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開議 午前１０時００分 
     ◎開議の宣告 
○田村議長 ただいまの出席議員は、13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、配布しております日程表により進めますので、よろしくお願いいたし

ます。 
 
     ◎日程第１ 一般質問 
○田村議長 日程第 1、一般質問を行います。 
 通告順に発言を許します。 
 初めに、11番、岸田武雄議員の質問を許します。 
 岸田議員。 
○岸田議員 私は、本定例会において、水澤町長に対して質問をし、その所信をお伺いす

るものであります。 
 季節労働者の雇用と生活確保について、永年続いてきた冬期雇用援護制度が廃止され、

また雇用保険における季節労働者の失業保険給付である短期特例一時金が 50日から 30日
へと削減方針が示され、暫定的に 19年度からは 40日に改正されました。季節労働者の雇
用と生活の確保は厳しい環境にあります。 
 こうした中で、国が新たに季節労働者に対する支援事業として、通年雇用奨励金制度の

拡充の中で取り組みが進められていますが、通年雇用されない季節労働者を事実上切り捨

てるものと言わざるを得ません。 
 加えて、雇用と生活確保の点から大変重要な役割を担う通年雇用促進支援事業は、国の

委託事業を主な構成としており、各市町村の主体的な取り組みにその成否がかかる状況に

なっていると聞いております。 
 永年冬期期間の失業を余儀なくされてきた季節労働者にとって、冬期雇用援護制度の廃

止と短期特例一時金の削減という現実を踏まえたとき、雇用と生活確保の具体策は冬期間

の短期就労の拡大のほかになく、町政の中でどのように取り組まれていくのかお伺いする

ものであります。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 岸田議員の質問にお答えします。 
 厚生労働省が季節労働者対策として実施してきました通年雇用安定給付金のうち、冬期

雇用安定奨励金と冬期技能講習助成給付金の暫定制度が本年度限りで廃止されることにな

りましたことはご指摘のとおりであります。 
 北海道は特に季節労働者が多いことから、季節労働者の生活安定を導くための通年雇用

促進支援事業を市町村が実施する事を条件に、北海道労働局が救済措置として、本年度は
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3億 2,000万円の支援事業費を措置したところです。 
 本年 4 月に実施要綱の説明があり、この事業は、地域内の季節労働者がおおむね 1,000
人以上の地域を事業対象とし、国と委託契約を結び、最高限度額 800万円の委託金を受け、
実施するものとなっています。 
 しかし、本町の短期一時金を受給しています季節労働者は、労働局の情報によりますと

280 名であり、対象条件からして本町単独での事業展開は不可能であります。したがいま
して、複数町による合併事業として取り組まなければ、条件をクリアできないことになり

ます。 
 季節労働者の方々の生活の安定化を図るためにも、通年雇用促進支援事業を推進すべき

と判断し、浦幌町・豊頃町・池田町・本別町・足寄町・陸別町の 6町の労政担当者による
十勝東北部・東部 6 町地域雇用対策協議会準備会を設立し、委託条件をクリアするため、
3回にわたり協議を進めてきたところであります。 
 6月 8日に第 3回目の準備会を開催し、任意協議会設立に向け、仮称ではありますが「ふ
るさと東十勝通年雇用促進協議会」の規約、支援事業に係る会計事務取扱規程、収支予算

案等の原案について検討してきたところであります。 
 事業の内容につきましては、季節労働者の通年雇用に導くために必要とされる資格取得

に必要な経費の補助の他、労働講演会や資格取得講習会等を現在開催しています地区連合

及び建設業協会に対しての補助も事業計画の一つとして、準備会に提案しているところで

あります。 
 季節労働者を通年雇用に導くことが、生活安定に結びつくと考えており、協議会設立に

向けて鋭意努力しているところであります。さらに、事業の内容をより充実する為にも、

行政として協議会運営資金の負担も必要と考えており、6 町負担金を人口構成比割、季節
労働者数割、財政規模割、均等割で試算し、準備会においては、協議会に対し支援する旨

確認したところであります。 
 季節労働者の一時金給付につきましては、国の方針として削減されました以上、本町在

住者 280名の季節労働者の生活安定化を促進するためには、通年雇用促進支援事業に取り
組むことが賢明と考えており、協議会の早期設立と支援事業の受託に向けて積極的に進め

てまいりますので、ご理解をお願いいたします。 
 以上、岸田議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 岸田議員。 
○岸田議員 今、町長の方から協議会の早期設立と支援事業の受託に向けて積極的に進め

てまいりたいという答弁がございました。 
 本町に在住する季節労働者が約 280 名と言われております。約 30 年間にわたって、冬
期技能講習が実施をされ、浦幌においては正確には 28 年経つわけですけれども、今年は
21名の受講生、昨年は約 40名、かつては 100名を超えていた季節労働者の講習の受講生
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でありましたけれども、年々減少してきていると。去年、講習に参加して、今年来られな

かった何人かにあたってみました。そうすると、月 11 日間の資格習得する日数が足りな
いので、特例一時金も受給できないし、そのことによって冬期技能講習の受講資格もつか

ないのだというのが我が町の実態でありまして、これは我が町だけではないと思いますけ

れども、十勝全体においても講習に参加する方の数が減少してきているのが実状でありま

す。 
 そういう中で、現在の景気の上昇は、大都市圏のみで地方との格差はますます開いてき

ているのではないかと思います。そういう中で、公共事業もますます減少しておりますし、

仕事にもつけないとなれば、やはり仕事を求めて町内から出て行かざるを得ない、いわゆ

る人口減少と過疎化にもつながりかねないし、また最悪の場合は、生活保護に頼りざるを

得ない、そういう状況が生まれてくるのではないかというふうに考えるわけであります。 
 町の厳しい財政情勢については、理解できますけれども、こうした働く人たちを見捨て

るわけにもいきません。そういう中で、この通年雇用支援事業が季節労働者の最後の生活

を支える国の制度ではないのかというふうに考えられます。 
 そして、この事業は、1 年ごとの成果が評価される。実効が上がらない場合、いわゆる
通年加入に結びつかない時は、次年度から打ち切りもあり得るということで、それぞれの

市町村としても真剣に取り組まなければ、単なる制度作成で終わってしまうということに

もなりかねない制度であります。 
 そういうことで、前段申し上げたように、町の財政事情は理解できますけれども、ここ

は一つ知恵を出し合って、是非ともこれらに向けて取り組んでほしいし、そういうことで

6 月中にこうした計画案を作成して、7 月中に国の方にこの計画になるものが提出をされ
ていくと。その上で、認可をされて 10 月頃からそうした事業に取りかかっていくという
ようなスケジュールになっているように伺っておりますけれども、そういう状況の中で今

一度、町長の決意のほどをお伺いしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 今、通年雇用促進支援事業の関係の話も出ておりましたが、準備会という

ことでやっておりまして、実はまだ具体化されていない部分もあります。ただ基本的には

ですね、今おかれている働く方々の現状をとらえた時に、いかに通年化した雇用をつくっ

ていくのかというのが必要だということで、この事業が出てきましたので、それに基づい

て今いろいろと考えているところでございます。 
 基本的な事業内容といたしましては、事業所向けの通年雇用支援セミナーですとか、あ

るいは求人開拓のための事業、就業相談といったようなものが考えられておりますけれど

も、本町といたしましても、先ほど、町長が答弁いたしましたように、基本的に通年雇用、

働く場所というものがないといけないわけですが、働く人にとっては必要な技術の取得で

すとか、資格を身につけることも必要ではないかというふうに考えておりまして、そうい
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った意味では、資格取得にかかる必要な経費の助成ですとか、あるいはそういうものを受

ける講習会等の設置というものも一つ念頭においてやろうとしているわけであります。 
 そういう意味では、この事業をいかに進めるかというのは大変重要でして、先ほど、岸

田議員がおっしゃいましたように、最終的に 1年ごとの成果が求められるということでご
ざいますので、そういった意味ではいかに実効性を伴う内容につくっていくのかがこれか

らの課題でして、7 月初旬にはこの協議会が立ち上げになりますので、その中で詳細につ
いては詰めていきたいというふうに考えております。 
 全体的に、町の今置かれている公共事業等の現状については、後ほど中尾議員の方から

もですね、ご質問があろうかと思いますが、たしかに、今おかれている財政状況の中で公

共事業の発注等については非常に数年前から比較しますと、減っている現状でありまして、

そういったことが雇用の減少等につながっているのも否めない事実かなと思っております

けれども、いかんせん、一般会計の財政規模が平成 13年には 84億円が、今年では 52億
円という状況の中で、なかなか公共事業だけを発注するというような状況にないわけでし

て、そういう中でいかに経済活動を活性化していくのかということも、もう一方では町と

してのやるべきことではないかなというふうに考えております。 
 また、冬期間短期的に就労を失業対策としてできないかという部分もあろうかと思いま

すけれども、いろいろ考えてみました。何年か前には公営住宅等の物置の製作ですとか、

あるいは除雪といったようなことも町の単独事業でやった経緯もございますけれども、現

状の中では、除雪等についても逆に事業者の方が冬場の仕事がないということで、今、屋

根の雪下ろしなども事業者の方が参入してやろうとしている現状の中で、また高齢者の方

の就労センターにおける除雪の問題、あるいは、今、スケートリンク等については、ボラ

ンティアでやっていただいている現状を踏まえた時に、国が一時金を減らしたというもの

をですね、地方がそれをそのままその分を穴埋めするような形での公共投資というものが、

今の財政状況の中で非常に厳しいということがありますので、その辺については現状の中

で無理だなというふうに判断しております。 
 ただ、その冬期間の間にできれば技術を身につけられるような講習会を開催しながら、

冬場の間にそういった方を対象にやっていきたいなというふうに考えております。以上で

す。 
○田村議長 再々質問を許します。 
 岸田議員。 
○岸田議員 今後、協議会の中で具体的な取り組みを協議していくということで、この問

題については、今後のそういった取り組みに終止することといたしまして、これで質問を

終わります。 
○田村議長 これで岸田議員の一般質問を終わります。 
 次に、6番、差間勝男議員の質問を許します。 
 差間議員。 
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○差間議員 私は、厚内トンネル完成後についてということで、この道路問題を取り上げ

