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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は12名です。 

 10番、髙橋利一議員は病気検査のため欠席する旨、議長に通告がありました。 

 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３０号 

〇田村議長 日程第１、議案第30号 平成20年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 おはようございます。平成20年度浦幌町一般会計予算を提案させていただき

ます。 

 平成20年度の一般会計予算総額につきましては、平成19年度の当初予算と比較いたしま

して２％の増額となっておりますけれども、平成19年度はご存じのとおり骨格予算であり

ました。町長選後の６月補正予算と比較して1.5％の減額予算となっております。 

 今国は、地方対策債などを地方交付税の中に盛り込むということでありますけれども、

2006年、2007年の骨太方針の中で示しました2011年度のプライマリーバランスを黒字化に

するという方針については、その姿勢を崩していないわけであります。また、自主財源で

あります町税につきましては、品目横断的経営安定対策によりまして本年度は大幅な削減

が予想されている中で、将来を見越した財政運営を図る必要があると考えているところで

あります。 

 今年度は、新給与表への移行、そして退職者の一部不補充などにより、将来を見据えた

人件費の削減を図ることにより、財政調整基金の繰り入れを行わないで予算編成を行った

ところであります。浦幌町の財政健全化を進めるためにも、緊縮型の予算となっていると

ころでありますけれども、どうぞご理解をお願いをいたしたいというふうに思います。 

 また、それぞれの詳細につきましては、副町長、また担当課長から説明をさせますので、

どうぞよろしくご審議をいただきますようお願いを申し上げたいと思います。 

〇田村議長 続いて、平成20年度予算説明書附表の説明を求めます。 

 副町長。 

〇門馬副町長 それでは、平成20年度予算説明書附表の説明をさせていただきます。緑色

のこの資料でご説明させていただきます。 

 最初に、１ページの各会計予算比較表でございますが、平成20年度予算額、一般会計51億

2,800万円、町有林野特別会計など10特別会計を含む総計で83億252万円になります。なお、

特殊事業分として公的資金補償金免除繰上償還の内訳につきましては、一般会計2,638万
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6,000円、公共下水道会計３億36万2,000円となっております。 

 前年度予算額は骨格予算でありましたので、比較増減につきましては増減の大きなもの

についてのみ説明をいたします。一般会計につきましては、前年度当初比１億70万円の増

で２％の増となっていますが、前年度６月補正後比では1.5％の減となっています。老人保

健特別会計につきましては、後期高齢者医療特別会計に移行となりますが、３月診療分ま

での医療費を見込んでおり、89.5％の減となっております。後期高齢者医療特別会計は、

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき新たに設けるものでございます。公共下水道特

別会計は、公的資金補償金免除繰上償還分が含まれておりますので、59.5％の増となって

おります。総計で前年度当初比３億1,793万3,000円の減で3.7％の減となっておりますが、

前年度６月補正後比では5.8％の減となっております。 

 次に、右の歳入歳出予算の総計表及び純計表でございますが、歳出、他会計への繰出金

でございますが、模範牧場会計を除き９特別会計等に６億8,509万9,000円を繰り出してお

ります。総計から重複計を引いた純計は76億1,742万1,000円で、前年度と比較しますと２

億7,851万2,000円の減となっております。 

 次に、２ページをごらんいただきたいと思います。一般会計歳入歳出総括表でございま

すが、３ページからの款別比較表で主な増減についてのみ説明させていただきます。歳入、

１款町税につきましては、個人町民税が主に品目横断的経営安定対策による農業所得減な

どで1,690万円の減、町たばこ税229万5,000円の減ですが、固定資産税750万円、法人町民

税200万円の増で、差し引き前年度比968万8,000円の減となっております。２款地方譲与税

は、自動車重量譲与税100万円、地方道路譲与税100万円の減を見込み、200万円の減。６款

地方消費税交付金100万円の減。７款自動車取得税交付金150万円の減。８款地方特例交付

金135万円の減。９款地方交付税につきましては、普通交付税は前年度実績比約8,800万円、

2.9％の29億3,600万円、特別交付税は前年度と同額の２億円を見込み、総額で31億3,600万

円、前年度当初比１億3,100万円の増となっております。11款分担金及び負担金については、

中浦幌、幾千世地区畑総事業受益者分担金の増がありますが、公社貸付肉用牛償還分担金、

保育所保育料、学校給食負担金などの減により259万9,000円の減となっております。12款

使用料及び手数料については、スポーツセンター・スイミングプール使用料が指定管理者

制度により341万円の減、その他幼稚園使用料、公営住宅使用料、ごみ処理手数料などの減

により731万9,000円の減となっております。13款国庫支出金については、まちづくり交付

金事業4,900万円、道路建設補助金、救急排水施設管理業務委託金などの増により7,567万

5,000円の増となっております。14款道支出金は、1,655万4,000円の増。15款財産収入は、

基金利子の増などにより258万6,000円の増。17款繰入金については、酪農ヘルパー対策事

業基金より180万円を繰り入れいたしましたが、財政調整基金からの繰り入れはせず、

3,000万1,000円の減となっております。18款繰越金は、2,500万円の減です。19款諸収入に

ついては、サンマルコ食品への地域総合整備財団貸付金の償還終了により2,236万円の減、

介護経営貸付金及びユーエム貸付金を短期から長期貸付金に変更することにより7,435万
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円の減、釧路産炭地域振興助成金4,680万円の増で、差し引き5,039万円の減となります。

20款町債につきましては、臨時財政対策債が１億7,500万円で、前年度比1,000万円の減、

その他起債を含めまして３億1,080万円で480万円の増となっております。 

 次に、６ページからの歳出でありますが、比較の内容は省略させていただきますが、９

ページの12款公債費につきましては、長期償還元金及び利子が前年度比１億4,190万

1,000円の減となっておりますが、公的資金補償金免除繰上償還2,638万6,000円を含み前年

度比１億1,554万5,000円の減となっております。 

 次に、10ページから13ページまでの会計別、節別集計比較表については、説明を省略さ

せていただきますので、ごらんおき願います。 

 それでは、14ページをお開き願います。各会計予算性質別一覧表であります。まず、上

段の一般会計でございますが、人件費につきましては前年度比6,953万3,000円の減となっ

ております。次に、物件費、維持補修費は4,589万2,000円の増でございます。これにつき

ましては、スポーツセンター等、指定管理者の移行に伴いまして委託費等の増が大きな要

因となっております。次に、扶助費、補助費等についてでございますが、9,282万4,000円

の増になっております。これにつきましては、後期高齢者医療制度が新設に伴い広域連合

への負担金が大きな増の要因となっております。次に、普通建設事業費、災害復旧事業費

につきましては、１億8,800万2,000円の増となっております。次に、公債費につきまして

は、１億1,551万5,000円の減。出資金、貸付金につきましては、360万円の減。これにつき

ましては、貸付金の一部償還によるものでございます。繰出金3,977万円の減、これについ

ては特別会計への繰出金の減でございます。その他240万円の増。 

 それでは、15ページの合計のところで説明させていただきます。一般会計及び特別会計

の合計でありますが、人件費が5,852万9,000円の減、物件費、維持補修費で4,704万円の増、

扶助費、補助費等で５億9,095万3,000円の減でございますが、この減につきましては老人

保健特別会計の減が大きな要素となっております。普通建設事業費、災害復旧事業費は、

１億4,303万7,000円の増となっております。この投資的経費の内訳につきましては、18ペ

ージから21ページに掲載しておりますので、ごらんおき願います。公債費は、１億8,243万

2,000円の増となっておりますが、増になった要因は公的資金補償金免除繰上償還分３億

2,674万9,000円が大きな要因となっております。出資金、貸付金は360万円の減、繰出金

3,977万1,000円の減、その他241万1,000円の増となっております。 

 次に、16ページをお開き願います。一般会計債務負担行為総括表についてでありますが、

平成20年度予算額合計が１億9,497万2,000円で、そのうち一般財源が１億5,855万3,000円

であります。平成21年度以降の支出予定額は、合計で５億9,629万4,000円となっておりま

す。 

 次に、18ページをお開き願います。全会計投資的経費調でありますが、このうち釧路産

炭地域振興助成事業に該当する事業についてでありますが、まず総務費の町有住宅火災報

知機設置事業158万円、次に農林水産事業費の明渠排水溝掘削事業補助金と小規模暗渠排水
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事業補助金合わせて600万円、土木費の万年統太線舗装補修事業1,500万円、次20ページ、

教育費の厚内小学校と上浦幌中央小学校トイレ洋式化事業及び上浦幌中央小学校屋体外壁

改修事業合わせて1,090万円、公民館耐震診断事業930万円、町民球場改修事業1,600万円、

総合スポーツセンター改修事業400万円、それと21ページの簡易水道特別会計の貴老路簡易

水道浄水場施設更新事業と簡易水道統合事業合わせて1,907万4,000円の事業になります。

一般会計７事業と簡易水道特別会計１事業の８事業でありまして、総事業費8,185万

4,000円で、助成額予定6,100万円となっております。この投資的経費調の中には、新規事

業も入っておりますけれども、その内容については後ほど担当課長のほうからそれぞれ説

明をさせていただきます。 

 次に、22ページから28ページの一般会計主な事業費調については、説明を省略させてい

ただきますので、ごらんおき願います。 

 続きまして、給与費明細書附表についてご説明させていただきます。給与費明細書附表

につきましては、１ページから78ページにわたりまして10会計の給与費明細書を添付して

おります。 

 まず、１ページをお開き願います。説明の前に訂正をお願いいたします。１ページの職

員数の欄でございますが、本年度の欄で議員の数が16となっておりますが、13でございま

すので、ご訂正願います。大変失礼をいたしました。深くおわび申し上げます。以下、比

較の欄の議員のところが三角の３、計のところが三角の75になりますので、ご訂正願いま

す。特別職全体で前年度対比213万9,000円の減となっております。 

 次に、２ページに入ります。一般職につきましては、一般会計で退職者の一部不補充等

により前年度比職員数６人の減となっており、給与等で3,311万7,000円の減となっており

ます。なお、職員の給料表につきましては、平成20年４月１日より新給料表に移行すると

ともに、期末、勤勉手当については役職加算の凍結と独自削減0.2カ月の削減を引き続き実

施してまいります。特別会計を含む10会計全体で職員５人の減となり、職員数全体で124人

となります。給与費合計が９億8,734万9,000円で、前年度比で2,151万4,000円の減額とな

ります。 

 以上で平成20年度予算説明書附表の説明を終わります。 

〇田村議長 次に、議事の進行上、第３表、地方債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 議案第30号 平成20年度浦幌町一般会計予算。 

  平成20年度浦幌町の一般会計の予算は、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51億2,800万円と定める。 

 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。 

 （債務負担行為） 
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 第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

 第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

10億円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

 第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 平成20年３月３日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。２ページの第１表については省略いたします。 

 次に、７ページをお開きください。第２表、債務負担行為、事項、庁内ＬＡＮ電子計算

機器賃借料、期間、平成20年度から平成25年度、限度額が1,554万円。次に、住民基本台帳

ネットワークシステム機器借り上げ料、平成20年から24年度、699万3,000円。農業経営基

盤強化資金融通に伴う利子助成、平成20年度から平成49年度、563万8,000円、教育用コン

ピューター等借り上げ料、平成20年から平成25年度で4,031万4,000円です。 

 次に、８ページをお開きください。第３表、地方債、起債の目的、過疎対策事業債、６

件、限度額１億1,020万円、起債の方法、証書借り入れまたは証券発行、利率年５％以内（た

だし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、

当該見直し後の利率）。償還の方法、政府資金または金融機関等の融通条件による。ただし、

町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利債に借

りかえすることができる。次に、一般公共事業債、２件で2,560万円。臨時財政対策債１億

7,500万円。合計で３億1,080万円。 

 次に、９ページ、歳入歳出予算事項別明細書、第１表の総括は省略をいたします。 

 以上です。 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 地方債までの質疑は、歳入の質疑とあわせて行いたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、地方債までの質疑は歳入の質疑とあわせて行うことに決定をいたしました。 

 お諮りをいたします。歳入歳出予算事項別明細書の審議は、便宜上歳出から行いたいと
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思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、歳入歳出予算事項別明細書の審議は歳出から行います。 

 ここでお諮りをいたします。議案第30号 平成20年度浦幌町一般会計予算から議案第

40号 平成20年度浦幌町簡易水道特別会計予算までの11議案は、本会議での質疑を３回ま

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

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第30号から議案第40号までの11議案は、会議規則第55条の規定を適用しな

いで審議することに決定をいたしました。 

 また、予算の説明は配付しております予算の説明要領に従って行いますので、質疑及び

答弁は簡潔かつ的確にお願いをいたします。 

 それでは、１款１項１目議会費から２款１項７目企画費までの説明を求めます。 

 議会事務局長。 

〇泉議会事務局長 予算書29ページをお開き願います。歳出、１款１項１目議会費、本年

度予算額6,306万2,000円、この科目につきましては議会の運営に係る経費であります。主

な減少要因につきましては、前年度の議員改選に伴う関係諸経費が計上不要になったこと

によるものです。そのほか、特に説明を加える事項はございません。 

〇山田総務課長 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額２億4,487万

1,000円、この科目のつきましては総務所管事務に係る予算及び庁舎管理等にかかわる予算

を計上している科目であります。主な増減は、人件費で5,435万6,000円の減額、７節賃金

は臨時職員の増員により164万4,000円の増額、このうち４節共済費の退職手当組合特別負

担金1,800万円も含まれております。24節投資及び出資金は、地方公営企業等金融機構への

出資金90万円の増額の内容であります。なお、１節報酬、11節需用費の修繕料、13節委託

料、14節使用料及び賃借料の法務関連システム借り上げ料、24節投資及び出資金は予算説

明資料12ページに記載しております。 

 次に、32ページをお開きください。２目情報化推進管理費、本年度予算額4,907万円、こ

の科目は各種電算システム総合行政ネットワークシステム、庁内ネットワークシステム等

に係る予算を計上いたしている科目であります。主な増額は、13節委託料で北海道電子自

治体加盟による共同システム運用保守委託料130万円の増額、14節使用料及び賃借料で住民

基本台帳ネットワークシステム機器更新による借り上げ料139万9,000円、18節備品購入費

70万円減の内容であります。なお、13節委託料、14節使用料及び賃借料は予算説明資料12、

13ページに記載しております。 

〇佐藤まちづくり政策課長 続いて、３目文書広報費でございます。本年度予算額381万
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6,000円、本目は広報及び広聴に係る目であり、主に「広報うらほろ」の印刷費を計上いた

しております。主な増につきましては、12節役務費20万円でございますが、広報紙に対す

るチラシの折り込み手数料でございます。 

 以上でございます。 

〇前田施設課長 ４目自動車管理費、本年度予算額1,359万9,000円、この目につきまして

は施設課で集中管理している公用車40台分の維持管理費の内容であります。増の主なもの

としては、11節需用費の燃料費、車検台数４台増に伴う修繕料、27節公課費ほか18節備品

購入費です。なお、貸し出し車につきましては、40台中16台の貸し出しをしております。 

 以上でございます。 

〇山田総務課長 ５目財産管理費、本年度予算額610万6,000円、この科目は町有財産の管

理等に係る予算を計上している科目であります。主な増額は、15節工事請負費で町有住宅

火災報知機機器設置工事で158万円の増額。なお、13節委託料、15節工事請負費は予算説明

資料14ページに記載しております。 

 ６目財政調整等基金費、本年度予算額760万円、この科目は基金の積み立てに係る予算を

計上している科目であります。主な増額は、基金積み立てで240万円増額の内容であります。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ７目企画費、本年度予算額252万8,000円です。この科目につ

きましては、企画振興及び町懸案事項推進に係る科目であります。また、関係団体に対す

る負担金の計上であります。主な増は、８節報償費につきまして協働のまちづくり意識等々

高揚のための町民対象のフォーラムのための講師謝金の増でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、２款１項13目諸費までの説明を求めます。 

 上浦幌支所長。 

〇田中上浦幌支所長 36ページをお開きください。８目支所費、本年度予算額1,809万

3,000円、当該目は上浦幌支所にかかわる予算を計上したものでございます。特に説明する

ことはございません。 

 以上でございます。 

〇山田総務課長 ９目公平委員会費、本年度予算額７万5,000円、この科目は公平委員会委

員３名に係る予算を計上している科目であります。この科目については、特に説明はござ

いません。 

〇亀山町民課長 10目生活安全推進費、本年度予算額1,724万7,000円、この目につきまし

ては交通安全推進事業並びに防犯推進事業及び消費者保護対策事業を通じ、町民の安全、

安心を確保するとともに、日常の生活安全に係る経費でございます。交通安全指導員14名、

防犯指導員15名による啓発、巡視活動、生活安全推進協議会における交通、防犯運動及び

消費者保護活動に対する支援を行うものでございます。１節報酬については、対前年度比
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71万2,000円の増となっておりますが、昨年は池田町においても下校途中などに小学生等に

