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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 議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 ９月10日午後、第３回町議会定例会の運営について、正副議長の出席をいただき、委員

全員出席のもと、議会運営委員会を開催し、町理事者より追加議案の説明を求め、協議を

いたしましたので、ご報告いたします。 

本日の一般質問は、福原仁子議員、杉江博議員、二瓶隆議員、河内富喜議員、中尾光昭

議員の５名より５項目についての質問通告がなされております。 

質問順につきましては、通告順に指名されるよう議長に申し入れておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

一般質問終了後、追加議案、議案第83号から89号まで７件、続いて平成20年度決算審査

をお願いいたします。 

 以上、議会運営委員会において協議をした結果であります。議員各位のご賛同賜ります

ようお願い申し上げますとともに活発なる審議を期待いたしまして、議会運営委員長報告

といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇田村議長 日程第２、一般質問を行います。 

通告順に発言を許します。 

初めに、３番、福原仁子議員の質問を許します。 

３番、福原議員。 

〇福原議員 通告に従いまして、消費生活相談体制の強化と整備について一般質問をさせ

ていただきます。 

 現在ご存じのように９月１日に消費者庁が設置され、国の機関も含め消費生活を取り巻

く環境が大きく変化しようとしております。商品やサービスの多様化、販売方法の悪質化、

巧妙化、消費者トラブルの広域化により相談内容が複雑多様化するとともに、高齢化が急

速に進行してきています。このような中、現在町村経由で北海道消費者行政活性化基金10億
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5,000万円が消費者生活における被害の防止やその安全を確保するために21年度より３年

間100％補助で出ています。住民が相談しやすく、相談処理が適切に行われる体制、消費者

被害を未然に防止していくための整備が求められています。町民のためにぜひこの交付金

の申請をしていただきたく、次のことをお伺いいたします。 

 １点目、専門窓口としての消費生活センターの開設についての考えをお聞かせください。 

 ２点目、相談体制の委託業務についてのお考えをお伺いいたします。 

 ３点目、消費相談員の養成についてのお考えをお伺いいたします。 

 以上、３点をお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員の質問にお答えをいたします。 

 国が交付する地方消費者行政活性化交付金は、近年消費生活相談の複雑化、高度化が進

む中、都道府県に設置する消費者行政活性化のための基金の造成に必要な経費を交付し、

消費生活相談窓口の機能強化に向けた地方公共団体の取り組みを支援することにより、地

域の消費者の安全で安心な消費生活の実現に資することを目的としています。この交付金

により、北海道は北海道消費者行政活性化基金を造成し、平成21年度から平成23年度まで

の３年間で市町村の消費生活行政の強化に向けた助成を行っているところであり、浦幌町

でもその活性化について検討しているところであります。 

 １点目の質問であります消費生活センターの開設についてですが、消費生活センター開

設の要件として、１つ目は消費生活相談員としての資格、またはその資格と同等以上の専

門的な知識、経験を有する方に事業者に対する消費者からの苦情にかかわる相談及びあっ

せんに従事させること、２つ目として消費者安全の確保のため適切な電子情報処理組織そ

の他の設備を備えること、３つ目として１週間に４日以上開設していること、この３点が

あり、市町村においては必要に応じこの３点の要件に該当する施設、または機関を設置す

るよう努めなければならないとされています。町としての消費生活相談業務は、現在他の

業務と兼務する形で職員を配置していますが、１週間に４日以上の開設を考慮すると資格

を取得したところの職員の配置、専門の相談会場等の確保が必要と考えられることから、

町が単独で消費生活センターを整備することについては現在の職員定数上及び施設整備上

から難しい状況であります。 

 ２点目と３点目の質問については、関連がありますので、あわせてお答えをいたします。

地方消費者行政活性化交付金は、平成21年度から23年度までの３年間、消費生活相談窓口

の開設や機能強化のための相談員の養成に伴う経費、相談会場の整備にかかわる備品等の

購入経費など、消費生活センター、またはそれに準ずる相談業務の開設要件に対しての補

助金の対象となることから、相談員の養成等の業務を委託し、進めるべく関係団体との協

議の上、検討してまいります。 

 以上、福原議員の答弁とさせていただきます。 
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〇田村議長 再質問を許します。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 再質問をさせていただきます。 