るのは 3 回目であります。いよいよ厚内トンネルが平成 20 年 3 月をもって完成をする。
おそらくこれは、周辺整備を含めて全部完成することだと思っております。 
 私は、厚内トンネルが完成し、今までのトンネルとかなり高さも幅も違いますので、当

然大型車が通行する、これは当然だと思っております。やはり、もとの国道 38 号線とい
うのは、前にもトンネル見たとおり、非常に古い国道であったと思っております。この点

につきまして、前町長にも、その前の町長にも同じ質問をしている中で、いよいよ厚内ト

ンネルが完成する、これは当時ですね、国道が完成した暁には、道道、いわゆる直別共栄

線から国道に格上げをしますと。しかしながら、当時ですね、お願いしていたのは、やは

り今残っている共栄線 13 キロも含めて、やはり国道になるだろうと。期成会としても、
当時、そのような運動をしてきているわけであります。 
 しかし、当時ですね、期成会を作るとしても、やはり財源不足がありまして、十勝太・

厚内・上厚内・直別、この行政区を含めた中で、当時発足した中身でございます。これは

当然今言いましたように、直別共栄線が国道になるだろうと、そういうような運動をやる

ことによって、やはり財源的な問題も当然出てきますしね、当時の町長はそれに対応して、

期成会を作るという理由というのは、一人の反対者もなく、皆さん地域の方がそろって賛

成してくれと、そういうこともあったというふうに覚えているわけでございます。 
 やはり今、いよいよトンネルができてトンネルから覆道まで 900メートルくらいあるの
でしょうね。これも含めて、道道から国道に格上げすると。町長、それについてですね、

やはり残された 13 キロ、どういうふうに考えているか、今まで町長も同じ地元の人間と
して、そういう頑張ってきた町長でございますし、別に厚内から出た町長どうのこうのと

言うわけではありませんけれども、その点どういうふうに判断して、今後も国道でいくの

か、また現在の道道でいくのか、その辺の考え方をお伺いしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 差間議員の質問にお答えいたします。 
 厚内トンネルは、平成 20 年 3 月の供用開始を目指しまして、現在整備が進められてい
るところであります。 
 ご質問は、厚内トンネル完成後、トンネルから直別までの国道 38 号と交差する間の一
般道道直別共栄線の整備の方向性についての考え方ということですので、今後の考え方に

ついてお答えいたしたいと思います。 
 国道 336号は、道東方面と道央及び道南方面を結ぶ幹線道路として、周辺地域の経済・
産業振興に大変重要な役割を果たしており、また国道 38 号の代替路としての役割も兼ね
備えた大変重要な路線であると認識しています。 
 厚内トンネルの開通により大型車両の通行量の増加が予想されるところでありますが、

一般道道直別共栄線の厚内地区は、特に道路幅員が狭く、曲線部が多々あり、また、橋梁
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の幅員も狭いため通行上非常に危険箇所があり、交通安全上、地元からも事故の発生につ

いて、大変危惧されているところであります。 
 これまでも事故防止や災害防除の観点から、道路の拡幅や急カーブ等の線形の見直しに

ついて北海道に強く要望してきておりますけれども、国道昇格も含め引き続き北海道や国

に要請してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
 以上、差間議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 差間議員。 
○差間議員 今、町長の言われたとおり、本当に危険箇所が多いと。道道のいわゆる今現

在共栄線、これは道道の規格、そのとおりだと思っておりますけれども、やはり厚内トン

ネル改良工事が実施される期間においては、道道への昇格の要請をしないようにと、当時、

土木現業所からそういうふうに前の町長が言われたと思います。 
 しかし、考えますとね、当初の考えと大分かわって、厚内トンネルが完成した時点で、

国道はこれで終わりだと、私はそういう判断をしているのです。なぜかと言うと、これは

ずっといわゆる厚内トンネルまでが道路ができた時点で道道から国道に格上げしますと、

これはそのとおりだと思いますけれどもね、土木現業所がこの時点でいわゆる国道への昇

格についての要請をしないように、私当時びっくりしたのですよ。 
 いわゆる昆布刈石、今の厚内トンネルから直別までの 13 キロがまだ残っていると、こ
の際、町長どうでしょうかね。国道に昇格すると、おそらく今の状態では無理ではないか

と思うのですよ。かえって、今の道道で整備をする方が早いのではないかと、これは昭和

63年から我々期成会でやってきているわけですからね、いまだかつてこういうような状況
になっているということは、裏を返せばおそらく国道はこれで終わりです。あとは、トン

ネルが道道から国道に格上げした時点で、それでもう終わりますということは、道道で、

現状で通すと。大体そういうようなことでないかなと思っているのですよ。 
 ですから、こういうことにつきまして、やはり当時、地元の地域をあげて作った期成会

もこれで解散したと、そういうことで今期成会も何もないのですよ。ですから、これから

町長に要請活動、別に国道昇格ということではなく、現在の道道の整備という視点をかえ

て、いわゆる昇格も含めて、整備も含めて、2 本立てでやっていけるかどうか。町長の考
えをお聞きしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 今、差間議員の方から直別共栄線の国道昇格、そして道道の整備、どちらが

優先順位といいますか、どのように現実的に対応するのかということだろうと思いますけ

れども、今、トンネルが 20 年 3 月供用開始になるということで、道道の整備が大体それ
で終わるのかなということであります。ただ御存じのとおり、災害で 2度ほど直別共栄線
被害を受けています。その災害を受けて現状復帰ということで、作業が終了していますけ

 - 8 -



れども、今後また大きな災害が発生し、また同じように崩壊する可能性が大変高いという

ことで、地元の方も心配されているところだと思います。そういう意味では、最終的には

国道への昇格というのが、最終的な地元の方々の希望ではないかというふうに考えており

ます。そういう面で、今後は、国道昇格への要請活動は続けていかなければならないと思

っております。 
 それと同時に、現実的に今、急カーブ等の市街を通る道路が大変危険な箇所があるとい

うことでありますから、現状の道道の中で整備を進めていくということも必要だろうとい

うふうに考えております。もともと、このトンネル工事が終了次第、道道の帯広土木現業

所に対しましては、急カーブの部分については、新しい橋のかけかえも含めて、要請活動

をしていたところであります。そういう意味では、現実的に急カーブの部分について、道

道のままそういう要請を続けていった方が、より現実的な対応がされるのではないのかな

というふうに今考えておりますので、国道昇格以前に、その部分が現実的に対応できるの

であれば、道道の部分で急カーブを橋のかけかえ工事を行っていきたいなと、その後、国

道への昇格も含めて協議をさせていただきたいというふうに考えております。 
 そういうことも含めて、今、帯広土木現業所との対応を行っていきたいと考えていると

ころでありますので、ご了解をいただきたいと思います。 
○田村議長 再々質問を許します。 
 差間議員。 
○差間議員 町長の言われた、やはり道道のままでも平成 20 年 3 月からは大型車が通り
ますので、なんとかそういう方向でお願いしたい。現在直別共栄線、私も全部見てきたの

ですけれども、3カ所大きい工事をやっております。工事内容も中には 3～4年しか経たな
い擁壁が前回の波によって、またやり直し、これには 9,700万という膨大な予算をかけて
いる箇所もございます。 
 また、幅道の近くで道路決壊の修理をしておりますけれども、それを聞くとハヤブサの

卵が崖の上にあると。それで工事が遅れているのだと。たしかに自然保護団体の皆さんの

言っていることはわかりますけれども、地域にとっては産業道路、生活道路含めています

ので、やはりそういうことも当然大事なのでしょうけれども、やはり地元に漁業中心とし

て生活している人方がいるわけですから、今、共栄線の 3カ所の工事をみても、どうも国
道でなく、道道でやるのかなと、繰り返しになりますけれども、とにかくやはり、道道で

あろうと厚内通る車が事故のないように、特に人身事故なんて起きたら取り返しのつかな

いことになりますので、十分その辺も土木現業所に町長から要請していただくと。 
 何回も言うようですけれども、地元には期成会がございません。解散したわけですから、

その点十分町長に判断していただき、期成会は無いですからね、何もやれないわけですか

ら、町長の判断で、当然期成会が必要になればまた期成会も作らなければいけないと思う

のですよ。前回、解散した時点で、そういうことも含めて浦幌町が非常に財政難である、

そういうことも含めて積み立てした基金を全額浦幌町に返したという経過もありますので、
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その点町長に適切な判断をお願いしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 期成会うんぬんのことにつきましては、国道昇格の見通しが立つのかどうか

ということも含めて、地元と協議をしてまいりたいというふうに考えておりますけれども、

今、国道 336号線が用地買収も含めて、当初の建設から大きく遅れているという実態もあ
ります。その用地買収も含めて、早期に完成するように開発には要請活動を現在も進めて

いるところであります。それを含めて、今度は国道 38 号線までの 336 号が直別共栄線も
含めて国道昇格、先ほど言いましたように、道道から国道昇格に最終的に昇格されるよう、

連絡線と言いますか、38 号線への 336 号線が連絡されることを願いながら、これからも
要請活動を進めてまいりたいというふうに思っておりますし、できれば一番危険な箇所、

優先順位をつけながら国道のまま工事をされることが現実的なのかなというふうに今考え

ておりますので、その点も含めて地元といろいろ協議をしながら要請活動を続けてまいり

たいというふうに考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 
○田村議長 これで差間議員の質問を終わります。 
 次に、7番、河内富喜議員の質問を許します。 
 河内議員。 
○河内議員 私は、浦幌高校への今後の行政の対応について、一般質問をさせていただき

たいと思います。 
 浦幌高校の存続については、道教委が 2006 年に示した新たな高校教育に関する指針の
存続条件を満たしていないことから、削減対象になっていたことは周知の事実であります。

そのことを受け昨年来、国・道関係機関存置促進期成会が中心となり、通学困難地域の実

情等を道教委に説明し、存続要請をするなど行政と振興会が一丸となって存続への取り組

みをしてきたところであります。 
 また先般、浦幌高校の 2008 年募集停止の方針が示されたことをうけ、行政が真摯にま
た精力的に対応していることは、6 月 7 日の行政報告の中で説明を受けたところでありま
す。しかし、最終決定はされていないとはいえ、今回の道の方針説明がもつ意味は、その