対する不審者からの声かけ事案が発生しており、郡部の町村においても都会と同じような

犯罪が発生しないとも限らないことから、不審者から子供を守る安全、安心の対策として、

下校時間帯に全町内を女性防犯指導員による青色回転灯等をともした地域安全パトロール

車により１カ月10日間の巡回啓発を実施することによる委員報酬の増額によるものでござ

います。なお、１節報酬については、一般会計予算説明資料14ページをご参照願います。 

〇後藤教育次長 11目成人式費22万3,000円、この目は平成20年成人式に要する経費でござ

います。 

 以上です。 

〇山田総務課長 38ページをお開きください。12目職員厚生費、本年度予算額1,045万円、

この科目は職員の福利厚生、職員研修等に係る予算を計上している科目であります。増減

は、経常経費によるものであり、13節委託料、14節使用料及び賃借料は予算説明資料14ペ

ージに記載しております。 

 13目諸費、本年度予算額2,102万2,000円、この科目は行政区の振興、各種団体の活動の

推進、コミュニティ施設、常室郵便局等に係る予算を計上している科目であります。主な

減額は、11節需用費の修繕料50万円、19節負担金、補助及び交付金の浦幌高等学校振興会

補助金20万円の減額の内容であります。なお、１節報酬、13節委託料、19節負担金、補助

及び交付金は、予算説明資料14ページに記載しております。 

 以上です。 

〇田村議長 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） 

〇田村議長 次に、２款６項１目監査委員費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 40ページをごらん願います。２項徴税費、１目税務総務費、本年度予算

額2,891万9,000円、この目につきましては固定資産評価審査委員会の運営に係る経費及び

税務業務に携わる職員の人件費等の管理経費に要するものでございます。減額の主なもの

といたしましては、人件費で1,044万6,000円減の内容でございます。１節報酬については、

一般会計予算説明資料14ページをご参照願います。 

 ２目賦課徴収費、本年度予算額1,059万9,000円、この目につきましては町税の賦課徴収

業務に係る事務的経費等でございます。増額の主なものといたしましては、13節委託料で

平成21年度固定資産評価がえに向けて土地評価の路線価格付設業務を行わなければならな

いことにより323万9,000円増の内容でございます。減額の主なものといたしましては、前

年度は13節委託料で平成21年度固定資産評価がえに向けての土地評価基準日が前年の１月

１日であるために土地鑑定評価業務を行ったことにより453万6,000円の減の内容でござい

ます。23節償還金、利子及び割引料については、税源移譲により所得税率の変更による税

負担の軽減の影響を受けず、住民税率の変更による税負担の増加のみを受ける方について
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は、既に納付済みの平成19年度分の住民税額から税源移譲により増額となった住民税相当

額を還付することになり、平成19年分所得税額がゼロの方は平成20年７月１日から同月

31日までに平成19年１月１日現在住んでいた市町村に減額申請書を提出すると平成19年度

分の住民税の還付をしなければならないことから、第２回町議会定例会において追加の補

正予算を提出いたしますので、よろしくお願いいたします。現在所得税の確定申告が行わ

れておりますが、住民税の還付の対象となる方に対しては、広報による周知のほか減額申

請書の提出について対象者を把握の上、個別に申請書の提出を勧奨することといたしてお

ります。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金については、一般会計予算説明資料14ペ

ージをご参照願います。 

 ３項１目戸籍住民登録費、本年度予算額1,971万6,000円、この目につきましては戸籍住

民登録等の窓口業務に係る経費でございます。増額の主なものといたしましては、14節使

用料及び賃借料で上浦幌支所のファクス対応の戸籍事務用印刷機の更新を行うことにより

40万8,000円増の内容です。なお、上浦幌支所で管理しております戸籍簿等について、他市

町村で戸籍システムを導入するに当たり、本町にある除籍や改製原戸籍の職権訂正事務が

頻繁に起きている状況から、４月からは本庁において一括集中管理することとして上浦幌

支所の窓口へおいでになった住民等の方から戸籍謄本等の交付申請に対しては、従来より

も若干お時間をちょうだいすることにはなりますが、本庁からファクスにより伝送して対

応することといたします。14節使用料及び賃借料については、一般会計予算説明資料15ペ

ージをご参照願います。 

〇山田総務課長 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費、本年度予算額966万9,000円、この

科目は選挙管理委員会事務局及び選挙管理委員４名に係る予算を計上している科目であり

ます。この科目については、特に説明はございません。 

 44ページをお開きください。２目農業委員選挙費、本年度予算額171万6,000円、この科

目は３年に１度の農業委員選挙に係る予算を計上している科目であります。この科目につ

いては、特に説明はございません。 

 ３目海区漁業調整委員選挙費、本年度予算額108万3,000円、この科目は４年に１度の海

区漁業調整委員選挙に係る予算を計上している科目であります。この科目については、特

に説明はございません。 

 知事道議選挙費、町長町議選挙費、参議院議員選挙費については、廃目処理をいたしま

す。 

 以上です。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ５項統計調査費、１目統計調査総務費、本年度予算額1,583万

2,000円です。この科目は、統計調査の推進にかかわる科目で主に人件費でございます。 

 ２目指定統計調査費、本年度予算額80万円、この科目は指定統計調査の推進に係る科目

でございます。本年度の主な指定統計は、住宅土地統計調査、工業統計調査、学校基本調

査、漁業センサス調査等です。また、平成21年に行われる経済センサス調査の事前準備が
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行われます。 

 以上でございます。 

〇泉議会事務局長 ６項１目監査委員費、本年度予算額222万7,000円、この科目につきま

しては監査の運営に係る経費であります。特に説明を加える事項はございません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 11番、岸田議員。 

〇岸田議員 40ページの負担金、補助及び交付金のかかわりで都市間急行バス運行補助負

担金が100万円計上されて�� 

（「終わっている」の声あり） 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 41ページの賦課徴収費の関係で確認をさせていただきたいと思います。13節に

あります委託費、土地評価（路線価）業務委託というのがございますけれども、これにつ

きましては先ほどご説明がありましたように、平成21年度固定資産の評価がえに向けての

準備で323万9,000円計上してございます。去年、19年度には土地鑑定評価の業務というこ

とで450万ほど計上されておりますけれども、それぞれ内容的にちょっと説明をいただきた

いなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 平成19年度行いました土地鑑定評価につきましては、不動産鑑定士の方

にお願いしまして、それぞれその基準となる宅地の評価について鑑定をしていただいて、

価格をつけていただいております。また、平成20年度に行います路線価格の付設につきま

しては、これは道路を基準とした、その沿線の宅地の価格についての付設をお願いすると

いう内容で、これも不動産鑑定士の方にお願いをする業務でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 内容的にわかりました。 

 ３年に１回ということで、委託業務の中で、特に経済情勢だとか価格の変動だとか、そ

のことにつきましては動向というのはあるのかないのか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 特に宅地については、近年売買実例が余りないと。いわゆる土地が動い

ていないというふうな状況もありまして、非常に価格の付設には難しいものがあります。

やはり一定の形の中では、基準宅地の評価としてはやはり下がってきている。都市部の一

部を除いては、管内で言えば町村部については当然下がってきているという状況だけは、

昨年の鑑定評価においてもそういう評価をされております。これの70％について評価額と
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するというふうな形の中で今後事務は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。どうしても余り売買実例がないという中では、付設の価格の関係が実態に合って

いるかどうかというところで非常に判断に苦慮しているという状況でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私の質問は、負担金、補助及び交付金のところの十勝市町村税�� 

（「何ページか聞いてください」の声あり） 

〇田村議長 済みません、もう一度。 

〇中尾議員 41ページです。十勝市町村税滞納整理機構負担金というところでございます

が、よろしいですか。これで47万9,000円ということですが、説明資料を見ますと、この均

等割プラス件数の30％ということで説明にありますが、その金額の大小関係なく、あくま

でも件数の30％と、均等割プラス件数の30％ということは、回収された額よりも経費のほ

うが多くなる場合もあるのかなという気がしますが、その辺の説明をお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 十勝市町村税滞納整理機構につきましては、昨年から行っておりますが、

均等割は10万円です。これは、変わっておりません。それで、平成19年度は件数割は１件

13万円でございました。そして、平成20年度につきましては１件11万5,000円でございます。

本町は、昨年度も13件引き継ぎいたしております。平成20年度も13件を予定しております。

この13件掛ける11万5,000円で149万5,000円、これに10万円の均等割いたしますので、159万

5,000円、これの町税分が約３割、国保税が７割、この案分によって国保会計と一般会計で

それぞれ負担金を見ているという状況でございます。よろしいでしょうか。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 それは説明わかりましたが、結局１件ということですので、金額でいうとき

にはどういうことになるのかという、ここを聞きたかったのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 失礼しました。 

 基本的には、１件11万5,000円ですから、これ以上のものを滞納額出すのが本来的にはそ

うなのでございますが、ただ状況的にすべてがこの金額を超えているかというと、場合に

よっては他市町村へ出ている方等については多少この金額を下回った場合でも徴収を引き

継ぎをして強制的な徴収をお願いするという場合もあります。これは、町内の方でも多額

の100万超えている方もおります。そういう方についても、同じ11万5,000円の中でやって

いただくわけですから、「経費」対「徴収額」ということでいいますと、必ずしも全員が、

平成19年度で言えば13万の引き継ぎのための負担金を払っておりますが、それだけ徴収さ

れているかというと、全員が全員そういう状況にはなっていないということで、そういう

こともあるということでございます。 
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 なお、滞納整理機構の関係でございますが、２月末の段階で、平成19年度の２月末とい

うことで申し上げますと、本町が引き継ぎしたのが953万5,492円でございます。十勝市町

村税滞納整理機構で徴収された税額が381万6,809円。それで、徴収率に直しますと40.03％。

これは、全体でいいますので、個人の方13人の方それぞれについて申し上げますと、完納

になった方が２名、最低の徴収率の方は1.65％、金額に直すと１万854円しか取れていない。

こういう方もおりますし、徴収額で約150万円近く納めていただいた方もおります。これは、

やはりどうしてもそこに押さえるもの、いわゆる預貯金であったり給料の精算分だったり、

生命保険だったりという中で、どうしても多く取れる人と差し押さえできないというよう

な状況もありまして、ばらつきが出ているという状態です。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今金額聞きますと、もう完全に逆みたいな形になっている部分があると思い

ます。ただ、税の公平さを考えたときには、やはりそういう部分があっても、しっかりと

した徴収をかけるということ、これは私はやむを得ないというふうに思いますので、この

辺についてはしっかりやっていただきたいと思います。 

 ただ、もう一つ確認しますが、今１件11万5,000円、ここの機構に頼んでも、その頼んだ

やつが一括に払えないわけですから、１年か２年、３年とかと分割になったりとかするの

でしょうけれども、最終的に何年かかっても100％、その11万5,000円の手数料の中で済む

ものなのか。例えば、それは毎年毎年ということになってくるものなのか、ここら辺の兼

ね合いを再度お知らせください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 この引き継ぎに関連しましては、毎年度４月に引き継ぎしまして、翌年

の３月に、今度は町のほうへ引き継ぎされると。ですから、１年間ごとということになり

ます。それで、平成19年度に引き継ぎしました件数の中でも、やはり平成20年度も引き続

き、また機構へ送ろうというふうに考えているのも２件ほどございます。ですから、一度

11万5,000円払うとずっとということでなく、単年度、単年度の処理というふうになってま

いりますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、３款１項７目後期高齢者医療費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 47ページをお開きください。３款民生費、１項社会福祉費、１目社

会福祉総務費、予算額２億6,815万6,000円、この目につきましては社会福祉全般に係る経

費及び各種社会福祉団体に係る補助金、障害者訓練等サービス給付及び地域支援事業に係

る経費、また国保会計繰出金に係る経費でございます。主な減につきましては、国保会計
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繰出金の減でございます。１節の報酬でございますが、今年障害者計画を策定するための

審議会の報酬でございます。また、９節の費用弁償も同じでございます。また、13節委託

料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費、繰出金等につきましては、15ページ、16ペ

ージに記載のとおりでございます。なお、19節の負担金の中の地域支援センター負担金に

ついては、昨年委託料からの組みかえでございます。また、次のページ、48ページでござ

いますが、社会福祉協議会の運営補助金、中ほどでございますが、170万ほどふえておりま

すが、人件費の増になっております。また、20節扶助費の障害介護給付費につきましては

１名の増になっております。また、昨年介護サービス給付費と訓練サービス給付費という

ふうになっていますが、それを障害介護給付費に一本化したものでございます。また、上

から５段目の事業運営円滑化事業給付費、それから通所サービス利用促進事業給付費につ

いては、負担金からの組みかえでございます。 

 以上です。 

〇亀山町民課長 ２目国民年金事務費、本年度予算額13万5,000円、この目につきましては

国民年金事務及び啓発活動に係る経費でございます。 

〇上村保健福祉課長 ３目厚生委員費、予算額315万3,000円、民生児童委員24名に係る経

費でございます。減については、研修旅費の減でございます。また、13節の委託料につき

ましては、説明資料でございますが、１人５万8,200円、道から来て、社会調査委託料とい

うことで支出しております。 

 ４目青少年健全育成費、予算額27万9,000円、青少年問題協議会10名、少年補導委員会等

12名、青少年健全育成事業に係る経費でございます。 

 次のページ、50ページをお開きください。５目社会福祉施設費、予算額154万9,000円、

浜厚内生活館及びウタリ生活相談員に係る経費でございます。 

〇亀山町民課長 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費、本年度予算額2,578万

9,000円、この目につきましては重度心身障害者57名、障害老人147名、ひとり親家庭等の

親45名、子供68名の医療費の助成に要する経費でございます。なお、北海道は平成20年10月

から精神保健手帳１級を所持する方を新たに重度心身障害者医療対策事業の対象とするこ

とになる予定であり、本町といたしましても第２回町議会定例会において関連条例の一部

改正について提出することを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。20節扶

助費については、一般会計予算説明資料16ページをご参照願います。 

 ７目後期高齢者医療費、本年度予算額9,891万4,000円、この目につきましては本年４月

から始まる後期高齢者医療制度にかかわり、本町が負担すべき療養給付費負担金及び後期

高齢者医療特別会計に対する繰り出しに要する経費でございます。19節負担金、補助及び

交付金、28節繰出金については、一般会計予算説明資料16ページをご参照願います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ３番、福原議員。 
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〇福原議員 49ページ、青少年健全育成費の中で、ここで質問させていただきます。18年

12月に有害図書の自販機の件でお尋ねしたとき、町内で４カ所、10基の有害図書の自販機

がありました。撤去の要望をしましたが、現在どのような状況であるかということと、も

しまだ残っているのであれば、今後どのような対策を立てていくのかお聞きしたいと思い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 有害図書の自動販売機の関係でございますが、青少年協議会といた

しましても撤去の指導というかお願いをしておりまして、その後上浦幌、それから直別に

ついては撤去されたと。現在帯富に１カ所残っておりますが、それらについては今お願い

中でございます。ただ、契約がまだ切れていないということで、切れた後は直ちに撤去し

たいという地主の申し出があります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今、後期高齢者ということで世間の話題になっておりますけれども、当町で

もやはりそういう方が数多くおられて、かなりの説明会等行われているはずなのですけれ

ども、これを納得されているかどうか。納得しなくても、無条件に天引きされるというこ

となのですけれども、このことについて説明会されたときの状況、皆さん方の習熟度です

か、それをちょっとお聞かせ願えればありがたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 後期高齢者医療制度の説明会を終えての皆さんの認知度といいますか、

制度に対する理解度というところのお話かと思いますが、昨年12月７日から３月６日まで

におきまして、寿大学４大学、単位老人クラブ９老人クラブ、それと地域住民に対する説

明会４カ所で５回、合わせて392名の方に説明を行ってまいりました。その中で、やはり該

当となる75歳以上の方はもちろん、老人クラブですから、若い方は60代の初めの方からお

りまして、やはりそこの中で言われることは、わずかな年金から保険料を取られるという

ことに対する不満はございました。しかし、これも浦幌町だけがということにもなりませ

んので、その辺については大変申しわけないのですが、ご理解いただきたいというふうな

説明を行ってきております。今後、２月の行政区回覧でもお願いいたしましたが、各行政

区内の団体もしくは個人で５名以上の方がお集まりになるような場合については、出前講

座というふうな形の中でひざを突き合わせながら説明をしてご理解をいただき、仕事は進

めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 それについてですけれども、新聞、きのうの勝毎等にも出ておりましたけれ

ども、激変緩和措置ということで、今年度、来年度という中身の中で少しついているよう
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でありますけれども、その後についてもやはりこのことについては支払いがなかなか滞る

方も出てくるのかな。１年以内になければ、保険証など取り上げというのもあったのです

けれども、その辺について緩和措置以後の当町としての考え方を少しお聞かせ願いたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 基本的に保険料の支払いにつきましては、約８割の方は年金からの特別

