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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、配付しております日程表により進めますので、よろしくお願いをいた

します。 

 

    ◎日程第１ 認定第１号 

〇田村議長 日程第１、認定第１号 平成19年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 決算認定の審議をいただく前に一言ごあいさつをさせていただきます。 

平成19年度の一般会計及び９特別会計について提案をさせていただきますが、説明資料

等につきましてはできる限り詳細な資料をつけさせていただいたつもりでありますので、

どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。また、各決算書につきましては、担当

課長のほうから随時説明をさせていただきながら進めさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いを申し上げます。 

〇田村議長 大変申しわけありません。議事堂大変暑くなっておりますので、上着を自由

にそれぞれ外していただくようお願いをいたします。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 認定第１号 平成19年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定について。 

平成19年度浦幌町一般会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を求める。 

平成20年９月５日提出、浦幌町長。 

それでは最初に、地方自治法第233条第５項に基づく平成19年度予算執行の実績及び主要

な施策の成果報告について説明いたします。 

１ページをお開きください。平成 19 年度会計別決算総括表。 

予算現額、収入率、歳入歳出差引額は省略いたします。一般会計、歳入決算額55億4,534万

5,531 円、歳出決算額 54億 1,573 万 6,330 円、執行率 98.0％、繰越事業費繰越財源 576 万

4,000 円、実質収支額１億 2,384 万 5,201 円。 

町有林野会計、8,182 万 9,745 円、7,678 万 7,542 円、99.2％、504 万 2,203 円。 

模範牧場会計、１億 606 万 1,044 円、１億 448 万 1,554 円、99.3％、157 万 9,490 円。 

国民健康保険事業会計、１億 884 万 413 円、９億 6,906 万 3,778 円、98.8％、3,977 万

6,635 円。 

 老人保健会計、７億7,410万4,778円、７億4,884万5,974円、96.9％、2,525万8,804円。 

介護保険会計、５億3,382万2,091円、５億1,699万6,970円、97.5％、1,682万5,121円。 
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浦幌町立診療所会計、２億 9,538 万 3,196 円、２億 8,703 万 6,012 円、98.6％、834 万

7,184 円。 

公共下水道会計、４億3,854万4,643円、４億3,605万5,092円、99.8％、248万9,551円。 

 個別排水処理会計、4,476 万 7,085 円、4,365 万 4,752 円、98.7％、111 万 2,333 円。 

簡易水道会計、３億 4,115 万 7,848 円、３億 3,873 万 8,710 円、99.8％、241 万 9,138 円。 

計 91億 6,985万 6,374円、89億 3,739万 6,714円、98.2％、576万 4,000円、２億2,669万

5,660 円、以上の内容であります。 

次に、２ページをお開きください。平成 19 年度、18 年度一般会計款別収入比較表。平

成 19年度の収入済額をもって説明いたしますので、よろしくお願いいたします。町税５億

7,905 万 341 円、102.8％。地方譲与税１億 2,777 万 6,000 円、101.4％。利子割交付金 265 万

8,000 円、177.2％。配当割交付金 141 万 4,000 円、282.8％。株式等譲渡所得割交付金 75万

4,000 円、188.5％。地方消費税交付金 6,287 万 1,000 円、98.2％。自動車取得税交付金

3,786万2,000円、99.6％。地方特例交付金247万6,000円、100％。地方交付税32億5,179万

7,000 円、100.9％。交通安全対策特別交付金 156 万 5,000 円、104.3％。分担金及び負担

金１億 8,086 万 8,017 円、94.8％。使用料及び手数料１億 6,483 万 6,180 円、101.7％。国

庫支出金２億 2,315 万 1,812 円、99.7％。道支出金２億 3,105 万 6,978 円、99.9％。財産

収入 3,787 万 8,876 円、116.7％。寄附金 394 万 6,144 円、103.6％。繰入金 590 万 2,437 円、

100％。繰越金7,286万 9,235円、100％。雑収入２億3,027万 511円、99％。町債３億2,634万

2,000 円、93.7％。合計 55 億 4,534 万 5,531 円、100.3％、以上の内容であります。町民

１人当たりの収入済額については記載のとおりでございますので、後でごらんおき願いた

いと思います。 

次に、３ページ、平成 19年度、平成 18年度町税収入比較表。平成 19年度の収入済額を

もって説明いたしますので、よろしくお願いいたします。町民税、現年課税分２億 4,587 万

1,500 円、99.1％、滞納繰越分 154 万 660 円、23.4％、計２億 4,741 万 2,160 円、97.2％。

固定資産税、現年課税分２億7,625万7,800円、99.4％、滞納繰越分105万4,491円、11.7％、

計２億 7,731 万 2,291 円、96.7％。軽自動車税、現年課税分 1,091 万 2,500 円、99.7％、

滞納繰越分１万 8,400 円、22.6％、計 1,093 万 900 円、99.2％。町たばこ税、現年課税分

4,339 万 4,990 円、100％。計、現年課税分５億 7,643 万 6,790 円、99.3％、滞納繰越分 261 万

3,551 円、16.7％、計５億 7,905 万 341 円、97.2％の内容であります。 

次に、４ページをお開きください。平成 19 年度、平成 18年度一般会計款別支出比較表。

平成 19 年度の支出済額をもって説明いたしますので、よろしくお願いいたします。議会費、

支出済額 6,225 万 1,791 円、執行率 98.7％。総務費７億 2,183 万 3,316 円、96.7％。民生

費10億 681万 9,714円、98.5％。衛生費４億7,293万 7,710円、99.2％。労働費53万 97円、

89.5％。農林水産業費４億9,321万1,541円、92.9％。商工費１億1,520万3,646円、96.2％。

土木費４億 7,322 万 6,762 円、98.4％。消防費２億 4,291 万 7,857 円、99.9％。教育費６

億 596 万 7,645 円、98.4％。災害復旧費 3,584 万 6,987 円、97.8％。公債費 11 億 8,459 万
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6,825 円、99.7％。諸支出金 39万 2,439 円、99.1％。予備費はゼロ。合計で 54 億 1,573 万

6,330 円、執行率は 98％となっております。 

 次に、平成 19 年度、平成 18年度一般会計節別支出比較表。19年度の歳出済み額をもっ

て説明いたしますので、よろしくお願いいたします。報酬 6,660 万 4,190 円、増減率 2.7％

の減。給料５億 1,382 万 2,142 円、2.8％の減。職員手当等２億 6,872 万 5,075 円、2.5％

の減。共済費２億 7,052 万 8,685 円、9.9％。賃金 6,308 万 6,178 円、9.7％。報償費 921 万

1,338 円、13.1％。旅費 1,073 万 4,983 円、1.1％の減。交際費９万 1,240 円、50％の減。

需用費２億 9,854 万 8,234 円、6.3％。役務費 4,128 万 3,023 円、1.0％の減。委託料３億

4,283 万 7,513 円、4.2％。使用料及び賃借料 6,726 万 7,512 円、17.5％の減。工事請負費

２億 6,527 万 7,985 円、18.4％の減。原材料費 263 万 2,559 円、25.3％。公有財産購入費

306 万 6,603 円、53.9％の減。備品購入費 4,062 万 4,722 円、253.4％。負担金補助及び交

付金７億12万838円、2.1％の減。扶助費２億3,331万 5,759円、7.3％。貸付金１億1,584万

円、28.6％の減。補償補てん及び賠償金 593 万 8,706 円、100.7％。償還金利子及び割引料

12 億 573 万 1,876 円、9.7％の減。積立金１億 9,916 万 5,889 円、261.2％。公課費 164 万

2,300円、21.5％の減。繰出金６億8,963万8,980円、0.3％。合計で54億1,573万6,330円、

0.7％の減の内容であります。 

 次に、６ページをお開きください。平成 19年度の普通会計の収入の状況でありますが、

これにつきましては臨時的経費と経常的経費に仕分けされていますが、それぞれ事業費の

財源となるもの、臨時的な経費の財源になるものの内訳でございます。主なものにつきま

しては、地方交付税の欄ですが、臨時的経費として取り扱われるものにつきましては一般

財源の欄の２億 2,761 万 5,000 円が特別交付税でございます。経常経費として取り扱われ

るものについては、一般財源の欄の 30 億 2,418 万 2,000 円については普通交付税でありま

す。以後中段から分担金及び負担金から諸収入まで同様に仕分けされておりますが、表の

下から２行目の地方債の欄の臨時的経費の一般財源１億 8,700 万円につきましては臨時財

政対策債でございます。これにつきましては、歳入合計欄の経常経費の一般財源 38 億

5,855 万 7,000 円とただいま申し上げました地方債の１億 8,700 万円を足したものが経常

経費に使える一般財源として取り扱われるものになります。 

 次に、７ページの普通会計支出の状況でございますが、これにつきましても人件費で臨

時的経費は指定統計費、選挙費などの特定財源及び退職手当組合特別納付金等の一般財源

が臨時的経費になり、ほかは経常経費となります。物件費以下についてもその年に起こり

得るもの等が臨時的経費として、またそれ以外が経常経費として取り扱われます。表の中

段より少し下の列の投資的経費につきましても臨時的経費として取り扱われ、12ページの

平成 19 年度普通会計投資的経費内訳欄の一番上の２款１項５目財産管理費の厚内小学校

設備閉止事業 33 万 6,000 円から 16ページの３目林業施設災害復旧事業 158 万円までの合

計額でこのページの中の太い線で囲んであります投資的経費の合計６億4,607万8,000円、

この金額が７ページに戻りまして投資的経費の決算額６億 4,607 万 8,000 円、これと同額
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になります。次に、表の右端から５列目の経常収支比率でありますが、中ほどの表の支出

合計の経常経費の一般財源合計35億4,766万円を歳入合計欄、経常的経費の一般財源38億

5,855 万 7,000 円と地方債の一般財源１億 8,700 万円を足したものを割ると経常経費比率

87.7％となります。以上の内容でございます。 

 次に、８ページをお開きください。平成19年度末地方債の状況でございます。一般会計

合計で申し上げます。18年度末現在高86億1,796万2,000円、19年度発行額３億2,634万

2,000円、19年度元利償還額11億8,449万3,000円、平成19年度末現在高79億790万9,000円。

次に、特別会計と一般会計を合計したもので申し上げます。総合計でありますが、18年度

の現在高が140億2,812万4,000円、19年度の発行額が５億3,744万2,000円、元利償還額が

18億1,695万1,000円、19年度末の現在高が130億5,364万円となっております。 

 次に、９ページ、平成19年度末基金の状況でございます。これにつきましても一般会計

の合計で18年度残高が６億3,789万6,000円、19年度末残高が８億3,526万2,000円。特別会

計を含めた総合計では、18年度残高が７億1,541万9,000円、19年度末残高では９億514万

5,000円との内容となっております。 

 次に、10ページをお開きください。債務負担行為の状況でございます。平成19年度の支

出額が合計で１億5,409万9,000円、平成20年度以降支出予定額が５億9,693万3,000円の内

容となっております。 

次に、普通会計の財政指標推移でございますが、11ページであります。19年度で説明を

申し上げます。標準財政規模、平成19年度38億3,893万1,000円。基準財政収入額６億5,549万

1,000円。基準財政需要額36億8,597万7,000円。財政力指数、３カ年平均で0.181％、公債

費比率18.7％、起債制限比率、３カ年平均で15.7％、公債費負担比率26.2％、経常収支比

率87.7％、以上の内容となっております。 

次に、12ページをお開きください。12ページから16ページにかけては投資的経費の内訳

でございますので、後ほどごらんおき願いたいと思います。 

次に、16ページの次の水色のページ以降１ページから28ページまでにつきましては平成

19年度一般会計決算説明資料、29ページから46ページまでは特別会計決算説明資料であり

ますので、ごらんおき願いたいと思います。また、46ページの次の水色のページ以降１ペ

ージから28ページまでについては、監査委員から提出された平成19年度浦幌町各会計決算

審査意見書でありますので、ごらんおき願いたいと思います。 

以上で地方自治法第233条第５項に基づく平成19年度予算執行の実績及び主要な施策の

成果報告の説明を終わります。よろしくお願いします。 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

平成19年度浦幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定につきましては、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） 
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〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、平成19年度浦幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定については、会議規