 ３年前の９月にも相談窓口の強化について質問をさせていただいていますが、そのとき

も専門知識の習得のために研修会等に積極的に派遣していきますという答弁をいただいて

おりました。きょうも単独で消費生活センターとしての職員の資格取得条件や職員定数上

の専門相談会場の確保も現状では難しいという答弁でございますが、私の調査では週４日

間ではなく週１日の開設でも可能であるということでした。また、この補助金を利用して

職員の資格取得もできるようですので、あと２年半という期限も限られていますが、その

ことも含めて将来的に消費生活センターの開設ぜひともお考えいただきたいのですが、い

かがでしょうか。お伺いいたします。また、ひとり暮らしと２人暮らしの65歳以上の世帯

数は、現在は32.6％、10軒当たり３軒はもう高齢化しているという現状でございます。こ

のことを考えて、前向きな答弁を再度お伺いしたいと思います。 

 ２点目、３点目につきましては、非常に前向きなご答弁をいただきまして感謝申し上げ

ます。できれば時期など具体的にどのようにお考えでしょうか、お伺いいたします。 

また、けさの報道によりますと、消費者相談ダイヤルが各都道府県対応のパイオネット

という電話なのですが、９月14日から一部開通になりました。今現在の電話は、役所の576―

2111の内線750番と非常にかけづらい、できれば直通番号にならないかとの声もありますの

で、直通電話の設置もあわせてできるかどうかお伺いをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまの福原議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 消費生活センターの開設の関係で４日以上云々ということがございましたけれども、消

費者行政活性化交付金事業の対象経費等にかかわりまして要綱的なものといたしまして数

点がございます。消費生活センター、これにつきましては消費生活センターの新設、増設、

改修等というようなことで施設整備も含まれた内容になっているかと思います。それから、

消費生活相談事業、このことにつきましては週４日以下というような部分でその生活相談

事業を行えるというような内容になってございます。消費生活センターにつきましては４

日以上というようなことでございますので、それらの関係が含まれているものかと思われ

ます。また、消費生活相談員等のレベルアップ事業という事業がございまして、これにつ

きましては相談員の養成等、または相談員研修会の開催等々がその経費として今回の基金

にかかわる交付金事業の内容となってございます。それらを検討し、今後の考え方でござ

いますけれども、ただいまのご質問の中で職員の資格取得等、定数上の云々とございまし

たけれども、町長が答弁で申されましたとおり、４日以上の体制の中ではやはり定数上困

難という部分もございます。そんな関係上、消費者行政活性化交付金事業の中での消費生

活相談事業、スタートアップ事業でございますけれども、このことと消費生活相談員等の
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レベルアップ事業、これらを包括した中での委託事業ということを今後の大きな課題とし

