましたら、もっともっと川底がえぐられていくのでな

いかなと、こんなふうに思っております。そういう中身では、先日の説明会の中でも早く

工事の完成をということもお願いした経緯でございますが、今回こういう場でございます

ので、どうか町長の方からも強い要請をいただくようにお願いをするものでございます。

よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 先日土木現業所、それから十勝支庁が来まして、役場で道工事の全般的な要

望を聞いていただきました。その中でも、この浦幌川の改修については、一年でも早く工

事に着手していただきたいということで要請もしております。それから、今言われた擁壁

の関係についても、技術的なことが何かいろいろあるようなのでございます。それで、そ

の辺についても今後調査して、地権者の納得のいくような方法でということで要請してお

りますので、今後また要請活動をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 
〇水沢議長 ２番、杉江議員。 
〇杉江議員 先ほどの私の質疑の中でまちづくり政策課長の答弁を一部拒否をいたしまし

た。会議ルールに抵触をするのではないかなというふうに思っておりまして、この場をか

りておわびを申し上げたいと思います。まことに申しわけありませんでした。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 先日お伺いしたことなのですけれども、86ページ、土木費の関係です。樋門

管理委託料のところの質問なのですけれども、昨年の予算委員会の中で浦幌川の川底の床
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ざらえの関係、災害時に樋門から逆流して農地に入り、作物が被害を受けるということで、

昨年の答弁の中で土現と協議をするという答弁をいただいたわけですけれども、その件に

対してどのように措置されているのか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 樋門の下流といいますか、浦幌川堤外敷地の中だというふうに思います

けれども、今助役の方から話ありましたけれども、町の懸案事項ということで、先日土現

の方から聞き取りがされまして、その時点でお話ししたのですけれども、河床がかなり高

いところもあるということが判断されるので、そういう河床の高いところの調査をしても

らいまして、それで何とか河床の下げるような工夫はできないかということで、懸案事項

の中で組んでもらうということでなっております。昨年から今年にかけましては、そうい

う話もあったのですけれども、具体的な要望をしていないということで、その都度河川管

理者の委託している管理者から言われた段階で土現の方に進達をして、その都度直しても

らったり、柳の木を切ったりとか、そういう作業で進めてきております。 
〇水沢議長 ７番、岡田議員。 
〇岡田議員 根本的に堤外の中の木を切るだけではちょっと解決しないのかなという部分

もありますので、その辺も強く土現の方に要望していただきたいと思います。その辺、ち

ょっと答弁いただきたいと思います。 
〇水沢議長 助役。 
〇安藤助役 この関係につきましても、先日の要望の中でお話ししております。それで、

土現の方からは19年度中には調査に入りたいということを受けているわけで、その地区に

ついては、今のところ円山から帯富にかけてということで話をしております。それで、19

年度予算でつけばやっていただけるものと思っております。 
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ります。 
 次に、議案第28号 平成19年度浦幌町一般会計予算に対する討論はありませんか。 

（「はい」の声あり） 
〇水沢議長 討論があります。 
 初めに、原案に反対者の討論を許します。 
 12番、森議員。 
〇森議員 一般会計の株式会社ユーエム事業について、原案に反対、株式会社ユーエム事

業運営貸付金賃借契約書、株式会社ユーエムに対し1,500万円を貸し付け、貸し付けの期間

は平成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の契約書ですが、実際には

平成18年３月31日までに償還しないで、書類手続で済ませたという事実は、監査委員から

も指摘があったとおり、ずさんなことは許すわけにはいきません。また、本年度の留真温

泉貸付金賃借契約書に基づき、全額返済すべきではないか。分割返済は反対といたします。 
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 以上、議員各位のご賛同を願います。 
〇水沢議長 次に、原案に賛成の方の討論を認めます。 
 10番、田村議員。 
〇田村議員 平成19年度一般会計50億2,730万円の本年度予算は、直接町民生活を左右する

とともに、本町の振興発展に資するものであります。町の生活関連施設の広域的な運営や

福祉施策の充実、雇用の場の確保、産業の振興など、町民の行政に対する要望は多様化し

ている状況にあります。一方、国の行政改革のもと、地方財政はますます厳しさを増して

いる状況から、町理事者、職員一丸となって財政の簡素効率化と経費の節減に努め、予算

審査過程において各委員によりご意見がありました本町の基幹産業である第１次産業の振

興に関する将来的な見通しの改善策、町行政改革につきましては厳しく受けとめ、十分留

意され、予算の効率的執行に万全を期していただくよう望んで、賛成討論とさせていただ

きます。 
〇水沢議長 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
〇水沢議長 これより議案第28号を採決いたします。 
 なお、採決は起立により行います。 
 お諮りいたします。議案第28号を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
〇水沢議長 起立多数であります。 
 よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 
 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１６分  休憩 
午後 ３時３０分  再開 