則第55条の規定を適用しないで審議を進めることに決定いたしました。 

 初めに、平成19年度浦幌町一般会計歳入歳出決算書、実質収支に関する調査の説明を求

めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 平成19年度浦幌町一般会計歳入歳出決算書、実質収支に関する調書。 

 歳入総額55億4,534万5,531円、歳出総額54億1,573万6,330円、歳入歳出差引額１億

2,960万9,201円、翌年度へ繰り越すべき財源、繰越明許費繰越額576万4,000円、実質収支

額１億2,384万5,201円、以上でございます。 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 審議に当たりましては、便宜上歳出から入りたいと思います。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、歳出から審議に入ります。 

 説明につきましては、決算書の説明要領によりお願いをいたします。なお、質疑、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５目財産管理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 決算書の16ページをお開き願います。歳出、１款１項１目議会費、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。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１項１目一般管理費、この科目につきましては総務所管事務にかか

わる経費及び庁舎管理、事務機借り上げ等に要した科目であります。補正の主なものにつ

きましては、人件費等の更正減の内容であります。13節委託料は、説明資料19ページに記

載しております。 

 次の17ページをお開きください。２目の情報化推進管理費、この科目につきましては総

合行政情報システム、庁舎ネットワークシステム等に要した科目であります。補正の主な

ものにつきましては、庁舎ネットワークシステム環境設定変更業務委託料及び北海道電子

自治体共同システム開発並びに運用保証委託料等の追加の内容であります。13節委託料、

14節使用料及び賃借料、18節備品購入費は、説明資料９ページ、10ページに記載しており

ます。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ３目文書広報費、ここでは毎月１回発行している広報紙うら

ほろ発行にかかわる費用でございます。補正の100万円につきましては、町勢要覧の印刷費

でございます。 
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 以上でございます。 

〇賀下施設課長 ４目自動車管理費、この科目につきましては施設課で維持管理している

40台分の経費でございます。内訳につきましては、説明資料10ページから11ページに記載

のとおりでございます。11節需用費につきましては、修繕費及び燃料費が主なものです。

12節役務費につきましては、車両整備手数料及び自動車損害保険料が主なものです。18節

備品購入費は、タイヤの購入費でございます。 

 以上でございます。 

〇山田総務課長 ５目財産管理費、この科目につきましては公有財産の管理に要した科目

であります。補正の主なものにつきましては、常室の雑種家屋修繕料の追加であります。

11節需用費の修繕料、15節工事請負費は、説明資料11ページに記載しております。 

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、13目諸費までの説明を求めます。 

総務課長。 

〇山田総務課長 18ページをお開きください。６目財政調整等基金費、この科目につきま

しては基金の積み立て等に要した科目であります。特に説明する事項はありません。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ７目企画費、この科目につきましては企画振興及び町懸案事

項推進にかかわる科目であり、また関係団体に対する負担金です。まちづくり計画推進事

業、過疎計画管理策定事業、広域連携推進事業及び土地利用規制等の対策事業にかかわる

費用です。特に説明することはございません。 

 以上です。 

〇高嶋上浦幌支所長 ８目支所費、支所の業務にかかわる経費でございます。特に説明す

る事項はございません。 

〇山田総務課長 ９目公平委員会費、この科目につきましては公平委員３名に要した科目

であります。特に説明する事項はございません。 

〇鈴木町民課長 10目生活安全推進費、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12名による啓発、巡視、街頭指導活動

日数は延べ48日、総出動人員は延べ110人、総出動時間は246時間の内容でございます。防

犯指導員15名による啓発、巡視、活動日数は延べ73日、総出動人員は延べ227人、総出動時

間は440時間の内容でございます。19節負担金、補助及び交付金のうち補助金につきまして

は、一般会計決算説明資料11ページに記載のとおりでございます。 

〇亀山教育次長 11目成人式費、この目につきましては平成20年成人式に要した経費で、

対象者66名中45名が出席し、出席率は68.2％でございました。 

〇山田総務課長 次に、19ページをお開きください。12目職員厚生費、この科目につきま

しては職員の福利厚生、職員研修に要した科目であります。14節使用料及び賃借料は、説



 － 9 － 

明資料11ページに記載しております。 

 13目諸費、この科目につきましては行政区振興、地域会館及びコミュニティセンターに

要した科目並びに各種団体の負担金、補助金等に要した科目であります。19節負担金、補

助及び交付金は、説明資料11ページに記載しております。 

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、６項１目監査委員費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ２項徴税費、１目税務総務費、この目につきましては委員３名の固定資

産評価審査委員会の運営に係る経費及び税務業務にかかわる職員の人件費等の管理費に要

する経費で、特に説明を加えることはございません。 

 ２目賦課徴収費、この目につきましては町税の課税、徴収業務に係る事務的経費等でご

ざいます。13節委託料は、平成21年度固定資産評価替えに向けての土地鑑定評価業務等で

ございます。一般会計決算説明資料11、12ページに記載のとおりでございます。このほか

に固定資産管理システムソフトウエア保守委託料31万5,000円がございます。23節償還金、

利子及び割引料69万8,200円は、過年度分町道民税４個人及び決算確定に伴う法人町民税７

法人に係る還付金及び還付加算金でございます。 

 ３項１目戸籍住民登録費、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。特に説明を加えることはございません。 

〇山田総務課長 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費、この科目につきましては選挙管理

委員会及び選挙管理委員４名に要した科目であります。14節使用料及び賃借料、19節負担

金、補助及び交付金は、説明資料12ページに記載しています。 

 次に、21ページをお開きください。２目知事道議選挙費、この科目につきましては平成

19年４月８日投票の知事、道議選に要した科目であります。14節使用料及び賃借料は、説

明資料12ページに記載しております。 

 ３目町長町議選挙費、この科目につきましては平成19年４月22日投票の町長、町議選に

要した科目であります。15節工事請負費は、説明資料12ページに記載しております。 

 ４目参議院議員選挙費、この科目につきましては平成19年７月29日投票の参議院議員選

挙に要した科目であります。14節使用料及び賃借料、15節工事請負費は、説明資料12ペー

ジに記載しております。 

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、ここでは統計にかか

わる職員人件費の内容です。特に説明はございません。 

 ２目指定統計調査費、ここでは法律による指定統計にかかわるもので、国の委託事業の

内容です。特に説明はございません。 

〇泉議会事務局長 ６項１目監査委員費、この科目につきましては監査の運営にかかわる

経費であります。特に説明を加える事項はございません。 
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 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、３款１項６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費までの説明を

求めます。 

 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、この目につき

ましては社会福祉全般に要する経費でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交

付金、20節扶助費につきましては、説明資料12ページに記載しております。28節繰出金に

つきましては、国保会計保険基盤安定軽減分、支援分等の繰出金でございます。なお、19節

の負担金、補助及び交付金、20節の扶助費の不用額につきましては、身体障害者に対する

給付費等に係る執行残でございます。 

〇鈴木町民課長 ２目国民年金事務費、この目につきましては国民年金事務及び国民年金

制度の啓発活動に係る経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

〇上村保健福祉課長 ３目厚生委員費、民生委員、児童委員24名の活動に要した経費でご

ざいます。13節委託料につきましては、社会調査委託料で１人５万8,200円、道からの委託

料として支出しております。 

 ４目青少年健全育成費、青少年問題協議会及び青少年補導委員会等、青少年健全育成等

の活動に要した経費でございます。 

 ５目社会福祉施設費、浜厚内生活館及びウタリ生活指導員に要した経費でございます。 

〇鈴木町民課長 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費、この目につきましては

重度心身障害者55人、障害老人148名、ひとり親家庭等の親46名、子供68名の医療費の助成

に要する経費でございます。20節扶助費は、説明資料13ページに記載のとおりでございま

す。特に説明を加えることはございません。 

 以上で説明を終わります。 

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。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 社会福祉費の中の福祉灯油の件についてお聞きをしたいと思います。昨今の

物価上昇等につきましてこの福祉灯油昨年実施をされたということでございます。そんな

中で、きっと町民のほうからもいろんな声が聞かされているのだと思いますので、その辺

の部分について町民の声の聞き取っている部分についてお聞かせいただきたいし、また今

後についても町の考えというものをお聞かせいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福祉灯油につきましては、昨年浦幌町としても実施させていただきました。

決算説明書にもありますとおり361件の内容で福祉灯油をさせていただきました。本年も大
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変灯油が上がっているということでございますので、町民の皆さんの声を聞きながら、本

年度12月予算で計上したいというふうに考えているところであります。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっとお聞きしたいのですけれども、民生費の中の扶助費の中で就労意欲

促進事業というのがあります。これについて実際どのような事業をされたのかということ

をちょっとお聞きしたいのです。 

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 この扶助費の中身でございますが、こういう名目になっております

が、この支出については施設の中で生活している中身の中で就労を促進するための施設内

でやっているものに対する扶助費という形で支出しております。町自身ではなくて施設の

入所者、身体障害者の施設に入っている中身の中で、その中で就労のために活動している

ものに対する扶助費という形で出しているものでございますので、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 次に、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 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、この目につきましては児童

福祉等、保育園、幼稚園入退園や納付事務に要した経費でございます。８節の報償費につ

きましては、出産祝金に要した経費でございます。なお、１節の報酬の残につきましては、

児童育成計画策定委員会を開催するべき経費を計上しておりましたが、３月に開催できず

日程上、また19年度の行動計画の取りまとめがおくれましたので、新年度で開催しており

ますので、よろしくお願いいたします。 

〇鈴木町民課長 ２目児童措置費、この目につきましては小学校修了前までの子供が対象

となる児童手当支給に要する経費でございます。20節扶助費は、決算説明資料13ページに

記載のとおりでございます。なお、国における少子化対策の一環として、平成19年４月よ

り支給内容の改正により３歳未満の第１子及び第２子について一律月額１万円となり、実

児童数で86名の措置内容でございます。 

〇上村保健福祉課長 ３目認可保育園運営費、しらかば保育園53名の児童の運営に要した

経費でございます。13節委託料、15節工事請負費、19節負担金、補助及び交付金につきま

しては、説明資料13ページに記載しております。 

 次のページをお開きください。４目へき地保育所運営費、上浦幌ひまわり保育園児17名

の児童の運営管理に要した経費でございます。19節負担金、補助及び交付金につきまして

は、実績説明資料13ページに記載しております。 

 ５目児童館運営費、常室児童館の管理運営に要した経費でございます。 

 ６目児童デイサービスセンター運営費、言葉や心身の発達遅滞等による児童11名の療育
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の運営に要した経費でございます。一般療育指導、就学前延べ434人、就学児童延べ48人の