徴収でございます。残り２割の方については、普通徴収ということで納付書で納めていた

だく。これは、介護保険料が大体そのような状況からいってそういうふうになるのかなと

いうふうに考えておりますが、年金からの特別徴収ということで言えば、年額18万円未満

の年金しかもらっていない方、もしくは介護保険料と後期高齢者保険料の合わせた金額が

年金額の２分の１を超える方については特別徴収しないというふうなことでございますの

で、普通徴収に移行されている方、この方たちに対する対策だろうというふうに考えてお

ります。やはりその事情によっては、考えていかなければならないこともあるかもしれま

せんが、現時点で、では今こういう対策をとりますよというふうな形の中で今申し上げる

段階ではないというふうに私どものほうとしては考えております。ただ、介護保険料等の

中で普通徴収の方を見ていると、例えば無年金者の方で今何もしていないと。もう高齢で

すから、仕事をしていないという方についても、介護保険料は払っていただいております。

また、後期高齢者医療の保険料もそのようになっていくかと思います。そういうところで

は、非常に厳しいものがあるのかなというふうには考えておりますので、この辺につきま

しては今後制度運営の中でどういう方法がとれていくのかということも考えていかなけれ

ばならないというふうに考えております。 

 それと、後期高齢者医療制度はこれからの話なので、来年度以降の話として資格証明書

という話が確かに出てきます。これについても、一応保険者としては北海道の後期高齢者

医療広域連合ということになりますので、この辺では本町独自でその辺のことが対応でき

るのかどうかというふうなところもちょっとありますので、保険者としての北海道後期高

齢者広域連合の事務の進め方、これは全道にわたって説明会をやっております、広域連合

としても。そういう中でいろいろな意見が出ているという中で、事務局長のほうでもその

辺の生のお年寄りからの声は聞いていると思いますので、今後また何かの形でその辺の対

策が出てくるのかなというふうに期待しております。 

 以上です。 

〇田村議長 11番、岸田議員。 

〇岸田議員 ただいまの件なのですけれども、これは国民年金事務費ということで49ペー

ジなのですけれども、今課長のほうから説明がありました、いわゆる後期高齢者の保険料

も年金給付のほうから特別徴収するということが４月１日から実施をされているわけで、

その段階において国民年金保険料を滞納した人については短期証の発行ということも４月
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１日から実施されるということになっているのですけれども、今の課長の説明では広域連

合のそうした考え方も参考にしながらというような回答だと思うのですけれども、これは

広域連合でなく、各市町村単位でもってそうした扱いをするかしないか決めていくという

ことになるのではないかと思うのですけれども、その辺についてちょっと確認したいと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 先ほど阿部議員からのご質問にお答えした件については、後期高齢者医

療制度における資格証なり短期証の発行ということについてのお答えだったわけです。今

岸田議員からのご質問については、国民年金保険料のいわゆる滞納ですね、この方につい

ての短期証の発行ということですので、質問の問題がちょっと違うのですが、国民年金に

ついて、滞納者について、平成20年４月から国民健康保険の短期証発行することができる

と。市町村は、そういう措置をとることができるという法律の規定がございます。それで、

現時点のことだけで申し上げますと、本町といたしましてはその短期証の発行について、

国民年金の保険料イコール国民健康保険の被保険者というところに、どうも国民年金の保

険料を納めていないから国保の被保険者証を短期証にするよという説明がどうしても町民

に対してできづらいというふうに私は考えております。ですから、平成20年４月からの国

民年金保険料の滞納者に対して短期証を発行するという措置は考えてはおりません。ただ、

これもどの町村もそういうことでやらないということになってくると、この法律改正の趣

旨が徹底されないわけですから、そうなると国民健康保険のほうで何らかの財政的な締め

つけが来るということは十分今後考えられます。その段階で、また新たに判断しなければ

ならないことが必ず起きてくるのかなと。今現在、平成19年度においては、この準備経費

としてはお金を見ますよというところまでは来ていますが、もしどの町村もしなかった場

合、これは今度どういうペナルティーが来るのかというところでは、できるという言い方

ではありますが、これをいずれ国としてはさせたいというふうに考えてくると思うのです。

その場合には、何らかの財政的なペナルティーが来るからと。そのときに、また改めて判

断しなければならない時期が来るのかなというふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 11番、岸田議員。 

〇岸田議員 ちょっと質問勘違いしました。後期高齢者でなくしてですね。 

 これは、実はそうした情報によりますと、全国のそうした４月からの取り組みについて

既にそういう取り組みはしないという指針が出ているということも情報でキャッチしてお

ります。そういうことで、やはり３月に少なくともそうした保険料については、どれくら

いの保険料が特別徴収するかということをそれぞれ通知していくと思うのですけれども、

とにかく国民年金と国民健康保険料とのペナルティーをかけていくと。このことも大体明

らかにされてきているのですけれども、それは今課長がおっしゃったように各市町村の判
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断にゆだねるということも言われておりますので、その辺についてやはり住民のいろんな 

方と接する窓口。だから、私はそういう制度ができるということになりますと、どうして

もそうした住民の方と接する窓口というものをきちんとやっぱり確保して、そして十分に

住民の意向を聞いて、この人がそういう国民健康保険に加入をしていながら、どうして国

民年金の保険料を支払いできないのかと、その辺のことを慎重に取り組んでいくべきであ

るというふうに考えております。 

〇田村議長 町民課長。 

〇亀山町民課長 現在の平成14年４月から国民年金事務は保険料の徴収については市町村

は関与しないというふうな形になってから、今まで本町としては国民年金の滞納の状況に

ついて知り得る立場にございません。それで、町内の何名の方がどれだけというふうな情

報もありませんし、だれがという情報もございませんので、その辺については、もし制度

がどうしても財政的な締めつけの中で取り入れなければならなくなったという状況の中で

は、やはりその辺の町内の該当者に対するケアというのはやはり十分して、理解をしてい

ただかなければならないというふうに、ご指摘のとおりだと思いますので、もしそのよう

な時期が来たら、そういうふうに窓口体制を含め十分なケアをしていきたいというふうに

考えております。よろしくお願いします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩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） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩といたします。 

 

午前１１時１３分  休憩 

午前１１時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、３款２項８目子育て支援センター費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 51ページをお開きください。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、予算額1,239万1,000円、保育園、幼稚園等の入

園や保育料納入事務に係る経費及び出産祝金に係る経費でございます。１節報酬、８節報

償費については、説明資料17ページに記載しております。 

 以上でございます。 

〇亀山町民課長 ２目児童措置費、本年度予算額3,157万2,000円、この目につきましては
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小学校修了前までの子供が対象となる児童手当支給に要する経費でございます。増額の理

由につきましては、平成19年度から第１子、第２子に係る児童手当の額が３歳未満までは

一律に月額１万円に改正されましたが、前年度補正予算による追加であったために当初予

算の比較で増額となっているものでございます。20節扶助費については、一般会計予算説

明資料17ページをご参照願います。 

〇上村保健福祉課長 ３目認可保育園運営費、予算額7,737万1,000円、しらかば保育園43名

名の児童及び保育士、調理員等に係る経費及び一時保育運営に係る経費でございます。賃

金については、未満児の増による賃金の増を見込んでいます。また、13節委託料、19節負

担金につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。また、19節負担金、補助及

び交付金の通園費補助金につきましては、３名分、豊北１名、十勝太２名分を見ておりま

す。 

 次に、４目へき地保育所運営費、予算額2,854万5,000円、上浦幌ひまわり保育園16名の

児童、３名の保育士で保育所運営に係る経費でございます。次のページをお開きください。

13節委託料、19節負担金については、説明資料に記載のとおりでございます。なお、19節

負担金、補助及び交付金の通園費補助金につきましては、５名分を見込んでおります。 

 ５目児童館運営費、予算額36万4,000円、常室児童館の管理に係る経費でございます。 

 ６目児童デイサービスセンター運営費、予算額1,423万9,000円、児童が言葉や心身の発

達遅滞により療育を要するための運営に係る経費でございます。児童４名、小学生６名、

中学生１名、計11名の予定をしております。増減については、人件費でございます。 

 次の56ページをお開きください。７目学童保育所費、予算額289万4,000円、放課後児童

の小学生を対象に学童保育所、定員30名の開設に要する経費でございます。 

 ８目子育て支援センター費1,520万8,000円、親子の遊びを通じて子育て家庭の育児の不

安や悩みの解消を図るべく子育て支援センター運営に係る経費でございます。30名を見込

んでおります 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 51ページの児童福祉総務費、１目の８節報償費、出産祝金について少々伺い

たいと思います。町長は、執行方針において子育て支援ということにかなり力を入れまし

て、新たな施策を打ち出しております。そのことは非常にうれしいことで評価できるので

すが、この出産祝金について、浦幌町の出産祝金贈呈条例、これに基づいた予算措置だと

思いますが、ご承知のように１子、２子が１万円の祝金と。せっかく町長が子育て支援と

いうことに力を入れた割には、いささか心もとないなという感がいたします。第３子につ

いては５万円となっておりますが、その辺のことについて、このことで16年から条例つく

って始まったことですけれども、子育て支援策を新たに力を入れて始めたという割にはち

ょっと物足りない、このことについてどんなふうにお考えで、このままだったのかという
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ことを伺いたいと思うのですが、これは町長にぜひ伺いたいです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 本年度予算につきましては大変厳しい中で、子育て支援といいますか、子供

を育てる皆さんに何とか幼稚園、保育園について支援をしていこうということで、新しい

制度を拡充したということであります。ただ、出産祝金について見直すということであり

ますけれども、私はこの出産祝金、各町によってそれぞれ違います。確かに大きな出産祝

金を出しているところがあるということは知っておりますけれども、私は出産祝金という

のは、あくまでも子供が生まれるということはお金にかえれるものではないだろうという

ふうに考えています。あくまでもやはり子育てにかかわる費用について助成をしていこう

という考え方のもとで、この出産祝金については手をつけなかったという中身であります。

これは、お母さんたち、それぞれ苦労されていることは十分わかっておりますけれども、

やはり小学校、幼稚園、保育園、ここの分について一番苦労をかけるところだろうという

ことから、そこを中心的に支援策を講じたという内容であります。この出産祝金を大きく

すれば、それでお母さんたちの負担が軽減されるということは決してないなというふうに

考えながら、出産祝金については手をかけなかったということであります。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 町長の考え方を伺ったのは、実は私もこの出産祝金を高額に設定すればいい

ということを考えているわけではないのです。本州の自治体では、第３子100万円祝金出す

とか、そういうことも実際にありますから、しかしそれがいいのかなというふうに考えれ

ば、私も今町長が答弁ありましたように、子育て支援という面では、生まれたから高額の

祝金出す、それでいいということを思っているわけでありません。そういう面では、本来

であればまたこういうことについては一般質問でやるべきでありますけれども、まだまだ

支援の体制をとれる要素があるというふうに思っております。ただ、非常に儀礼的な金額

のこの条例を置いたまま子育て支援策ということを町長がうたわれますから、その考え方

を確認したかったということであります。そのほかの支援策についても、この祝金以外の

ことで今後考えがあるのか伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 支援策につきましては、妊婦の皆さんの健診等につきましても浦幌町として

は、ほかの町が今５回までの妊婦の健診ということを打ち出しておりますけれども、浦幌

につきましては早期に５回までの健診を打ち出したという経緯もあります。今いろいろな

部分で支援をしていくということが必要だろうというふうに思っていますけれども、財政

が許す限りをやっていきたいというふうに思っているところであります。今新たな平成

20年度で確定した内容については、この予算案の中で提案をさせていただいておりますけ

れども、浦幌町としては今現在この支援で何とか子育て支援をしていきたいというふうに
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思っているところであります。本当にこの出産祝金というのは、あくまでも支援というよ

りは、やはりお生まれになったということの、まさに文字どおりお祝金として差し上げて

いるということでご理解をいただかなければならないのかな。まさに支援と言うには、口

幅ったい話だろうなというふうに思っています。あくまでも生まれたお祝金として受け取

っていただければ大変ありがたいなというふうに思っているところであります。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私は、53ページ、委託料の中で警備保安業務委託料というところがございま

す。この中身について、もうちょっと詳しくお知らせいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 53ページの委託料の下から２番目の警備保安業務委託料ということ

でございます。これは、帯広の委託会社にしらかば保育園等を夜間の警備ということで、

機械を設置して委託をしております。夜侵入したときに、警備会社に通報し、連絡が来る

ようになっています。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 ということは、要するに機械が設置されていて、それでだれか侵入者が、不

法な人がいたら、それがビービーと向こうへ行って、そして向こうからだれかがここへ見

に来ると、こういうような委託。これは、１カ所、２カ所、それだけのことということで

すね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 そのとおりでございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、３款３項５目町民バス管理費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 58ページをお開きください。３項老人福祉費、１目老人福祉総務費

２億113万円の予算でございます。この目につきましては、高齢者福祉、高齢者福祉サービ

ス及び介護保険特別会計繰出金に係る経費でございます。主な増につきましては、訪問介

護事業の補助金でございます。ヘルパーの部分でございますが、車の更新１台の増、また

通所介護事業運営費の補助金につきましては、当初220万5,000円でございますが、３月に

補正しまして、合計で655万5,000円になっておりますが、本年度の増につきましては管理

部門の人件費、看護師等の増になっています。それから、減でございますが、21節の貸付

金5,950万円、250万の減になっています。これにつきましては、内訳としましてうらほろ

幸寿会、３月で200万返ってくる予定で4,700万、社会福祉協議会700万、ＮＰＯオーディナ

リーサーヴァンツ550万、うらほろ幸寿会については25年の償還、それから社会福祉協議会
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につきましては14年、それからＮＰＯにつきましては11年の償還を考えております。次に、

19節の負担金の、59ページの一番上にあります介護保険関連基盤整備事業補助金13万

6,000円、新規でございますが、ＮＰＯ法人の地域密着型の施設に対し固定資産税の２分の

１、10年間、それから20年度事業税がかかりますが、事業税の２分の１の助成をしてまい

りたいというふうに考えています。 

以上です。 

〇亀山町民課長 ２目老人医療対策費、本年度予算額881万円、この目につきましては北海

道老人医療給付事業対象者21名の医療費の助成に要する経費及び老人保健特別会計に対す

る繰り出しに要する経費でございます。減額の主なものといたしましては、13節委託料、

28節繰出金は老人保健事業から後期高齢者医療制度に移行するため減額となるものでござ

います。詳細につきましては、老人保健特別会計でご説明申し上げます。また、前年度北

海道後期高齢者医療広域連合に対する市町村負担金として282万9,000円の負担がありまし

たが、本年度は２項社会福祉費、７目後期高齢者医療費で予算措置しておりますので、減

額となるものでございます。20節扶助費については、北海道老人医療給付事業が平成20年

３月診療分をもって終了するために、２カ月分のみの老人医療扶助費を計上したことによ

り減額となるものでございます。20節扶助費、28節繰出金については、一般会計予算説明

資料18ページをご参照願います。 

〇上村保健福祉課長 ３目老人福祉施設費、予算額7,670万2,000円、老人福祉施設、養護

老人ホーム入所者35名に係る経費及び入所判定会議に係る経費でございます。次のページ

の20節扶助費につきましては、老人福祉施設保護措置費、昨年より２名分の増になってい

ます。 

 次、４目老人ホーム費、予算額１億6,060万円、老人ホーム入所者50名の管理運営に係る

経費でございます。主な減につきましては、備品購入費の減でございます。これは、昨年

特定施設入居者生活介護業務管理システムの減でございます。また、増につきましては１

目の報酬でございますが、訪問介護員嘱託報酬ということで、ケアマネジャーが退職しま

したので、そのケアマネジャーの有識者を嘱託として配置を予定しています。なお、本年

養護老人ホームで３月に１名合格しましたので、その方と、合格したばかりなので、今年

20年についてはケアマネジャーを嘱託で採用したいというふうに思っています。あと13節

の委託料については、説明資料のとおりでございます。 

 以上です。 

〇前田施設課長 ５目町民バス管理費、本年度予算額457万2,000円、この目につきまして

は町民バス、年間の維持管理、運行に関する経費の内容でございます。増の主なものとし

ては、11節需用費の燃料費、14節使用料及び賃借料の自動車借り上げ料でございます。あ

と18節備品購入費でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 高齢者事業団育成事業、老人福祉総務費の中の19節のところなのですけれど

も、よろしいでしょうか。補助金ということについて、これの内容とか、そういったこと

を詳しくお聞きしたいのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 59ページの負担金、補助及び交付金の中の上から２段目の高齢者事

業団育成事業費補助金の180万の内訳だと思いますが、これにつきましては社会福祉協議会

に高齢者就労センターを置いています。それの開拓指導員、月15万で12カ月分の補助金を

出しております。そういうことで、開拓訪問指導員の助成金でございます。よろしくお願

いします。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 開拓訪問指導員と、個人的に聞けばいいのかもしれないですけれども、どう

いうお仕事なのかというのを、耳新しいと言えば耳新しいのです、私としては。その辺に

ついて、もう少しお聞かせください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 社会福祉協議会の中に高齢者の就労センターがございます。その中

に多くの方が登録しております。それで、町、それから民間からの仕事をいただき、高齢

者に仕事を与え、就労センター自体はそのマージンでそれぞれお年寄りに給付というので

すか、賃金を払っている中身で、その開拓指導員というのは仕事をいただいたり、就労セ

ンターに登録している方に仕事を、きょうはどこどこへ行って仕事してくださいというふ

うに割り振りをしたり、それからお金の精算をしたりする人でございます。そういった方

を１名置いております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 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） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩といたします。 

 

午前１１時５０分  休憩 

午後 １時００分  再開 
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〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、４款１項８目保健福祉センター管理費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 62ページをお開きください。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保