 
〇水沢議長 休憩を解き会議を開きます。 
 
    ◎日程第２ 議案第２９号 
〇水沢議長 日程第２、議案第29号 平成19年度浦幌町町有林野特別会計予算を議題とい

たします。 
 提案説明を求めます。 
 産業課長。 
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〇中川産業課長 議案第29号 平成19年度浦幌町町有林野特別会計予算。 
 平成19年度浦幌町の町有林野特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,319万5,000円と定める。 
 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。 
 平成19年３月５日提出、浦幌町長。 
 第１表は省略させていただきます。 
 ４ページ、歳入歳出予算事項別明細書、総括については省略させていただきます。 
 この会計につきましては、町有林3,873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。 
 ２、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助、本年度予算額2,804万円、１節

造林補助、２節野そ駆除補助については説明資料のとおりでございますが、造林補助につ

きましては人工造林が29.16ヘクタール、下草刈りが89.06ヘクタール、除間伐については1

34.88ヘクタールを予定しています。野そ駆除補助につきましては、284ヘクタールでござ

います。 
 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、本年度予算額49万1,000円、土地

貸付収入でございまして、これは北電、それからドコモ等の貸し付けを行っております。

その収入が49万1,000円でございます。 
 ２目利子及び配当金、本年度予算額４万円、基金利子でございます。 
 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入2,709万円、立木売り払いにつきましてはカラマ

ツの皆伐35.20ヘクタール、6,450立方を予定しております。金額は2,709万円でございます。 
 ２目素材売払収入、予算額404万2,000円、これは間伐材売り払い代金で、カラマツ、ト

ドマツの間伐を予定しております。金額は404万2,000円でございます。 
 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金370万円、一般会計の繰入金でござ

います。 
 ２項基金繰入金、１目基金繰入金1,500万円、基金繰入金でございます。 
 ４款１項１目繰越金479万1,000円、前年度繰越金でございます。 
 ５款諸収入、１項１目雑入で1,000円でございます。 
 預金利子については、廃目整理でございます。 
 次に、歳出でございます。１款１項１目財産管理費、本年度予算額1,468万3,000円、こ

の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。増の主なものにつきまし

ては、委託料でございます。委託料につきましては、説明資料29ページに記載のとおりで

ございます。町有林3,873ヘクタール、28団地でございますが、その中の管理業務委託を今

年度から森林組合に委託をするものでございます。委託内容につきましては、森林施業計

画に係る各種調査報告、それから計画書の作成、造林補助事業申請に係る調査報告及び検
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査立会、あわせまして所有界等の明示及び維持管理、各種工事の測量調査等を委託するも

のでございます。 
 それから、２款１項財産造成費、１目造林費、本年度予算額5,141万8,000円、この目に

つきましては町有林の造成に係る経費でございます。増の主なものについては、工事請負

費が630万7,000円ほど増になっております。13節委託料、それから15節工事請負費、16節

原材料費等については、説明資料29ページのとおりでございます。 
 ３款１項公債費、１目元金1,362万円、償還金利子及び割引料でございます。 それから、

２目利子342万4,000円、償還金利子及び割引料の予算となっております。 
 次に、４款１項１目予備費、本年度予算額５万円、これは予備費でございます。 
 それから、11ページ、地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度

末における現在高見込みに関する調書ということで、公有林整備事業債、前々年度末現在

高１億5,231万6,000円、前年度末現在高見込額１億3,786万1,000円、当該年度中元金償還

見込額は1,362万円、当該年度末現在高見込額が１億2,423万1,000円。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑ありませんか。 
 10番、田村議員。 
〇田村議員 お伺いしたいと思いますけれども、4,000ヘクタール近くあるこの町有林の管

理について再三お伺いを申し上げておりますけれども、ここに書いてある財産管理費の中

の委託料の289万8,000円というのが恐らくそうなのかなというふうに思いますけれども、

担当者である職員が定年をとうとう迎えられまして、この4,000ヘクタールの管理は、その

担当者がやめた後は１年やそこらでは恐らく掌握し切れていないものと判断をするわけで

すけれども、この町有林管理委託料というのは当初町長が言っておりました森林組合に管

理をお任せをしたいというような旨の発言があったかと思いますけれども、そのような経

費なのかなと。それと見比べると、給料の、職員にお任せする金額と大した変わりはない

のに、森林組合に本当に委託をしてやることがよかったのかどうかなというふうな疑問も

あるわけですけれども、今木材の需要の状況として、市場としては、聞くところによりま

すと、今輸入材が外国から入ってこないというようなことで、だんだんと国産材の見直し

が図られ、今需要は大変動きはいいということで、価格がいま一つというような中身のよ

うに聞いておりますけれども、そんな中では外材が入らないということは国産材がこれか

らどんどん注目されるのかなと。特に北海道において多いカラマツ材については、合板材

として大変なる人気があるし、今後ともそれが往々にして市場を占めていくだろうという

ような状況もあるという中では、また環境的な問題においても、どうしても森林は重要視

されていくという判断をする中では、町有林の管理を本当に森林組合にお願いをした中で

やっていくことが町の財産としての管理の役目が果たせるのかどうかと大変疑問に思うわ

けですけれども、そんな中で特に課長の見解として職員がやっぱりきちっと将来を見越し
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た中では、これからも木材の市況等を絡めた中ではどう判断しているのかなということで

お伺いをしたいなと思いますけれども、お願いいたします。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 これは、前から田村議員の方から指摘をいただいております。 
 先ほど説明をいたしましたが、この13節の委託料については、今田村議員がおっしゃっ