根拠、流れを見た時、大変厳しいと受けとめざるを得ません。 
 今後、存続のために道教委に地域事情を強く訴えていくことが必要だと思いますが、タ

イムリミットがあります。ここにいたっては、現実問題として、本当に説得力をもって訴

えていけることは限られていると思います。 
 今回の質問では、行政報告で説明がなかった部分も含めて何点か確認をさせていただき

たいと思います。 
 1 点目として、厳しいとはいえキャンパス校として生き残る可能性がないわけではあり
ません。しかし、生徒数が 1 学年 20 人以上で地元進学率が高いことなどが要件になって
おります。このことについては、行政報告の中でも説明がありましたが、現実問題として
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このことをいかにクリアするかについて、そのお考えをお聞きしたいと思います。 
 2 点目、町立移管の道もあると思いますが、このことについてどのようにお考えかお聞
きしたいと思います。 
 3 点目として、学科転換など、大胆な発想のもとで存続を図ることも道としてあると思
いますが、このことについてどのように考えているか、その考えをお聞きしたいと思いま

す。 
 4 点目として、今後の状況を見た中で、浦幌高校に在校している生徒に不利益のないよ
うに、教育等の確保やさまざまなケアを強く関係機関に要請していくことが必要だと思う

が、その点についてお伺いしたいと思います。以上、4 点についてお答えをいただきたい
と思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 河内議員の質問にお答えいたします。 
 浦幌高校への対応についてでありますけれども、行政報告で述べさせていただきました

が、現段階では、浦幌高校の来年度募集停止の方針が最終決定ではないと言われておりま

す。 
 先般、要望書を提出してまいりましたけれども、河内議員お見込みのとおり、道教委の

姿勢は大変厳しいものであると感じてまいりました。しかし、経済的な理由等により浦幌

高校にしか進学できない子どもたちがいる現状の中で、何としても存続してもらうよう訴

えてまいりたいと考えているところであります。 
 1点目の生徒数が 1学年 20人以上で、地元進学率が 50パーセント以上という地域キャ
ンパス校化の条件は、現状では非常に高いハードルであると認識しておりますけれども、

地域の事情を訴えながらこのハードルを下げていただくよう継続して要請活動を行ってま

いりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 2 点目の町立移管の道でありますけれども、現在の要請活動は、浦幌高校を道立高校と
して存続するようお願いしているところであり、現段階で町立高校への移管という考えは

ありませんので、ご理解をお願いいたします。 
 3 点目の学科転換による存続については、現時点では考えてはおりませんが、存続にな
った場合は、より多くの入学希望者を確保するために普通科からの学科転換が有効である

のかどうか、どのような学科があり得るのか等よく検討してまいりたいと思います。 
 4点目の在校生の教育等の確保やさまざまなケアについてでありますけれども、現在は、
来年度の募集停止を計画している段階であり、正式には 7 月に行われる地域説明会後、9
月に決定がなされると聞いており、前段でも申し上げましたように現時点では、何として

も募集停止を撤回していただき、地域キャンパス校として存続してもらえるよう要請活動

を続けてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 
 なお、仮定の話で申し上げることはいかがかとは思いますが、仮に 9月に募集停止とい
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う決定がなされた時には、在校生に対する教育的配慮等の要請はもとより、その後の対応

策等を含め、国・道関係機関等存置運動促進期成会及び浦幌高等学校振興会等と連絡をと

りながら、協議してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 
 以上、河内議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 河内議員。 
○河内議員 ただいまご説明がるるあったわけでございますが、私は、行政は一生懸命こ

のことについて真摯に対応をしているなと、そのようにとらえておりますが、残された可

能性に知恵を絞り最善を尽くすのが行政及び議会の責務であると考えておりますので、質

問にご理解を賜りたいと思います。 
 報道によりますと、2008年募集停止の対象校については、6月 15日開会の道議会に道
教委が原案を示して意見を受け、同下旬から 7月にかけて再度地域別検討協議会を開く運
びであり、最終決定は 8月以降の見通しになっています。当然、タイムリミットとしては、
これ以降になってくると思います。 
 今、そのことについての見通しについて、9 月くらいというご答弁をいただいたわけで
すが、また一番重要で一番難しい問題として、地域キャンパス校としてのハードルの緩和

についてでありますが、このことについては、生徒数もしかりですが、特に地元進学率が

ネックになると思います。我が町は、上浦幌地域の特異性ということが現実問題としてあ

りまして、ほとんどが本別圏ということで、実際は浦幌高校へ通学実績がほとんどないと

いう実情があります。また、通学困難地域を抱えているということも現状であります。大

変このことについて説得力を持って強く訴えていくことにも限界はあると思いますが、し

かし、最後まで粘り強くこのことについては、道教委に要請をしていっていただきたいと

考えております。 
 また、今後署名活動等の存置運動も検討されているということも聞いておりますが、何

分タイムリミットがある中でのことでございます。是非効果的な進め方を今後考え、進め

ていっていただきたいなと考えております。いずれにせよ、このハードルの緩和、これを

実現しない限り存続は無理であると言ってもいいと思いますので、この辺について積極的

に粘り強く努力をしてもらいたいと思います。 
 また、地域キャンパス校としての存続ということで言いますと、報道などを見ますと、

町民の中には町営移管が前提で地域キャンパス校があるのではないかというようなとらえ

方をしている人がいるようでございますので、このことについて確認をさせていただきた

いと思います。 
 3 点目の学科転換については、今回募集が停止になった 5 校は、いずれも普通校である
ということで、一面的なとらえ方ではありますが、今後検討の可能性があるのであればし

ていただきたいなと思っております。 
 再質問として、タイムリミットを考慮した今後の存置活動についてと、キャンパス校は
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町営が前提となるのか、というこの 2点について絞ってお聞きしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 再質問にお答えをいたしたいと思います。 
 キャンパス校は町営移管が前提なのかというお話でありますけれども、あくまでもキャ

ンパス校は道立高校においてのキャンパス校ということでありまして、キャンパス校の条

件としては、他の高校への進学が困難な地域を抱える高校、また地元からの進学率が普通

校であれば 50％以上ある高校、それがキャンパス校としての要件になると。センター校か
らの先生の派遣も含めて、道立高校のままキャンパス校として存続をするというのが、地

域キャンパス校の条件であります。 
 したがいまして、町立高校への移管ということの関連は、全くないというふうに考えて

います。町立高校への移管につきましては、先ほど、答弁いたしましたとおり、現在、道

立高校についての存続運動を積極的にやっているという段階でありますので、現在のとこ

ろ、町立高校への移行ということは考えていないということでありますので、ご理解をい

ただきたいと思います。 
 なお、タイムリミットを踏まえての検討ということでありますけれども、まさしく今、

子供たちは進学校を決定するという大変重要な時期にあります。そういう意味で、今、統

廃合の提案をされるということに対しましても、道教委に強く反対ということを表明した

ところでありますし、子供たちのことを考えますと、是非早い時期に今の募集停止という

のを撤回していただきたいというふうに、強く要請活動を今後も続けてまいりたいという

ふうに思っております。 
 現在、署名活動を続けておりますけれども、署名活動が集まり次第、再度教育委員会の

方に、これは十勝になると思いますけれども、提出をしながら存続についての要請活動を

してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
○田村議長 再々質問を許します。 
 河内議員。 
○河内議員 大変厳しく、今後の道のりは困難であることは予想されますが、一点突破、

キャンパス校としての存置について全力でひとつ頑張っていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 
○田村議長 これで河内議員の一般質問を終わります。 
 次に、1番、中尾光昭議員の質問を許します。 
 中尾議員。 
○中尾議員 町長の、今後の雇用についてのお考えをお伺いをしたいと思います。 
 浦幌町におきましても、大変厳しい財政状況からいろいろな事業の削減がなされ、それ

らのことによりまして、町内に働く場がなくなり、やむを得ず仕事を求め、職を求めて浦

幌町から出て行ってしまう人が多く見受けられると思います。 
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 企業や商店の倒産、廃業、リストラなどにより多くの人が、今現在、職をなくしている

現状があります。人が生活をしていく上で、仕事をして収入を得なければ生活はできませ

ん。最低限の生活があってこそ、町長の言われる「協働のまちづくり」が行われ、「ともに

実践し、夢と希望のもてるまちづくり」が実現するものだと思います。 
 町にとっても、町民にとっても、雇用というものは、大切な課題の一つだと思いますが、

町長はどのようにお考えになりますか。また雇用を守る意味からも、地元企業、また商店

の育成にも今以上の何らかの政策が必要と考えますが、町長の考えをお伺いしたいと思い

ます。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 中尾議員の質問にお答えいたします。 
 町民の皆様が安心して暮らせるまちづくりのため、そして町の経済活性化のため、行政

として各種施策を講じていくことは非常に重要なことだと考えております。 
 しかしながら本町は、厳しい財政状況を背景に、限られた財源の有効活用に努め、ここ

数年公共事業の発注額は、必要最低限にとどめながら最優先とされる事業を選定し、発注

してまいりました。昨今の本町における建設業者の廃業等や職を求めた町外転出は、これ

らの影響も一つの要因として考えております。 
 本町の財政が、借入金の償還ピークを乗り越え、少し明るい展望が開けてきたとはいえ、

今後の地方交付税配分が不透明な状況下において、町として財政破綻を回避することが最

優先課題であると判断しており、財政事情を考慮しながら行政運営に努めなければならな

いものと考えております。 
 こうした状況の中にあっても、町として、人口流失に歯止めを掛け、雇用を確保し、地

域経済の活性化を図るための施策を講じていくことは、当然必要なことだと考えており、

歳入歳出バランスを考えた施策展開に努めてまいりたいと考えているところであります。 
 町政執行方針でも申し上げましたが、近年、地域資源を有効に活用した起業家が誕生し

ており、各企業もそれぞれ新たな活路を求めて新事業にチャレンジしています。これらに

対しまして、釧路産炭地域総合発展機構の新産業振興事業補助金のほか、国や道の補助制

度の活用などをもって支援してまいりたいと考えております。 
 また、販路拡大の支援として、まちづくり交付金事業を活用し、産業交流施設としての

道の駅の整備や、本町の観光資源である留真温泉の整備により、交流人口の増加が期待さ

れ、地場産業の振興と地域の活性化、さらには、雇用の創出に繋がっていくものと考えて

おります。 
 また、このたび、浦幌町商工会においては、無料職業紹介所を開設いたしましたが、商

工会と連携をさらに深めながら、現行の浦幌町中小企業振興資金の斡旋及び利子補給制度

の活用を促進し、地元企業及び商店の育成を図ってまいりたいと考えております。 
 さらには、現在、浦幌町地場工業等振興条例に基づき、投資額 1,000万円以上の事業場
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の新設や増設の場合等に助成措置を講じておりますが、投資額の緩和等の助成措置の拡充