利用でした。合計482名でございます。 

 次のページをお開きください。７目学童保育所費、放課後児童対策として児童延べ39名

の学童保育に要した経費でございます。 

 ８目子育て支援センター費、親子の遊びを通じて子育ての家庭での育児不安や悩みの解

消を図るべく子育て支援センター運営に要した経費でございます。利用実人員、76家庭

104人でございます。 

 以上、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、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 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費、高齢者福祉、在宅支援事業

に要した経費でございます。８節の報償費、13節の委託料、14節の使用料及び賃借料、19節

負担金、補助及び交付金、20節扶助費、21節貸付金につきましては、説明資料13、14ペー

ジに記載しております。また、13節の委託料の緊急通報システムにつきましては、実績の

中で通報15件ございました。その中で救急車５件が出動しております。なお、28節の繰出

金につきましては介護保険会計への繰出金でございます。 

〇鈴木町民課長 27ページをごらんおき願います。２目老人医療対策費、この目につきま

しては65歳以上70歳未満の北海道老人医療給付事業対象者43名の医療費の助成に要する経

費及び老人医療対策に要する経費でございます。13節委託料は、後期高齢者医療制度保険

料システム開発事業に係る繰越明許費及びレセプト点検委託料等でございます。20節扶助

費は、決算説明資料14ページに記載のとおりでございます。28節繰出金は、老人保健特別

会計に対する一般会計からの繰出金でございます。 

〇上村保健福祉課長 ３目老人福祉施設費、養護老人ホーム入所措置等に要した経費でご

ざいます。延べ人数につきましては44名でございます。20節扶助費、23節償還金、利子及

び割引料につきましては、説明資料14ページに記載しております。 

 ４目老人ホーム費、老人ホーム入所者50名の管理運営に要した経費でございます。なお、

20年９月１日現在、本町の出身の方で老人ホームに入所している方は33名でございます。

11節需用費の修繕料、13節委託料、18節備品購入費につきましては、実績説明資料14ペー

ジに記載しております。 

〇賀下施設課長 ５目町民バス管理費、この科目につきましては町民バスの運行に関する

経費でございます。運行実績につきましては、説明資料14ページに記載のとおりでござい

ます。なお、11節需用費及び13節使用料及び賃借料の不用額につきましては、執行残によ

るものでございます。 

 以上です。 
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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。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 説明資料の13ページ、老人福祉費の中の13節委託料の件でお伺いいたします。 

給食サービス事業として浦幌町の社会福祉協議会に委託しておりますが、延べ423食、こ

れ１年分だと思いますが、高齢化率が上がっているにもかかわらずいろいろと規制が厳し

くてこの給食サービス事業に参加できないお年寄りがふえてきているように思いますが、

この規制についてお聞きしたい、どのような決め方になっているかということを１点。そ

れと、１食当たりの単価、それから年齢も制限されていると思います。それから、世帯に

よるひとり暮らしということの限定についてもお伺いしておきたいと思います。 

 それと、次のページ、14ページですが、町民バスの管理費、団体数もそうなのですが、

この補助を出すことについて町民バスの規定がいろいろとされたと思います。それで、遠

い距離はなるべく避けてもらいたい、それから１泊も制限しているようにも聞いておりま

す。それで、現状はどのようになっているか。同じところに前の日行って次の日帰ってき

ている、また迎えに行っているというようなバスの運行の仕方もされているように聞いて

いますので、その辺の実態をお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 保健福祉課長、答弁願います。 

〇上村保健福祉課長 ここに記載しております13節委託料の給食サービス事業延べ423食

につきましては、町の事業でやっておりますふれあい給食、それからいたわり給食でござ

いまして、ふれあい給食につきましては65歳以上のひとり暮らしが対象で、それぞれお店

さんと契約しまして、契約というか、そこを指定されておりますので、300円払って600円

分のお弁当を購入すると、こういう事業でございます。それから、給食サービス事業の関

係のいたわりというのは、病院退院後３カ月間食事がなかなか思うようにつくれないとい

う形の方で、それらについていたわり給食をしている中身でございます。 

ただいまの質問につきましては、社会福祉協議会が独自で実施しているボランティア団

体の協力を得てやっている事業の質問だというふうに解釈しております。浦幌町の社会福

祉協議会では、現在70歳以上のひとり暮らしのお年寄りを対象にボランティアの方の協力

を仰いで、毎月１回保健センターのほうで実施しております。なお、給食材料に係る１食

500円について社会福祉協議会で支払っているという内容でございます。また、現在南浦幌

地区吉野公民館でも給食サービスをやっておりますが、それらの対象につきましては２人

暮らしも含めた70歳以上の方に来ていただき、吉野のボランティアの方が月１回実施して

おります。両方とも自己負担については１食100円となっていますが、総体の１食当たりの

500円までにつきましては社会福祉協議会でしているという中身でございます。なお、足の

関係でございますが、市街地区につきましては基本的に自分で来ていただけるという方で

ございます。そういう方を対象にしているということでございますので、ご承知ください。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

〇田村議長 施設課長。 
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〇賀下施設課長 町民バスにかかわるご質問についてお答えします。 

 町民バス管理運行要領に基づき団体への補助を福原議員のおっしゃられるとおりにやっ

ている状態です。借り上げ料としては、Ａ、Ｂ、Ｃという地域別にそれぞれ単価が決めら

れております。まず、Ａは札幌方面、Ｂは根室方面、Ｃは釧路方面、距離によって違いま

すが、大体そのぐらいの程度の距離と思っていただきたいと思います。Ａについては、大

は７万円、中は６万円、大型車、中型車です。Ｂは、Ｂ地域、根室地域なのですけれども、

大型車については６万円、中型車については５万円、Ｃ地域、釧路方面のような距離につ

いては大型車は５万円、中型車は４万円という単価を設定して補助をしております。これ

については、すべて宿泊を伴うということが条件でありますし、また各役場それぞれの課

の課長の承認がなければ承認されるということにはなっておりませんので、迎えに行った

りということは現在のところはしておりません。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 老人ホームのことで伺いたいと思いますが、建物そのもののことです。実は、

非常に立派な建物できまして、満床だということで結構なことですけれども、事務所が非

常に寒いという話を聞いております。原因あるのだと思います。建物非常に暖かいのです、

あそこは。しかし、玄関入ると１枚目のドアと２枚目のドアと真ん中でいると２枚一緒に

開いてしまうというのです。そんなふうなことを聞いております。それで、何か対策立て

られているのか、考えているのか、その点について伺います。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇上村保健福祉課長 事務所の勤務している方からいろいろその修繕なり、それらについ

て非常に冬寒いという訴えもあります。予算的な見積もり等をとりながら、ただいま検討

している最中でございまして、何かいい方法がないかと、お金がかからないでできる方法

はないかということで現在検討している最中でございますので、それらの声は私どもにも

届いているし、そういうことで今精査しているという中身でございますので、よろしくお

願いいたします。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 承知していて、対策するということは結構だと思います。私も冬じゅうそこ

にいて実際に検証したわけではありません。しかし、現場の人からそういう話が出てくる

というのはかなり我慢の限界があるのだろうと。この節約の時代でありますけれども、十

分認識した中でのそういう実情訴えだと思うので、ぜひ対応していただきたいなと思って

おります。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっと気になったものですからお聞きします。老人ホームの中の委託料の

ことなのですけれども、施設管理者というところの中で金額が決して、そのされている仕

事によると思うのですけれども、１名という金額の割には、ちょっと中身はわかりません
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けれども、高いのではないのかなという感じがするのですけれども、この辺の内訳がわか

りましたら教えていただけますか。ほかの施設管理から見るとちょっと高いような気がす

るのです、私的に言わせれば。どういう管理とか、そういうのをちょっと詳細があれば教

えていただければ。 

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 この施設管理料につきましては、通年で公務補という形で置いてお

ります。その方に係る委託料ということでございますので、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 公務補というのは公務員というふうに、公務員ということになりますよね、

公務員と言ったらおかしいのですけれども。学校や何かの公務補さんと同じ理屈になりま

すよね。一応その言葉の人の名前の名称というのわかりましたのですけれども、それでも

ほかの中学校や何かとか小学校さんの公務補なんかから見ても何か多少私的に言うと高い

のではないのかなと。例えばこの方が五十ウン歳となって、初めから勤められている方で

したら理屈的には私わかるのですけれども。そういう理屈にはならないのかな。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 老人ホームの事務補助及び公務補関係につきましては、以前直営でお願

いした経過がございます。そのときの給与に基づいてユーエムのほうで採用していますの

で、準職員の給与に基づいて支払っております。それで、この金額になってきております。

なお、ユーエムの関係では一番給与の高い方についてはこの方ではございませんので、事

業量についても委託契約の中で病人を帯広の病院に乗せていったり、そういう仕事をさせ

ていますので、ある程度の保障というものは必要と考えて、以前から続いているというふ

うに解釈しております。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 言葉じりをつかまえて悪いのでありますが、例えば病院へそういう方を移送

するとか、そういった方についての保障ということで、ほかにもいろいろな形の中で施設

の中でやっておられる方もいると思うのです。そういったところに対してもやっぱりそう

いう先ほど言われた目を行き届かせて、逆にそれをされている方の保障もこれからしてい

かなければならないのでないかなというふうに私感じるのでありますが、その辺の絡みも

ありまして、今の現況のこの方に対する公務補と、それからなされている業務については

私わかりましたのですけれども、その辺のことについて、一たんちょっと気持ちを変えま

して、その辺のことに関しての次の保障と、いろんな職員に対しての保障というのをどう

考えているかだけ１回お聞かせください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 
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〇山田総務課長 私どもでユーエムのほうに委託している職員については二十数名いらっ

しゃいます。これらについてもすべて同じ扱いになっておりますので、ご理解願いたいと

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、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 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、この目につき

ましては各種健康診査に要した経費でございます。13節の委託料につきましては、説明資

料13ページに記載しております。この節につきましては、各執行残につきましては健康診

査の執行残となっています、委託料につきましては。 

 次のページをお開きください。29ページ、予防費、予防接種等に要した経費でございま

す。結核検診につきましては、説明資料15ページに記載しております。乳幼児等に係る予

防接種は延べ335人、高齢者インフルエンザ接種につきましては1,041名になっております。 

〇鈴木町民課長 ３目環境衛生費、この目につきましては葬祭場ほか環境衛生業務一般に

要する経費でございます。19節負担金、補助及び交付金のうち町外葬祭場使用料補助金に

ついては、説明資料15ページに記載のとおりでございます。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。 

 ４目墓地墓園費、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。特に説明を加えることはございません。 

〇上村保健福祉課長 ５目医療対策費、医療対策に要した経費でございます。13節の委託

料、15節の工事請負費、19節の負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料15ペー

ジに記載しております。28節の繰出金につきましては、町立診療所特別会計の繰出金でご

ざいます。 

 次のページをお開きください。 

〇鈴木町民課長 ６目乳幼児医療対策費、この目につきましては小学校就学前の乳幼児

242名の医療費助成に係る経費でございます。20節扶助費は、決算説明資料15ページに記載

のとおりでございます。 

７目公衆浴場管理費、この目につきましては町営公衆浴場、健康湯の管理運営に要する

経費でございます。平成19年度の入浴者数は１万755人で、対前年度比358人、3.44％の増、

使用料収入は373万9,300円で、対前年度比12万4,000円、3.4％の増でございました。13節

委託料は、決算説明資料15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 ８目保健センター管理費、保健センター維持管理に要した経費でご