たとおり、うちの専門職員が退職することによって、森林組合の方へ業務を委託するとい

う委託料でございます。内容等については、先ほど説明したとおりでございます。 
 それで、金額的には、職員の給与から見たら非常に安い委託料で森林組合にお願いをし

なければならないということで大変心苦しくは思っておりますが、初めての委託でござい

ますし、森林組合の方とも十分協議をした結果、何とか１年目はこれでやってみようとい

うことでお願いをしております。職員の方も新たに配置をされていく中で、少しずつ専門

的な林業について勉強していくと。それは、森林組合の職員、なれた職員とうちの職員が

ともに現場へ行って、町有林の管理体制をきちっと、お互いに認識をしながらやっていく

ということで合意に達しておりますし、何とか3,800ヘクタールある町有林を今後も今まで

と同様きちっと管理をしていきたいということで森林組合の方でも一生懸命やらせていた

だきますということですので、本年度よりこの委託についてはお願いをするということで

進みたいと。 
 それから、木材市況の関係につきましては、今田村議員がおっしゃるように、新聞紙上

でも足寄町のカラマツが大手に買われて、非常に高く売れたということも聞いております

し、外材がだんだん輸入されなくて、国産材が見直しをされているということについては

間違いがありませんし、市況的にも少しずつ上がってきているということが言われており

ます。そういう中で、昨年売り払いした町有林のカラマツについても、それぞれの業者が

まだ持っていたりして、伐採を控えていて、そして一番高いときに売るというようなこと

もそれぞれ企業努力でやっておられるようですので、浦幌町の業界の潤いにもなるのでな

いかというふうに考えております。 
 それで、私の見解といたしましては、それは今後この3,800ヘクタールある町有林を何と

か自分たちの手で守っていきたいということには変わりありませんし、これからやっぱり

伐採する面積も減ってくるということが言えますし、手入れの方に予算が今後はかかって

くるということで、やっぱり職員がきちっとその辺の手入れの将来計画を立てて管理をし

ていかないと、ずたずたの山になってしまう可能性がありますので、その辺含めて森林組

合とともに現地で勉強していただいて、管理の方を進めてまいりたいというふうに考えて

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 10番、田村議員。 
〇田村議員 課長の説明はよくわかるのだけれども、これは森林組合といえども、入札業

者ですよね。入札業者に山の管理をさせて、そして落札をしていくということが基本的に

何かに抵触しないのかなというような感じもございますし、果たして森林組合の職員が町
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有林の4,000ヘクタールの境界等についての掌握をしているのかどうかということも、話し

合いをしているというのだから掌握しているのかもしれませんけれども、4,000ヘクタール

の町有林の、私は森林組合が境界を掌握しているなんていうことは絶対あり得ないという

ふうに思いますし、そんな中では少しやり方が無謀だなというような感じがするのだけれ

ども、そのことが本当にこの100万円の違いの職員の給与と委託料との差額で4,000ヘクタ

ールの町有林の管理ができるのかなといったら大変疑問なのだけれども、その辺は責任あ

る答弁を聞かせて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 流木の売り払い入札につきましては、私もちょっと説明不足でしたが、

業界と、それから森林組合を交えまして、この委託をするときに話し合いをいたしまして、

調査を依頼する以上は、森林組合には入札には参加させないということで了解もいただい

ておりますし、秘密事項に値する部分がありますので、森林組合は流木の売り払い入札に

は参加をしないということで、残りの業者の方で入札はしていただくということで話し合

いがついておりますし、了解もいただいております。 
 それから、境界の掌握については、１年かかってかなりあちこち回ったわけですが、4,

000ヘクタール、全部掌握し切れたのかというと、まだし切れていない部分が正直あります。 
 それから、これについては何とか、森林組合も何人か職員いますので、担当は責任者１

人を決めていただいておりますが、そういう中でもほかの職員にも協力していただけると

いうことですので、三、四人いる中でそれぞれ分担をして、町有林の境界については確認

をしていくということになっておりますので、四、五年で何とか4,000ヘクタールの掌握が

できるのでないかと。私どももずっと歴代の先輩たちも、やっぱり１年や２年では全部掌

握できなかったというのが実態でございますので、それぐらいの年数はかかるのでないか。

それを専門にやっていれば１年でできるかもしれませんけれども、ほかの仕事もございま

すので、境界だけに全勢力を費やすということもできませんので、やっぱり四、五年はか

かってしまうのでないかというふうに思いますので、その辺もご理解をいただいて、長い

目で見ていただきたいというふうに思います。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 よくわかりました。 
 そんな中で、伐採の入札には入らないけれども、一応管理上は、僕は入札業務について

は植栽、下草刈り等も一切含んでいるのだろうと思うけれども、もし立木だけを入札でき

ないというようなことでなく、一切の町有林のことについては、森林組合は入札にかかわ

らないということなのか、その辺確認さ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 私の方でお互い確認しているのは、森林組合については立木の売り払い

についてだけ入札に参加しないということで、残りの分については委託なり受託という形

でやらせるということで進みたいというふうに考えていますし、立木については、その人
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の業界の見方によって値段が全部変わるものですから、これについては見積もりした方と