について検討してまいります。 
 このほか、既に新聞報道等で御存じかと思いますけれども、釧路産炭地域総合発展機構

の基金取り崩しに伴う助成事業を活用し、老朽化により損傷が著しい公共施設や町民のた

めのライフラインの整備を計画し、冷え込んでいる建設業界に効果的波及をもたらすよう

努めてまいりたいと考えております。 
 この助成事業の本町の配分額は、総額 3億 2,251万 3,000円となり、5カ年間に渡って
単年度平均 6,450万円のほか、その運用益を含めますと約 7,000万円近くの事業を行うこ
とが可能となります。本年度分については、本定例会に関連予算を提案させていただいて

おりますが、6,986万円の助成が決定しているところであります。 
 厳しい財政状況の中、こうした助成制度を有効に活用しながら事業を展開し、地元企業

の育成と雇用の確保を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたしま

す。 
 以上、中尾議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 中尾議員。 
○中尾議員 ただいま町長からご答弁いただきました。 
 私も今の浦幌町の財政状況は、理解をしているつもりであります。浦幌町だけではあり

ませんけれども、大変厳しい財政状況でありますから、今後、公共事業がどんどん、どん

どんと発注をされ、仕事がどんどん、どんどん地元に企業にということは、まず無理であ

るということも理解をしているつもりであります。しかし、その上で、公共事業等が削減

されるということは、その裏には直結して雇用が背中合わせにあるということ、このこと

の配慮が私は少し足りないのではないかと、そのようなことを思っております。 
 やはり地元の企業、商店の今の現状を、本当の生の声を、やはりもうちょっと聞く必要

があるのではなかろうかというように、私は考えております。町が財政破綻を回避すると

いう、このことはやはり一番しなければならないことだろうと思いますが、それと同じく

らい大切なものは、やはり町にとっては人であろうと思います。この人口でありますが、

浦幌町のホームページによりますと、平成 19年 5月 31日現在で 6,075人と記載されてお
ります。国勢調査による浦幌町の人口でありますが、平成 12年では 6,846人、平成 17年
では 6,068人という記載があります。単純計算ではありますけれども、この 7年間で 771
名の減であります。本当に単純ですが、この 7年間で 100名以上の減というような、年間
にしてですね。そういうような数字になるのかなというふうに思っています。やはり財政

も大切ですが、人口、人というものにももっと優しい政策があるべきではなかろうかとい

うふうに思っております。 
 私は、町が今までもこの雇用の部分について一切何も手を打っていないというふうには

言いませんが、やはりおのおのの企業も今現在、いっぱい、いっぱいの経営をしているの
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が現状であります。そのことの声をもっと聞いていただきたいということが一つと、それ

とその中で雇用を守るのであれば、やはり今までの政策以上にもう一歩踏み込んだ施策が

必要であるというふうに考えております。そのことについて、町長にもう一歩具体的な、

もう一歩踏み込んだ政策が、町長のお考えの中に何かあるのであればお伺いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 本町の状況は、まさに今、中尾議員が言われた状況のとおりだと思ってお

ります。浦幌町の今の経済情勢を見た時に、やはりいかに足腰の強い経済基盤をどう作っ

ていくのかということが最も大きなことだと思いますが、それに伴って当然雇用が発生す

るわけですから、それをどのように作っていくのかということだと思います。公共投資の

部分については、先ほども若干申し上げましたけれども、10数年前はおそらく 10億円か
ら 20 億円くらいの間で公共投資が町の財政支出の中で行われていたわけですが、今年度
にあっては約 5億 7,000万程度の投資的経費ということであります。 
 そういった意味では、非常にこういった現状の中で建設関連の企業については、非常に

厳しい状況にあるのかなというふうに思っております。財政と経済活動のバランスという

意味ではですね、非常に難しいところがあるのですが、やはり行政としては何としても地

域に根ざしている企業の方々に頑張っていただいて、その力を発揮していただいて、町の

力をつけていただきたいというのが大前提であります。 
 したがって、中小企業と言われる業者の方が浦幌にありますが、先ほど、町長が答弁い

たしましたように、中小企業振興条例なり地場工業等振興条例という中で、それぞれ企業

の活力を生むための施策を展開してきておりますが、一つには地場工業等振興条例につい

て、先ほど見直しを図るということでご答弁をさせていただきました。やはりそれぞれの

企業が努力しながら、新たな製品づくりなり設備投資をしながら、何とか一歩進めたいと

いう企業の方々がいらっしゃると思いますが、そういう方々に対して町の政策として、よ

りそれをやりやすいような形の政策を展開していきたいということであります。 
 具体的には、今の条例で言いますと、新たに設備投資なり増設する場合は、1,000 万以
上の投資がないと対象にしていないわけでありますけれども、この 1,000万という金額が
ですね、今の企業さんにとっては大変厳しいものがあるのかなと、だからそれを一つには

下げてですね、より投資のしやすいような政策に変えたいと。その投資によって、町の政

策としては、やはり固定資産税の助成ですとか、あるいは雇用が生まれた場合には一人に

ついてなんぼ補助する、あるいは新製品・新技術を開発する場合については、100 万円上
限で助成するというような内容の制度がありますので、まずそれを活用しやすいような制

度にしていきたいというふうに考えております。 
 あと、やはり経済活動ですから、町内全体をどう経済の力で深めるかという意味は、当

然一時産業の町ですので、農業関係、林業関係、漁業関係、この辺のところが安定するこ
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とによって、当然それに関連する運輸業界なり、製造業界の雇用問題に伴ってくるわけで

すから、総体として町としては考えなければいけないですが、今、当面ご質問の趣旨に沿

うと、そういうような中身で政策を若干拡充しながらやっていきたいということでありま

す。 
 あと商店街の関係等もですね、厳しい状況は聞いております。消費の拡大等ですね、や

はり人口が減少すると必然的に消費も落ちるわけですから、当然雇用の問題、あるいは町

外への購買力の流出の問題等抱えておりますけれども、その辺については商工会さんとで

すね、やはりきちんと連携をとって、そこら辺どうしたらいいのか知恵を出し合いながら

やっていきたいというふうに考えております。以上です。 
○田村議長 再々質問を許します。 
 中尾議員。 
○中尾議員 ただいま副町長からご答弁いただきました。 
 やはり今言われましたように、広い視野を持ってこの町のせっかくの一次産業、いろい

ろなつながりを持った中で、この町に潤いがあるような形を是非、町も主体となって行っ

ていただきたいというふうに思っております。また、今お話があった地元の商店街、企業

もそうですが、やはり民間企業ですからおのおのが努力をするということは、これは当然

の話であります。努力のない企業に発展はないということは当然でありますが、なかなか

そうは言ってもですね、その努力が報われない、努力をしてもその上をいくような厳しい

状況があるということも、是非、町の方にもご理解をいただきたいというふうに思ってお

ります。 
 また、私は、今回の雇用という問題につきまして、商店、企業の助成うんぬんだけでは

なくですね、やはり実際に働くもの、先ほどの岸田議員の質問の中にもありましたけれど

も、やはり雇用の部分で季節労働者ですとか、一番に弱者と言われる人方の雇用を守ると

いうことも、私たちは大変な課題の一つであろうと思っております。既に始まっていると

言われておりますが、俗に言う団塊の世代、今も起こっている大量退職者であります。こ

の問題も、やはり浦幌にとっては他人事ではない大きな課題の一つだというふうに私は思

っております。 
 今、おのおのの企業、商店も今現在働いている方々も、企業自体がいっぱいいっぱいの

状態でやっていますので、国は雇用の延長とかいろいろな話をしていますが、なかなかそ

ういうような形にはならないだろうというふうに思っています。60歳の定年までは何とか
雇用したいというような中で、企業が踏ん張っているというのが実情ではないかと思って

おります。そうした中で、60歳になって定年を迎えたといっても、すぐに年金がもらえて
そのまま生活ができればいいですが、なかなかそうなっていないのも実情だと思います。

年金をもらうまでの 2 年、3 年の間、実際どうするのかと、仕事がなければその人方の生
活はどういうふうになっていくのかということがとても問題になるだろうと思います。 
 特に、若い人方が最悪はこの浦幌へ出てでも仕事をみつけるということがあるかと思い
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ますが、やはり 60 歳を迎え高齢で次の転職と言ってもなかなか難しいでしょうし、先ほ
ど冬に新技能を身につけると言いましても、なかなか高齢で技量を身につけるということ

も難しい問題になるだろうというふうに思います。やはりずっと育ち生活をしてきた、こ

の浦幌を離れるようなことのないように、やはりそういった方々に対しても、何らかの町

としての施策を求めたいというふうに思っております。せっかく今ですね、先ほどもお話

ありました釧路産炭地域の、いいニュースもあります。私は、そういう部分をただ単に事

業を発注するということではなく、そういった弱者に対しての目をもっと向けていただい

て、どちらの方にも十分な配慮をいただくことを望みたいというふうに思います。 
 私は、この雇用については、事を窮すると、急ぐというふうに思っています。今現在、

特に春先のものですから、仕事がなく困っている人もたくさんおられるというふうに思い

ます。町におかれましても、このことをご配慮いただきまして、是非この町から一人でも

人が出て行くことが、少なくなるようなご配慮をいただきますことを心からお願い申し上

げまして、私の質問をこれで終わらせていただきたいと思います。 
○田村議長 これで中尾議員の一般質問を終わります。 
 以上をもちまして、一般質問を終結いたします。 
 お諮りをいたします。 
 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〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、暫時休憩いたします。 
 