ざいます。13節の委託料、18節の備品購入費につきましては、説明資料15ページに記載し

ております。 

 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。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 公衆浴場管理費の件についてお伺いをいたします。これ委託料ということで

指定管理者のほうに委託をしているということでございますが、今回これだけではないの

ですけれども、いろんな部分で委託している部分で昨今問題になっている原油の高騰の部

分についての対応についてお伺いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまのご質問についてお答えをさせていただきます。 

 ご指摘のとおり、この委託にかかわらず指定管理の部分での燃料を扱う中での検討とい

う部分が実は庁舎内におきましても町長の指示によりましてその対策にかかわる検討会議

を設けて、現在も検討中でございます。先ほどお答えさせていただきましたとおり、健康

湯に限らず、この指定管理者に限らずほかの指定管理にかかわりましても検討するという

内容の中で、この健康湯にかかわりましては現在のところ受託者のほうからその燃料にか

かわっての対応という部分の申し出はございませんけれども、いずれにいたしましても現

在の状況を踏まえた中でその対策について考えるのを検討していきたいということで、こ

れは燃料の価格にもよりますので、今後どういう結論に至るかは今のところはお答えする

段階ではございませんけれども、いずれにいたしましてもそういう部分を念頭には入れて

いるということでございますので、ご了解願いたいと思います 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 念頭に置いてということで、十分いろんな検討はされているということでし

ょうが、私もこの委託料の部分について、原油の高騰の部分についてはきっと公衆浴場の

この部分が一番ウエートが大きいのかなというような気がしたものですからここで質問さ

せていただいたのですが、燃料が上がっているということはもう明らかな事実でありまし

て、向こうから言ってこないので、手を打っていないということではなく、やはり町とし

て委託をして、しっかりとした運営をしていただくためには、その辺についてはもう明ら

かなわけですから、幾ら上がっているなんていうことはもう一目瞭然なわけですから、当

然こちらからもしっかりとした対応を打っていくべきで、向こうから言ってこないから、

検討はしているけれども、まだ手を打っていないということにはならないのではないかな

と思うのですが、この辺いかがでしょうか。町長、お考えいかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 この指定管理につきましては、指定管理者と契約を結びながら管理をしてい

ただいているということでありまして、当然指定管理者が運営するということであります

から、決算も含めてその指定管理者がきちんと経営管理をするということだろうと思いま

す。その中で、今灯油の高騰等がありますけれども、その中でしっかり運営されているの
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だろうというふうに思います。私は、その中で特に契約内容を変更しないとならないとい

うことであればお互いに協議するということになっているわけですから、その協議がない

ということはその経営の中でしっかり賄われているのだろうというふうに思います。今入

浴客もふえているということでありますから、その決算内容について指定管理者の方はし

っかりやられているのだろう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 しっかりやられているというご判断、実際やられているのでしょうけれども、

そのしっかりやられている中には本当にこれ大変な思いをしてやられているのだと思うの

です。協議をするということになっているけれども、まだ言ってきていないということで

すから、だからいいということではないと思うのです。今これだけ世の中で原油の高騰に

ついてみんなが悲鳴を上げている状態の中ですから、このことについてはしっかり町とし

ても、委託したからといってやはりこれについてはしっかり対応していくべきだというふ

うに思うのです。何も言ってこないから、しっかり最初の委託契約の金額の中でやってい

るのだろうということではなく、どうなのだというような、きちっとした運営をしていた

だくためにもこちらから言っていくぐらいの気持ちがあっていいのではないのかなという

ふうに思いますが、もう一度、どうですか。いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 指定管理者といいますのは、あくまでも町と受ける会社と、団体との契約内

容であります。その契約内容で経営ができないということになって、特に大きな事情が出

た場合は当然協議するということになりますけれども、今その経営内容が自分たちができ

ているということの中で町があえてその問題に首を突っ込むというのは、首突っ込むとい

う言葉は失礼で、取り消しますけれども、その中に立ち入って、その会社の運営について

先に町がどうこうするということにはならないだろうというふうに思います。当然３年だ

ったら３年の指定管理を委託するわけですから、どこの会社がやってもその経営努力の中

でいろいろ、それこそ今いろんな状況の中でどの会社も大変厳しい経営はされております

けれども、その経営の中でしっかりやっていただくということが基本だろうというふうに

思います。ですから、灯油に限らずいろんな物価上昇、消費者物価が今2.4％上がっている

という中でありますから、いろんな経営というのは厳しくなっていることは事実でありま

すけれども、その中で経営は企業として経営努力されるということが当然でありますから、

これは民間企業としても同じだろうというふうに思います。それをあえて町が今委託契約

の中でこういう事情があるからどうだと聞くことはやぶさかではありませんけれども、そ

の中で今契約内容を変えていくということはいかがものかなというふうに私は思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も契約内容を変えるとかということを言っているのではなく、町としても

町のこの業務というものを委託しているわけですから、やはりいろんな部分の中で委託し



 － 19 － 

た業者との中の話し合いというものが必要だろうと思うのです。その中で、現実的に今こ

のような形で原油が上がっているということで、今大変な状態になっているわけですから、

どうなのだというような、そういうような問いかけぐらいはあってもいいのではないのか

なというふうに思ったわけです。ただ、理事者のほうでそれは向こうから言ってこない以

上はあくまでもその会社、受けたものの責任の範囲内でやれということでありますから、

それはそれとして了解しました。であるならば、逆にそこの委託業者のほうから、上がっ

ていることは事実ですから、こういう形で問い合わせが来たときにはどのような形で、す

ぐにでも補正を組むような形の中で対応がされるのかどうなのか、この点についてお聞か

せいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 当然問い合わせが来た場合には協議をするということになるだろうと思いま

す。今諸物価上がっておりますから、当然そういう内容の中でではこの運営をどうするの

だということも含めて、844万円ですから、これが経営として成り立つのか成り立たないの

か、もしくはそれでは例えば金額を大きく値上げしてやることがいいのかどうかというこ

とも含めて協議をしていかなければならないだろうというふうに思います。 

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、２項２目し尿処理費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ２項清掃費、１目塵芥処理費、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。13節委託料及びごみ収集量並びにリサイクル

排出量の実績につきましては、決算説明資料15、16ページに記載のとおりでございます。 

 ２目し尿処理費、この目につきましてはし尿処理に係る経費の十勝環境複合事務組合に

対する負担金でございます。平成19年度の本町のし尿の搬入処理量は1,341.6キロリットル

で、対前年度比51.4キロリットル、3.7％の減でございました。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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 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、暫時休憩をいたします。 

 

午前１１時１０分  休憩 
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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、６款１項９目地籍調査費までの説明を求めます。 

産業課長。 

〇前田産業課長 ５款労働費、１項１目労働諸費、この目につきましては労働対策及び職

業病対策に係る予算でございます。19節の負担金、補助及び交付金につきましては、説明

資料16ページに記載のとおりでございます。 

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

は農業委員15名、職員３名にかかわる委員活動費及び事務局費、それと農業者年金業務に

かかわる経費を計上してございます。農業委員の活動につきましては、総会が年12回、土

地のあっせん等の業務につきましては上、中、下それぞれの地区を合わせまして農用地利

用調整会議が19回、権利者調整委員会が18回開催してございます。なお、農業者年金業務

に係りまして年度末現在の加入者数でございますが、年金加入者数が216名、年金受給者が

293名、この年度の新規加入者が15名の内容でございます。 

 以上です。 

〇前田産業課長 ２目農業総務費、この目につきましては人件費と各種関係機関への負担

金の予算でございます。 

 ３目農業振興費、この目につきましては農業振興に係る経費でございます。13節委託料、

19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料16ページに記載のとおりでござい

ます。 

〇高嶋上浦幌支所長 ４目農業団地センター管理費、施設管理に係る経費でございまして、

平成19年度の農業団地センターの利用実績でございますが、総計で延べ利用団体が232団

体、2,864人が利用しております。内容的には特に説明する事項はございません。 

〇前田産業課長 ５目畜産振興費、この目につきましては畜産振興に係る経費でございま

す。12節役務費、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料17ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ６目土地改良費、この目につきましては土地基盤の整備及び促進に係る経費でございま

す。14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料17ペ

ージに記載のとおりでございます。 

〇賀下施設課長 ７目飲料営農用水対策費、この科目につきましては特に説明する内容は

ございません。 

〇前田産業課長 ８目道営土地改良事業費、この目につきましては道営の土地改良事業に

係る経費でございます。14節の使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金につきま

しては、説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

〇賀下施設課長 ９目地籍調査費、この科目につきましては上厚内7.11平方キロメートル
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の実施で、２年目となります地籍調査にかかわる経費でございます。13節委託料、14節使

用料及び賃借料につきましては、説明資料18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。 

 ４番、森議員。 

〇森議員 心土破砕についてお尋ねをいたします。21年度に向けて、今年度は農協と協議

をしながら計画を立てていくということを聞いているのですけれども、その辺についてお

尋ねをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 お答えいたします。 

 心土破砕の今後の計画につきましては、今後農協とも協議しながらやっていく予定にな

っておりますけれども、まだ20年度、21年度以降についてはそういう要望箇所について詳

細に上がってきておりません。今後そういう形で町と農協と進めていくわけでございます

けれども、調査等もまだ農協とも詰めておりませんので、今後上がり次第双方で検討して

まいりたいというふうに思います。 

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、３項２目水産業振興費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 ２項林業費、１目林業総務費、この目につきましては一般林業事務に係

る経費でございます。８節報償費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資

料18ページに記載のとおりでございます。 

 ２目林業振興費、この目につきましては一般民有林の振興に係る経費でございます。18節

備品購入費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料18ページに記載のと

おりでございます。 

 ３目林道維持費、この目につきましては一般林道の管理に係る経費でございます。15節

工事請負費につきましては、説明資料19ページに記載のとおりでございます。 

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

ございます。13節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ございます。

それから、11節需用費につきましては、主に噴水と遊歩道の修繕料の内容でございます。 

 ５目駅停沢線林道開設事業費、この目につきましては駅停沢線につきましては平成14年

度に着手しまして、総延長4,077メートル、幅員５メートルでただいまも実施中でございま

す。事業は平成20年度の完了で、18年度までの実績は2,757メートル、平成19年度につきま

しては説明資料19ページに記載のとおり930メートルを完成しております。15節工事請負

費、22節補償、補填及び賠償金につきましては、説明資料19ページに記載のとおりでござ
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います。 

 ３項水産業費、１目水産業総務費、この目につきましては水産業事務に係る人件費でご

ざいます。ほか特に説明する内容はございません。 

 ２目水産業振興費、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

に係る経費でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、19節負

担金、補助及び交付金につきましては、説明資料19ページに記載のとおりでございます。 

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。 

 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 項目４、うらほろ森林公園管理運営費の項目の中でお伺いしますけれども、