していない方では全然立場が違いますので、これについては組合は外すということで、下

草刈りだとか造林というのは町の方で見積もりできますので、そして決まった金額になり

ますので、それ以下の最低価格でやれば、それは参加できるという解釈で進みたいという

ふうに思います。 
〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 それ課長、ちょっと違うのでないかなと思うのだけれども、違うのでもいい

のですけれども、森林組合が元請をして、下請をさせないという条件なら、確かに言われ

るとおりわかりますけれども、もし森林組合が元請をして、業者に下請に出すなんていう

ような行動が見られるときには、完全に何かに抵触するのでなかろうかなというように思

いますけれども、元請して植栽を森林組合でやる。下草刈りをやると。そして、それを森

林組合が、職員数が足りないから、例えば山川林業にお願いしますとかサカグチキコウに

お願いしますとか、いろいろなことがあるだろうけれども、それについては元請受けたま

ま出すのであれば僕も問題ないのですけれども、元請として受けて、下請に出す場合につ

いては、管理者がそこで営利を求めるということはいかがなものなのかなというふうに思

いますが、その辺は大丈夫なのですか。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 今の件で元請が全部丸投げするというのはまずいということでございま

して、その中で管理をきちっとして、元請が把握をして、現場代理人だとか監督者だとか、

きちっとつける中で何人かをほかから雇い入れると。例えば山川さんだとか北村さんだと

かという形でやる分については問題はないというふうにしていますし、できるだけ下草刈

りだとか保育関係については森林組合にお願いをするということで業界とも打ち合わせ済

みですので、そういう森林組合が受けたものについても、できるだけ仕事を回していただ

きたいと、仕事のない業者の方に。だけれども、丸投げはだめですよという形で進むのが

一番いいのでないかなというふうに考えておりまして、そういう中でお互い業界の中でも

仕事を分かち合えるような形をとっていただければいいかな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 何回も申しわけありません。課長の言うとおりで、そういうような状況があ

れば大変望ましいことだなというふうに思いますけれども、ただ受託するにしろ、入札に

しろ、果たして森林組合が町のそういう山の管理業務を預かるという中では、いかがなも

のかなということでございますので、課長の答弁は望ましい背景があるのだろうと思いま

すけれども、もう少し私の方も勉強させていただきながら、またいろいろとご相談させて

いただきたいなというふうに思います。 
 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） 
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〇水沢議長 ほかに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。 
 これより議案第29号を採決いたします。 
 お諮りいたします。議案第29号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第３ 議案第３０号 
〇水沢議長 日程第３、議案第30号 平成19年度浦幌町模範牧場特別会計予算を議題とい

たします。 
 提案説明を求めます。 
 産業課長。 
〇中川産業課長 議案第30号 平成19年度浦幌町模範牧場特別会計予算。 
 平成19年度浦幌町の模範牧場特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億640万3,000円と定める。 
 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。 
 平成19年３月５日提出、浦幌町長。 
 第１表は省略させていただきます。 
 歳入歳出予算事項別明細書、総括は省略させていただきます。 
 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

地の維持管理をするための特別会計でございます。 
 ２、歳入、１款使用料及び手数料、１項使用料、１目牧場使用料、本年度予算額１億26

0万4,000円、牧場使用料でございますが、夏期入牧料、冬期舎飼い料、哺育育成料につき

ましては説明資料のとおりでございますが、本年度夏期入牧料については700頭、それから

冬期舎飼い料につきましては530頭、哺育育成料につきましては130頭を予定しております。 
 それから、２項手数料、１目捕縛手数料、本年度予算額230万円、これは人工授精捕縛料

700頭分、それから入退牧の捕縛料900頭分の捕縛料でございます。 
 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額５万円、基金利

子でございます。 
 ３款１項１目繰越金50万円、前年度繰越金でございます。 
 ４款諸収入、１項１目雑入94万9,000円、雑入は入牧牛の駆除虫の薬剤代でございます。
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これは、700頭分を予定しております。 
 それから、繰入金、基金繰入金、基金繰入金については、廃目整理をさせていただきま

す。 
 ３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額1,479万5,000

円、この目につきましては牧場に係る人件費及び事務所経費並びに各団体負担金等でござ

います。減の主なものについては、積立金の66万円でございます。１節の報酬につきまし

ては、説明資料31ページのとおりでございます。それから、14節の使用料及び賃借料につ

きましては、事務器借上料でコンピューター借上料、月５万2,500円の１年分を見ておりま

す。 
 ２款施設費、１項施設管理費、１目施設管理費、本年度予算額9,155万8,000円、この目

につきましては牧場における乳用牛預託経費及び採草地の維持管理を行う経費でございま

す。減の主なものにつきましては、工事請負費800万、これは哺育牛入牧待機舎の建設が終

わったということで、この分が減になっております。増の主なものにつきましては、機械

借上料が190万円の増となっております。それから、17節の賃金につきましては、牧場にお

ける賃金でございまして、畜舎の洗浄人夫賃、それから畜舎塗装人夫賃、牧草収穫人夫賃

等を見ております。それから、11節の需用費の修繕料でございますが、これにつきまして

は機械修繕、それから車両の修理、施設の修理、それから道路等の修繕等に372万2,000円

を計上しております。それから、14節の使用料及び賃借料については、説明資料31ページ

のとおりでございます。 
 ３款１項１目予備費５万円、これは予備費でございます。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
〇水沢議長 説明が終わりました。 
 質疑を許します。質疑ありませんか。 
 10番、田村議員。 
〇田村議員 ささいなことでちょっと１件お聞きしておきたいと思いますけれども、機械