午前１１時１０分 休憩 
午後 １時００分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 
     ◎日程第２ 議案第５０号 
○田村議長 日程第 2、議案第 50号 平成 19年度浦幌町一般会計補正予算を議題といた
します。 
 お諮りをいたします。 
 本議案は、細分化して審議を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〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
 本議案は、細分化して審議を行うことに決定いたしました。 
 提案説明は、10ページ歳入までを一区切りとして説明を求めます。 
 総務課長。 
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○山田総務課長 説明の前に、議案説明資料の 8ページをお開きください。ちょうど中ほ
どの④補正科目及び補正額の 4節釧路産炭地域基盤整備事業補助金の関係で、括弧で 187
万円と書いてありますが、これについては 180万の間違いですので、訂正願いたいと思い
ます。それから説明資料 20ページ 26の河川管理費については、説明不足のため別表にて
訂正表を提出しておりますので、よろしくお願いいたします。 
 議案第 50号 平成 19年度浦幌町一般会計補正予算。 
 平成 19年度浦幌町の一般会計補正予算（第 1回）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1億 8,089万円を追加し、歳入歳出の
総額を歳入歳出それぞれ 52億 819万円とする。 
 2 項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳
出予算の金額は「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 
 （地方債） 
 第 2条 地方債の変更は「第 2表 地方債補正」による。 
 平成 19年 6月 7日提出、浦幌町長。 
 次のページをお開きください。第 1 表については、省略いたします。5 ページをお開き
ください。 
 第 2表 地方債補正、補正後で説明いたします。光南 4丁目通道路整備事業債、限度額
1,200 万円、起債の方法、利率、償還の方法は、補正前に同じであります。これにつきま
しては、19年度新規着工路線で改良舗装延長 100メートル、幅員 5.5メートル、歩道幅員
両側 3.5 メートルの工事に伴う道路整備事業債補正の内容であります。なお、これにつき
ましては、詳細は議案説明資料 19ページに記載しております。 
 厚内漁港整備事業債 400万円、これについては、厚内漁港の整備に伴い、渓流施設のマ
イナス 3メートル岸壁及びマイナス 2.5メートル物揚場は、30分の 4の町村負担が生じる
ことから、漁港整備事業債補正を行うものです。なお、これにつきましても、詳細は説明

資料の 16、17 ページに記載しております。計で 3 億 2,200 万円、1,600 万円の補正の内
容であります。次のページをお開きください。 
 歳入歳出補正予算事項別明細書、1の総括については、説明を省略いたします。次に、8
ページをお開きください。 
 2、歳入、11 款分担金及び負担金、2 項負担金、3 目農林水産業費負担金 2 万 6,000 円
を減額し、2,559万 4,000円、農業団地センター管理負担金の更正減であります。 
 13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金 210万 7,000円を追加し、6,695
万 9,000円は、説明資料 10ページに記載しております。2項国庫補助金、2目土木費国庫
補助金 2,280万を追加し、8,700万円、1節道路橋梁費補助金 1,800万円は、説明資料 19
ページ、2節住宅費補助金 480万円は、説明資料 20ページ、3項委託金、3目農林水産業
費委託金 82万円を追加し、382万円は、説明資料 15ページ、4目土木費委託金 260万円
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を追加し、260万円は、説明資料 20ページ。 
 14款道支出金、1項道負担金、1目総務費道負担金 514万 2,000円を追加し、1,503万
円は、説明資料 15、16ページ、2目民生費道負担金 65万 5,000円を追加し、6,845万 9,000
円は、説明資料 11ページ。 
 15款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金 30万を追加し、53万 7,000円
は、基金利子の追加の内容であります。2 項財産売払収入、3 目北海道さけ・ます増殖事
業協会出資金返戻収入 22万円を追加し、22万円は、説明資料 7ページ。 
 17款繰入金、1項 1目基金繰入金 5,441万 6,000円を追加し、8,621万 6,000円は、財
政調整基金繰入金の追加の内容であります。2 項他会計繰入金、2 目老人保健特別会計繰
入金 292万 6,000円を追加し、292万 8,000円、老人保健特別会計繰入金の追加の内容で
あります。次のページをお開きください。 
 19款諸収入、3項貸付金元利収入、6目医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入 120
万円を追加し、204万円は、説明資料 7ページ、5項 1目雑入 7,173万円を追加し、7,907
万 1,000円、3節雑入 313万の追加、コミュニティ助成事業助成金 250万については、説
明資料 18 ページ、損害賠償金は、常室雑種家屋賠償金の追加であります。建物災害共済
保険金は、説明資料 10ページに記載しております。4節釧路産炭地域基盤整備事業補助金
6,860万の追加は、説明資料 7、8ページに記載しております。 
 20款 1項町債、2目農林水産業債 400万円を追加し、8,220万円は、説明資料 16、17、
18ページに記載しております。3目土木債 1,200万円を追加し、5,480万円は、説明資料
19ページに記載しております。以上です。よろしくお願いします。 
○田村議長 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、野村議員。 
○野村議員 10ページの雑入のところでお伺いしたいと思います。産炭地域基盤の補助金
が 6,860万、これにおいて次の支出の項目でも全て支出がいろいろ割り振りされておりま
すけれども、たしか前回の議会の時には、これは地域の基盤整備のために使う基金であり、

またこの使途についても審査機関を設けて、その許可をもって使用が可能だということで

答弁を受けた記憶があるのですけれども、これから支出その他でたくさん出てきますけど、

非常に相加的に使われています。本当に地域産業、地域基盤としては、よく見ると何項目

しかないような形ですけど、こういう使い方で許可されて、当然許可されただろうから予

算組みしたと思うのですけれども、その辺の経緯、審査機関については、当初説明聞いた

時と大分内容が違うような、使途も認められているのですけれども、その辺についてどう

いう形になったのかお伺いしたいと思います。 
○田村議長 産業課長。 
○中川産業課長 議会の中では、今、野村議員がおっしゃったような形で説明をさせてい

ただきました。具体的に、本年度から 5カ年にわたって、基盤整備事業について割り当て
が決まりましたので、浦幌町においても特に地域振興と基盤整備ということで、多数の項
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目を挙げさせていただいたのですが、その審査委員会なり釧路産炭地機構という株組織が

あるのですが、その中で前段でどういうものが対象になるか、予備審査的なものがありま

して、それで半分くらいに落とされております。 
 そして、最終的にこの項目③で 8ページに書いてありますが、こういう項目でどうでし
ょうかということで、釧路機構の審査委員会というのが今年できまして、それは行政サイ

ド以外の一般の方に、その町村にとってこれら地域振興なり、基盤整備の事業としてどう

なのだろうということを審査していただきました。その結果が、浦幌町のこの事業につい

ては認めましょうということで、採択をいただいております。 
 正式には、道の方から今月か来月中に決まってくるという形になっておりまして、とり

あえず今年度については、浦幌町がこれだけの事業をやってもいいということで了解をい

ただいております。以上です。 
○田村議長 野村議員。 
○野村議員 説明のとおり、いろいろな審査機関を通じて許可されたということで、大変

よろしいかと思います。この説明書によりますと、非常に相加的に広範囲に許可があると。

今後もこういう形で、基本的に約 7,000万、5 年間で区切っていくと約 7,000万前後のお
金は事業が足りなかったら補充という考え方で、当初予算で組まなくて、不足を補填する

という考え方で修正していけば、どんどん許可なるような、そのような金の使い道になる

のかなと。今年はたまたま今言ったように、補正の形で 6 月に提案されましたけれども、
次年度以降は 3月にきちっと当初予算にそれを計上して、収入として見て一つの事業とし
てきちっと組んでいくのか、それとも一度組んだ後に、足りない分はまた申請して補充し

てもらおうという姿勢でいくのか、その辺だけきちっと考え方だけお伺いしたいと思いま

す。 
○田村議長 産業課長。 
○中川産業課長 今年は、いろいろな助成制度の補助体制をどういう形にするかというこ

とで、急遽決まったものですから、どこの町村も補正で組まざるを得ないということで、

その辺ご理解をいただきたいと思います。残り 4年間あるわけですけれども、その中では、
本町としても何を重点にどういう形で進めるのかと、一応 4年間で 7,000万くらい使えま
すので、担当としては、役場の庁舎内でプロジェクト等を作って、4 カ年の計画の優先順
位をつけて、きちっとやっていきたい。そして、それぞれの当初の予算計上をしていくと

いうことになると思います。ただし、その中で、審査委員会がありますので、前段に、前

年で釧路機構の方とも協議をしながら、できるだけ落とされないような形のものをのせて

いくということでお願いをしていきたいというふうに思います。 
 1 市 4 町の中でも、あくまでもこれは石炭町村の基盤整備ということで、難しいこと言
われても困ると、できるだけやんわりと何でも使えるような体制にしていただきたいとい

うことで、ずっと要望してまいりました結果、ある程度、先ほど野村議員が言われたよう

に、広範囲にわたって補助の対象という形で認めていただいておりますので、来年からも
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そういうような方向で、またある程度融通のきく助成制度になるのではないかなというふ

うに思っております。中尾議員の一般質問の中でも言いましたけれども、やはり地域に根

ざして雇用に結びつくようなものも、集中的にやっていった方がいいのではないかという

ふうに担当の方としては思っています。その辺またプロジェクトの中でじっくり理事者含

めて検討してまいり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。 
○田村議長 野村議員。 
○野村議員 今後の予定されている資金の使い方、当初予算、いろいろな形できちっとし

た対応をとっていくということ理解できましたけれども、これ町長どうですかね。5 カ年
での使用期限ということで、今年はしょうないですから、あと 4 年間で使えるのですし、
金額的に非常に大きな魅力のあるまとまった金額だと思うのですけれども、もう少しじっ

くり考えて、このような相加的なことも大いに結構でしょう。だけどある程度まとまった

お金をもう少しじっくり考えて、まとめて使うようなことを先ほど、課長が今後の使用の

検討委員会と言いながら、今お話を聞いている中で、相加的に使えるのでということで、

なんとなくばらまき的に使って、知らないうちに無くなってしまったということのないよ

うな考え方は、持てませんか。それについて考え方をお伺いしたいと思います。 
○田村議長 町長。 
○水澤町長 今、野村議員おっしゃったとおりだと思います。大変貴重な財源であります

から、まちづくり政策含めてこの後を残す 4年間、この財源を使いながらどのようなまち
づくりをしていくかということが大変重要なことだろうなというふうに思っています。そ

ういう意味では、全町的な見地から、財源を有効的に使っていくようにしたいなと思って

おります。ただ単に補正をしていくような使い方だけではいけないなというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いします。 
○田村議長 その他、質疑ありませんか。 
 5番、杉江議員、 
○杉江議員 8ページ、13款 3項 3目の農林水産業費委託金、浦幌太排水機場に関する委
託金の関係でお伺いしたいと思います。これは国営農地防災事業で祈願であった大型の排