森林公園の中にありますみのり館、これらの利用のしづらさと申しますか、利用するに当

たって、もちろん通年なかなかできない部分は当然ですけれども、町民の声からするとお

願いすると結構高くつくと。先ほど同僚議員からちょっとお話あったように指定管理者の

中でこれらを経営するときに、受けやすい状態にするということはなかなか困難であると。

そういった点を振り返るときに、当然採算性も考えるとこれらもやむを得ない事情もある

と思いますけれども、そういった中で町としてこれから先道の駅等をつくろうとするとき

にいかに町民、あるいは公園に行って利用をする身になってもう少し考えていただく状況

にあるのかないのかちょっと伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 指定管理につきましては、森林公園でございますけれども、本年度が最

終３年目でございまして、１年ごとに実績等報告を受けております。それについては、指

定管理上委託料の範囲の中で適正に執行されているかと、そういうことでお互いに確認を

しながら報告を受けております。本年度最後ということございまして、３年の総括、評価

等も進めながら、３年間本当にこの管理委託料でよかったのかとか、そういうことも含め

まして、事業内容等も含めまして検証していくつもりでございます。今後来年以降の指定

管理につきましては、利用料金の関係につきましては現在は条例等で決められておりまし

て、その範囲以内ということで指定管理者が決められるわけでございますけれども、料金

を安くするとか、少し高くしてほかのところを経費を節減しながら何かの形で企業努力し

ていきたいというふうな形がそれぞれ双方の中で協議がまとまっていけば変更のこともで

きるのかと思います。それらにつきましても、この３年間の実績等を検証しながら今後考

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

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 繰り返しの質問になろうかと思いますけれども、いずれにしても指定管理者

という形になろうかと思います。そういった中で、先般も子育ての中でお話があったよう

に、指定管理者においてもそういった人方を雇うこともあろうかと思います。そういった

ときに、同僚議員からもお話ありましたように民間と公の差が見える部分、そういったこ



 － 23 － 

との、ちょっと言葉にすると保障といいますか、育児に対する保障なんかは先般お話あり

ましたけれども、民間にあってもやっぱりそういった方が働いておられるわけですよね。

そういった方も考慮した中で、指定管理者に対してでも目を向けて、算出していただける

のかどうか。もちろん先ほど町長の答弁にもありましたように、契約内容がそうなってい

るという状況の中で相手から何も言ってこないのだという返事をいただきましたけれど

も、それなりに一生懸命努力をされているわけです。指定管理者においては、内部の中で

給料面その他条例といっても今極めて厳しい状況の中であって、本当に働いている人方を

少しでも安く使おうというのが事業者であって、しかし働く人は公務員との差がますます

つくのか、そしてまたそういった条例等もないわけですから、その差がつくのかなと。で

すから、しつこいようですけれども、指定管理者、そういった契約の中にあってでも相手

が要求するまでは待つと、厳しい状況の中でそれから精査するのではなくて、少しでもそ

ういった思いを受けとめていただきながら、今後指定管理者に対する考慮というものを考

えていただけるのかどう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。 

〇前田産業課長 私の答えられる範囲で答えたいというふうに思います。 

 まずは、雇用される方の安定、安心した雇用状況ではないかというふうに思います。指

定管理につきましては、浦幌町初めての試みでございまして、当初３年から５年という指

定管理制度の中で初めてということから３年をまずやってみようということから始まりま

して、それで現在進んでいるわけでございますけれども、事業者にとりましては雇用をす

るのにある程度やっぱり長期で雇用せざるを得ないという中で、この指定管理につきまし

ては３年という形で委託をしております。そういう意味においては、使われる方にとりま

しては安心、安定がちょっとできないので、使ってくれということもなかなか言えないだ

ろうし、もし何かの都合で休みたいというときにも休んだら解雇されるのでないかとか、

いろいろな問題が出てくるのではないかというふうに思います。当初の積算内容について

は、休暇とかそういうの含めた形の積算にはなっておりませんけれども、今後そういうこ

とが検討できるかということも考えていかなければならないと思いますけれども、今後雇

用期間、それから指定管理期間については、選定委員会等もございますので、そういう中

で取り組めるものであれば取り組んでいきたいなというふうに思います。 

 私の答えられる範囲でということで、あと理事者のほうで何かあれば。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 指定管理者制度につきましては、大きく３つの目標を持って取り組んでお

りまして、まず１つは民間の能力をいかに生かすかということと住民サービスをいかに向

上するか、そして町にとっては行政の効率性をいかに高めるかというような大きく３つあ

りまして、そういう意味では１つが民間の能力をいかに活用するかという部分については、

そういう利用を高める関係についてはそれぞれ指定管理者を受けた方が利用を高めるため
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のいろいろと創意工夫を持ってやっていただいて、それがひいては収入増につながるとい

うことですので、先ほどの利用の問題点についてはやはり基本的には管理者の方々ができ

るだけ利用を高めるために知恵を出してやっていただきたいなということが第一にござい

ます。 

あと、一応公募をしまして選定をするということでございますので、基本的には町とし

ては多くの方々に公募に参加をしていただいて、私どもが提案する一つの仕様に基づいて

どの程度できるのかということでやっているわけですから、公募をされて受けるというこ

とは私どもが提案した内容について理解をして受けたということになろうかなというふう

に思いますので、今後も基本的にはそういう観点で指定管理者を進めていきたいという考

えでございます。ただ、いろんな問題については、協議事項については協議していくとい

うことになろうかと思いますけれども、そういうことで整理をさせていただきたいという

ふうに思います。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 今ここで言う内容かどうかちょっと定かではありませんが、みのり館の話が

出ましたので、10月２日に大阪の高校生25名、それと浦高生の37名の方が交流をします。

みのり館を使用しようと思いまして申し込んではあるのですが、いろいろと経費の都合が

ありまして、総勢80名の使用の人数なのですが、ちょっと予算的にということでお話をし

ましたらすごく高圧的な物の言い方されまして、そんな予算ではとても、80名で８万円の

予算でお昼を子供たちと関係者に食べてもらうという計画なのですが、農山漁村の交流プ

ロジェクトの絡みで来て、今年初めて来るのですが、使いづらいなと思ったのは事実です。

その後、10月の中旬にも270名の高校生が来るのです。それもみのり館の使用をということ

で申し込んであるのです。今の大阪の高校生の件については、私たちボランティアでやる

から経費的には何とかおさまりつくのですが、せっかく交流しようと思ってやろうと思っ

ていることが何か水を差されるというか、使用しづらくて、子供たちの経費のことですか

らそんなに予算は膨大にあるわけではありませんし、何か町として温かい手を伸べていた

だくわけにはいかないのかなと。ここで言うべきことではないかと思いますが、みのり館

の使用について本当に考慮をしていく必要が、対外的にそうやってたくさん入ってくるの

であればますます何かさすが浦幌町、来てよかったねというようなことも町としてできな

いかなとふと思ったものですから、ここでちょっと言わせていただきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 答弁調整のために暫時休憩いたします。 

 

午前１１時５１分  休憩 

午前１１時５２分  再開 
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〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 今福原議員言われる中身については、私ども直接町に来ている話ではありま

せんので、ちょっと中身はわかりません。ただ、せっかく大阪なり、高校生が来られると

いう話は耳に入っておりまして、ぜひ有意義な交流をしていただきたいなというふうには

思っているところであります。ただ、そのみのり館の運営につきまして、これは指定管理

者に任せているわけでありますけれども、その対応が悪いということについては、どうい

う状況なのかちょっと定かでありませんので、何とも今は言えないわけでありますけれど

も、何とか対応、料金や何かの問題については町が口出しできるわけではありませんし、

助成するというようなことではないと、議員もそういうことを言っているのではないとい

うふうに思いますけれども、指定管理者の一度そういう話を聞きながら、どういう対応を

しているのかということも含めて町としても対応をしていきたいなというふうに思ってい

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 私は、林業総務費のほうで、猟友会の関係でちょっとお伺いしたいのですけ

れども、これは浦幌には猟友会の浦幌部会と上浦幌猟友会と２つあって、それぞれ鳥獣の

駆除の猟友会の補助金として15万円ずつ出しているのですけれども、これいろいろお話聞

くと同じ町内に２つ団体あっても部会だとか会によって越境して駆除だとか、越境したエ

リアではできないという話聞いているのですけれども、この間も鹿追でしたか、ほかの町

村で猟友会と行政との行き違いあって、いろんな事故があったりしていますけれども、現

在この猟友会の人数だとか実際に駆除その他は何人ぐらい出ていっているのか。そして、

今後同じ町内に２つある猟友会という組織は１つにして、エリア、町内ひとつどこでも駆

除できるような体制にならないのかどうか、その辺についてはどのようなことなのですか、

ちょっとお伺いしたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 猟友会の関係でございますけれども、人数につきましては下地区が今

27名、上地区については22名ということでございまして、このエリアにつきましてもエリ

アごとに駆除をしてもらうということになっておりまして、これが越境してできないのか

ということでございますけれども、現在の中では越境してはできないということでなって

おります。 

 今後１つにできないかということにつきましては、いろいろ問題があるということでご

ざいますので、今の段階ではできないということでご理解を願いたいと思います。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 同じ町内に２つあれば、また３つあれば、それは決められたエリアでしかで
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きないと。いろいろ話聞くと、シカさくも設置後大分たって、道道走ってもそこから逃げ

ているというのですか、出ているのも結構見受けられますし、今聞いた人数、約50名近く

いるのですけれども、やはりそれぞれ皆さん仕事を持ってやっておられる。そうすると、

出れる人が例えば上浦幌地区で鳥獣のクマかシカ出たときに要請あってもなかなか越境し

て出れないとなると、せっかくの猟友会のお願いする人たちがエリア越えて駆除ができな

いとなると何となくちょっと合点がいかないものですから、それはできないエリアは、私

もその組織の中身はよくわかりませんけれども、その根本は何かといったら２つある猟友

会ですから、同じ町内に２つあるのならば今後やはり行政として指導して１つのエリアに

まとめて、そして自由にというか、町内での鳥獣駆除ということをもう少し積極的にでき

るような体制とったほうがこのような補助金、トータルで30万円ですけれども、その金額

を変えなくても有効的な駆除ができるのではないかなと、こう思うわけですけれども、こ

れはこれから先の問題ですけれども、もう一つ、この駆除報償費について、エゾシカが399頭

実績で駆除されております。行政と、あと農協からもたしか同じ金額が報償されるのです

けれども、それはよろしいです、それだけいろんな経費もかかりますし。駆除されたこの

399頭、これはどのような処理されているかというのは行政は把握されているのですか。こ

れは、あくまでも捕獲者というか、駆除した人たちに任せてしまって、あとはどのような

処分になっているかというのは、この辺については把握していないのですか。その辺だけ

ちょっとお伺いしたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

産業課長。 

〇前田産業課長 エリアの関係でございますけれども、浦幌町の地域性からいいまして南

北に長いという形から、下の人に頼んで上まで行くとかそういうことがなかなかできない

ということから２つ、上と下でそれぞれ要請があったら一番近い人が行くという形から分

かれているのでないかというふうに思います。この区域の設定につきましては、町が設定

をするわけでございますけれども、これら２つにできて、弊害がなければ問題はないと思

いますけれども、そこら辺は両猟友会とも協議しながら、検討できるものであれば検討し

ていきたいというふうに思います。 

 あと、処理の関係でございますけれども、基本的には廃棄ということになっております。

その場でシカ等については埋設したりして廃棄したりと、そういうことで確認をしており

ますけれども、基本的には廃棄ということで指示をしております。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 ちょっと済みません、時間押しましたけれども、最後の質問させてください。 