健衛生総務費、予算額２億1,730万7,000円でございます。各種検診委託料及び簡易水道特

別会計繰出金等の経費でございます。増の主なものは、28節の簡易水道特別会計繰出金

2,845万5,000円でございます。また、13節の妊婦健康診査委託料130万4,000円の増につき

ましては、妊婦健康診査が２回から５回に拡大したことによる増と超音波検査、昨年まで

は35歳以上が対象でございましたが、全員に対象ということでございます。減につきまし

ては、13節の健康診査委託料でございますが、昨年まで対がん協会で実施しておりました

がん検診等健康診断につきまして、自己負担額につきましては雑入で受けて支出しており

ましたが、本年度から本人から直接対がん協会に払うことになりまして、委託料がその分

で減っております。ほか委託料、それから19節の負担金、補助及び交付金については、説

明資料のとおりでございます。 

 次のページ、64ページをお開きください。２目予防費、予算額783万円、この目につきま

しては結核検診、予防接種等、保健予防に係る経費でございます。委託料205万の主な増に

つきましては、１といたしまして、はしかのＭＲワクチン接種、平成19年度まで１歳と、

それから就学前に実施しておりましたが、13歳と18歳を接種することに拡大になりました

ので、その分増となっております。また、２番目といたしまして、中学生以下のインフル

エンザの予防接種に対する接種料、1,000円を超えた部分についてはその差額を委託料とい

うことで医療機関に支払うものです。 

 以上です。 

〇亀山町民課長 ３目環境衛生費、本年度予算額2,953万2,000円、この目につきましては

葬斎場ほか生活環境衛生業務一般に要する経費でございます。28節繰出金は、個別排水処

理特別会計に対する一般会計からの繰出金でございます。増額の主なものといたしまして

は、平成19年度において補正予算で葬斎場１号炉の改修を実施しておりますが、平成20年

度は当初予算の計上により２号炉の改修を行うために需用費の修繕料が209万円の増とな

るものでございます。減額の主なものといたしましては、13節委託料の平成19年度実施の

悪臭測定業務委託料42万円につきましては、特定悪臭物質９項目の測定を隔年で行うもの

であり、平成20年度は実施しないことにより減額となるものでございます。11節需用費、

13節委託料、19節負担金、補助及び交付金については、一般会計予算説明資料19ページを

ご参照願います。 

 ４目墓地墓園費、本年度予算額51万円、この目につきましては町が管理する墓地及び墓

園の維持管理に要する経費でございます。 

〇上村保健福祉課長 ５目医療対策費、予算額１億6,011万1,000円、この目につきまして

は患者輸送業務、町立診療所特別会計繰出金等、医療対策等に係る経費でございます。主
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な増につきましては、町立診療所特別会計繰出金の増でございます。次のページの13節委

託料、19節負担金、補助及び交付金は、説明資料のとおりでございます。 

〇亀山町民課長 ６目乳幼児医療対策費、本年度予算額1,011万6,000円、この目につきま

しては乳幼児243名の医療費助成に係る経費でございます。増額の主なものといたしまして

は、20節扶助費は３歳以上小学校就学前までの乳幼児の課税世帯136名に係る医療費を無料

化するために増となるものでございます。なお、北海道は平成20年10月から小学生に係る

入院のみを対象として新たに乳幼児等医療対策事業を実施することになる予定であり、本

町といたしましても第２回町議会定例会において関連条例の一部改正について提出するこ

とを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。20節扶助費については、一般会

計予算説明資料19ページをご参照願います。 

 ７目公衆浴場管理費、本年度予算額844万1,000円、この目につきましては公衆浴場健康

湯の指定管理に要する経費でございます。平成20年１月末現在の公衆浴場利用人員は

9,296人、対前年度比406人の増で4.57％の伸びでございます。また、使用料については321万

2,210円で、対前年度比12万8,340円の増で4.16％の伸びでございます。13節委託料につい

ては、一般会計予算説明資料19ページをご参照願います。 

〇上村保健福祉課長 ８目保健福祉センター管理費1,385万3,000円の予算額でございま

す。この目につきましては、保健福祉センター維持管理に要する経費でございます。13節

の委託料につきましては、説明資料19ページに記載のとおりです。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、４款２項２目し尿処理費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇亀山町民課長 ２項清掃費、１目塵芥処理費、本年度予算額7,676万2,000円、この目に

つきましてはごみ処理に係る収集、運搬から処理に要する経費でございます。11節需用費

の修繕料、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金については、一般会計予算説明資料

20ページをご参照願います。 

 ２目し尿処理費、本年度予算額661万3,000円、この目につきましてはし尿処理に係る十

勝環境複合事務組合に対する負担金に要する経費でございます。19節負担金、補助及び交

付金については、一般会計予算説明資料20ページをご参照願います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、５款１項１目労働諸費の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費、予算額66万5,000円、この目
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につきましては労働対策、それから職業病対策に係る予算を計上しております。８節の報

償費につきましては、労働に関する講演会の講師謝金でございます。あと28節の繰出金に

つきましては、勤労者生活資金の貸付基金繰出金でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 11番、岸田議員。 

〇岸田議員 ふるさと東十勝通年雇用促進協議会負担金の内容について説明願います。 

〇田村議長 産業課長。 

〇中川産業課長 このふるさと東十勝通年雇用促進協議会につきましては、平成19年度か

ら東部十勝のほうで通年雇用を目的とした季節労働者に対するいろんな資格等に対する講

習会等を開催してやるということで、昨年度補正をいたしまして説明をさせていただきま

した。その中でそれぞれ町村によって就労なり講習会を開催する会場使用料だとか講師謝

金だとか、そういうものを各町村ごとにそれぞれの地域で開催をしていくという方向性に

なっています。それで、そのために専門の職員を事務局が足寄町に置いておりますので、

そこに専門職の方と、それから事務員１名を採用して今実施をしております。その方の人

件費、それと先ほど申し上げました講習会と、それから講師を呼ぶ謝金等の経費をそれぞ

れ６町で分担をするということで、我が浦幌町では23万9,000円という負担金を支払って、

その通年雇用に向けて推進をしていくということになっております。 

〇田村議長 11番、岸田議員。 

〇岸田議員 昨年度、いわゆる19年度から実施されてきているわけなのですけれども、こ

の通年に向けての成果というのですか、その辺の実績についてお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 通年につきましては、平成19年度で浦幌町で２名が通年雇用されるとい

うことで決定をしております。それから、新たな就労につくためのいろんな資格を取るた

めにそれぞれ受けることによって１人当たり10万円の補助がありますが、それについても

本町において１名の方がその試験に合格をいたしまして、そして10万円の補助を受けたと

いうことが平成19年度の実績ということで、あと先日２月の末から３月にかけてチェーン

ソーだとか軽微な資格の講習会も実施しておりますが、その結果についてはまだ来ており

ませんけれども、それらも本町で行って、15名ないし特殊な小型の機械については４名の

方が２日間講習を受けたということで、順調にそれぞれ次の職場へ向けての意欲的なそう

いう講習等、それから資格等に取り組んでいただいているという実態でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も今のふるさと通年雇用の関連の部分なのですが、これは仕事の今ない方

が通年で雇用されるという部分についての制度ということなのですが、私が思いますに、

今雇用されている人が、やはり今こういう状況ですので、通年で今までしていたものも通
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年でできなくなってしまうという、こういうケースも多々あろうかと思います。ですが、

この制度を使うには、一回退職して、切られてしまわないとこの制度が使えないというこ

とがあると思うのですけれども、それを切らなくても、うまく今のこの現状の部分で何が

しかのラインを引かなければならないと思うのですが、そういう運用を、もっと間口を広

げるようなことができないのかということ、ちょっとこの辺を伺いたいと思うのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 今中尾議員が言われた部分については、今のところの制度では非常に難

しいということでございますが、今後この制度が時限立法で何年続くかわからないわけで

すけれども、要するに仕事がない中での通年雇用ということも大事なのですが、就労する

と、仕事をするということも非常に大事な、産業振興に当たっては本町にとっては大事な

ことだというふうに思いますので、季節労働者という方もいらっしゃいますので、そうい

う方も含めて労働対策ということで、この中でまた協議をしていくということで事務局サ

イドでは６町で話し合いはしておりますので、何とか今言われた方向でもちょっと検討し

ていきたいというふうに考えていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、６款１項９目地籍調査費までの説明を求めます。 

 農業委員会事務局長。 

〇河村農業委員会事務局長 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、本年度

予算額3,063万8,000円、この目は農業委員15名の活動費、農業者年金の事務及び加入促進

等の事務局費を計上してございます。なお、農業委員会委員の選挙が７月に実施予定でご

ざいまして、選挙委員定数が11名から９名に改定される予定でございます。19年度末の農

業者年金の加入者は219名、受給権者は296名という実績がございます。予算につきまして

は、特に説明することはございません。 

〇中川産業課長 ２目農業総務費、本年度予算額3,453万8,000円、この目につきましては

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

費でございます。 

 ３目農業振興費、本年度予算額2,566万7,000円、この目につきましては農業振興に係る

予算を計上しております。19節の負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料20ペ

ージのとおりでございます。ただ、中間ほどにあります高級菜豆産地づくり事業補助金70万

円につきましては、新規事業として計上しております。この事業の目的は、品目横断的経

営安定対策の実施により土地利用型の本町畑作農業においては農業収入の減少による経営

の緊迫感が懸念され、今後の農業経営に向けて新たな作物の導入ということが課題となっ

ております。高級菜豆である白花豆は近年相場価格の下落が著しい豆類の中で高値で取引

されており、かつ競合産地が少なく、金時類の主要生産地である本町においては、新規作
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物として有望であります。本事業において、白花豆の作付に係る経費の一部に対して予算

の範囲内で補助金を交付するものでございます。補助対象につきましては、白花豆の生産

資材であります竹支柱の初期購入費の一部を３カ年間補助するというものでございまし

て、竹支柱は１本当たり40円でヘクタール当たり2,000本ぐらいを使用するというふうに聞

いております。これを４分の１以内で補助するということで、農協と町でそれぞれ４分の

１ずつ、４分の１ということは１本につき10円ずつ補助をしていきたいというふうに考え

ております。 

〇田中上浦幌支所長 ４目農業団地センター管理費、本年度予算額604万1,000円、当該目

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

いませんが、当該管理費の７割につきましては、浦幌農協に負担をしていただいておりま

す。 

 以上でございます。 

〇中川産業課長 ５目畜産振興費、本年度予算額2,050万5,000円、この目につきましては

畜産振興に係る予算を計上しております。減の主なものにつきましては、委託料の資源リ

サイクル畜産環境整備事業が完了したことによる減と、それから新規事業といたしまして

は優良肉用繁殖雌牛導入促進事業補助金96万円につきましては、中山間地域の本町農業に

おいて肉牛生産は重要な役割を果たしておりますが、北海道農業開発公社における優良肉

牛貸付事業について、従来型の廃止による導入枠の減少や高齢者層の離脱により今後改良

基盤の縮小による生産基盤の脆弱化が危惧されております。そういう中で、本事業におい

て産肉能力にすぐれた優良な黒毛和種の雌牛の導入に対し支援措置を講じ、地域の肉牛の

生産の健全な発展を期するためにこの補助を新規として取り入れる予定でございます。対

象牛は、生後６カ月以上24カ月齢未満で産肉検定済み雄牛の産子とし、事業主体は農協と

するということで、補助対象経費につきましては１頭につき２万4,000円以内ということで

同一年度内生産者１戸につき８頭を限度とするということで補助金を交付したいと。期間

については、今年度より３カ年ということで考えております。説明資料の中で80頭、２万

4,000円掛ける２分の１以内となっておりますが、２分の１を削っていただきたいというふ

うに思います。大変失礼いたしました。それから、23節の償還金、利子及び割引料につき

ましては説明資料21ページ、負担金、補助及び交付金についても説明資料21ページのとお

りでございます。済みません、もう一つ、先ほど説明の中で雄牛と言ったようですが、雌

牛の間違いでございますので、ご訂正をお願いいたします。 

 次に、６目土地改良費、本年度予算額8,621万5,000円、この目につきましては土地基盤

整備を促進するための予算計上でございます。増の主なものは、７節賃金で28万8,000円、

これは国営下浦幌防災事業で供用開始されました浦幌太排水機場の運転業務ほかの賃金２

名分でございます。さらに、11節の需用費の燃料費60万円の増、光熱水費215万円の増は、

いずれも浦幌太排水機場運転開始に伴う経費でございます。その他13節委託料120万

8,000円の増につきましても、浦幌太排水機場の点検料でございます。次に、19節負担金、
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補助及び交付金でございますが、新規事業としまして農地・水・環境保全向上対策事業負

担金156万9,000円を計上しておりますが、国民共有の財産である農地、農業用水、農村の

自然環境や美しい風景を守っていくには、農家だけでなく地域の人々、それから役所、Ｎ

ＰＯの人々にも参加してもらえるような地域の活動の新しい仕組みが必要になっておりま

す。農林水産省では、農地、水、環境を守るための新しい仕組みや効果の高い取り組みを

促進するため、平成19年度より平成23年度まで農地・水・環境保全向上対策が実施されて

います。基礎支援は、国が４分の２、道、町がそれぞれ４分の１で、事業の内容としては

水路や農道等の施設の泥上げ、草刈り、それからそれらの点検といった資源の適切な保全

管理に必要な基準的な共同作業に対しまして10アール当たり、畑で1,200円、それから草地

で200円の支援金が活動区域面積に応じて支給されます。本町においては、平成20年度より

相川地区が採択される運びとなっております。その他の地区からも準備を進めているとい

う情報を得ておりますので、平成21年度以降も希望地区は出てくる状況にあります。管内

の実施状況につきましては、平成19年度実施市町村は帯広市を初め８市町村、それから平

成20年は浦幌町を初め７町村、実施を予定していない町村が豊頃、大樹、広尾、陸別とい

う４町村という状況になっております。 

 以上でございます。 

〇前田施設課長 ７目飲料営農用水対策費、本年度予算額１万9,000円、この目につきまし

ては営農用水管路の占用料の内容でございます。 

〇中川産業課長 ８目道営土地改良事業、本年度予算額6,290万4,000円、この目につきま

しては道営土地改良事業に係る経費を計上しております。減の主なものは、19節負担金、

補助及び交付金で貴老路地区担い手支援型畑地帯総合整備事業工事負担金が4,372万

5,000円の減。昨年は、浄水施設及び用地確定測量等に6,875万円の事業費を計上し、実施

しましたが、平成20年度につきましては配水池及び送水管路等を計画し、2,500万円余りを

計画しております。なお、増の主なものにつきましては、畑総の中浦幌地区と幾千世地区

の事業量がふえたものと、それから新規として下浦幌地区の計画樹立負担金250万円でござ

います。 

 それから、先ほど５目の畜産振興費の中で優良肉用繁殖雌牛導入促進事業補助金の中で

説明資料の２分の１を削ってくださいと言いましたが、私の勘違いでございまして、２分

の１はそのままということでよろしくお願いいたします。大変失礼いたしました。 

〇前田施設課長 ９目地籍調査費、本年度予算額3,664万4,000円、この目につきましては

地籍事業に係る経費及び人件費の内容でございます。本年度完了の上厚内地区7.11平方キ

ロメーター、新規地区でオコッペ地区9.31平方キロメーターの一部の実施をいたします。

進捗率は、本年度上厚内地区が完了することにより41.6％となります。増の主なものとし

ましては、13節委託料です。減の主なものとしましては、14節使用料及び賃借料です。13節

委託料、14節使用料及び賃借料は、説明資料21ページに記載のとおりでございます。 

 以上でございます。 
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〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、森議員。 

〇森議員 ただいまの農林水産業費の中では、昨年度から始まりました品目横断的経営安

定対策の中の減収分に見合うということで、白花豆の関係、また和牛の関係でこのように

予算をとっていただきましたこと、感謝を申し上げたいと思います。 

 もう一点、心破事業についてちょっとお聞きしたいのですけれども、18年度、19年度に

つきましては冷湿害対策の関係で心破事業が行われました。今後この心破事業につきまし

ては、町としてはどのようなお考えになっているのか質問したいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 今森議員のほうからありましたように、平成18年、19年は特別というこ

とで心破事業をやらせていただきました。前から町長も言っておりますように、やっぱり

基盤整備が一番大事だということで、今後についても明渠、暗渠、それから心破について

もやっぱり基盤整備の一環として進めなければならないというふうには考えております。

平成20年度につきましては、一たん18、19で心破が完了しておりますので、暗渠、明渠に

つきましては20年度も続けるという方向性では決まっておりますが、心破につきましては、

一応平成20年度につきましては営農の範疇だということで私も前の議会の中で申し上げて

おりましたが、考えておりましたのは負担を農協なり、それから町のほうで考えていくと

いうことで、前は町だけで負担をしておりましたので、その辺農協とも今年度協議をしま

して、１年間心破についてどういう方向性でいくか、負担をどうするのか、そしてどうい

うサイクルでやるのかということを１年間ちょっと協議をさせてほしいということで話が

終わっておりまして、平成20年については心破については今年度協議ということで、21年

度から新たにまた心破ができるような方向で考えていきたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、６款２項５目駅停沢線林道開設事業費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 76ページでございます。２項林業費、１目林業総務費、予算1,388万