借上料の中で、これは21万ぐらいですから、ささいなことなのですけれども、当初模範牧

場にかかわった折に堆肥舎が建築されたときに、この堆肥の切り返しということでタイヤ

ショベルを導入していたような気がするのですけれども、それで堆肥の切り返しの機械借

上料というのは、これはどういう内容なのか、その辺。もし僕の記憶が間違っていれば別

ですけれども、どういうわけで堆肥の切り返し機械借上料というのが上がっているのか、

ちょっと。 
〇水沢議長 産業課長。 
〇中川産業課長 堆肥の切り返しの借上料については、21万円ということで、牧場には切

り返しの機械はございます。そういう中で、離れたところにも今借りている部分がありま

して、その部分で一部もとの型の機械を使わせていただいて、その賃借料を払っていると

いう状況で、それが21万円ということでございます。 
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〇水沢議長 10番、田村議員。 
〇田村議員 またささいなことでお聞きしますけれども、離れているというのは何キロぐ

らいのことを言っているのかわからないけれども、一般我々農家でも、今９キロ、10キロ

という範疇でトラクターや何か走って歩くのですけれども、これは十勝太の模範牧場から

何十キロぐらい離れているのですか。タイヤのない機械なのか、車のない機械なら別です

けれども、どのぐらい離れているのか、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 キロ数にして、十勝太の入り口に元畜産の方がいたわけですが、そこの

草地と、それから畜舎、それから機械も一部含めて全部借り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 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。 
 これより議案第30号を採決いたします。 
 お諮りいたします。議案第30号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
 よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎日程第４ 議案第３１号 
〇水沢議長 日程第４、議案第31号 平成19年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算を

議題といたします。 
 提案説明を求めます。 
 町民課長。 
〇亀山町民課長 議案第31号 平成19年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算。 
 平成19年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億1,999万3,000円と定める。 
 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。 
 平成19年３月５日提出、浦幌町長。 
 この特別会計につきましては、加入世帯1,475世帯、被保険者3,400人の国民健康保険の

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。 
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 平成19年度の国民健康保険事業特別会計は、予算総額で対前年度比１億2,315万7,000円、

15.5％と大きな伸びを示しておりますが、この主な要因としては既に平成18年10月から実

施されております保険財政共同安定化事業が平成19年度当初予算の歳入歳出に計上された

ことによるものでございます。 
 なお、国民健康保険事業特別会計予算説明資料は、各会計予算説明資料の32ページから3

4ページまでに記載のとおりですので、ご参照願います。 
 ２ページをごらん願います。第１表は省略させていただきます。 
 ４ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は省略させていただ

きます。 
 ６ページをごらん願います。２、歳入、１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国

民健康保険税、本年度予算額２億3,975万円、前年度当初予算比で2,598万円、9.8％減の内

容でございます。 
 ２目退職被保険者等国民健康保険税、本年度予算額2,110万2,000円、前年度当初予算比

で40万円、1.9％増の内容でございます。これらの目は、一般被保険者及び退職被保険者に

係る医療給付費分、介護納付金分の現年課税分並びに滞納繰り越し分の国民健康保険税で

ございます。平成19年度は、３年ごとに行う国民健康保険税の税率の見直しの年度ではあ

りますが、平成20年度から始まる後期高齢者医療制度にかかわり国民健康保険税に新たに

後期高齢者支援分が創設されることになり、平成19年度中において国民健康保険税率の総

体的な見直しが必要なことから、平成19年度における国民健康保険税の税率改正は行わな

いこととなりました。しかし、国においては既に国民健康保険法施行令の一部を改正する

政令が平成19年２月21日に公布され、平成19年４月１日より施行することとなりました。

この改正の趣旨は、国民健康保険の保険料の基礎賦課額について、中間所得層へ過度な負

担とならないよう所得の動向等を勘案して限度額の見直しを行うもので、基礎賦課額に係

る限度額を現行53万円から56万円に３万円引き上げる内容であります。また、平成19年度

税制改正の中で地方税法施行令の一部を改正して国民健康保険税の医療給付費分の賦課限

度額を現行の53万円から56万円に改正する政令の改正が３月下旬に見込まれており、今後

本町におきましては賦課限度額の改正について国民健康保険運営協議会に対して諮問を行

い、運営協議会の委員の皆さんのご意見を伺った上で引き上げが相当である旨の答申をい

ただいた場合には、国民健康保険税条例の改正について町議会へ提出することとなります

ので、よろしくお願いいたします。 
 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、本年度予算額２億594万4,