 今言ったせっかく駆除したエゾシカが廃棄されているということは本当に残念なことだ

と思います。なぜかといいますと、今エゾシカが非常に食のブームになってきているとい

うことで、また特産、地産ですか、特産品開発ということで、これ実際問題浦幌町は去年

から進めています。商工会中心、特にレストランだとか食品関係が道からの補助金いただ
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いて地元産品の開発ということで、それにエゾシカを使っていろんな工夫をされた料理を

つくって、１つの事業終わりましたけれども、それにはやっぱり地元せっかくこのような、

駆除対象のものをそれをそっくり使えるかどうかというのは非常に難しいですけれども、

やはり地元でそういう形でせっかくのエゾシカ肉を使った地産の料理をつくって広めよう

という組織を持ってやっている中で、せっかく駆除したシカ肉もそれに提供できるような

システムなり、またそこの行政としてうまく橋渡しなり、管理ができるようなことをやる

ことで相乗効果が生まれるのでないかと思うのですけれども、その辺については今後につ

いて何かお考えはありませんか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 食品として今後考えていくことができるかどうかということでございま

すけれども、供給と需要のバランス等がありまして、本当に町内外問わずそういう形が流

通も含めてできるかどうかということも検証しながらしていかなければならないことでは

ないかというふうに思います。確かに一部の有志が現在シカ肉を供給してやっております

けれども、その供給する手段としては余りにも個人でやっておりますので、供給が安定し

てできないということも本人から聞いておりますし、それが企業が入ってきてやるような、

そういうことができるのか、また行政が携わってやっていくのか、そこら辺については、

検討課題はありますけれども、なかなか難しいということも考えておりますので、今後そ

ういう情報等も聴取しながら、検討できるものであればということでご理解を願いたいと

いうふうに思います。 

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、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時０４分  休憩 

午後 １時３０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。 

〇前田産業課長 ７款１項商工費、１目商工振興費、この目につきましては商工業の振興

とコスミックホールの運営の補助に係る経費でございます。19節の負担金、補助及び交付
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金につきましては、説明資料19ページに記載のとおりでございます。 

 ２目観光費、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

並びに観光連盟団体への補助金でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金

につきましては、説明資料20ページに記載のとおりでございます。 

 ３目工業対策費、この目につきましては企業対策並びに新企業創設に係る経費でござい

ます。23節償還金、利子及び割引料につきましては、説明資料20ページに記載のとおりで

ございます。21節の貸付金の関係で200万円の不用額についてでございますけれども、貸付

金の見直し等も含めて検討をして、19年度におきまして200万円の減額ということで貸付金

をしております。本来であれば３月に減額補正とするわけでございますけれども、不用額

として残しておりましたことをおわび申し上げます。 

 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、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。 

〇賀下施設課長 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、この科目につきまして

は施設課にかかわる人件費、事務費及び道路台帳修正業務を行っている内容でございます。

13節委託料、17節公有財産購入費につきましては、説明資料20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、この目につきましては維持係の人件費、建設機

械12台の年間維持管理費の内容でございます。11節需用費につきましては、修繕費及び燃

料費が主なものでございます。12節役務費につきましては、車両整備手数料及び自動車損

害保険料が主なものでございます。18節備品購入費は、説明資料20ページに記載のとおり

でございます。なお、11節需用費の不用額は、除雪回数減による燃料費の減額分でござい

ます。 

 ２目道路維持事業費、この科目につきましては町道256路線、総延長296メーターを維持

管理する内容でございます。14節使用料及び賃借料、15節工事請負費につきましては、説

明資料20ページに記載のとおりでございます。14節使用料及び賃借料の不用額は、除雪回

数減による機械借り上げ料の減額分でございます。 

 ３目道路建設補助事業費、この科目につきましては国の補助事業で道路改良を３路線、

舗装４路線を行った内容でございます。13節委託料、15節工事請負費、19節負担金、補助

及び交付金、22節補償、補填及び賠償金につきましては、説明資料20ページから22ページ

に記載のとおりでございます。 

 ３項河川費、１目河川管理費、この科目につきましては町が管理している215の普通河川

の維持管理及び道河川の樋門管理委託業務をする内容でございます。13節委託料、14節使

用料及び賃借料、15節工事請負費につきましては、説明資料22ページに記載のとおりでご
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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 ３項の河川費のところの１目の河川管理費ということで確認をさせていただ

きたいと思いますが、説明資料を見ますと委託費、13番の委託費の中で樋門管理というこ

とでの計上、また緊急排水施設管理での予算が載っているわけですが、昨今これは特に都

会で非常に顕著になっているのですけれども、１時間での降水量が今まででは経験のしな

いような、ゲリラ降雨というのですか、そういうようなことが各地で起きて、特に都市部

での異常な混乱というか、被害が出ていると。考えられないところが冠水してしまってい

るというような状況が起きているわけです。浦幌市街においてもそういう状況というのは

考えられないこともないわけですが、特にこういう樋門の管理ということがずさんなため

に後手後手に回ったというような報道があるわけですが、この辺についての対応、そうい

う降雨量がどのぐらいあったときにどういう対応するのかとか、そういった統一的なマニ

ュアルというのか、そういうのがあるものか。また、それは樋門管理者に個人個人の判断

に任されているものなのか、その辺についてお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 今樋門管理を依頼しているところですが、この樋門管理については個人

の方の土地を、主に農地なのですけれども、自分たちで守るという形でそれぞれ個人に委

託している状況であります。雨量について今まで予想もつかない雨量があった場合という

ことなのでしょうが、今まで旧オベトン川についてはかなり上昇して、オーバーフローと

いう状況にもなりかねない状況になったこともありますが、それらを勘案して排水機場を

万年の終末処理場のすぐそばのところに用意してありまして、これを道が委託して町が樋

管を管理しているという状況があります。雨量のマニュアルということはまだ作成はして

おりませんが、防災関係でどのぐらい降ったらどのぐらいの水かさが上がるかという想定

のものはつくってあります。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 こういったことは、何十年に１回とかそういうようなことというのは昨今で

は珍しくないことなので、ぜひこの辺についてある程度こういう１時間に考えられないよ

うな雨量があった場合にはその辺をきちっと対応できるような形で準備というか、そうい

う防災面での徹底というのを今後図っていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

施設課長。 

〇賀下施設課長 防災マニュアルということで、一応大雨時にはどのような行動をするか
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というマニュアルはありますので、それについてもう一度確認をして、周知も図っていき

たいと思います。 

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 次に、５項１目住宅管理費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 ４項都市計画費、１目都市計画総務費、この科目につきましては都市計

画にかかわる経費でございます。特に説明する内容はございません。 

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

ざいます。 

 ３目公園緑地管理費、この科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、町有地の草刈りにかかわる内容でございます。

13節委託料につきましては、説明資料22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 ４目まちづくり交付金事業費、この目につきましては健康公

園通及び留真の里、産業交流広場調査測量設計委託並びに既存施設解体工事にかかわるも

のでございます。13節委託料、15節工事請負費につきましては、22ページ、説明資料のほ

うに掲載されておりますので、ごらんおきください。 

 以上でございます。 

〇賀下施設課長 ５項住宅費、１目住宅管理費、この科目につきましては町営住宅497戸ほ

か雑種家屋44戸の維持管理にかかわる内容でございます。13節委託料は、消防設備、暖房

機器等の保守点検の内容でございます。15節工事請負費につきましては、説明資料22ペー

ジから23ページに記載のとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 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。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 まちづくり交付金事業についてまたお伺いをしたいと思います。この委託料、

留真の里についての産業交流広場の調査測量設計ということで、この調査測量についても

うちょっと詳しく説明をお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 留真の里の測量委託の関係でございますけれども、留真の里

の領域というのでしょうか、地域の設定ということで、1.56ヘクタールの面積がございま

して、その地域を測量して現状の把握をしていただいたということでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうしますと、事業費672万円という金額で上がっておりますが、その場所の
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測量をしただけでこの金額という認識でよろしいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 失礼いたしました。その金額につきましては、あわせまして

産業交流広場の設置される場所の領域につきましての設計も含まされた金額でございます

ので、留真の里だけではなくて２カ所の部分の全体の経費でございますので、よろしくお

願いいたします。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。そうですね、留真の里、産業交流施設ですから、の測量。そ

うすると、あくまでも今のこれから建てようとする道の駅とこれから建てようとする留真

温泉の具体的なところまではここでいっていなかったのでしょうから、そうすると全体的

な要するに何平米あるとかどうだとかという、あくまでもそういう大枠の面積を調べたと

いうようなことの解釈でよろしいのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 今後実施設計に移るわけでございますけれども、そのベース

になるような詳細なる測量等を行いまして、当然留真の里でございましたら道の土地等の

境界等もございますし、あと町有地との境界等もございますし、その境界をしっかり探る

ということは大変な技術と測量の期間がかかるということでございまして、そういう中身

で正確な数字を上げさせていただいたと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 道の駅の例えば産業交流施設についても、もともとあそこにそういう施設も

あるわけですから、テニスコートなり、今うらほろ亭さんもやっているけれども、実際今

までそういう施設もあるわけですから、そういうような測量がどうして必要だったのかな

というようなちょっと解釈がありますし、あと留真温泉についてももともとあったわけで

すから、当然ああいうものが建ったときに、大分古いやつですから微調整があるのかなと

思うのですが、大枠ではそんなにまだきちっと決まる前に、今言うそういう測量だけであ

ればそこまで必要だったのかなという気がするのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 私のほうから補足をさせていただきます。 

 留真温泉のこの調査委託費でございますけれども、もともとあったということでござい

ますけれども、実際にどういうレイアウトを建てていくかということで、広場整備とか駐

車場とか緑地帯とか、そういう広場整備をどういう配置でしていくかという、そういう設

計をある程度して図面をかくというところまでいっております。同じく産業交流施設につ

いても今言ったような駐車場、緑地帯、それから広場、そういうことをある程度実施設計
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測量という形で図面等についてはでき上がっております。その費用でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。そこまで入っていればこの金額というものもある程度理解が

できる金額になる、大枠でなくてある程度煮詰めた中のそこまで細かい測量がされている

ということであればこの金額も内容が納得ができるのかなというふうに思います。 

 その中で、このまちづくり交付金事業については今までも私もいろんな質問をさせても

らっている中なのですが、そうしたときに道の駅についてもそうですし、留真温泉につい

てもある程度のところまでいっているといったときに、もう要するに設計図ができ上がっ

ていて、どの程度の部分での融通性が持たされているのかなと。もう町がそこまでやって

いるということは、ある程度大枠については全然揺るがないような状況、もう決まったよ

うな状況までいってしまっているのかなという、そういう考えのもとにそこまでいってい

るのかなというような気がするのですが、その辺はどうなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 設計の中身につきましては、建物の関係もございますので、留真温泉も、

それから産業交流施設も両方建物関係はございますので、位置と、それから建物の大きさ

等もその時点でははっきりしていないということから、ある程度のレイアウトの変更は可

能な形で残しておりまして、建物がある程度固まった時点で面積とか、どういう寸法にす

るとか、そういう緑地、駐車場のことについては変更可能な内容になっています。 

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、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 ９款１項消防費、１目常備消防費、この科目につきましては浦幌消防署