6,000円、この目につきましては一般林業事務に係る経費を計上しております。増の主なも

のは、人件費と報償費でございます。報償費につきましては、15万円ほど増となっており

ますが、キツネを50頭ふやして計上しております。これにつきましては、キツネにつきま

しては最近特にふえてきているということで、頭数をふやしております。８節の報償費、

それから13節の委託料の説明につきましては、説明資料21ページ、22ページに掲載をして

おりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、２目林業振興費、今年度予算額2,935万4,000円、この目につきましては民有林の
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振興に係る経費を計上しております。増の主なものは、森林整備地域活動支援交付金の

750万円と、新たに人工林保育事業補助金174万1,000円が補助事業として組み入れてござい

ます。なお、減の主なものは北の森づくり機能強化対策事業、これは間伐事業でございま

すが、平成19年度で道のほうが廃止をされましたので、本町においても113万3,000円の事

業が完了したということで減っております。それから、森林整備地域活動支援交付金につ

きましては、平成19年度から５カ年間で実施される事業でございまして、本町においても

昨年の９月定例会において補正をいただきまして、事業推進を図ってまいりました。この

交付金制度は、森林施業計画に基づく適切な森林整備を促進するために森林施業の実施に

必要な地域活動に対しての支援策でございまして、ヘクタール当たり5,000円が交付される

ものでございます。本年度につきましては、1,500ヘクタールを予定しております。それか

ら、人工林保育事業補助金につきましては、北の森づくり機能強化対策事業、先ほど申し

上げましたが、間伐事業でございますが、これが19年度で終了したということもあわせま

して低迷している林業はますます乱開発、それから無断伐採等が増加するおそれが懸念さ

れております。何とか浦幌町内の山林の育成と環境保護のため、造林した後の下草刈り事

業に対して１ヘクタール当たり5,000円以内の補助を単費で出したいというふうに考えて

おります。計画面積は338ヘクタールで169万円を予定しております。19節の負担金、補助

及び交付金につきましては、説明資料22ページに記載のとおりでございます。 

 ３目林道維持費、本年度予算額120万円、この関係につきましては町内の林道に係る維持

管理費を計上しております。15節の工事請負費については、説明資料22ページのとおりで

ございます。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費、本年度予算額1,082万2,000円、この目につきまして

は森林公園の管理運営に係る経費を計上しております。13節の委託料については、説明資

料22ページのとおりでございます。 

 ５目駅停沢線林道開設事業費、本年度予算額7,142万円、この事業は平成14年度より工事

を着手いたしまして、総延長4,000メーター、幅員５メーターで実施中でございますが、本

年度で完了の予定でございます。増の主なものは、委託料と工事請負費でございますが、

13節の委託料につきましては橋梁の設計、それから地質調査に800万円、15節の工事請負費

につきましては林道開設が延長390メーター、そのうちの橋梁が21.6メーターを予定してお

ります。これに6,100万円を計上しております。補助率につきましては51％でございます。

13節委託料、それから15節工事請負費につきましては、説明資料22ページのとおりでござ

います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 ２目の林業振興費、19節負担金、補助及び交付金の欄で伺いたいと思います。

21世紀の北の森づくり事業が終了するということで、町単独で補助事業を設置していただ
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いたということは非常に結構なことです。この関連でお聞きしたいのですが、実はちょっ

と把握しておられるかどうか、２月の８日に閣議決定ということで、この事業がなくなる

ことに対する新たな支援措置を閣議決定したと。森林間伐特別措置法を発効して、今度は

市町村に直接補助してやれる制度を設けたと私は資料を持っているのですが、そのことを

把握していて、この単独の事業をこれで取り込めるような対応になっているのか伺いたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 私のほうでも情報は得ておりますが、まだ何も決まっていないというの

が実態でございまして、今の段階でこの国の間伐事業の費用については何とも言えないと

いうことで、本格的に決まればまた補正等で対応するように考えてまいりたいというふう

に考えています。今のところ、全く進んだ情報はないということでご理解いただきたいと

思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 情報全くないということですから、私も正確な情報かわかりませんが、私の

資料によると、基盤整備の交付金として国は10億円用意したと。これを直接市町村に支援

するということのようであります。それで、浦幌町が大きな事業を受けて、起債を起こし

てまでやられるかどうかということは、また財政の問題ありますから別ですけれども、地

方債の発行を認めるよと。そのうち３割を普通交付金対応すると、ここまで私の情報では

あるのですが、浦幌でそれをやれというのではなくて、そういう事業が発布されたという

ことの情報はありますので、ぜひ積極的にできる範囲の支援はこういう形でしていってほ

しいと思います。ぜひ早くそういう情報を取り込んで、町村負担が少しでも少ないような

事業の取り組みを望んでおりますけれども、このことについて。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 事業費の割合だとか、そういう点については情報はあるのですけれども、

中身の問題でどこまでやるのかというのはまだ明らかになっていませんので、その辺につ

いて今後また上部のほうから流れてくると思いますので、その段階でまた前向きに検討し

ていきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私は、林道維持費についてお伺いをしたいと思います。工事費100万円という

予算でございますが、浦幌町にとって町有林というのは大変貴重な財産でありますし、ま

た広大な面積を持っているというふうに伺っておりますけれども、それによっては100万円

の維持費というのは余りにも少ない金額ではないのかなと。また、明細見ましても、草刈

り、それと路面の排水ということの内訳でございますけれども、これで本当にきちっとし

た維持ができるのかどうなのか。維持はもっとしたいのだが、予算の関係上ということな
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のか、ちょっとその辺について説明をいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 正直に申し上げます。この林道維持費につきましては、民有林の林道維

持ということで、町有林とはまた別ということでお考えをいただきたいと思います。補正

予算の中でも若干申し上げましたが、浦幌町は林道網が非常に発達をしておりますし、そ

の維持管理というのは非常にお金がかかるということで、いろんな補助金制度も使えるの

ですが、特に町が使えるというのは限られておりまして、以前は700万も800万も維持費は

あったのでございますが、財政難の折、ここ何年かは100万円ということで、この範囲の中

である程度直営でできる分は直営で施設課の応援をいただきながらやっていると。あとは、

何とか森林組合のほうにもお願いをして、側溝の床ざらえをしたり、それから一定程度砂

利も町の砂利を使うなり、それから草刈りも半額以下の値段でやっていただくということ

で、100万しかありませんので、その範囲内で最大限の整備をしていくということで何とか、

それぞれ地域の方からもかなり、もっときれいにやってくれとか、もっとこの奥までやっ

てくれというのはあるのですが、何とか勘弁をいただいて、100万円の範囲内で毎年やって

いるというのが実態でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 当然予算がありますので、その予算があればたくさんできるということはわ

かるのですが、ただ、今地球温暖化だとかいろんなそういう環境の面からしても、やはり

しっかりとした森づくり、森林というものについては守っていかなければならないという

ような言葉もあります。ですから、予算がないことはわかりますが、やはりもうちょっと

この部分について、しっかりとした対応をしていくべきだというふうに思いますが、いか

がでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 おっしゃるとおりで、毎年100万という予算は組んでおりますが、補正を

組ませていただいている面もありますし、施設課のほうにお願いをしている部分が相当ご

ざいます。そういうことで、できるだけ林道の維持管理については、いざ山火事だとかそ

ういうことがあっては大変でございますので、状況に応じて補正等を考えて進めてまいり

たいというふうに考えております。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 林道管理、今課長のほうからお話ししましたけれども、民有林の管理という

ことで町が管理している民有林ということであります。町有林は特別会計でやっておりま

す。我が町、74％が森林ということですから、膨大な森林面積がある。そういう中で、き

ちんと管理をしなければならない。本当に本格的に管理をすれば、それこそけた違いのお

金が要るということであります。そういう意味では、直接各課応援をもらいながら、そし
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て最低限の林道の管理をしていく、またしていかなければならないだろうというふうに思

っています。そういう意味では、予算が今100万円ということでありますけれども、いかん

せん今財政厳しい中で、この範囲の中で100万円以上の仕事を逆にしなければならないとい

うふうに思っています。そういう意味では、毎年毎年これで足りるのかどうかということ

は、常に補正のことも考えながらやっていく必要があるだろうなというふうに思っていま

す。そういう意味で、町民の皆さんに本当に迷惑かけないように創意工夫を重ねながら頑

張っていきたいなというふうに思っていますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、６款３項２目水産業振興費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 ３項水産業費、１目水産業総務費、本年度予算額928万9,000円、この目

につきましては主に人件費の予算でございます。特に説明はございません。 

 ２目水産業振興費、本年度予算額3,182万2,000円、この目につきましては厚内漁港の維

持に係る経費及び水産業の振興に係る予算でございます。増の主なものは、13節の委託料

の29万2,000円と19節負担金、補助及び交付金の中で新規事業の厚内漁港整備事業、それか

ら昆布とり場の取りつけ道路工事、サケ荷さばき施設改修事業補助金でございます。13節

委託料、それから19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料22ページのとお

りでございます。13節の委託料の中で昨年コミュニティ助成事業で建設いたしましたトイ

レの清掃業務の委託料が新たに加わっております。それから、19節の負担金、補助及び交

付金の中で厚内漁港の整備事業につきましては、昨年の６月の定例議会の中で補正の議決

をいただきまして工事を進めているところでございます。今年も係留施設、物揚げ場補修

148.7メーターを施工し、総事業費１億6,500万円で、国が６割、道が30分の８、それから

町が30分の４という負担になっております。次に、新たに昆布とり場取りつけ道路の工事

でございますが、これにつきましては道道直別共栄線の附帯工事として道とアロケーショ

ンで実施することとなりまして、取りつけ道路工として延長60.52メーター、幅員５メータ

ーで実施する予定でございます。さらに、新規事業としましてサケ荷さばき施設改修事業、

これにつきましては現在使用しております荷さばき単価、平成２年、３年度に購入したも

ので大変老朽化しておりまして、使用可能数が年々減少していると。そういう中で、近年

食の安全、安心が注目される中、鮮度維持のための低温技術は必要不可欠な状況となって

おります。低温管理のもと、衛生的な荷さばき環境の構築が求められております。タンク

整備事業には、国、道の補助制度もないことから、豊頃町、それから大津漁組、浦幌町の

３者で支援することとしたい。あわせまして、荷さばき台も老朽化しているため補修工事

をすることといたしたい。荷さばきタンク購入数は55基で、大津漁港に40基、厚内漁港に

15基を配置する予定でございます。 

 以上でございます。 
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〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、差間議員。 

〇差間議員 ２点について確認をしたいと思います。 

 まず、昆布刈石の昆布とり場取りつけ道路200万と予算がついております。これは、総体

の事業費幾らかかるか。 

 それから、もう一点は、ヒトデ駆除、これも10万、これについて私、必ず今時期は言っ

ております。これは、ヒトデ駆除というのは何が一番影響あるか。これは、ケガニ資源で

ございます。これは、課長もご存じのとおりでございます。特にこのヒトデ駆除をきちっ

とやっている地域については、釧路管内では去年の暮れでしたか、波打ち際までにケガニ

が上がってきていると。これは、釧路管内で間違いなくケガニの資源が回復してきている

と。そういうことで、私がいつも言っているのは、海を畑に例えたら害虫であると。これ

が既に現在であれば40メーター、50メーターまで繁殖している。これは、今ツブかご漁を

やっておりますので、過去にはいない海域まで既に広がってきていると。しかしながら、

このケガニの資源維持が密漁等々でかなり枯渇してきておりますので、やはり今取り締ま

り船強化とかいろいろありまして、そういうのが少なくなってきていると。そういうこと

もありますので、やはり大津漁協というのは豊頃町と浦幌町でございますので、本所は大

津でございますから、このヒトデ駆除、やはり町長の方針の中にもヒトデに対する、上げ

た後の処理の話も出ておりますので、この２点、きちっとした説明を受けたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 最初に、昆布とり場のことでございますが、これは前から漁組さんのほ

うからも要請を受けておりまして、毎年施設課のほうで30台、40台という砂利をあそこへ

運んでやっておりました。それで、ちょっとしけになりますと、すぐ砂利が流れてしまう

ということで、やってもやっても大変だということで、今直別共栄線が工事中でございま

すので、その工事中に何とか土現にお願いをして、あの辺に擁壁的なものをつくっていた

だいて、そして波が来ないようにしてほしいということでずっと要望してまいりました。

そういう中で、土現としても附帯工事としてはなかなか難しい面があるということは、取

りつけぐらいはできるけれども、海の下までは工事としては難しいということがありまし

て、アロケーションで半分半分なら何とかしてあげましょうということで、総体事業費は

400万ぐらいということで半分半分の200万円でそれに乗せていただいたということで、何

とか工事ができるようになったということでご理解をいただきたいと思います。 

 それから、ヒトデ駆除につきましては、例年申し上げておりますが、あくまでも今漁組、

それから豊頃町とも毎年協議をしまして、今のところ模範牧場へ持っていけるだけの数量

を搬出するための運搬費ということで補助すると。そして、ヒトデは現物は堆肥にしてい

くということでずっと進めております。平成20年度についても、その運搬費用の10万円を

本町としては補助していくということでございますので、ご理解をいただきたいと思いま
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す。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 １点目の昆布採取場、ちょうど下におりるところですから、これは課長今言

われたように、しけたら何もなくなって、段差がついてしまって、当時の昆布とる方々が

いろいろ削ったり砂利を入れたりして、そして段差のないように使っていたのが実情でご

ざいますし、また当時土現の所長が対象者を集めていろいろ説明をして、ぜひやりますと。

それが所長がかわった途端にその話は聞いておりませんと。そういうことも含めて、今回

こういう結果になったと理解しております。ですから、今後やはりしけたら必ず、コンク

リでないですから、その点総事業料が400万であれば恐らく、別に波の来るところまで道路

つけれと言っているわけではないのですから、課長その点、下におりれればいいのですか

ら、そういうことでぜひ実現をしていただくと。これは、やはり浜の方々聞いていません

から、私今回この予算書見て、何かついているよということで今確認の意味を込めて聞い

たような状態でございます。ですから、総事業料が400万であれば結構きちっとしたもので

きるのでないかと思います。ですから、できれば、やはり浜の対象の方々にこういうふう

になりましたという、これが通ればの話ですけれども、指示、徹底をしていただいて、そ

して大いに活用してほしいと、そういうように思っております。その点どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 昆布とり場の件につきましては、土現との協議の中でコンクリート舗装

ということで、あの取りつけから海のほうへ向かって20メーターがコンクリと。それから、

そのほかにアスファルト舗装が39.52メーターということで、これで59.52メーター。それ

と、小口のとめ工ということで１メーターということで、全部で60.52メーターということ

で、下まで砂利ではなくて舗装的なものでいくということで、これはたしか水産振興会の

中でも若干そういう方向で進んでいますよというお話をさせていただきました。それで、

本格的に予算が通って決まれば、また水産振興会の中でお話をしていきたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 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。 

 

午後 ２時０１分  休憩 
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午後 ２時２０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、７款１項３目工業対策費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 ７款１項商工費、１目商工振興費、本年度予算額9,276万3,000円、この

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

主なものは、人件費でございます。19節負担金、補助及び交付金、21節貸付金につきまし

ては、説明資料22ページ、23ページのとおりでございます。 

 ２目観光費、本年度予算額587万5,000円、この目につきましては観光の振興のための諸

経費及び観光施設の維持管理並びに観光関連団体への補助金に係る経費でございます。

13節委託料につきましては、説明資料23ページのとおりでございます。 

 ３目工業対策費、本年度予算額1,730万1,000円、この目につきましては企業対策並びに

企業創設に係る経費でございます。減の主なものは、21節の貸付金の200万円でございます。

21節貸付金、23節償還金、利子及び割引料につきましては、説明資料23ページのとおりで

ございます。 

 以上で終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、８款３項１目河川管理費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇前田施設課長 82ページをお開きください。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総

務費、本年度予算額3,259万4,000円、この目につきましては施設課職員の人件費、事務費

及び道路台帳修正委託の内容でございます。増の主なものとしましては、17節公有財産購

入費でございます。減の主なものとしましては、２節給料、13節委託料でございます。13節

の委託料、17節公有財産購入費につきましては、説明資料23ページに記載のとおりでござ

います。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、本年度予算額3,500万4,000円、この目につきま

しては維持係の人件費、土木車両12台の維持管理費の経費の内容でございます。増の主な

ものとしましては、２節給料、３節職員手当、４節共済費、車検台数２台増に伴う11節需

用費、12節役務費、17節公課費でございます。その他、18節備品購入費の内容でございま

す。 

 ２目道路維持事業費、本年度予算額3,293万2,000円、この目につきましては町道255路線、

総延長316キロメートルを維持管理する経費の内容でございます。増の主なものとしまして

は、15節工事請負費で説明資料23ページに記載のとおりでございます。 

 ３目道路建設補助事業費、本年度予算額１億4,752万8,000円、この目につきましては国
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の補助事業で道路改良舗装をする経費の内容でございまして、説明資料23ページに記載の

とおりでございます。なお、北栄北２丁目通り線、光南４丁目通り線は本年度完了となり

ます。新規路線に北栄大通線の改良舗装、相川北２号線の凍雪害防止工事を行います。増

の主なものとしては、２節給料、13節委託料、15節工事請負費でございます。22節補償、

補てん及び賠償金も増の主なものでございます。 

 ３項河川費、１目河川管理費、本年度予算額986万4,000円、この目につきましては普通

河川215の維持管理及び道河川の樋門、樋管の管理委託業務及び国の救急排水施設管理委託

業務の経費の内容でございます。増の主なものとしては、７節賃金、11節需用費の消耗品

費、13節委託料の救急排水施設管理委託料、14節使用料及び賃借料の機械借り上げ料でご

ざいます。13節委託料につきましては、説明資料23ページに記載のとおりでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、８款５項１目住宅管理費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇前田施設課長 ４項都市計画費、１目都市計画総務費、本年度予算額11万5,000円、この