000円、この目は療養給付費、老人保健医療費拠出金及び介護納付金に対し、国から34％が

交付されるものでございます。 
 ２目高額医療費共同事業負担金、本年度予算額576万9,000円、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が交付されるものでございます。 
 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額4,486万2,000円、この目は市町村
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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。 
 ３款１項１目療養給付費等交付金、本年度予算額8,410万8,000円、この目は社会保険診

療報酬支払基金等から交付されるものでございます。 
 ４款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金、本年度予算額576万9,0

00円、この目は国庫支出金と同様に４分の１が道から交付されるものでございます。 
 ２項道補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額5,134万1,000円、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。 
 ８ページをごらん願います。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、

本年度予算額2,300万円、この目は高額医療費に係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。 
 ２目保険財政共同安定化事業交付金、本年度予算額１億100万円、この目は市町村国保保

険者の保険料の平準化と保険財政の安定化を図るために平成18年10月から創設されました

事業で、レセプト１件当たりの交付基準額30万円を超える給付費全額が対象となり、交付

金の額は交付基準額の30万円を超えるレセプトから平均的な自己負担限度額８万円を超え

る部分の総額の100分の59に相当する額から高額医療費共同事業交付金の交付額を控除し

た額が交付されるものです。 
 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億3,209万1,000

円、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、そして職員の人件費等に対する繰り入れ

でございます。 
 ７款１項１目繰越金、本年度予算額500万円、前年度からの繰越金でございます。 
 ８款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、本年度予算額10万

円、２目退職被保険者等延滞金、本年度予算額1,000円、これらの目は一般被保険者及び退

職被保険者等国民健康保険税に係る延滞金の科目でございます。 
 ３目一般被保険者加算金、本年度予算額1,000円、４目退職被保険者等加算金、本年度予

算額1,000円、これらの目は返還金に対して100分の40で計算される加算金の科目でござい

ます。 
 ５目過料、本年度予算額1,000円、この目は過料を科した場合の科目でございます。 
 ２項雑入、１目一般被保険者第三者納付金、本年度予算額10万円、２目退職被保険者等

第三者納付金、本年度予算額５万円、これらの目は交通事故などの第三者行為による納付

金の科目でございます。 
 ３目一般被保険者返納金、本年度予算額1,000円、４目退職被保険者等返納金、本年度予

算額1,000円、これらの目は国民健康保険被保険者の資格喪失などにより療養費の給付を受

けることができない場合の返納金の科目でございます。 
 ５目雑入、本年度予算額1,000円、この目はその他雑入の科目でございます。 
 10ページをごらん願います。預金利子は廃項、廃目整理とさせていただきます。 
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 11ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額2,705万8,000円、この目はこの特別会計に係る３名の人件費及び事務経費で

ございます。増額の主なものといたしましては、人件費で60万3,000円増の内容でございま

す。13節委託料は、国保連合会の電算システムを導入し、オンラインで結ばれております

が、これを維持管理するための保守業務委託料が23万1,000円、国保連合会が保険者ごとに

事務処理を行うための共同電算事務処理委託料が137万円、保険者としてレセプト点検をし

て病名と治療内容が合っているのか、病名に対して不適切な投薬がないかなどの過誤請求

等の不備レセプトを点検するレセプト点検業務処理委託料が206万9,000円でございます。 
 ２目連合会負担金、本年度予算額29万7,000円、この目は北海道国民健康保険団体連合会

等に対する負担金でございます。 
 12ページをごらん願います。２項徴税費、１目賦課徴収費、本年度予算額166万6,000円、

この目は国民健康保険税の賦課及び徴収に係る事務経費でございます。19節負担金、補助

及び交付金で、平成19年度から始まる十勝市町村税滞納整理機構に対する負担金として均

等割及び引き継ぎ件数13件に係る件数割の町税と国民健康保険税の案分で、国民健康保険

税分として負担金総額179万円の73％、130万7,000円を計上しております。 
 ３項１目運営協議会費、本年度予算額19万4,000円、この目は国民健康保険運営協議会開

催に係る経費でございます。本年度は４回の運営協議会の開催を予定しております。 
 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、本年度予算額４億800

万円、２目退職被保険者等療養給付費、本年度予算額8,400万円、前年度当初予算比で2,5

20万円、5.4％増の内容です。１目及び２目の療養給付費は保険者が負担する医療費の７割

分について国保連合会へ支払う経費でございます。なお、各医療機関へは国保連合会から

支払われることになっております。 
 ３目一般被保険者療養費、本年度予算額240万円、４目退職被保険者等療養費、本年度予

算額42万円、３目及び４目の療養費は整骨院やはり、きゅうにかかったとき、もしくは旅

行中に保険証を持たず病院で治療を受け、10割を被保険者が支払ってきたときに保険者負

担分の７割を被保険者に支払う場合に要する経費でございます。 
 ５目審査支払手数料、本年度予算額152万円、この目は審査機関である国保連合会が行う

請求内容の審査のために支払う審査支払手数料でございます。 
 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、本年度予算額4,800万円、２目退職被保