水機場が完成したことによる本年度試験供用ということでの委託金であろうと、説明書に

もそのようになっていますから。ご承知のように、年間 30 数億ですね、19 年度 33 億、
また昨年 36 億ですか、そういう金額を毎年投じてやっていただいている国営開発の直轄
事業ですけれども、先日、5月 17、18日ですね、85ミリの雨の後も、私 18日午前、午後
この場所に行って状況を見てまいりました。地域の方も集まっておられましてね、補助事

業といっても、これだけの目に見えた成果がある事業は滅多にないということで、地域の

方も非常に喜んでおりました。 
 そういう中で、85ミリ集中的に降ったこともありますし、非常に早い時間帯にこの排水
機場 2基フル稼働をいたしました。それはもちろん、担当の方では把握されていると思い
ますけれども、そういう中で関連しますので、1 点はですね、この委託金が来年度以降も
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こういう形で町移管になってきた施設の管理費として、継続的にいただけるような手はず

になっているかどうか、そのことについて 1点お伺いしたいと思います。 
 それから関連しますので、従来の朝日の排水機場ですが、これをどういう範囲で稼動し

ていくのか、仮に今までどおり発電機持ってきて 7基フル稼働しますと、従来の 3倍の排
水量だということになりますね。一口 1トンですから。こちらは設計では、2基で毎分 12
トンになっていますけど、私もモニターを見てまいりましたけれども、毎分 14 トンで通
りました。単純計算で 3倍出るよということでありますけれども、この新しい排水機場は
朝日よりほぼ 1キロ上にありますから、ある程度レベル差のある中で、排水していても徐々
に朝日も増水しているよという報告を聞いてまいりました。 
 それで朝日の施設もどのような対応を今後していくのか、農地防災事業の実施にあたっ

て、いろいろな地域のご意見ありまして、河川の排水基準よりかなり下げた中で稼動して

いたということはご承知だと思うのですが、その辺のことについても行政としては、対応

をはっきりされた中で、しておられるのかどうか。先ほどのと 2点についてお伺いしたい
と思います。 
○田村議長 産業課長。 
○中川産業課長 1 点目の浦幌太排水機場の委託金の関係でございますが、先ほど、杉江
議員がおっしゃいましたように、今年、試験操業的にやるということで、今年度、基本的

な電気料、水道料分については開発で出しましょうと、基本料金の分だけ出します。残り

については、町でお願いしたいということでございます。来年度からは完全に町に移管に

なるということで、全額町で負担していただくということで、開発からは一銭も出ないと

いうことでございます。 
 それから朝日排水機場については、施設課長の方から説明をさせていただきますが、先

ほど言いましたように、浦幌太が 2基ともフル稼働しても朝日の方にはやっぱり増えてい
くということになると思いますけれども、その辺この浦幌太と朝日との兼ね合い、その辺

を今後、どうしていくかということについてもやっぱり検討の必要があるかなというふう

に思いますけれども、中身については施設課長の方から。 
○田村議長 施設課長。 
○前田施設課長 朝日の救急排水機場の関係ですが、開発の方から 4月 1日から管理委託
ということで、話がありましたけれども、予算上等、町の体制が整っていないということ

から、今議会で補正をするという形になっておりまして、7 月 2 日から管理委託をすると
いう運びになっております。これまでに池田河川事務所と打ち合わせをした中では、管理

するにあたりまして、内容につきましては、機材の点検の整備、それから施設の運営、作

業員の車両確保並びに池田河川事務所からの指令による待機、招集、出動命令を待って出

動すると。それから機材の積み込み、運搬、ポンプ据えつけ運転、機材の撤去、空き地へ

の搬入報告という形の委託をしてもらいたいという話で、現在進めております。 
 浦幌太排水の関係との兼ね合いにつきましても、池田河川事務所との話によりますと、
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この浦幌太の排水がどのくらいの能力が現在あるか動かしてみないとわからないというこ

とから、当面、朝日の排水機場の 7基については、災害があった場合については、全 7本
のポンプを動かすという形をとっていきたいということで、管理委託をしてもらいたいと

いう話になっております。 
 ただし、今年度、若しくは来年度にかけまして、この浦幌等の排水の関係でかなりの効

果があるということであれば、朝日の方については順次 4本なり 3本なりにしていきたい
という形を多少は考えているということで、開発の方とも打ち合わせ済みになっておりま

す。今後の施設の対応については、今の段階ではそういうことで町も対応していきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
○田村議長 杉江議員。 
○杉江議員 前段の委託料の関係でありますけれども、農業施設としてのこういう形の町

内に前例はないのですよね。今まで河川に関する施設ばかりですよね。そういうことで、

前例がないということであってもですね、できれば開発の方にきちっと町に移管して管理

をする以上は、何らかの予算措置は必要だということで、きちっとやはり申し入れをして

ですね、要望して対応していただけないのかなと思います。 
 それから、後段の朝日の排水機場の話ありますけれども、先ほど、質問いたしました 1
点について答弁いただいてないのですが、排水の基準ですね、従来河川の基準で 2メート
ル 30だよと言っていたものを、この事業のためにこちら動くまでは 1メートル 80で稼動
するという申し合わせというか、池田事務所でもそのことは合意したと思うのです。地域

の人たちは、そういう数字をはっきりしていないと、俺動かすよと、近づいてきたのだか

ら動かすよと、1メートル 80になっていません、2メートルになっていません。こういう
ことが現場でね、緊急の事態でやり取りしていることではうまくないと思うのですね。で

すから、その辺のことをきっちり整理をしていただきたいなと。先ほど、その辺のことも

お伺いしたつもりなのですけれども、再度答弁お願いしたいと思います。 
○田村議長 施設課長。 
○前田施設課長 稼動する基準等につきましては、これから救急排水施設操作委託契約書

ということで、詳細にわたって打ち合わせするということになっています。今、言われま

した 1 メートル 80 で稼動するという形については、今年度初めてということで、まだ承
知はしておりませんけれども、そこら辺もこの操作協定書の中で出てくるかなと、考えて

おりますので、十分回数打ち合わせをしながら基準を決めてもらいたいと思っております。 
 先日、朝日の地区の方がみえまして、今、杉江議員がおっしゃられた内容を心配されて

おりまして、従来、開発で委託されております池田の業者がずっとやっておりますので、

慣れた業者に何とかお願いできないかということも言われております。そこら辺も含めま

して、河川事務所と十分打ち合わせをして、地元の救急排水に影響のないような形で、町

としては管理をし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。 
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○田村議長 産業課長。 
○中川産業課長 委託金の関係でございますが、これは今年になってからも開発へ何回か