目につきましては都市計画審議会開催に係る委員９名の報酬、費用弁償及び事務経費の内

容でございます。 

 ２目公共下水道費、本年度予算額１億3,073万円、この目につきましては公共下水道特別

会計への繰出金の内容でございます。 

 ３目公園緑地管理費、本年度予算額636万円、この目につきましては中央広場、駅前広場、

ポケットパーク、児童公園、遊園地の維持管理及び森林公園遊歩道、町有地の草刈り管理

業務の経費の内容でございます。増の主なものとしては、11節需用費の修繕料、18節備品

購入費でございます。13節委託料につきましては、説明資料24ページに記載のとおりでご

ざいます。 

〇佐藤まちづくり政策課長 続いて、４目まちづくり交付金事業費、本年度予算額5,123万

1,000円、この科目はまちづくり交付金事業のうち健康公園通り整備工事及び産業交流施設

実施設計委託に伴う人件費並びに経費でございます。13節の委託料並びに15節の工事請負

費につきましては、予算説明資料24ページに掲載されておりますので、ごらんおきくださ

い。 

 以上です。 

〇前田施設課長 ５項住宅費、１目住宅管理費、本年度予算額2,264万7,000円、この目に

つきましては公営住宅、改良住宅、特公賃住宅の497戸、雑種家屋44戸、町有住宅10戸の維

持管理に係る経費。町営住宅運営委員会に係る報酬、費用弁償及び人件費の内容でござい

ます。増の主なものとしては、13節委託料、15節工事請負費でございます。減の主なもの

としては、２節給料、13節委託料、15節工事請負費は説明資料24ページに記載のとおりで
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ございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ７番、河内議員。 

〇河内議員 まちづくり交付金事業の関連ということでちょっとお聞きしたいわけですけ

れども、現在道の駅について進めております。当然今後留真温泉の開発ということで進め

ていくわけですけれども、昨今の灯油の値上げというのは、留真温泉の今後の経営に非常

に大きな要因になってくると思うわけですけれども、その辺の灯油の値上げ、水道光熱費

の大幅値上げということについて、やはり相当その辺考えて、留真温泉については検討し

ていかなければならないと思うわけですけれども、その辺についてどう考えているかお聞

きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇中川産業課長 事業実施する担当として私のほうから。 

 前から議員の皆さんにも指摘をされている部分でございまして、特に以前に経営してお

りました関係につきましても、灯油が原因で経営ができなくなったということで、非常に

燃料費がかかる。ご存じのように温泉の温度が30度ということで、やっぱり10度ないし12度

ぐらいは沸かさなければならないということで、どうしてもその燃料に経費がかかるとい

うことで、今後の検討事項といたしまして、新エネルギーを使ったものでぜひ燃料関係に

ついてはやっていきたいということで、とりあえずは木質関係で浦幌にある財源、木の廃

材等を利用した燃料を使って新エネでやりたいという方向性で、札幌のほうにいろんな、

ＮＥＤＯというそういう省エネなり、エネルギーの専門にやっている機構がございまして、

そこにも一回相談をしておりますし、大体そういう方向性ではどこの町村でも新エネにつ

いて灯油ではもうできないということで進めようということで、まだ具体的に今後詰めて

いくという部分がありますけれども、ぜひ新エネルギーで浦幌の特徴を生かした、そうい

うコストのかからない部分で進めていきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 今当然その辺を十分検討した上で進めたいということでの答弁、答えだった

わけですけれども、やはり町民が一番心配しているのは、本当にそういううまい話がある

のかなと。より具体的にこういった方向性に進んだ場合にはこのぐらいのコスト削減、燃

料費についてはできますよということをもっと具体的に見える形で今後早い時期に示して

いっていただきたいと、お願いをします。その辺についてどうですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 河内議員、ご心配されるのはもっともだと思いますし、町民の皆様もその心

配はされているだろうというふうに思っています。実は、町としても大変心配しています。
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今１バレル100ドルを超えたという中で、100ドルから、極端に言えば150ドルにまでなるの

ではないかというふうに今言われています。そういう意味では、本当に化石燃料どこまで

いくのかなというのが心配しているところであります。そういう意味では、足寄で今木質

ペレットやっていますけれども、昨年の後半で大体化石燃料と同じぐらいの値段になった

という、熱効率もあわせてそのぐらいになったということも言われています。そういうも

のを使いながらやっていく必要があるのかなと、検討しながらやっていく必要があるのか

なというふうに思っています。 

 先日新聞を見ていますと、やはり同じ温泉なのですけれども、今重油の暖房から完全に

木質のものに変えたと。それで、なおかつその余ったやつで子供たちの育成資金に活用す

るというような報道もされていました。やはりそういう部分を含めて、今化石燃料からだ

んだん違うエネルギーに変えていっているというのが私たちのような温泉経営にはそれを

欠かせないのでないかなというふうに思っています。 

 私たち、22年、実際には運営していくということでありますから、それまでにはかなり

エネルギーが、新しい代替エネルギーがどんどん進んでいるということにも期待しながら、

しかし期待ばかりをしていても現実的には対応できませんので、ぜひ化石燃料に頼らない

ものをきっちり、今ＮＥＤＯという話ありましたけれども、いろんなものを計画しながら

やっていきたいというふうに思っています。 

 実際原油価格がどうなるかというのは、今産油国も原油が上がって値上がりしているの

ではない。あくまでも投機マネーが世界じゅう出回っていて、それで値上がりしているの

だというふうに言われていますけれども、これが実際にこれから落ちついていくのかどう

かということの動向も見きわめなければならないだろうなというふうに思っています。い

ずれにしましても、今のような上昇が続くのであれば、この重油で沸かしていくという温

泉は大変厳しいというふうに思っておりますので、その辺ではきちんとしたものを考えて

いかなければならないなというふうに思っているところであります。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいまの河内議員と重複する点もあろうかと思いますけれども、先般私も

質問をさせていただいたわけでございますけれども、道の駅の関係の中で町としてはコン

サルタントをかけてはいないと。そういった中で、開発のコンサルタントをかけている中

でのお話かと思いますけれども、現状であそこの状態で道の駅をつくるに当たり、立地的

にどのような開発のほうから意見が出ているのか、ちょっと詳しくお聞かせをいただきた

いと思います。と申しますのは、町民の間でも、今現状あるうらほろ亭さん、あれを動か

さずして、本当にできるのかできないのかという話題も上がってきております。そういっ

た中で、もうちょっと詳しい話を聞かせていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 さきの一般質問においてコンサルの関係で私のほうから回答いたしました
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けれども、私のこの前お話ししたコンサルについては、道の駅について具体的にどのよう

にしていくかというようなコンサルの報告書ではなくて、町全体として横断道あるいは

336、国道38号線、将来どのように交通量が変わっていって、その中で浦幌として観光資源

をどのように活用するとか、あるいはその中で道の駅をどういうふうに活用するかと、そ

ういったようなコンサルの内容ですので、今二瓶議員が言われたような内容でのコンサル

ではございません。ただ、この前一般質問で、今開発と協議しているのは、あくまでも国

道から道の駅に入る導線、導き線について、どのような形で右折、左折等を含めて入れら

れるのかというような協議を含めてやっているところでして、ただその中で今ある現況の

道路をなくして、直接国道から道の駅に入るとしたらば、今若干段差がありますので、そ

ういったものを将来段差をなくすですとか、いろいろなことも含めて考えなければいけな

いというようなことのお話もありますけれども、まだ具体的には開発のほうから私どもが

要請している内容についての回答というものはいただいていないという状況にあります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 今方向性についてもきちっとした方向性、まだちょっと若干見えないのかな

と。そういった中で、これから予算設計に入ってくるわけですけれども、いずれにしても

町民の方々は心配の中というのは、今退職間近の職員さんもいらっしゃるわけですけれど

も、本当に厳しい中、職員の皆さんの給料もわからない中で我慢に我慢を重ねてきている。

それ以上に町民の方々は心配をしております。こういった箱物が最後まで残っては大変だ

と。ですから、絶対に成功をさせなければならない。そういった中で、先ほど課長からも

お答えいただきましたけれども、自然エネルギー等も含めて、先般も帯広でそういった会

議もございましたけれども、ちょっと私も行けないものですから、かわりの人に行ってい

ただいて、資料をいただいたのですけれども、いろいろと模索するものがかなりございま

す。そういったことも含めて、広く町民の皆さんのアイデアもいただかなければならない

だろうし、絶対失敗をしないということのある程度の目安も町民にお知らせをいただくこ

とが望ましいのかなと思いますけれども、そういった点で今後ますます協議がされると思

いますけれども、いずれにしても多少の変更もあろうかと思いますけれども、町民に早い

時期に理解のいただけるような説明をしていただかなければ。と申しますのは、先ほど冒

頭申し上げましたように、町民の方々がたとえうわさであっても、そういった話が出てく

るとすれば、やっぱりその都度不安があるわけですから、きちっと説明を今後もわかり次

第していただけるような方法でとっていただけるのかどうかお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 いろんなうわさが流れているというお話については私ども聞いております

けれども、いかんせん今開発との協議中という中ではまだ決まっていない事項があります

ので、それらについては当然早急に詰めながら、今これから運営しようとされる方々もい
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らっしゃいますし、町民の方々も当然ご心配しているということは存じておりますので、

早急にいろんな問題点を整理しながら、それについては今まだ残っております道の駅の準

備委員会ですとか、あるいはこれから運営母体をつくってやられる方々についても説明を

しなければいけないですし、決まり次第議会にもご相談しなければいけないということで

ございますので、なかなかすぐできるというような状況ではございませんけれども、早急

に関係機関と詰めて方向性を示していきたいというふうに考えています。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も関連しまして、まちづくり交付金事業でありますが、先ほどの答弁の中

で、留真温泉については22年度ということですから、今まずは道路、それと次の道の駅に

絞った中で検討を深めていかなければならないだろうと思うのです。その中で、先ほど燃

料について木質系のというようなことは私も前から伺っておりました。当然そういう方向

で進むべきだと思っておりますが、道の駅について、こちらの燃料についても、私はそう

いう方向で考えるべきなのではないだろうか。といいますのは、そういう木質系の、ボイ

ラーなりそういう燃料源にしたときに、当然そこに燃料を供給しなければならないのです。

私は、この供給するという部分で新たな産業が生まれるのではないのかなと、そんなよう

な期待を持っているのであります。その中で、もしそういうような新しい産業が生まれて、

そういう部分ができたときに、温泉だけではなく、道の駅だとか、そういう供給する場が

たくさんあったほうが、私は商売なりなんなりになっていく上でしっかりとした、そちら

はそちらとしてのまたきちっとした産業が生まれるのではないかなというような気がして

おります。それについて、道の駅の燃料についてどのようなお考えなのかを伺いたいと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 道の駅の暖房関係ということで今お話ありました。今道の駅につきましては、

運営母体を立ち上げて、どのような方式でやっていくのか、それを今検討していただいて

いるということであります。その中では、通年営業をやるのかどうかということも含めて

検討になるだろうというふうに思います。私どもとしては、通年営業をやっていただきた

いというふうにお願いをしているわけでありますけれども、その辺も年間計画の中でどう

なるのかということはまだ決まっているわけではありません。そういう中で、それでは年

間運営するときにはどうするかという問題も出てくるだろうと思います。ただ、トイレや

何かは当然年間でつくっていくということでありますから、その部分については年間暖房

というものも当然必要だろうというふうに思います。ただ、そこのトイレの分も新たな燃

料でやっていけるのかどうか、それはもう費用対効果の問題だろうというふうに思ってい

ます。できれば一体化、すべてそういう新起業でやっていけるようなものがあるのであれ

ば、これはまたいいことだろうというふうに思っていますけれども、いずれにしてもまだ

なかなか決まっていない部分がありますものですから、そういうことも含めて検討してい
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くことになるだろうというふうに思っています。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 ぜひ検討をしていただきたいと思うのであります。私ども今回の一般質問に

ついても二瓶議員がされましたし、私も前回しています。この道の駅なり留真温泉、この

部分については、やはり町民が一番関心の今あるところでありますから、私たちもいろん

な部分で質問させていただいているわけですが、私たちも質問してはいるのですが、なか

なかそれが町民に伝わっていないというのも事実あるのです。ここら辺のミスマッチが、

どうも変なうわさが出てみたりだとか、なかなか町民の不安が解消されないというところ

だと思うのです。今言っているように、なかなか決まらないので、しっかりとした形がで

きないで、なかなか町民に説明をするということもできないのだと思うのですが、やはり

きちっとなってからといっても、なかなか難しいと思うのです。ですから、私は今はここ

まででいいと思うのです。今現在の部分で、今ここまでだよということを、私はやはりで

きる限り情報公開をしていくということが大事なのだろうというふうに思います。ですか

ら、その辺について、事あるごとに何かの方法を考えた中でしっかりとしたその辺の情報

開示の方策を町長に私はとっていただきたいなというふうに思いますし、また今道の駅も、

町長答弁にあったように、私ちょっとびっくりしたのですが、通年でやるかどうかもわか

っていないということなのですね。まだそのレベルなのだなということを今私も思って、

町民は当然新しくやったら年間通してやられるものだと思っているのですが、実際そうな

のです。冬に本当に提供するものがあるのかなという話も、だから結局そういうところら

辺の不安がありまして、なかなかやっぱりそこら辺が町民の意識と町の意識との違いとい

う部分が私はかなりあるのではないかなというふうに思っています。ですから、町長には

そういった部分も含めて、しっかりとした町民に対しての説明の部分、私は早急にお願い

をしたいなと思いますし、また今言う代替燃料の部分について、来年ですよね、道の駅。

それなのに、今まだそんな状態で、私間に合うのかなというような気がして、物すごく心

配でいるのです。もしそれをそういうふうにするのであれば、当然それを供給する、また

こちらも供給する施設なりなんなりというような話も、私はそれがしっかりとなれば、民

間からそんな声がどんどん上がってくると思うのです。やはり私、前回議決されましたけ

れども、産炭地の新産業、そういうのをどんどん利用したらいいと思うのです。だから、

私は今あるそういったものも含めて、やはり町全体でこの事業を成功に導く、またこの事

業を核として、いろんな産業があって町が活性化されていくという。やっぱりこういうよ

うな構想されないと、なかなか私はこういう事業というのは難しいのではないかと思うの

ですけれども、その辺についていかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 その都度町民にお知らせをするということですけれども、今私ども道の駅、

開発さんと協議というか、開発さんから提案を受けている分もあります。ただ、町として
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の基本計画がありますから、それにのっとってできるのかどうかということも、道の関係

ですから、公安委員会との関係もあります。その意味で、協議がなかなか進んでいないと

いうのが状況です。ただ、今左折レーン、右折レーンも含めて開発にお願いをしていると

いうことでありますから、その右折レーン、左折レーンの関係で提案をいただいていると。

根本的には、自分たちの計画に基づいてやっていくということを基本にしていろいろ話し

合いを進めて、よりよい計画であれば、それにのれるものであればのっていこうかという

ふうに思っているところでありますから、まだなかなか全体計画をお見せすることができ

ないというのが今現在のところであります。 

 燃料関係につきましても、今通年運営云々という話、私ども道の駅はあくまでも運営母

体が中心になってやっていったということを前から言っております。施設としては、町の

まちづくり計画の中でやりますよ。ただ、運営というのは、あくまでもそこの運営母体の

人たちにきちんとやっていただきますよと。町が運営するということではありませんよと

いうことは前から申し上げているところです。そういう意味では、その運営母体の皆さん

がどのようにこれからしていくのかということを今検討していただいているという中身だ

ということでご理解をいただきたい。 

 その中で、今新エネルギーのお話が出ました。では、来年もうすぐなのにどうなのだと

いうことからすれば、スケジュール的にはなかなかやっぱり難しいだろうなというふうな

思いはあります。ただ、それがのっていけるのかどうかということは、この運営母体の中

でどういうものをつくっていくのかということにもよるのだろうなというふうに思いま

す。ただ、トイレの部分を新エネルギーをもって、暖房をそこで使っていくというのは、

今考えている中ではなかなか難しいだろうなというふうに思いながら今進めています。た

だ、新エネルギーというのは、あくまでも温泉のことを想定しながらお話を前からさせて

いただいているわけでありまして、その温泉の部分が逆に早急に決まれば、道の駅にも通

用できるのであれば通用していきたい、適用していきたいというふうに思っておりますけ

れども、なかなか難しいかなというふうに思いながら今しているところであります。そう

いうふうに考えておりますので、ぜひご理解をいただきたいと思いますと同時に、やはり

基本的には運営の人たちが基本になるということと、新たにはっきりしてくれば、もうそ

んなに時間なくなってきましたから、計画がまた変更ということも含めてあるのであれば、

早期に提案をしていきたいというふうに思っているところであります。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうしますと、先日出店者を公募いたしまして、11件の応募があったという