員22名、消防車両22台に要する科目であり、東十勝事務組合への負担金に要した科目であ

ります。13節委託料、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金は、説明資料23ペー

ジに記載しております。 

 ２目非常備消防費、この科目につきましては浦幌消防団員114名に要する科目であり、消

防団の運営、団員の育成指導に要した科目であります。19節負担金、補助及び交付金は、

説明資料23ページに記載しております。 

 ３目消防施設費、この科目につきましては消防庁舎、３分遣所並びに消火栓、防火水槽

等に要した科目であります。 

４目災害対策費、この科目につきましては防災、災害対策に要した科目であります。11節

需用費の修繕料は、説明資料23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。質疑はありませんか。 
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 ７番、河内議員。 

〇河内議員 私消防費ということでの今質問がいいのではないかなということで、ここで

質問をさせていただきたいと思います。 

以前私火災警報器の設置、本年度から義務化がなされたわけですけれども、このことに

ついて一般質問をさせていただいた経緯がございます。そのような流れの中で確認をさせ

ていただきたいと思いますが、先ほどの住宅費、住宅管理費の中の工事請負費の中で公営

住宅については町が責任を持ってこれに対応して火災警報器を設置しております。予算的

に見てもかなりの予算をこれに計上しております。そういうことでいえば、公営住宅に住

んでいる方は設置基準に満たされた形で設置が普及しているという現実があるわけです

が、一般の住宅についてどれほどこの基準が満たされているのかなということが大変私は

心配しております。ということは、先般のテレビ報道で見ていたわけですけれども、札幌

市で６月から煙警報器の義務化されてから、やはり結構普及しているそうですけれども、

初期消火というのですか、結局煙を警報器で知らせることによって火災になる事前に気が

ついて、大きな火災にならなかったということが実際の調べの中で前年度３カ月で５件そ

ういう事例があったことが警報器が普及することによって14件、約３倍にそのことが対応

できるようになった現実があるということを聞いたときに、なべだとかてんぷらだとかよ

くあるのですけれども、かけたままちょっとほかの用事を足したときにうっかり火が回っ

て煙だらけになってしまったと。そのある程度煙が出た時点で警報器がそういう警報音を

鳴らしますので、そういった面では予消防としての何にもつけたけれども、恩恵がなかっ

たというか、そういうメリットがなかったということではなくて、実際に起こっていると

いうこと、いい方向でその設置がもし設置された場合にはあらわれているということが

徐々に明らかになってきているのです。 

あと、私自身のことでいえば、実はなべをかけ忘れて、私ほかの用事で離れてしまって

煙だらけにしてしまったのです。そのときにやはり警報器鳴ったのです。それで、うちの

家内が気がついて飛んでいって、大事にならなかったということ自分自身経験した中でや

はり警報器というのはばかにならないなということ、それ感じたのです。そして、札幌の

そういう事例もありましたので、ですからここで言いたいことは一般の家庭に普及をやは

り図っていってほしい。ということは、その法律を守る守らないということは特に査察を

して、つけているか、つけていないということはそれぞれの責任の範囲においてお任せし

ている部分が多いと思うのです。公営住宅ではもう法律的につけなさいということで町が

責任を持ってつけているから、それについてはクリアされていると思うのですが、一般住

宅については自己責任とはいえやはりその辺の普及については私はどうなのかなと疑問に

思うところがあるのです。それで、できればアンケート的なものを一般住宅にとるなりし

て実態把握をしていただいた中で、自己責任とはいえ警報器の設置を義務化されているわ

けですから、ぜひそういうものを守っていかれるような形で消防行政の中で進めていただ

きたいという気持ちがあるわけですが、いかがでしょうか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 家庭用のこの件につきましては、今河内議員がおっしゃったとおりであ

ります。消防のほうでは春の査察の段階でそれぞれ家庭訪問して、火災報知機の有無につ

いて調査をしておりますが、実際に中に入って点検するまでには消防のほうとしてはでき

ないということで、実際に設置していなくても設置してあると言えばそれまでだというこ

ともありますので、実際問題どれだけ普及しているかということはちょっと把握はしてお

りません。 

それから、もう一つ、つけることによって火災を防止したということについては、私ど

も防災のパソコンのほうに月に３件から５件設置したことによって防げたという効果が入

ってきて、ここ１年間でも50件くらいの効果があるように各消防本部から連絡を受けてお

ります。そういうことも含めまして、今後消防の査察あるいは広報等で周知するのはもち

ろんのことですが、自分の身は自分で守るということも含めまして、事ある機会に普及に

ついて指導、それからこういう効果があるということも含めて普及させていきたいと、こ

のように考えておりますので、ご理解願います。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 今おっしゃられたとおりでぜひ進めていただきたいと思うことと、あとやは

り行政区単位でのいろいろな区長さんなりの私そういった会合あると思うので、そういっ

たときにぜひ行政区の中でもこういったことについては皆さん有効なものですし、そんな

に費用のかかることでないですので、ぜひ区長さんたちを通じてそれぞれの町内会へそう

いった普及を図れるような形も考えてみてはどうかなと思うのですが、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 行政区長さんを通じて当然そういうことも今後考えていかなければなら

ないと思うし、やはりそれぞれの家庭は自分たちで守るという意味でも行政区単位で周知

徹底を図ってもらうのも必要かと考えておりますので、今後どのような方向で周知するか

も検討しながら進めてまいりたいと思っています。 

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２項５目学校保健費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 39ページをごらん願います。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委

員会費、この目につきましては教育委員４名の報酬、費用弁償、交際費などの教育委員会

の運営に要した経費でございます。教育委員会の会議は、定例会を12回開催しました。 

 ２目事務局費、この目につきましては教育委員会事務局の運営や職員人件費に要した経

費で、特に説明を加えることはございません。 
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 ２項小学校費、１目学校管理費、この目につきましては小学校４校、児童数275人、教職

員38人に係る学校経営、施設維持に要した経費でございます。11節需用費の修繕料、13節

委託料、15節工事請負費、17節公有財産購入費、18節備品購入については、説明資料24ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ２目教育振興費、この目につきましては小学校４校の教育振興のための事務委託や関係

団体への事業支援に要した経費でございます。19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費

については、説明資料24ページに記載のとおりでございます。 

 ３目特別支援教育振興費、この目につきましては特別支援教育を浦幌小学校に３学級、

厚内小学校に１学級開設に係る運営経費でございます。障害の内訳は、浦幌小学校が知的

障害１学級、言語障害１学級、情緒障害１学級、厚内小学校が知的障害１学級でございま

す。19節負担金、補助及び交付金については、説明資料24ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ４目簡易水泳プール管理費、この目につきましては厚内小学校、上浦幌小学校、上浦幌

中央小学校に設置しております学校プールの維持管理経費でございます。15節工事請負費

については、説明資料25ページに記載のとおりでございます。 

 ５目学校保健費、この目につきましては小中学校の児童生徒及び教職員の健康診断等に

要した経費でございます。13節委託料、20節扶助費については、説明資料25ページに記載

のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 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。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっとずれるかなと思いますけれども、お聞きください。以前私公営住宅

といいますか、先生方の住宅のことに対してシャワーをつけてくれということをお願いと

いいましょうか、どうなのだろうということをしたのでありますけれども、その中でなぜ

かということで、子供たちの例えば活動に対して、特に今年なんかは暑かったわけであり

ますけれども、その中で先生方がシャワーのある住宅とない住宅とがあるということもお

聞きいたしております。その中で、できれば皆さんに、不公平かどうかわかりませんけれ

ども、そういう住宅、先生方の教員住宅に対してそういう取りつけはできないのだろうか

ということをお聞きしたいなと思いまして、ちょっと項目がずれるかなと思いますけれど

も、ひとつお聞かせを願いたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇大谷教育長 阿部議員の質問にお答えをしたいと思います。 

 ただいまの趣旨は、教員住宅のシャワー取りつけの件だというふうにとらえております。

まず、現状からお話しいたしますと、本町の教員住宅の全保有数は69戸あります。そして、

その中で現在入居している戸数は44戸でございます。そして、その住宅の中で給湯器が設
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置されている住宅が37、その37戸のうち入居している戸数が32戸あります。実質的に給湯

器があって今空き家になっているところは５戸ございます。また、未設置のその給湯器が

設置されていない住宅というのは32戸ありまして、そしてその32戸の中で12戸が今現在入

居している状態であります。ただし、この12戸の中には自分の意思で今のところがいいと

いうふうに考えている教職員もおります。しかしながら、近年の風潮を考えますと、きの

うの水洗化のお話もありましたのですが、一般的には給湯器、あるいはまたシャワーの設

置というのが大体必需品といいますか、一般的な考えであろうかなというふうに思ってお

ります。とりわけ教職員におきましては、日常の子供たちの指導の業務のほかに放課後の

スポーツ少年団、あるいはまた中学校では部活動等の指導者として活動する機会も多くあ

りまして、健康面、あるいはまた衛生的な面から考えますと設置してほしいと、そういう

要望は当然のことでないかなというふうに私自身考えているところでもあります。そんな

ことも含めて教育委員会としましては、何とか教職員の良好な環境を保つということが即

子供の教育の高まりにつながっていくという観点からも、ぜひ設置したいというふうに考

えているところでもあります。 

そこで、現在当面すぐできることとして、先ほど申し上げましたように５戸の給湯器が

ついている空き家がありますので、地域的に一緒になっているわけではありませんけれど

も、その中でまず第１番目に、給湯器がなくて不便であるから住めないというような教師

もいるというふうに聞いておりますので、その人方に対して募集をしたいと。入らないか

ということで募集をしていきたいと。年度途中でもありますから、なかなかすぐにという

ことにはならないとしましても、それがなければ現在給湯器がない中でご苦労されている

先生方にそういうことに対する募集をしていきたい。それでもなおかつ空き家を除いても

満度に充足するということにはなりませんので、一挙にすべて設置するということは当然

困難を伴うと思いますけれども、それにしても何とか年次を追って数戸ずつつけていく方

法がないかなと、そういう方法も考えられるのではないかなというようなことも含めて検

討したいなというふうに思っておりますので、ご理解のほどをよろしくお願いしたいと思

います。 

以上です。 

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、４項１目幼稚園運営費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 41ページをごらん願います。３項中学校費、１目学校管理費、この目に

つきましては中学校２校、生徒数157人、教職員数29人に係る学校経営、施設維持に要した

経費でございます。13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費については、説明資料

25ページに記載のとおりでございます。 

 ２目教育振興費、この目につきましては中学校２校の教育振興のための事務委託や関係
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団体等への事業支援に要した経費でございます。19節負担金、補助及び交付金、20節扶助

費については、説明資料25ページに記載のとおりでございます。 

 ３目特別支援教育振興費、この目につきましては特別支援学級を浦幌中学校に３学級開

設に係る運営経費でございます。障害の内訳は、知的障害１学級、言語障害１学級、情緒

障害１学級でございます。 

〇賀下施設課長 ４目スクールバス管理費、この科目につきましてはスクールバス８路線

にかかわる人件費及び運行管理費でございます。13節委託料、18節備品購入費につきまし

ては、説明資料25ページから26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 43ページをお開きください。４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、３

幼稚園、児童数81名の運営管理に要した経費でございます。15節工事請負費につきまして

は、説明資料26ページに記載しております。 

 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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、５項７目図書館管理費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 43ページをごらん願います。５項社会教育費、１目社会教育総務費、こ