険者等高額療養費、本年度予算額720万円、１目及び２目の高額療養費は各世帯の所得状況

により１カ月に支払う医療費の限度額が定められており、その限度額を超えた額を支払う

のに要する経費でございます。 
 ３項移送費、１目一般被保険者移送費、本年度予算額５万円、２目退職被保険者等移送

費、本年度予算額３万円、１目及び２目の移送費は被保険者が病気やけがで移動が困難で

あり、医師の指示で別の医療機関に移送されたときに支払うための経費でございます。 
 14ページをごらん願います。４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、本年度予算額45
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5万円、この目は被保険者が出産した場合に35万円を出産育児一時金として支払うための経

費でございます。 
 先日も福原議員からのご質問がありましたが、改めてここで申し上げたいと思います。

本年２月１日より少子化対策の一環として被保険者の出産に際して出産育児一時金を直接

病院等へ支払う出産育児一時金受領委任払い制度を創設して、出産に際して費用負担の軽

減を図っております。 
 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費、本年度予算額45万円、この目は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払うための経費でございます。 
 ３款１項老人保健拠出金、１目老人保健医療費拠出金、本年度予算額１億3,717万1,000

円、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のに要する経費でございます。 
 ２目老人保健事務費拠出金、本年度予算額258万8,000円、この目は老人保健医療対象者

に係る審査支払事務や拠出金徴収事務に要する経費として、レセプト枚数や加入者数に応

じて拠出するのに要する経費でございます。 
 ４款１項１目介護納付金、本年度予算額5,216万6,000円、この目は介護保険事業の費用

のうち31％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のに要する経費でご

ざいます。 
 ５款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金、本年度予算額2,307万8,000円、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保険者が拠出するのに要する経費で

ございます。 
 ２目退職者医療事務費拠出金、本年度予算額1,000円、この目は退職被保険者医療費事務

の共同処理に係り拠出するのに要する経費でございます。 
 ３目保険財政共同安定化事業拠出金、本年度予算額１億1,039万6,000円、この目は市町

村国保保険者の保険料の平準化と保険財政の安定化を図るために平成18年10月から創設さ

れた事業にかかわり拠出するのに要する経費でございます。 
 共同事業事務費拠出金は、廃目整理とさせていただきます。 
 ６款１項保健事業費、１目保健衛生普及費、本年度予算額720万8,000円、この目は被保

険者の健康保持のために行う総合健診事業及び平成18年度から実施しておりますヘルスア

ップ事業に要する経費でございます。 
 16ページをごらん願います。７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保

険者保険税還付金、本年度予算額50万円、２目退職被保険者等保険税還付金、本年度予算

額５万円、１目及び２目は過年度にさかのぼって被保険者の資格喪失をした場合に過納と

なった国民健康保険税を還付するのに要する経費でございます。 
 ３目償還金、本年度予算額50万円、この目は過年度の療養給付費等交付金の精算に伴い
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返還するのに要する経費でございます。 
 ８款１項１目予備費、本年度予算額50万円、この目は予備の支出に備えるための経費で

ございます。 
 以上で議案第31号 平成19年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算についての説明を

終了させていただきますので、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 
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。 
 ５番、河内議員。 
〇河内議員 国保については、私も十分知識がないところもありますので、ちょっと的外

れな質問があるかもしれませんけれども、お許しいただきたいと思います。 
 今回国保会計の安定のために共同事業交付金ということで１億2,400万を見て、それに伴

う保険財政共同安定化事業拠出金ということで１億1,039万6,000円支出しているわけでご

ざいますけれども、一番私たちが気にしていることは、国保運営の中で被保険者、受益者

の負担がふえるということが一番気になることなのですが、このたび国保運営協議会に限

度額を53万円から56万円に値上げすることについて今後諮っていきたいという説明があっ

たわけですけれども、全体的に国保の負担をふやさなければ運営ができないとか、そうい

うような状況には今ないのか、そういうことを確認したいと思います。 
 また、このことについては、最近マスコミ等でもかなり深く掘り下げて取り扱っている

ときがあるのです。ということは、国保会計を維持するために、今自営業者の比率が非常

に低くなって、若年層のパート化、ニート化なんかの影響で非常に負担する方々の収入が

不安定化するために未納者がふえているというようなことでの指摘がございます。浦幌町

の場合、その辺の滞納というのですか、その辺の推移というか、最近の状況についてと２

点説明をお願いします。 
〇水沢議長 町民課長。 
〇亀山町民課長 先ほどちょっと数字的なことで最初に言いました１億2,315万7,000円と

いうのは、予算総額で対前年度比についての伸びの数字を言ったわけでございます。また、

保険財政共同安定化事業交付金につきましては、それぞれ歳入と歳出ございますが、その

中で900万円ほどの歳出増と、いわゆる赤字、入ってくるものは入ってきますけれども、出

す方が900万円ほど多いという状況もあります。実質精算してみないと、最終的にはわから

ないというところがありますが、現段階で算定できる資料としては、そういう数字になる

ということでございます。 
 それと、被保険者の負担増というところでいいますと、国保加入者のそういう都会の方

では、やはり若年層の不安定な収入によって滞納がふえているというふうな状況は確かに

報道されております。本町の場合においても、一部はそういう方もおります。実際無職で

あったりという方も、若い人で働いていないという人がおりますけれども、大方のところ

については、やはり仕事を持っておられる、世帯を持っておられる方というふうな形で滞

納者はいらっしゃるということでございます。 
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 それで、本町における平成18年度の滞納の状況については、平成18年度の滞納繰越額が3,