て検討しているところでございます。 

また、ただいま65歳以上の世帯についても32.6％というようなことでご質問の中でござ

いました。９月１日現在におきましても本町の人口が5,788人の中で65歳以上の方が占める

方が1,880人という中で、およそ32.5％の高齢化比率ということが言えるかと思います。消

費者の相談にありましては、悪質商法による消費者被害が現在も発生していると。また、

特に社会的弱者の高齢の方がその比率が高いということで、今後ますます高齢化が進みま

すとそれと比例して消費生活相談、消費者被害というものが比例していくようなことが懸

念されている状況だというふうにはとらえているところでございます。それらを含めまし

て、今後は先ほど申し上げました委託事業の中で何かこの部分が検討できないかというこ

とで庁内におきましても十分研究、検討しているところでございます。また、この交付金

事業につきましては、平成21年度から23年度までの３カ年というふうに限定がされてござ

います。24年度以降につきましては、その交付金事業がございませんので、これら将来の

ことも見据えた中で町としての取り組みがどの程度の内容でできるのかを含めて、委託を

進める中での検討ということで進めてございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

また、都道府県のＰＩＯネットの関係ですけれども、これにつきましても先ほどの消費

生活相談スタートアップ事業、消費生活相談員等レベルアップ事業、この中でそういった

機器の整備もメニューの中に盛り込まれておりますので、これらも含めた中での検討をし

てまいりたいというふうに考えてございますので、ご理解のほどをよろしくお願いしたい

と思います。 

 済みません、パイオネットの関係で１点漏れてございました。直通電話にかかわりまし

ても、その機材につきましてもパソコンの整備、これはパイオネットとの専属回線という

ふうには聞いてございますけれども、それらの接続とあわせた中での直通電話の設置も可

能かというふうにはとらえているところでございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 非常に前向きな答弁をお伺いしました。本当に短い期間の３年間という補助

です。時期を逸すると不可能になりますので、なるべく速やかにこの事業を進めていただ

きたいということを再度確をしておきます。いつの時期にこのようなことをしていただけ

るのかということを重ねてお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 先ほどの説明の中で委託ということを申し上げました。委託にかかわり

ます関係団体との協議の部分もございますので、その協議の中でのどのようなことが可能

かということも踏まえた中でできる限り早い時期での検討を進めてまいりたいというふう
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に思ってございますので、ご理解を願いたいと思います。 

〇田村議長 これで福原仁子議員の一般質問を終わります。 

 次に、５番、杉江博議員の質問を許します。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 私は、今回大雨災害及び湿害対策ということで、今までも治水や基盤整備に

ついて何度か質問させていただいておりますが、たび重なる質問であります。しかし、時

とともにいろいろ状況の変化もあるということで、重ねて質問をすることご理解いただき

たいと思います。 

 本年は、５月下旬より多雨多湿状況が３カ月を超える現在も続いております。６月22、

23日の豪雨に見られるように、本町は町内全域において水対策が十分とは言えず、被害が

発生し、第４回臨時会において報告されたところでもあります。特に本年は、天候不順に

よる多雨により上浦幌から下浦幌まで町内全域にかけての農地の被害は未整備地において

目立ち、基盤整備が順次進められておりますが、十分とは言えず、特に下浦幌地域の国営

防災事業地域内はこのことによって派生した水処理対策が不十分なため、未整備地問題も

含め河川整備の恒常的問題とゼロメートル地帯の地理的問題を優先して考えなければ解決

できない状況にあると考えております。これらの問題は、町独自で解決できない問題も多

く、既に国や道に政策要望されている事項も含めどのような協議がなされてきたのか、町

としてどのような計画を持って対策を行うのか、次の事項についてそれぞれ伺いたいと思

います。 

 １点目、朝日地区の排水機場設置協議は。 

 ２点目、十勝静内川の改修整備と排水機場計画は。 

 ３点目、浦幌川の早急な改修と河川敷地内の柳伐採。 

 ４点目、下頃辺川改修の早期完了と見通しについて。 

 ５点目、稲穂フルマントンベツ川の整備計画。 

 ６点目、国営防災事業区域内の白地地域への整備事業導入見通し。 

 ７点目、町内河川の樋門管理に関する指導と堤内排水用移動式ポンプの設置の計画。 

 ８点目、本年の湿害における緊急対策と今後の未整備地対策はということでお伺いをし

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 杉江議員の質問にお答えをいたします。 

 大雨災害及び湿害対策についてでありますが、本年は６月中旬から７月中旬にかけての

長雨や低温、日照不足などの異常気象により冷湿害の被害を受けました。特に６月22日か

ら23日にかけて総雨量136ミリの大雨が降り、床下浸水などの住家被害を初め林業被害や水

産被害、町道、河川などの土木被害、また農業被害は農地の冠水や倒伏、農地の流失など

により農作物は甚大な被害を受けました。その後、天候は多少回復したものの農作物の生
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育に大きなおくれが生じており、作柄や収量への影響が懸念されております。 