の目につきましては社会教育、文化振興及び文化財保護並びに職員人件費に有した経費で

ございます。19節負担金、補助及び交付金については、説明資料26ページに記載のとおり

でございます。 

 ２目公民館運営費、この目につきましては町内４つの公民館の管理運営に要した経費で

ございます。11節需用費の修繕料、13節委託料、18節備品購入費については、説明資料26ペ

ージに記載のとおりでございます。 

３目博物館費、この目につきましては博物館の管理運営に要した経費でございます。特

に説明を加えることはございません。 

４目高齢者学級開設費、この目につきましては高齢者を対象として４つの公民館ごとに

開設している寿大学の運営費と４寿大学交流会の事業に要した経費でございます。特に説

明を加えることはございません。 

５目青少年教育費、この目につきましては子ども会や少年教育に要した経費でございま

す。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金については、説明資料26ページに記載のと

おりでございます。 

６目家庭教育学級開設費、この目につきましては小中学校の校下に開設されている家庭

教育学級５学級の運営に要した経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

７目図書館管理費、この目につきましては図書館の管理運営及び教育文化センターの管

理に要した経費でございます。13節委託料、15節工事請負費については、説明資料26ペー

ジに記載のとおりでございます。 
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 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、６項５目給食センター管理費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 46ページをごらん願います。６項保健体育費、１目社会体育総務費、こ

の目につきましては社会体育事業に要した経費でございます。13節委託料、19節負担金、

補助及び交付金については、説明資料26ページから27ページに記載のとおりでございます。 

 ２目社会体育施設費、この目につきましては町民球場、パークゴルフ場、健康公園、ア

イスアリーナ、町民スケートリンク及び学校開放事業に要した経費でございます。11節需

用費の修繕料、13節委託料については、説明資料27ページに記載のとおりでございます。 

 ３目総合スポーツセンター管理費、この目につきましては総合スポーツセンターの管理

運営に要した経費でございます。11節需用費の修繕料、13節委託料、15節工事請負費、18節

備品購入費については、説明資料27ページに記載のとおりでございます。 

 ４目スイミングプール管理費、この目につきましてはスイミングプールの管理運営に要

した経費でございます。11節需用費の修繕料、13節委託料、18節備品購入費については、

説明資料27ページから28ページに記載のとおりでございます。 

 ５目給食センター管理費、この目につきましては給食センターの管理運営に要した経費

でございます。11節需用費の修繕料、13節委託料、18節備品購入費については、説明資料

28ページに記載のとおりでございます。 

平成19年度の学校給食センターの稼働日数は、前年度比１日減の208日間で、製造食数は

前年度比5,647食減の12万1,134食でございました。学校給食費は、１食当たり小学校が

200円、中学校が240円で平成10年度から据え置かれておりまして、昨年来の小麦粉及び小

麦粉関連製品、食用油を初めとする食材となる賄い材料費のたび重なる値上げにより、平

成21年度からは学校給食費の引き上げをしなければならない状況にあると考えておりま

す。年内には給食センター運営委員会にお諮りし、ご了承を賜りましたならば、教育委員

会規則の一部を改正し、町民に周知を図ってまいりたいと考えております。 

 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、14款１項１目予備費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害

応急費、この科目につきましては災害が発生したときの応急費でございます。昨年５月17日

から18日における大雨による被災箇所の復旧にかかわる内容でございます。14節使用料及

び賃借料は、説明資料28ページに記載のとおりでございます。 
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 ２目現年発生補助災害復旧費、この科目につきましては平成18年４月20日から21日の低

気圧により被災した道路１カ所を繰越明許で実施した内容でございます。15節工事請負費

につきましては、説明資料28ページに記載のとおりでございます。 

〇前田産業課長 ２項農林水産施設災害復旧費、１目農業施設災害応急費、この目につき

ましては災害に備えての予算でございます。執行はしておりません。 

 ２目水産業施設災害応急費、この目につきましては災害に備えての予算でございます。

14節使用料及び賃借料は、説明資料20ページに記載のとおりでございます。 

 ３目林業施設災害応急費、この目につきましては林道災害に備えての予算でございます。

14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料20ページに記載のとおりでございます。 

〇山田総務課長 12款１項公債費、この科目につきましては借入金元金償還、償還利子及

び一時借入金利子に要した科目であります。 

 13款諸支出金及び14款予備費については、特に説明がございません。 

 次に、49ページをお開きください。49ページから56ページにかけましては、財産に関す

る調書であり、それぞれ公有財産の土地、建物、山林、有価証券、出資による権利、物品、

債権、基金、基金運用状況調書を記載しておりますので、後ほどごらんおき願いたいと思

います。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 産業課長。 

〇前田産業課長 先ほどページ数を言い間違えまして、訂正をしたいと思います。２目の

水産業施設災害応急費の説明資料のページでございますけれども、20ページと申しました

けれども、28ページの誤りでございます。同じく３目の林業施設災害応急費の説明資料20ペ

ージと申しましたけれども、28ページの間違いでございます。大変失礼しました。 

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。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 災害の部分についてお聞きをしたいと思うのですが、昨日地震もありました

けれども、私前にも質問したことがあろうかと思いますが、災害について前回も建設業協

会なりとの中で災害に対してのしっかりとした体制づくりというような質問をした経緯が

あろうかと思います。きのうの地震の中でも、私もきのう地震があって、例えば電話しよ

うとしてもつながらないわけです。パンクしてしまうのです、回線が。そんなことで、や

はり浦幌ということは上浦幌だの厚内だのということで、地方の部分の現状を把握する上

で電話でといってもなかなかそういう電話が、携帯がつながらないだとかというようなこ

ともあろうかと思いますので、その辺の対応についていま一度確認をさせてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 昨日の地震につきましては、早急に調査が必要ということで建設業協会

の災害担当の事務局のほうに電話をいたしまして、公共工事を行っている場所の被災等の
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確認をさせていただきました。後ほどその報告を受けまして、今回の地震による被災箇所

はないという報告を建設業協会のほうから受けております。 

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 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、後ほど全体を通じての中で受けたいと思います。 

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、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時１９分  休憩 

午後 ２時４０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、歳入の審議に入ります。 

 初めに、１款町税から10款交通安全対策特別交付金までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ５ページをごらん願います。１款町税、１項町民税、１目個人につきま

しては、収納率は現年課税分99.1％、滞納繰越分23.4％、合計で97.17％であり、平成18年

度決算と比較してみますと、合計の収納率で0.75％の増であり、収入済み金額では4,829万

2,000円の前年度より増額となりました。不納欠損額は２個人、収入未済者は実人員89個人

の内容でございます。 

 また、２目法人は、法人数142法人に係るもので、収納率は現年課税分99.83％、滞納繰

越分0.35％、合計で99.16％であり、平成18年度決算と比較してみますと、合計の収納率は

同率でございましたが、収入済み金額では582万9,000円の増額でございました。収入未済

者は４法人の内容でございます。 

 続きまして、２項固定資産税につきましては、１目固定資産税の収納率は現年課税分

99.41％、滞納繰越分11.72％、合計で96.6％であり、平成18年度決算と比較してみますと、

合計の収納率で0.02％の減で、収入済み金額では595万5,000円の増でございました。不納

欠損処分は１個人、収入未済者は実人員63個人の内容でございます。 

 ３項軽自動車税につきましては、原動機付自転車を初め10車種、3,091台に係るもので、

収納率は現年度分99.74％、滞納繰越分22.6％、合計で99.17％であり、平成18年度決算と

比較してみますと、合計の収納率で0.03％の増で、金額では14万2,000円の増額でございま

した。収入未済者は実人員11個人の内容でございます。 

 ４項町たばこ税につきましては、収納率は100％ですが、平成18年度決算額と比較してみ
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ますと、収入済み金額では101万1,000円の減額でございました。平成18年のたばこの小売

価格改定が一要因として、一層たばこ離れが進んだものと思われるものでございます。 

〇山田総務課長 ２款地方譲与税、１項１目自動車重量譲与税から７ページ、10款１項１

目交通安全対策特別交付金までにつきましては、成果報告書の中で申し上げましたので、

説明は省略いたします。なお、この目については、発生した金額が即収入済みとなります

ので、収入未済は発生いたしません。 

また、９款１項１目の地方交付税は、当初予算額に対し２億1,918万2,000円の補正です

が、平成18年度実績費では3,969万1,000円の増額であります。 

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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 次に、20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇山田総務課長 11款分担金及び負担金、２項負担金、１目の民生費負担金の２節児童福

祉費負担金、これについては認可保育所２件の収入未済がございます。３節の児童福祉費

負担金滞納繰越分、同じく認可保育所で10名の収入未済がございます。また、５節の老人

福祉施設費負担金、これについては入所者の徴収金１件の収入未済がございます。 

 ３目の農林水産業費負担金の１節農業費負担金では、稲穂地区国営農地開発事業受益者

負担金４件の収入未済がございます。２節の滞納繰越分については、４件の収入未済がご

ざいます。 

 ４目の教育費負担金、１節の教育費負担金では、学校給食費14名の収入未済、また滞納

繰越分については26件の収入未済がございます。 

 次に、８ページの５目土木使用料、１節の公営住宅使用料につきましては15件の収入未

済、２節の改良住宅使用料については６件の収入未済、４節の公営住宅駐車場使用料は９

件の収入未済、５節住宅使用料滞納繰越分は27件の収入未済がございます。 

 ６目の教育使用料の１節の幼稚園保育使用料、これについては浦幌幼稚園２件の収入未

済、幼稚園、保育園使用料の滞納繰越分につきましては１件の収入未済がございます。 

 次に、２項の手数料、次のページの９ページに移りまして２目の衛生手数料、これにつ

きましては補正減の主な要因につきましてはごみ処理手数料の更正減によるものでありま

す。 

13款国庫支出金、２項国庫補助金、２目の土木費国庫補助金の補正増の主な内容は、ま

ちづくり交付金の追加によるものであります。 

３目教育費国庫補助金から11ページ、14款２項３目衛生費補助金までは、特に説明がご

ざいません。 

次に、11ページをお開きください。４目の農林水産業費補助金の主な補正増は、林業費

補助金で森林整備地域活動支援交付金の追加の内容であります。 
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３項委託金から13ページ、18款１項１目の繰越金までについては、特に説明がございま

せん。 

次に、13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、２目ウタリ住宅

改良資金貸付金元利収入、１節の改良住宅の貸付金元利収入については１件の収入未済、

また滞納繰越分については６件の収入未済がございます。 

次に、14ページ、７目浦幌町高齢者生産活動センター委託業務貸付金元金収入、これに

つきましては250万の収入未済がございますが、７月末日をもって全員納入となっておりま

す。 

次に、５項の雑入、この３節の雑入につきましては、不納欠損額につきましては高齢者

活動センターの未償還金に係る遅延利息等が不納欠損となっております。また、収入未済

額は畜産担い手育成総合整備事業受託事業の２件でございます。 

20款町債については、特に説明がございません。 

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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 以上で歳入の審議を終了いたします。 

 ここで認定第１号 平成19年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定全体を通じての質疑を

受けたいと思います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより認定第１号を採決いたします。 

 認定第１号について、原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、認定第１号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りをいたします。明日９月13日から17日までの５日間、議事の都合により休会した

いと思います。これに異議ありませんか。 

（「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、明日９月13日から17日までの５日間休会することに決定いたしました。 

なお、９月18日は午前10時から本会議を開きます。 
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    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ２時５２分 

 