428万1,013円で164人でございました。これは、平成17年度の５月31日の出納閉鎖の時点か

ら６月１日の平成18年度に入った、繰り越された滞納繰り越しでございます。現在はどの

ような状況になっているかといいますと、これは１月末の段階でございますが、１月末で

収納した金額が493万1,959円、未収額が2,934万9,054円、未収の方が115人、収納割合は1

4.38％ということで、前年同期と比較しますと大体同じぐらい、金額的には上がってはい

るのですが、何せ滞納繰越額がふえているということで、収納率でいうと同じぐらいとい

うふうな状況でございます。 
 本町の本年度の国保会計の中で一般会計からの繰入金のその他一般会計繰入金の内容に、

議案説明資料の33ページの一番下に書いてございますが、説明の中でその他として赤字補

てん分4,822万円とございます。この分が、いわゆる国、道、そして支払基金等からいただ

いて、なおかつ国民健康保険税をいただいても収支が合わない部分ということで一般会計

からの持ち出しをしている部分です。今年度は、国保税の税率を上げないという説明を先

ほどさせていただきましたが、やはりこれが非常に一般会計に占める割合としても繰り出

しが大きくなってきているというところでは、平成20年度に向けては、やはり税率の改正

をして、負担増はどうしてもしていただかなければならないかなというふうに思います。

また、新たな後期高齢者支援金も始まりますが、そういう中では非常に国保加入者にとっ

ては負担が大きくなるというふうなところは今の段階で予想されるところでございます。

何分入ってくるものも決まっております。それぞれ国は34％とかというふうな形の中で出

てきますものですから、それ以外の部分、規定で入ってこない部分については、やはり国

民健康保険税でいただくというのが本来の特別会計の考え方ではないかというふうに思っ

ております。平成18年度についても相当な額の一般会計からの繰り入れをしております。

そういうところについても、保険税の滞納というところも平成18年度では3,400万以上ある

というところでは、やはり今後徴収の強化、十勝市町村税滞納整理機構の活用、そしてや

はり徴収体制の強化ということがどうしても町民課内の徴収体制も強化して国民健康保険

税のとりあえず現年度分については100％入れていただくような努力をしていかなければ

ならない。現実的には、96％ぐらいというふうなことで若干厳しい内容にはなっておりま

すが、その辺についても相当な努力をしていかなければならないというふうに、国民健康

保険税を上げてご負担をいただくということについては、やはりそれに伴って町民課の方

の中で国保税の徴収についても強力に推し進めていかなければならないというふうに思っ

ております。 
 以上です。 
〇水沢議長 ３番、福原議員。 
〇福原議員 出産一時金、今年度の予算で455万ということで、素早い対応をありがとうご

ざいます。こういう出産という、本当に生命にかかわる大事なこと、一時的にでもこうい

う対応がとれるということは非常に喜ばしいことだと思います。 
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 これはよろしいのですけれども、今同僚の議員からもお話がありましたように、非常に

未収の方も多いということで、浦幌町の場合に資格証明書というのでしょうか、その発行

人数というのでしょうか、3,400人がこれに含まれているのかどうか、ちょっと私もわかり

ませんが、その辺の人数がわかればお知らせいただきたいということ。 
 それと、13ページの患者移送費、５万円ということで計上してあります。例えば予期せ

ず、他町村に出かけていて、急に病気になって入院して手術をしてしまった。それも大事

な心臓の手術ということで、本当に予期せぬ出来事が発生してしまいました。こういった

場合にも、多分一つの病院に３週間しか診ていただけないという条件つきで入院、手術し

たのですが、札幌なのですが、その後札幌から地元十勝に帰ってくるために非常に患者の

方の負担にも多分、非常に金銭的にも精神的にもかかっていくということで、国保の納税

者ですので、この辺の対応なんかも浦幌町ではできるのかできないのか、ちょっとお聞き

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 まず、資格証の交付世帯数ですが、被保険者証の切りかえは毎年10月１

日に行われます。それで、９月に滞納世帯について、短期証が相当なのか、もしくは資格

証が相当なのか、もしくは通常の被保険者証を出すのかという審査を行っております。そ

の中では、昨年の10月１日時点で６世帯でございました。現在は４世帯ということで、１

世帯につきましては子供さんがその分については支払いますということの中で資格証を取

り消しており、通常の被保険者証になっております。また、もう一件については分割納付

ということの中で、納税相談に応じていただいて納税が約束されているということで短期

証に変わっております。ですから、現在は４世帯です。 
 それと、移送費の具体的な内容です。そういうことについては、お医者さんからの証明

というものが、お医者さんが証明するということは、必要だと認めるということの証明で

ございます。それがあれば、移送費というのは支給されるというふうにご理解いただきた

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、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。 
 これより議案第31号を採決いたします。 
 お諮りいたします。議案第31号を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
〇水沢議長 挙手多数であります。 
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 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎延会の議決 
〇水沢議長 お諮りいたします。 
 ここで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14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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