 １点目の朝日地区の排水機場設置協議についてでありますが、朝日地区の内水処理対策

として排水機場の整備促進を６月28日に地域政策懇談会で要望したところであります。そ

の後、国営総合農地防災事業による排水機場の設置について関係機関と協議してまいりま

したが、既に本事業において浦幌太排水機場を造成しており、さらなる施設の設置は困難

であり、他の国直轄補助事業による設置も難しいとの回答でありました。本町といたしま

しては、被害解消に向けたその他の方策として地域内の排水路整備や低地のかさ上げ等の

事業整備について今後も関係機関に要望してまいります。 

 ２点目の十勝静内川の改修整備と排水機場計画についてでありますが、十勝静内川につ

きましては北海道管理河川として昭和44年から河川改修に着手し、管理延長6.4キロメート

ルについて改修済みとなっております。しかし、現状としては、この河川には５カ所の樋

門が設置されておりますが、樋門の開閉操作にもかかわらず大雨時には畑地への冠水被害

を受けております。このようなことから、実情を踏まえ、今後河川管理者である北海道に

対し河川改修及び排水機場の必要性について要望してまいりたいと考えております。 

 ３点目の浦幌川の早急な改修と河川敷地内の柳の伐採についてでありますが、樋門から

の排水処理を円滑に行うため、帯富から留真までの河床掘削を北海道が平成20年度から実

施しているところであります。今後につきましても事業の早期整備を引き続き要望すると

ともに、流れを阻害する柳の伐採につきましてあわせて要望してまいりたいと考えており

ます。 

 ４点目の下頃辺川改修の早期完了見通しについてでありますが、平成19年度までに道道

豊稔橋及びＪＲ橋のかけかえ工事が完了し、引き続き内水被害を解消し、流下能力の向上

を図るため稲穂地区の河道掘削を実施しているところでありますが、現在のところ平成

22年度完了予定となっております。 

 ５点目の稲穂フルマントンベツ川の整備計画についてでありますが、この河川は道道瀬

多来吉野線にかかる八線橋を管理境界とし、上流側は本町が管理する普通河川、下流側は

１級河川下頃辺川への合流点区間として北海道開発局が管理しております。この河川は、

これまでも大雨による被害を幾度となく受けており、その都度災害復旧事業により対応し

てまいりました。しかし、近年は災害復旧事業の対象となるような河川の決壊ではなく、

河道内に柳等が繁茂し、河川の流下能力を阻害し、出水時には洪水被害を生じる状況にあ

りました。このため洪水被害の防災措置として、下流側における下頃辺川への合流点区間

につきましては北海道開発局へ河道整備を要望しているところであります。また、上流側

の普通河川につきましては、地先の要望により平成20年度地域活性化・緊急安心安全実現

総合対策事業で既に一部河道整備を実施したところであります。 

なお、今後の整備計画についてでありますが、下流側の北海道開発局要望区間は今年度

整備予定となっております。また、上流側の普通河川未整備区間につきましては、年次計

画により引き続き実施してまいりたいと考えております。 
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６点目の国営防災事業区域内の白地地域への整備事業導入見通しについてであります