ふうに言われていますが、そうしますとその11件のお店を出したいよと言ってきた、その

11件の方がそういった通年をするとか、そんなこともひっくるめて、この人方がすべて決

めていくと、こういうことだということなのですね。事前に準備委員会というか、委員会

がございますね。そうしたら、あの人方の役目はもう終わって、今11件が出てきた、その

11件の人方でもって今後どういうふうにやっていくのかということだとか、本当にこの
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11件の人たちの意見だけでいいのでしょうか。やはり基本的になるものというのは、町が

しっかりとした上で、そこに店がテナントみたいな形で入っていくという形だと思うので

す。この11件の人方は、本当にそんなところまでの認識を持っているのでしょうか。採算

が合わなければ撤退しますよということになってしまうのではないでしょうか。その人方

がすべてそこまで、町がこの人方を全部中心に中心にと言っていますけれども、この人方

はそこまでの認識を持って、そこまでしっかりと責任を持って計画を立てて、本当にこの

人方でできるのでしょうか。いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 これまで準備委員会について７回ほどやってきました。それで、準備委員

会においても、一つの今後のあり方というものについていろいろとご検討をいただいてき

ております。そういう中では、ある程度運営についてはこのぐらいの経費が必要だとか、

そういう一つのたたき台みたいなものを示しながら準備委員会をやってきたのですが、結

果として最終的に準備委員会で幾らたたき台をつくっても、実際としては運営をやる方々

がどのようにやるかということが一番大事ではないかということになっておりまして、そ

ういう中で準備委員会としても、あとはやはりやる運営母体をきちんとつくって、その中

でやる人たちがどのようにしていくのか、そういったもののたたき台というものを示しな

がら一つの方向性をつくるべきではないかというご意見もありました。 

 今11件の方々に、公募によりまして応募をいただきました。１回目、先般やったところ

でございますけれども、あくまでも今後のやり方については、町のほうとしては先進地で

あります一つの町村の道の駅の企画等を示しながら、こういう方法もありますよというこ

とでお話をさせていただきました。次回、近いうちにまた集まって、その方々が準備委員

会に入っている方もいらっしゃいますので、準備委員会でいろいろと話し合われた内容を

含めながら一つのたたき台をその場に示して、今後の運営のあり方をいろいろと話し合う

ということになっております。それで、当然町のほうとしましても、町のほうの施設でご

ざいますので、トイレの管理のあり方あるいは施設のあり方等含めて、町のものでござい

ますので、その辺については町の考え方も示しながら、次の話し合う場に臨むということ

で今やっている最中でして、あくまでも基本は行政がその運営をするのではなくて、その

運営をされる方々がいろいろ知恵を出し合って、考えて、自分たちが損をしないようにす

るにはどうしたらいいかということを含めて、まず自主的にいろいろと考えてもらうとい

うことを中心に今ご提案しているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 これ来年ですね、着工。今その時点で本当に大丈夫なのかなということを思

うのです。やはり来年に向けて、もう１年後ということになりましたら、やはり当然それ

に向けてのしっかりとした計画はつくるべきだろうなというふうに、私は今改めて思いま
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した。それをしっかりと提示して、いつまでにはここまでは決める、いつまでには決める

という、やっぱりそういうスケジュールがないと、なかなか決まっていかないのでないか

なという気がいたしました。ですから、あくまでもその運営については、当然今応募があ

って11件でされていくのはいいのですが、やはり先ほどの燃料だとかなんだとかという、

そういう施設の大きな部分については、やはりこれは町がしっかりとした考えのもとにこ

ういう形であるのだと。そこで皆さん方が来るのだよというような、その辺がしっかりな

っていないと、11件、とりあえず店出したいなと思って応募が来たのはいいのだけれども、

そこら辺がなっていないと、どこまでのリスクが負えるのかなということだと思うのです。

ただ、そのリスクをここまで負うのだよということは、多分まだ11店の方々には示されて

いないのだと思うのです、きっと。だから、もしかしたら、そのリスクが示された時点で、

いや、それならおれはできないよということで下がってしまう方だって中にはいるのでは

ないかなという気がいたします。それを下げないために、ではまた町がこれだけ補助しま

すだとか、こんな助成しますなんていうことになってしまったら、これはとんでもない話

になってしまうので、それこそ町民には決してその辺について、やっぱりかなり厳しい目

で見ていますので、それは決して許されない。建物は建つけれども、あとの運営はしっか

りとそちらでやっていただくのだという、最初のこういう意見で間違いないですよね。こ

れについては、しっかり守っていっていただかなければならないなと思います。今現状聞

きますと、本当にまだまだ、一歩も踏み出ていないような、もう半歩しか踏み出ていない

ような状態だと思うのですけれども、やはりこの辺のスケジュールをしっかりつくって、

当然やっぱり私たち議会のほうにもしっかり示していただきたいし、そういうように思っ

てまた町民のほうにも示していただきたいというふうに思いますけれども、この辺のスケ

ジュールについて、最後にもう一回お伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 まず、建物の関係については、今回実施計画ということで予算提案させて

いただいていますが、これの実施設計に入りますのは、大体今年の10月ぐらいから設計に

入りたいというふうに考えております。したがって、最終的な間取りですとか大きさ、そ

れと外観等については、それまでにきちんとまずしなければいけないということが最低限

ありますけれども、それについてはできるだけ早くやっていかないといけないというふう

に思っております。 

 もう一つの運営母体のほうについては、二、三日中にもう一回集まってやるというふう

になっていますが、できれば年度内に一つの形として運営母体が生まれるようにというこ

とで、そういうスケジュールを組みながら今やっている最中でありまして、したがって町

のほうの考え方とやり方の考え方をすり合わせながら、できるだけ早く整理してやってい

くということで今考えているところです。 

 以上です。 
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〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、９款１項４目災害対策費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 89ページをお開きください。９款１項消防費、１目常備消防費、本年度

予算額２億2,376万円、２目非常備消防費、本年度予算額2,851万円、３目消防施設費、本

年度予算額190万2,000円。 

 予算説明の附表のほうを見ていただきたいのですが、この附表のちょうど真ん中辺にグ

リーンの表紙がついております。そこに東十勝消防事務組合一般会計予算（浦幌町分）と

いうのがありますので、こちらのほうで説明いたしますので、こちらを見ていただきたい

と思います。 

 それでは、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目消防負担金、本年度予算額

２億5,417万2,000円、２款使用料及び手数料、１項１目手数料、本年度予算額４万9,000円、

３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86万1,000円、４款１

項１目繰越金、本年度予算額30万円。 

 次の２ページのほうを見ていただきたいと思います。歳出、２款消防費、１項常備消防

費、５目浦幌消防署費、本年度予算額２億1,558万円、この科目は浦幌消防署、消防庁舎等

に係る予算を計上している科目であります。主な増額につきましては、人件費で598万

5,000円、11節需用費の燃料費65万5,000円、14節使用料及び賃借料のＡＥＤ賃借料43万

1,000円、18節備品購入費72万1,000円の増額の内容であります。なお、13節委託料は予算

説明資料24ページに記載しております。 

 次に、４ページをお開きください。２項非常備消防費、４目浦幌消防団費、本年度予算

額2,851万円、この科目は浦幌消防団に係る予算を計上している科目であります。主な増額

は、９節旅費の費用弁償で112万5,000円、11節需用費の消耗品42万円、19節負担金、補助

及び交付金の消防団等運営交付金70万円の増額の内容であります。なお、１節報酬は予算

説明資料24ページに記載しております。 

 次に、３款１項消防施設費、３目浦幌消防施設費、本年度予算額190万2,000円、この科

目は消防施設に係る予算を計上している科目であります。主な増額は、11節需用費の修繕

料50万円、12節役務費の手数料で160万円、18節備品購入費39万1,000円の増額であります。 

 次に、４款１項公債費、１目元金、２目利子については、ゼロであります。 

 それでは、先ほどの一般会計のほうに戻っていただきたいのですが、89ページ、４目災

害対策費、本年度予算額159万7,000円、この科目については防災、災害対策、国民保護に

係る予算を計上している科目であります。なお、１節報酬、13節委託料は予算説明資料24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。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 災害対策費のところなのですけれども、金額というよりも、実は以前浦幌町

の災害のマップつくりましたね。その活用について、つくって場所とか何かはわかったの

ですけれども、それをどのように現在活用されているのか。 

 それから、災害予防訓練、厚内では行われているのですけれども、市街地区とか上浦幌

地区とか、そういったところでは学校が多少そういうふうに行われているような気がする

のですけれども、住民を巻き込んでのところで行われていないというふうに感じています。

そういうことは、今後行われないのかどうかということをお聞きしたいと思います。２点。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 マップの関係につきましては、以前配布いただいて、それぞれ利用いた

だいているところですが、津波の関係もございます。これについては、来年以降開発の協

力を得まして、津波の浸水地域が大体わかっていますので、それとも絡み合わせて再度つ

くる計画でおります。できた段階においては、また住民にそれぞれ配っていきたいなと、

周知していきたいなというふうに思っております。 

 それから、災害の訓練の関係につきましては、２年置きに厚内地区で実施しております

が、本年度については２年に１回ずつこの災害の訓練というか、防災思想の普及を図るた

めにいろいろ行っているのですが、本年度については厚内地区ではなくて、市街地区を中

心に、地域住民参加型の防災訓練を実施しておりますが、洞爺湖サミットの関係がありま

して、警察のほうでは対応できないということもありますので、洞爺湖サミットの終わっ

た後に市街地地区を中心に予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 やられるという、市街地区ということでわかりました。なおさらなのですけ

れども、やはり今いろいろな形の中でお年寄りの方が結構そういうことに不安を持ってい

る方がいらっしゃるように感じるのです、何かあったらどうしようということで。その辺

も含めて、例えば老人クラブだとか、そういったところの中でも、健康面についてももち

ろんやっていただかなければいけませんけれども、災害等についての啓蒙並びに個人的と

いいますか、その場所、場所でも構わないのですけれども、そういう中でのやはりこれか

ら計画も、我々も年とっていきますので、そういう中で２年に１遍と言わず、毎年そうい

うことが行われても、住民参加で行われるということが僕は大切なのだろうと思うので、

その辺についての計画などがあったら、またお聞かせ願います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 お年寄りと言ったら怒られるのですが、高齢者の方のそういう関係につ

いては、最近個人情報の保護の問題もありまして、関係機関全部に配付していいのかとい

う問題もいろいろあります。そういうこともありまして、私どもについては保健福祉サイ
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ドでその名簿を保管して有事に対応するというような考え方を持っております。それと、

もう一つ、今回の訓練につきましては、図上訓練を行います。図上訓練ということは、10人

くらいの班に分かれまして、浦幌町の地図をもとに、どこの家には高齢者がいる、どこに

は危険な建物があるとか、そういうものを想定した避難の方法、そういうものをやりたい

ということで、一応十勝支庁、それから消防、それから自衛隊、それから警察、それぞれ

の協力を得ながら、実際にほかの町村でもやっております。浦幌町で初めてやるのですけ

れども、そういうことも含めて総体的にお年寄りから子供から含めて訓練に参加していけ

るようなことを予定しておりますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 詳細なご説明、ありがたいなと思っています。そのとき、こんな言い方をす

るのもなんですけれども、行政区長さんの、やっぱりそういった中で認識といいますか、

共通の認識を持てるような、そういった形のことも少し啓蒙していただきたいと思います

が、その辺はいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 当然私どもだけではできませんので、行政区長さんを通じて募集なり、

それから訓練の日程なりをお知らせしなければならないと思います。当然行政区の協力も

得たいと思っております。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、10款２項５目学校保健費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 90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240万7,000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す。 

 ２目事務局費6,114万円、この目は教育委員会事務局の運営や職員人件費などです。増の

主なものは、職員人件費です。８節報償費、報償金１万円は、教職員を対象とした研修会

の講師謝金、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70万9,000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、内訳

は基準財政需要額割40％、児童生徒数割30％、均等割30％の負担となっております。平成

19年度は、39講座を開設し、延べ611人が受講いたしました。このうち本町からの受講者は

15人であります。 

 ２項小学校費、１目学校管理費7,787万3,000円、この目は小学校４校、児童数290人、教

職員35人に係る学校運営、施設維持に要する経費です。増の主なものは、４節共済費、７

節賃金、11節需用費、15節工事請負費で、４節共済費、７節賃金の大部分は厚内小学校と

上浦幌小学校の事務職員が児童数や学級数の減に伴い配置されなくなることから、町費で
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臨時事務職員を配置するための経費です。11節需用費の増には、燃料費高騰分の増、修繕

料187万円には厚内小学校農園、10メートル掛ける７メートル規模のものですが、造成費

15万円を含んでおります。15節工事請負費1,200万円の内訳は、説明資料24ページ記載のと

おりですが、学校トイレ洋式化工事はこれで終了いたします。また、教員住宅火災報知機

設置工事は小学校教員住宅分で１戸当たり２個設置するという内容です。12節役務費は

17万6,000円の減ですが、このうち通信運搬費の減はこれまで巡回公務補が使用していた携

帯電話が退職に伴い使用しなくなるための減です。手数料のうち新規は、浦幌小学校高圧

変圧器絶縁油取りかえ６万1,000円と厚内小、上浦幌小、上浦幌中央小の情報教育用パソコ

ンルーター取りかえで31万5,000円、これは回線をＩＳＤＮからＡＤＳＬに変更し、通信の

スピード化を図るものです。17節公有財産購入費は上浦幌小学校教員住宅１棟２戸の償還

が平成19年度で終了いたしましたので、廃節となっております。 

 ２目教育振興費961万9,000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

の事業支援などに要する経費です。増の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で、こ

のうち生きる力をはぐくむ特色ある教育活動支援事業交付金は36万円の増です。本年度ま

で１事業３万円で１校当たり２事業採択、執行していたものを１事業５万円、１校当たり

３事業に改め、事業の拡充を図ったものです。この事業は、平成19年度からスタートした

新学習指導要領の定着と発展を目指して実施しているもので、学力向上フロンティア事業、

読書活動推進事業、開かれた学校づくり推進事業など15のメニューから各学校の要望に応

じて事業を選択し、実施しているものであります。 

 ３目特別支援教育振興費170万9,000円、この目は特別支援教育推進のための事業費と特

別支援学級運営のための経費です。増の主なものは、１節報酬、11節需用費、18節備品購

入費で、１節報酬の特別支援教育支援員嘱託報酬100万8,000円は、浦幌小学校に配置予定

の特別支援教育支援員の経費で、文部科学省が平成19年度からスタートされた特別支援教

育支援員制度を導入するものです。この制度は、学校教育法の改正に伴い、平成10年４月

からは小中学校に在籍する教育上特別の支援を必要とする児童生徒等に対して障害による

困難を克服するため支援員を配置する制度で、経常経費の約80％が交付税措置されます。

この特別支援員の業務は、学校教育活動上の日常生活の介助として食事、排せつなどの補

助、車いすでの教室移動補助など、学習活動上のサポートとして発達障害のある児童生徒

に対する学習支援、そうした子供たちへの安全確保などを想定しております。勤務は、学

校のある日の原則６時間、週３時間で、月額８万4,000円であります。この支援員について、

文部科学省では特別な資格などは求めておりません。11節需用費と18節備品購入費の増は、

浦幌小学校に新たに病弱の学級を開設するための経費です。なお、平成20年度における小

学校の特別支援学級開設は、厚内小学校の知的学級は該当児童卒業のため閉じ、浦幌小学

校にはこれまでの知的、言語、情緒に加え、新たに病弱の学級を開きます。 

 ４目簡易水泳プール管理費119万8,000円、この目は町内４校に設置されている簡易水泳

プールの維持管理経費で、減の主なものは11節需用費の修繕料です。排水溝や上浦幌中央
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小学校操作バルブ修繕などが終わったための減であります。15節工事請負費は、説明資料

25ページのとおりであります。 

 ５目学校保健費282万1,000円、この目は小中学生450人及び教職員65人の健康診断に要す

る経費で、減は児童生徒や教職員の減によるものであります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 12番、岡田議員。 

〇岡田議員 昨年総合体育館にＡＥＤ、自動体外ということで設置を、６月の補正予算で

設置をしているわけですけれども、年次計画で中学校等に設置をしていくという、前回そ

ういう話があったのですが、その件どういうふうになっているか、ちょっとお聞きしたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 ＡＥＤの設置の関係でありますけれども、本年２月の下旬だったと思い

ますけれども、町内の方から寄贈がございまして、各学校６台、教育委員会部局のほうは

６台、それから町長部局に５台、計11台の寄贈がありましたので、それを配置しておりま

す。 

〇田村議長 12番、岡田議員。 

〇岡田議員 それであれば、もう既に報告があってもいいかなと思うのですけれども、ち

ょっとなかったものですから。そして、予算措置もされていなかったものですから、その

点お聞きしたかった。それで理解できました。11台で全部の学校に設置できたということ

ですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 小中学校６校でございますので、教育委員会関係６台、町長部局に５台

ということでございます。お知らせしなかったのはまことに申しわけないのですが、マス

コミ等にも報道しておりません。これは、ご寄贈くださった方の意思でございますので、

ご了解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、10款４項１目幼稚園運営費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 96ページをお開きください。３項中学校費、１目学校管理費5,234万