お願いはしていますが、なかなか予算がないとか逃げられておりますので、先ほどおっし

ゃられたように、初めての農業サイドでの排水施設ということで、再度開発の方に何とか

予算をつけてくれということで要望してまいりたいというふうに思いますので、ご理解を

いただきたいと思います。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 質疑がないようなので、次に 16ページ、4款衛生費までの説明を求めます。 
 総務課長。 
○山田総務課長 3、歳出、人件費につきましては、新年度予算作成時の職員貼り付け及
び人事異動等に伴う追加と更正減の内容でありますので、説明は省略させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 
 1款 1項 1目議会費 41万 1,000円を減額し、6,467万 8,000円、議員期末手当の 0.2カ
月分削減による更正減の内容であります。 
 2 款総務費、1 項総務管理費、1 目一般管理費 637 万 5,000 円を減額し、2 億 8,978 万
7,000 円、2 節給料 656 万円の減、3 節職員手当等 303 万 3,000 円の減、4 節共済費 173
万 1,000円の追加、7節賃金 135万 6,000円の追加は、臨時職員 1名分の追加の内容であ
ります。9節旅費 13万 1,000円の追加は、職員人事異動に伴う赴任旅費の追加の内容であ
ります。 
 2目情報化推進管理費 286万 6,000円を追加し、4,895万 3,000円、13節委託料 284万
5,000円の追加、19節負担金補助及び交付金 2万 1,000円の追加は、説明資料 8、9ペー
ジに記載しております。 
 3目文書広報費 100万円を追加し、486万 7,000円、説明資料 9ページに記載しており
ます。12ページをお開きください。 
 5目財産管理費 63万円を追加し、560万 5,000円は、説明資料 10ページ、6目財政調
整等基金費 30万円を追加し、550万円は、基金利子分の積立金の追加の内容であります。 
 8目支所費 18万 6,000円を追加し、1,869万 5,000円、2節給料 10万 7,000円の追加、
3節職員手当等 3万 8,000円の追加、4節共済費 4万 1,000円の追加。 
 13目諸費 18万 8,000円を追加し、2,149万円、8節報償費 6万 1,000円の追加、これ
につきましては、叙勲表彰に伴う報償金、賞賜金の追加の内容であります。11 節需用費
10万円の追加は、説明資料 10ページに記載しております。18節備品購入費 2万 7,000円
の追加は、郵政民営化に伴う常室簡易郵便局の電話ファックス購入の追加であります。 
 2項徴税費、2目賦課徴収費 7万 3,000円を追加し、1,197万 4,000円、8節報償費 7万
円の追加は、滞納プロジェクト研修会講師謝金の追加であります。19節負担金補助及び交
付金 3,000円の追加は、十勝市町村税滞納整理機構負担金の確定による追加であります。 
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 4 項選挙費、3 目町長町議選挙費 124 万円を減額し、691 万 8,000 円、1 節報酬 4 万円
の追加、3 節職員手当等 20 万 8,000 円の減、9 節旅費 3 万 4,000 円の減、11 節需用費 6
万 2,000円の減、12節役務費 69万 3,000円の減、15節工事請負費 28万 3,000円の減は、
それぞれ実績に伴う追加と更正減の内容であります。 
 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費 290万 3,000円を追加し、3億 1,128
万 9,000円、2節給料 172万 8,000円の追加、3節職員手当等 79万 7,000円の追加、4節
共済費 63 万 2,000 円の追加、13 節委託料 163 万 1,000 円の減、19 節負担金補助及び交
付金 34 万 2,000 円の追加、20 節扶助費 128 万 9,000 円の追加につきましては、13 節委
託料、19 節負担金補助及び交付金、20 節扶助費は、節の組み替えによる追加と更正減の
内容であります。28節繰出金 25万 4,000円の減は、国民健康保険事業特別会計繰出金の
更正減であります。 
 2 項児童福祉費、2 目児童措置費 341 万 5,000 円を追加し、3,132 万 5,000 円、これに
つきましては、説明資料 11ページに記載しております。 
 3目認可保育園運営費 538万 2,000円を追加し、7,965万 2,000円、2節給料 5万 6,000
円の追加、3節職員手当等 38万 4,000円の減、4節共済費 1万円の追加、15節工事請負
費 570万円の追加は、説明資料 11ページに記載しております。 
 8目子育て支援センター費 65万 1,000円を減額し、1,432万 1,000円、2節給料 66万
7,000円の減、3節職員手当等 26万 5,000円の追加、4節共済費 24万 9,000円の減。 
 3項老人福祉費、1目老人福祉総務費 23万 4,000円を追加し、1億 9,692万 8,000円は、
説明資料 11、12ページに記載しております。 
 4目老人ホーム費 205万 3,000円を追加し、1億 6,326万 2,000円、2節給料 55万 5,000
円の減、3節職員手当等 24万 6,000円の追加、4節共済費 4万 2,000円の追加、7節賃金
147 万円の追加、11 節需用費 85 万円の追加、7 節、11 節については、説明資料 12 ペー
ジに記載しております。 
 4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費 331万 1,000円を追加し、1億 8,871
万 1,000円、12節役務費 1万 7,000円の追加、13節委託料 109万 4,000円の追加、18節
備品購入費 50 万円の追加は、説明資料 12、13 ページに記載しております。16 ページを
お開きください。28 節繰出金 170 万円の追加は、簡易水道特別会計繰出金の追加であり
ます。 
 2目予防費 66万 7,000円を追加し、644万 7,000円は、説明資料 13ページ、3目環境
衛生費 236万 8,000円を追加し、2,908万 8,000円は、説明資料 13ページ、5目医療対策
費 8万 5,000円を減額し、1億 4,035万 4,000円、11節需用費 6万円の追加、13節委託
料 129万 2,000円の減、15節工事請負費 80万円の追加は、説明資料 13、14ページに記
載しております。28節繰出金 34万 7,000円の追加は、町立診療所特別会計繰出金の追加
であります。 
 7目公衆浴場管理費 113万 8,000円を追加し、957万 9,000円は、説明資料 14ページ、
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8 目保健福祉センター管理費 31 万 5,000 円を追加し、1,356 万 1,000 円は、説明資料 14
ページに記載しております。以上です。よろしくお願いします。 
○田村議長 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〕 
○田村議長 質疑がないようなので、次に 21ページ、8款土木費までの説明を求めます。 
 総務課長。 
○山田総務課長 6 款農林水産業費、1 項農業費、1 目農業委員会費 261 万 5,000 円を減
額し、3,133万 7,000円、2節給料 136万 8,000円の減、3節職員手当等 68万 6,000円の
減、4節共済費 56万 1,000円の減。 
 3目農業振興費 2,576万 4,000円を追加し、5,156万 2,000円は、説明資料 14、15ペー
ジ、4目農業団地センター管理費 4万 2,000円を追加し、595万 3,000円は、ガス湯沸か
し器更新に伴う追加の内容であります。 
 6目土地改良費 82万 9,000円を追加し、8,310万 4,000円、11節需用費 79万 8,000円
の追加、12節役務費 3万 1,000円の追加は、説明資料 15ページ、9目地籍調査費 739万
9,000円を追加し、3,319万 8,000円、11節需用費 73万 6,000円の追加、13節委託料 664
万 7,000円の追加、19節負担金補助及び交付金 1万 6,000円の追加は、説明資料 15、16
ページに記載しております。 
 2項林業費、2目林業振興費 300万円を追加し、2,504万 3,000円は、説明資料 16ペー
ジ、4目うらほろ森林公園管理運営費 69万 3,000円を追加し、1,243万 8,000円、説明資
料 16ページ、次の 15ページをお開きください。 
 3項水産業費、2目水産業振興費 841万 6,000円を追加し、1,287万 4,000円、11節需
用費 9万円の追加、13節委託料 17万 6,000円の追加、15節工事請負費 20万円の追加、
19節負担金補助及び交付金 795万円の追加は、説明資料 16、17、18ページに記載してお
ります。 
 8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費 198万 2,000円を追加し、4,096万 7,000
円、2節給料 54万 5,000円の追加、3節職員手当等 80万 4,000円の追加、4節共済費 63
万 3,000円の追加。 
 2項道路橋梁費、1目土木車両管理費 2,867万 8,000円を追加し、5,228万 9,000円、2
節給料 422万 5,000円の追加、3節職員手当等 181万 6,000円の追加、4節共済費 163万
7,000円の追加、18節備品購入費 2,100万円の追加は、この備品購入費については、説明
資料 18ページに記載しております。 
 2目道路維持事業費 1,050万円を追加し、2,637万 2,000円は、説明資料 18、19ページ、
3目道路建設補助事業費 3,186万円を追加し、1億 4,333万 4,000円、2節給料 118万 3,000
円の追加、7節賃金 37万 8,000円の追加、9節旅費 22万 9,000円の追加、11節需用費 20
万円の追加、12節役務費 6万 2,000円の追加、13節委託料 350万円の追加、14節使用料
及び賃借料 25万 8,000円の追加、15節工事請負費 2,500万円の追加、19節負担金補助及
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び交付金 25 万円の追加、次のページをお開きください。22 節補償、補填及び賠償金 80
万円の追加は、それぞれ説明資料 19ページに記載しております。 
 3項河川費、1目河川管理費 360万円を追加し、783万 7,000円、11節需用費 30万円
の追加、13節委託料 230万円の追加、14節使用料及び賃借料 50万円の追加、15節工事
請負費 50 万円の追加は、説明資料 20 ページ、4 項都市計画費、2 目公共下水道費 59 万
5,000円を減額し、1億 3,889万 2,000円は、公共下水道特別会計繰出金の更正減、5項住
宅費、1目住宅管理費 1,765万円を追加し、4,134万 4,000円、11節需用費 25万円の追加、
15節工事請負費 1,740万円の追加は、説明資料 20ページに記載しておりますが、この工
事請負費の中の火災報知器については、10年有効の電池で煙感知式であり、1個の単価は
工事費込みで 1万 154円の内容であります。以上です。よろしくお願いします。 
○田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 
 6番、差間議員。 
○差間議員 住宅管理費、いわゆる火災報知器ですね。459戸に対して、1,103個、これ 1
個ずつではなく 2 個以上になっていますけれどもね、それから需用費が 25 万、工事請負
費が 1,120万、この中身を説明お願いしたいと思います。 
○田村議長 施設課長。 
○前田施設課長 戸数につきましては、433戸で 1,045個補助対象分でございます。その
他に 26戸に対しまして、58個の単独分がございます。この戸数につきましては、各 1戸
に対しまして、部屋数が 2 個なり、3 個なり、1 個なりということがございますので、そ
れを合計しますと、今の戸数に対しての補助対象で言えば、1,045個という形になります。 
 それと 25 万の消耗品に対しまして、補助対象の事業でございますので、この補助にか
かる事務用品ということの 25 万でございます。工事請負に対して、補助対象分が 1,060
万円から補助対象外が 60万円ということで、合計 1,120万円の内容となっております。 
○田村議長 差間議員。 
○差間議員 中身はわかりました。それで今言われた補助率をちょっと触れていましたけ

れども、1戸当たりどのくらいかかるのですか。いわゆる 459戸、戸数が 1,103個と言っ
ていましたけど、1 戸当たりどのくらいみているのですか。平均したら 2 個以上つくよう
になっています。 
○田村議長 施設課長。 
○前田施設課長 1 戸当たりではなく、火災報知機 1 基当たり、先ほど総務課長説明しま
した 1万 154円になります。私、言いましたように、1戸当たり 3部屋なり、2部屋あり
ますので、それを掛けますと、2部屋ある場合は 2万ちょっと、1部屋の場合は、1万ちょ
っとということになるかと思います。あと、補助率につきましては、地域住宅交付金とい

う国土交通省の補助金でございますので、おおむね 45％ということで、内示がきておりま
す。 
○田村議長 差間議員。 
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○差間議員 いわゆる 1個が 1万 154円、これはなぜ質問しているかというと、我々もつ
けたのです。私の家で 2個付けておりますけれどもね、1個が大体 6,700円くらいですか
ね。物すごい種類があると思うのです。いわゆる報知器、いろいろな種類ありますからね、

今言った金額のもあるかもしれませんけれども、いわゆる私付けているのは、まだまだ安

いのです。ですから、その辺十分吟味してやっていると思いますけれどもね、参考のため

に機種がわかれば教えていただきたいと思います。 
○田村議長 施設課長。 
○前田施設課長 単価につきましてはですね、この火災報知機だけの原価で言いますと、

5,600 円で積算しております。この単価につきましては、町内業者から見積もりをとりま
して、最低価格を採用して 5,600円と決めさせていただいております。 
 ちなみに、他社のこれと同じような機種で調べましたところ、電池式の 5年もので 3,960
円、10年もので 6,960円ということで調べました。私どもの積算している 5,600円につき
ましては、電池式 10 年ということで採用しております。1 万 154 円になる積算内容につ
きましては、補助対象ということから、工事請負入札をいたします。ということになりま

すと、北海道の営繕部で出している部量りを使用することになりますので、設置費、それ

から消費税等入りますので、合計しますと、1万 160円何がしの単価になります。あくま
でも、これは競争入札になりますので、あとは落札金額がいくらになるかはわかりません

けれども、落ちたら落ちたなりの単価になるかと思っております。 
 機種はですね、煙式、光電式、電池式ということで積算をしております。 
○田村議長 差間議員の発言は、既に 3 回に及びましたが、会議規則第 55 条但し書きの
規定により、特に発言を許します。 
 6番、差間議員。 
○差間議員 課長ね、私が言っているのは、消費税込みで 6,700円くらいで我々やってい
るのですよ。ですから、いろいろな道の補助のある中でね、ここで消防法による改正で付