5,000円、この目は中学校２校、生徒160人、教職員30人に要する経費で、増の主なものは

１節報酬、７節賃金、11節需用費、12節役務費、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費

であります。減の主なものは、給料、職員手当等、共済費などの人件費と13節委託料です。
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１節報酬の心の教室相談員嘱託報酬150万円は、浦幌中学校と上浦幌中学校に各１人配置し

ている心の教室相談員報酬で８節報償から組みかえたものであります。週３日勤務で月額

５万円で12カ月分、これに通勤手当相当額として１人１万2,500円を上乗せしております。

７節賃金は、準職員である浦幌中学校事務生が本年度末で定年退職となるので、その後任

の臨時職員の賃金であります。賃金単価は役場臨時職員と同額です。11節需用費の増は、

消耗品費と燃料費の増で消耗品費はグラウンド用表土21万2,000円、燃料費は142万3,000円

の増であります。12節役務費の増は手数料で、この中に上浦幌中学校消火器詰めかえ44万

4,000円、同じく上浦幌中学校情報教育用パソコンルーターの取りかえ10万5,000円を含ん

でおります。このルーター取りかえは、ＩＳＤＮ回線をＡＤＳＬ回線に変更するもので、

通信のスピード化を図るものであります。14節使用料及び賃借料の増は、教育用コンピュ

ーター等借り上げ537万6,000円で、浦幌中学校と上浦幌中学校の教育用コンピューターを

更新する内容です。現在使用しているコンピューターは、平成11年12月に購入したもので

８年半経過しており、第１期まちづくり計画に基づき平成20年中学校、平成21年度浦幌小

学校、平成22年度厚内、上浦幌、上浦幌中央小学校の順で更新するものであります。両中

学校で整備するコンピューターは５年リースとし、浦幌中学校に生徒用40台、教員用１台

の計41台、上浦幌中学校に生徒用19台、教員用１台の計20台で、周辺機器などを含め５年

間の債務負担の限度額は4,031万4,000円となります。平成20年度の負担額は、浦幌中学校

333万4,000円、上浦幌中学校204万2,000円の計537万6,000円となります。15節工事請負費

は、説明資料25ページの記載のとおりであります。減は、人件費で浦幌中学校事務生が定

年退職するためのものであります。 

 ２目教育振興費922万1,000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

導助手配置に要する経費です。増の主なものは、１節報酬、19節負担金、補助及び交付金

です。１節報酬は、外国語指導助手の報酬枠分で本年８月から来年３月までの８カ月間は、

来日３年目に入るため日米租税条約の規定により所得税課税の対象となることから、それ

に見合う分を補てんするためのものです。19節負担金、補助及び交付金は、小学校費のと

ころで説明したように生きる力をはぐくむ特色ある教育活動支援事業の枠拡大を図るため

の増です。 

 ３目特別支援教育振興費157万円、この目は特別支援教育推進の事業費と特別支援学級運

営のための経費で、増の主なものは１節報酬、４節共済費、11節需用費、18節備品購入費、

減はありません。１節報酬、４節共済費は、小学校のところでもご説明いたしましたよう

に、特別支援教育支援員を配置する経費で、平成20年度は浦幌中学校への配置を予定して

おります。勤務条件、業務内容については、小学校と同じであります。11節需用費、18節

備品購入費の増は、上浦幌中学校に新たに知的の学級を新設するための経費で、平成20年

度には浦幌中学校に知的、言語、情緒の３学級、上浦幌中学校に知的１学級を開設するこ

とになります。 

 以上です。 
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〇前田施設課長 ４目スクールバス管理費、本年度予算額7,340万9,000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３路線、委託５路線の運行管理費及

び人件費の経費の内容でございます。増の主なものとしては、人件費、委託２路線増によ

る13節委託料、18節備品購入費です。減の主なものとしては、直営２路線減に伴う11節需

用費、12節役務費、27節公課費でございます。13節委託料につきましては、説明資料25ペ

ージに記載のとおりでございます。 

〇上村保健福祉課長 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費7,403万円の予算でございます。浦

幌、吉野、厚内、浦幌52名、吉野８名、厚内６名の３幼稚園に66名の幼稚園運営に係る経

費でございます。予算の主な増につきましては、２節給料、３節職員手当等、４節共済費、

次のページ、７節賃金、11節需用費の燃料費等でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、10款５項７目図書館管理費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 101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

4,749万1,000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で、増の主な

ものは２節給料や３節職員手当等の人件費と11節需用費で需用費の増は修繕料で文化財周

知標識のうち留真地区の中浦幌駅停所説明標識を修繕するためであります。 

 ２目公民館運営費3,623万9,000円、この目は４つの公民館の管理運営と施設維持に要す

る経費で、増の主なものは11節需用費と13節委託料です。11節需用費は、燃料費、印刷製

本費、修繕料の増で、燃料費は原油高騰によるもの、印刷製本費は隔年発行の町民文芸「樹

炎」の発行年となるため、修繕料は吉野公民館調理室の給湯設備を改修するための経費で

す。13節委託料は、説明資料25、26ページ記載のとおりですが、増は耐震診断調査委託料

930万円の増で、４公民館を対象に耐震診断を行います。 

 ３目博物館費139万3,000円、この目は博物館の管理運営に要する経費で、企画展や資料

収集、保存などの業務に要する経費であります。ちなみに、平成18年度の開館日は298日、

7,225人の入館者で、資料の寄贈点数は392点でありました。 

 ４目高齢者学級開設費38万5,000円、各公民館ごとに開設している高齢者学級の運営費で

あります。 

 ５目青少年教育費215万円、この目は子ども会や少年教育に要する経費で、増の主なもの

は19節負担金、補助及び交付金の青少年道外交流事業活動奨励補助金です。この補助事業

は、本町の少年と道外の少年との交流事業で、小学生16人を富山県氷見市に３泊４日の日

程で派遣しているもので、これまで１人に対し４万円を補助してきましたが、平成20年度

からはこの補助額を5,000円アップし、４万5,000円とするものです。減は、隔年で実施す

ることになっている子供文化鑑賞会に要する経費65万円の減であります。 
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 ６目家庭教育学級開設費36万円、この目は町内５学級開設している家庭教育学級の開設

経費です。 

 ７目図書館管理費2,956万4,000円、この目は図書館及び教育文化センターの運営維持及

び職員の人件費などで、増の主なものは７節賃金、11節需用費、減の主なものは２節給料、

３節職員手当等、４節共済費、13節委託料です。７節賃金は、昨年11月に死去した準職員

と本年５月から産休に入る準職員の補充分の臨時職員の人件費であります。11節需用費は、

燃料費と修繕料の増で、燃料費は原油高騰に伴うもの、修繕料は教育文化センター高圧変

圧器を修繕するもの、減は準職員死亡に伴う人件費と13節委託料のインターネット図書検

索システムの委託料であります。 

 以上です。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、森議員。 

〇森議員 102ページの公民館長の報酬の件で確認をさせていただきます。これは、３名で

275万6,000円、これは１人頭幾らになっているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 公民館の館長の報酬につきましては、昨年でしたか、改定をさせていた

だきました。１人７万2,000円で、それに吉野公民館長については通勤手当相当分、それか

ら上浦幌公民館長については住宅手当相当分を上乗せしております。厚内の公民館長につ

きましては、住宅、それから通勤手当等関係ありませんので、７万2,000円ということにし

ております。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 この公民館長が建物の維持管理と申しますか、例えば掃除だとか、そのような

業務も一緒にされているという館長はいらっしゃるのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 厚内公民館長につきましては、館長職と管理職を兼ねておりますので、

今おっしゃられた内容の業務内容であります。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 それからいきますと、同じ７万2,000円ですか、この報酬が。その館長報酬と、

その業務と申しますか、その辺の別の管理料というのですか、その辺はどんなふうになっ

ているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 厚内公民館につきましては、館長職としての報酬が７万2,000円、それか

ら管理人職としての賃金11万3,300円だと思いますけれども、それで支給しておりますか
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ら、厚内の公民館長さんにとってみると手取りで18万ぐらいになりますか、そのぐらいの

形になります。ですから、吉野と上浦幌の館長さんと、それから厚内の館長さんとはちょ

っと勤務態様が違うといいますか、そういうことでございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 103ページの公民館なのですが、耐震調査で930万というのがあります。これ

について、耐震の調査をするということは、町長、前には一たん廃止するような話もされ

ていましたけれども、当然これ調査をするということは、前向きに地域にとってこういう

公民館が必要ということでしっかり守っていくというような解釈でよろしいかと思うので

すが、その点の認識をお聞かせください。 

〇田村議長 答弁願います。 

（「町長の基本的な認識」の声あり） 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 公民館廃止につきましては、私は言った覚えはありませんけれども、今耐震

診断をするということについては、今現在の公民館をできれば生かしていきたいというふ

うに考えています。そうでなければやる必要ありませんので、廃止ということになります

けれども、今段階で廃止するということを決めた事実はありませんし、今段階では何とか

生かせればいいかなというふうに思っています。ただ、これは財政の問題で、前の理事者

は財政として今再建団体としてなる可能性がある、そういう中で公民館の廃止も含めて財

政の検討をしていたということだろうと思います。今段階で、何とか今18年の最低の一番

悪い時期を乗り越えたということでありますから、何とかこの活用をしながらやっていき

たい。ただ、耐震の次第によっては使えないということも当然考えられるわけであります

から、これについてどうするかというのは、まず耐震診断をしてから考えるということに

なるだろうと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私は、町長が廃止をしたいと言っていないということは、事実認識をしてお

ります。それは、前の理事者のときで、そういう財政的な部分でそれも含めてということ

を認識しています。ただ、そのときも、やはり地域からもこの公民館というものは大事な

ものだというような声が上がったことも事実だと思うのです。そういう部分で、今回診断

をするということは、今の町長の考えとして、こういう各地域にとって公民館というもの

が必要なものだという、そういう認識をしっかりと持っていらっしゃるかどうかと、ここ

を聞きたかったのであります。そこの認識をもう一度お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 先ほどお話ししましたとおり、耐震診断をした上で、これが耐震何でもない

ということになれば、当然公民館活動というのは基本的に大事なことだというふうに認識

しておりますし、先日もセミナーがありました。やっぱり公民館活動というのは地域の活
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動の中心になるべきだということのお話がありました。私もそのとおりだと思います。や

はり今地域コミュニティというのは大変大切なことでありますし、まちづくりの根幹にか

かわるものだろうというふうに思っています。そういう意味で、公民館活動を生かしてい

きたいなというふうに思っています。特に地域には公民館ありますけれども、この公民館

をどのようにして生かしていくかというのは、建物だけではなくて、その運動自体、地域

の活性化自体が大切なことだろうというふうに思っています。そういう意味では、建物で

はなくて、地域の活性化、コミュニティ活動の推進ということが一番大事なことであると

いうふうに考えているところであります。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 町長の言われるように、そういう活動が私も大事だと。それがやっぱりまち

づくりというか、地域にとって大事なことであろうと。ただ、お金にかえられないものが

そこにあるのだろうというふうに私も認識をしております。ですから、例えば先ほどから

心配している耐震診断の結果、問題なければ一番いいですよね。しかし、ここで問題が出

たときに、これはお金かかるから使えないから、もう廃止しなければしようがないなと、

その金額にもよるのでしょうけれども、こういうことではやっぱり地域というのでしょう

か、まちづくりがなっていかないというふうに、私はそこを心配しております。ですから、

ぜひ町長にはまちづくりにとって地域のそういう活動というものをしっかり支援をしてい

くという、この姿勢をもって、万が一のそういう場合があっても、しっかりこの公民館な

りのそういう活動ができるような体制づくりだけはお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 今中尾議員お話あったとおりですし、私もお話ししたとおりだと思います。

ただ、財政的な部分につきましては、これはこれから議員の皆さんともいろいろ論議して

いかないとならない部分でありますから、これについては今後どうしていくかということ

は十分議会に提案しながら論議をしていきたいなというふうには思っています。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今の公民館なのですけれども、中央公民館のことでありまして、ちょっと使

いにくいというお言葉がぼちぼち出てきております。ということは、やっぱり管理の面な

のですけれども、一度一度皆さんかぎを、自分たちで自分たちのことをやるのだからいい

のだという方もいるのですけれども、やはり管理の面で使いにくいと言われている人がぼ

ちぼちおりますので、今の管理を、例えば宿直の方にあけていただいて閉めていただくと

いう管理の仕方はどうなのかなというふうに思うのです、簡単に言ってしまえば。宿直と

いいますか、警備の方ですね。その辺がどうなのかなということでちょっとお伺いしたい

のですが。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 教育次長。 

〇後藤教育次長 公民館、今使う方が自分であけて自分でかぎをかけて帰られるというよ

うなスタイルを３年ぐらいたちますか、とっていただいております。最初の本当にスター

ト時はちょっと戸惑いもあったようですけれども、それも皆さんなれていただいて、私ど

ものほうにはそういった、ただいま阿部議員が言われたようなことは聞かないのですが、

もしそういうことがあるとすれば、もちろん管理人がいたときのようにはいきませんけれ

ども、多少我慢していただくところは当然我慢していただかなければならないというふう

に思いますし、できれば今のスタイルでいきたいなというふうに思っております。多少の

使用の場合のモデルチェンジはあるかもしれませんけれども、基本的には今のスタイルを

しばらくはとらせていただきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、10款６項３目給食センター管理費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇後藤教育次長 ご説明の前に、１点訂正をお願いいたします。説明資料のほうでありま

す。説明資料の26ページです。下から２行目、管理業務委託料、給食配送業務１名となっ

ておりますけれども、２名にご訂正をお願いいたします。まことに申しわけございません

でした。 

 それでは、説明をいたします。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566万1,000円、この目は職員人件費及び社会体育全般に係る経費で、主な減は

13節委託料の水泳教室委託料分であります。この費用は、新年度からの指定管理者委託料

中に算入しております。 

 ２目社会体育施設費8,879万8,000円、この目は野球場、アイスアリーナ、スピードスケ

ートリンクや指定管理者に管理を委託しているパークゴルフ場、総合スポーツセンター、

浦幌スイミングプール、健康公園に要する経費です。平成19年度予算にありました３目総

合スポーツセンター管理費、４目スイミングプール管理費は指定管理者への移行に伴い廃

目といたしました。増の主なものは、８節報償費、11節需用費の修繕料、13節委託料の指

定管理委託料、15節工事請負費で、減の主なものは12節役務費の手数料、13節委託料の管

理業務委託料です。８節報償費は、学校開放事業の主事謝金で実績に伴う増です。11節需

用費の修繕料189万7,000円には、アイスアリーナ関係としてザンボニー修繕17万8,000円、

内装塗装８万円、消火栓ホース取りかえ17万7,000円、高圧変圧器絶縁油交換修繕11万

3,000円、スイミングプール関係として床暖房自動制御装置修繕120万円を含んでおります。

13節委託料の指定管理委託料は平成20年度から始まる総合スポーツセンター及び周辺施設

の指定管理委託料の増です。15節工事請負費は、説明資料26ページのとおりであります。

減は、12節役務費の手数料で健康公園の手数料や廃棄物処理手数料の減によるものであり

ます。13節委託料の管理業務委託料の減は、健康公園などの管理業務が指定管理者に移行
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したための減であります。 

 ３目給食センター管理費7,824万7,000円、この目は学校給食センターの管理運営及び施

設維持に要する経費です。増の主なものは、７節賃金、11節需用費の燃料費と修繕料、13節

委託料の管理業務委託料、18節備品購入費。減の主なものは、11節需用費の賄い材料費で

す。７節賃金の増は、平成20年度末で定年退職する調理員の退職手当金分、11節需用費の

燃料費は原油高騰に伴う増額、修繕料はＬＰガス強制気化器修繕215万円、蒸気用電磁弁修

繕13万9,000円を含んでいます。13節委託料の管理業務委託料の増は、学校給食配送業務委

託を１路線から２路線に変更するためです。18節備品購入費は、蒸気がまほかドライ式移

動台、調理へら、揚げ物用ざるの購入経費。減の主なものは、需用費の賄い材料費ですが、

これは児童生徒の減によるものです。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、14款１項１目予備費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇前田施設課長 110ページをお開きください。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、本年度予算額21万5,000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ございます。減につきましては、19節負担金、

補助及び交付金でございます。 

 以上です。 

〇中川産業課長 ２項農林水産業施設災害復旧費、１目農業施設災害応急費、予算額24万

5,000円、この目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あります。15節工

事請負費、14節使用料及び賃借料については、説明資料27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、この目につきましては水産業における災害

が発生したときの応急費の内容でございます。特に漂着流木処理の予算でございます。 

〇山田総務課長 12款１項公債費、１目元金９億998万円、２目利子１億3,423万円、３目

公債諸費６万7,000円。 

 13款諸支出金、１項過年度支出金、１目過年度支出金２万円。 

 14款１項１目予備費100万円。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 以上で歳出の審議を終了いたします。 

 なお、質疑漏れのある方は後日全体を通じて受けたいと思います。 

 

    ◎延会の議決 
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〇田村議長 お諮りをいたします。 

 審議の途中でありますが、議事の都合により本日の会議はこの程度にとどめて延会し、

明日11日午前10時から本会議を開きたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会し、明日11日午前10時から本会議を開くことに決定を

いたしました。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ３時４８分 