けないとならないものですから、これはわかりません。しかし、やはり財源不足の中でや

っている中身ですから、道の報知器いろいろあると思いますけれども、何種類もあると聞

いているのですよ。いわゆるピンからキリまであるということですから、工事請負費が

1,120 万ですから、道も物すごいものつけているなという一般認識があるということ。や
はり一般常識でこれが妥当な値段ならいいですけれどもね、随分高い感じがすると。もう

一回その点きちっと説明願いたいと思います。 
○田村議長 施設課長。 
○前田施設課長 単価のことをおっしゃられていると思いますけれども、単価については、

あくまでも、この消防法の基準の日本消防検定協会の鑑定に合格したものをということで

なっておりますので、これを見積もり聴取する時に、仕様として聴取しております。これ

らを基準にして、見積もりを出した結果、先ほど私が言いました 5,600円が最低価格とい
うことに、今の段階ではきておりますので、これを採用して積算をしております。 
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 これ以上安いものはたしかにあるかと思います。私もインターネットでいろいろ見たの

ですけれども、2,000 円から 3,000 円、7,000 円から 1 万円からといろいろあります。こ
れはそれぞれ 10 年まで電池式で補償しますよということの内容が本当にあるかどうか、
はっきりそこら辺もわからないものですから、ある程度基準を持った中で見積もりを取ら

せてもらっているということでございますので、ご理解を願いたいと思います。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 
 8番、野村議員。 
○野村議員 私も今の火災報知器について、関連して再度町の姿勢をお伺いしたいと思い

ます。前回も消防法が変わって、設置しなければならないということで、新設住宅はもう

当然付けなければならない、既存のものも順次 21 年までですか、付けなければならない
ということで変わりまして、非常に今言った金額的にも結構するものでありますし、やは

り町としても町民の生命・財産を守る大きな感知器というものは、初期消火、最小限の負

担、損害で済むようないいものだと思うのですけれども、これに対する助成金制度はでき

ないのかと、たしか前にもお伺いして、そこまでなかなか組めないという答弁でしたけど、

同じ東十勝消防事務組合の中で、他の町村はこの購入に際しては、たしか 3 分の 1、上限
1,500 円でしたかね、私、今手元に資料ないですけれども、そのような形で町民に補助制
度を設けたと、確認しておるのですけれども、どうですか。 
 今後、町は、町民の住宅は設置しなければならない義務ができていますけれども、それ

こそ先ほどの資金ではないですけど、ある程度補助制度を設けるような形はできないもの

かなと思うのですけれども、考え方をお伺いしたいと思います。 
○田村議長 施設課長。 
○前田施設課長 一般住宅の関係につきましては、あくまでも個人が設置するということ

でなっております。助成するか、しないかについては、政策的な問題でございますので、

理事者の方から答弁いただきたいと思います。 
○田村議長 町長。 
○水澤町長 法規制の問題でありますから、私から答弁をさせていただきたいと思います

けれども、以前にも助成できないのかという話が確かにあったと思います。しかしながら、

公営住宅につきましては、今言ったような形で付けざるを得ない、法的な部分で付けてい

くということでございますけれども、一般住宅につきましては、これは個人住宅でありま

すので、助成ということは現在のところ考えていないということで、以前からも答弁あっ

たと思いますけれども、現在のところそのような形で進めさせていただいているというこ

とでございますので、是非ご理解をいただきたいなというふうに思っています。 
○田村議長 その他質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 質疑がないようなので、次に 23ページ、13款諸支出金までの説明を求めま
す。 
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 総務課長。 
○山田総務課長 10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費 1,100万円を追加し、7,467
万 3,000円は、説明資料 21ページ、3項中学校費、1目学校管理費 270万円を追加し、5,163
万 3,000円は、説明資料 21ページ、4目スクールバス管理費 12万 1,000円を減額し、6,815
万 2,000円は、給料の更正減であります。 
 4項幼稚園費、1目幼稚園運営費 237万 7,000円を追加し、7,251万 4,000円、2節給料
61万 1,000円の追加、3節職員手当等 32万円の追加、4節共済費 24万 6,000円の追加、
15節工事請負費 120万円の追加は、説明資料 21ページに記載しております。22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 9 万円を追加し、4,532 万 6,000 円は、説明資料
22ページ、2目公民館運営費 108万を追加し、2,630万 6,000円は、説明資料 22ページ、
3目博物館費 16万円を追加し、154万 6,000円は、説明資料 22ページ、7目図書館管理
費 73万 8,000円を追加し、3,103万 1,000円、13節委託料 3万 8,000円の追加は、書誌
データ作成業務委託料の追加であります。18節備品購入費 70万円の追加は、指定寄付に
伴う図書購入費の追加であります。 
 6項保健体育費、1目社会体育総務費 216万 7,000円を減額し、435万円、2節給料 220
万 1,000 円の減、3 節職員手当等 65 万 6,000 円の減、4 節共済費 83 万 4,000 円の減、7
節賃金 152万 4,000円の追加は、準職員の社会体育指導員退職に伴い、新たに採用した臨
時の社会体育指導員の賃金の追加の内容であります。 
 2目社会体育施設費 22万 7,000 円を追加し、2,918万 4,000円、これにつきましては、
吉野パークゴルフ場のポールカップ更新に伴う追加の内容であります。 
 3目総合スポーツセンター管理費 501万 5,000円を追加し、2,466万 8,000円、15節工
事請負費 470万の追加、18節備品購入費 31万 5,000円の追加は、説明資料 22、23ペー
ジに記載しております。 
 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 250万円
を追加し、296万円は、説明資料 23ページ、2項農林水産施設災害復旧費、3目林業施設
災害応急費 160万円を追加し、160万円は、説明資料 23ページ。 
 13款諸支出金、1項 1目過年度支出金 22万 1,000円を追加し、23万 1,000円は、平成
18年度地域生活支援事業費等国庫補助返還金の追加の内容であります。 
 以上であります。よろしくお願いいたします。 
○田村議長 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。 
 11番、岸田議員。 
○岸田議員 21 ページ、幼稚園運営費の工事請負費の 120 万円、幼稚園の地下オイルタ
ンクよりオイル漏れがあったということの補正ですけれども、この原因は何であったので

すか。 
○田村議長 保健福祉課長。 
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○上村保健福祉課長 吉野幼稚園につきましては、57年の 4月から開設しております。そ
の間、25年使用しているわけですが、地下にタンクがあるということでこれまでの使用の
中で地震等の災害により、地下タンクがひび割れを起こしていたという並びにございまし

て、昨年の暮れに凍結がありまして、その中身でタンクの中に水が入って 1回今年の 3月
に全部中身のヘドロについてはとったのですが、その後外に重油が漏れていたというもの

が発覚したということで、それを全部取り替えなければならないと。地下タンクについて

も、今回、埋めてしまうと。 
 今後については、将来的なこともあるので、地上に設置するよう今後考えていかなけれ

ばいけないというふうに思っていますし、今回、この地下タンクを埋めるのと、その周辺

に出ている汚染された土壌を排出する中身で補正をしております。 
 なお、この後、今、仮に設置しておりますものがありますけれども、9 月に、冬に向け
て今度タンクを地上の整地したところに置きたいというふうに考えておりますので、ご理

解を願います。25年経過している中の地震等の中で、ひび割れが起きたということでご理
解を賜りたいと思います。以上でございます。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 
 1番、中尾議員。 
○中尾議員 災害復旧についての説明をいただきたいと思いますが、災害復旧ですから、

当然緊急を要するような事柄であろうというふうに思います。その時に、緊急を要する時

の仕事の、今回は機械の借り上げということでございますが、その時の何かどこの機械が

どうだとか、仕事をどういうふうにするだとか、何か緊急の時の基準のようなものがある

のであれば教えていただきたいと思います。 
○田村議長 施設課長。 
○前田施設課長 災害時の道路、河川等の被害を受けた際には、まず調査をするのは最初

なのですけれども、その度合いによって、現場ですぐ対応できる地元の業者がすぐいるか

どうかということで、日々お願いしている部分もあるのですけれども、すぐ出動できるよ

うな業者をまず電話で連絡をいたしまして、やっていただけるかどうか確かめてからお願

いをするという形になっております。 
 いずれにしても、補正等通らないとできないものですから、それまでの応急処置等、そ

れからバリケード等、そういう部分については、現在、補正前の予算の中で対応して、補

正予算が通った段階において、改めてお願いをするということになっております。 
 緊急体制等については、特に持っておりませんけれども、今、建設業協会と町との災害

時の緊急体制の提携も結んでいる中で、まだたしかな体制にはなっていないと聞いており

ますけれども、そこら辺も含めて検討をしていきたいな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。 
○田村議長 中尾議員。 
○中尾議員 今言われたように、緊急を要する、特に応急処置ということの部分が大きい
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と思いますので、その時に電話連絡をした上で、当日すぐ出られる業者がいないといけな

いわけですけれども、その時にその電話をする基準がどこにあるのかということを私はお

聞きしたい。今、言われたように建設業協会ともそういう提携を結ばれたということは私

も伺っております。 
 それであれば、例えば、建設業協会の方にそういう連絡がいって、協会の方で早急な今

すぐ出られるところが対応するというような仕組みが必要であるならば、私はそういうふ

うに窓口をしっかり設けることが、こういう応急処置がスムーズにいく方法だと思います。

今の状態でどこかに電話して、すぐ出られるとこというような形よりも、せっかくそうい

うような提携を結ばれたのであれば、そこを大いに利用するということが必要だと思いま

すし、また一歩進んで調査というところまでも、そういう部分で頼むことがより一層この

町のそういう部分の管理につながると思うのですが、いかがでしょうか。 
○田村議長 施設課長。 
○前田施設課長 おっしゃるとおりでございまして、そういう体制をすぐとりたいという

形で、今年の 3月だったのですけれども、提携を結びまして、詳細については、協会の方
と町ということで話になっております。具体的なものは出てきておりませんので、そこら

辺については、今後、これからではないかと思います。整理でき次第、その緊急時におい

ては、今言った体制の中で連絡をとってやっていきたいと思っておりますので、よろしく

お願いします。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 一般会計補正予算全体を通じて質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより議案第 50号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○田村議長 挙手多数であります。 
 よって議案第 50号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎散会の宣告 
○田村議長 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 
 本日は、これで散会いたします。 
 再開は、明日午後 2時といたします。 
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散会 午後 ２時０５分 
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