が、本年度は冷湿害による影響で本町全域において農作物に大きな被害を受けており、特

に基盤未整備地の被害が目立ち、農地の排水対策は大変重要なものと考えております。ま

た、下浦幌地区においては国営総合農地防災事業で基盤整備が進められ、計画どおりの進

捗のもと平成23年度の事業完成となっております。しかし、区域内にはいまだ基盤整備事

業を必要とする農地が1,350ヘクタールあり、本町といたしましては早急な事業導入が必要

と判断しておりますので、今後とも関係機関と協議し、道営事業の実施に向けて本年度中

に関係農家への事業説明を行い、平成22年度に計画を樹立、平成23年度からの事業着手に

向けて進めてまいります。 

 ７点目の町内河川の樋門管理に関する指導と堤内排水用移動式ポンプの設置計画につい

てでありますが、まず初めに町内における樋門管理は北海道が管理している７河川に対し

125基設置しております。この樋門管理につきましては、本流河川の洪水の堤内側への逆流

をゲートの開閉操作で内水のはんらんを防御し、堤内における被害を最小限度とする緊急

性をかんがみ、北海道から本町が委託を受け、それぞれの河川状況に精通している各地先

の関係者に対し管理人として委嘱させていただいているところであります。この点検整備

は、定期点検として年間５回行うこととし、毎年各管理者に配付しております樋門樋管点

検整備記録表に基づき整備することとなっており、この記録表をもとにゲートの操作及び

樋門樋管等の機能状況を確認し、北海道管理者へ報告の上、整備等必要事項の要望をして

いるところであります。 

また、大雨による河川増水時には臨時の巡回が必要となり、本流河川水位によっては施

設のゲート開閉操作が出てまいります。この操作がおくれますと、堤内における畑地等の

冠水が広がり、それによる被害も増大いたします。このことから、町といたしましては本

年３月18日付で近年の異常気象による集中豪雨の被害の軽減化について気象情報の収集及

び早期対策を呼びかけたところです。また、今後につきましても、さらに管理人の皆様に

樋門樋管の操作について適正な管理を行っていただくよう指導に努めてまいります。 

次に、堤内排水用移動式ポンプの設置計画についてでありますが、大雨による本流河川

の水位の上昇で堤内への逆流を防止するために樋門樋管のゲートを閉めますと、堤内に排

水が停滞し始めます。この内水の滞水量と堤内における土地の高低差によっては、時間が

経過するのに伴い畑地等の冠水面積が広がり、被害が拡大することになります。このため

早期における排水ポンプの設置が必要となります。この場合の対応といたしましては、緊

急度を勘案し、内水排水処理にかかわる機材及び労力を町内建設業者に依頼し、本河川の

逆流が解消されるまでの間排水ポンプにより内水の排除処置に当たってきました。しかし、

今年６月の大雨の際には処理箇所が増加したこともあり、機材及び労力不足で対応に時間

を要した結果となってしまいました。その後の調査で樋門樋管のゲート操作につきまして

は125基のうち41基の開閉操作が行われ、６カ所でポンプによる排水処理が行われたことが

わかりました。今後につきましては、これを踏まえ、迅速な情報の収集と災害応急対策支
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援協定の会員であります建設業者との連携をとりながら、機材及び労力の確保に努めてま

いりたいと考えております。 

８点目の本年の湿害における緊急対策と今後の未整備地区対策についてでありますが、

本年は６月下旬から７月下旬にかけての大雨、低温、日照不足により農作物の生育に大き

な影響を受けており、一部作物で回復傾向は見られるものの、収穫期を迎え、大変憂慮し

ているところであります。本町におきましては、７月下旬より農協や農業改良普及センタ

ーなどの農業関係機関で組織する浦幌町農業振興連絡協議会において生育に関する情報交

換、農業技術情報の周知や生育不良状況調査を行うとともに、こうした状況に適切に対応

するため８月20日、異常気象に伴う農作物冷湿害対策会議を立ち上げ、生育状況調査や豆

類収量調査を初め農業技術指導などの対策について活動を行っております。本年の湿害に

おける緊急対策としましては、８月17日に実施しました生育不良調査の結果にも見られる

とおり、排水不良の圃場では農作物の生育に大きな影響を受けていることから、冷湿害対

策会議においても来年の営農に間に合うように早急な排水不良対策が必要との結論に達

し、心土破砕事業、明渠排水溝掘削事業及び小規模暗渠排水事業について本定例会に補正

予算を提出させていただいているところであります。今後の排水不良対策につきましては、

農家負担の少ない事業を関係機関に要望しながら進めてまいりたいと考えています。 

 以上、杉江議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 １点目から再質問をさせていただきたいと思いますが、朝日地区の問題であ

ります。開発局は６月の大雨後、７月の９日だったと思いますが、被害の報告と今後の対

応についてということで国営事業の期成会に対して説明がありました。その中で、この排

水機場の問題、検討していく姿勢で、地元の人の用地提供も受けれるだろうかというよう

なお話までありました。しかし、今答弁にありましたようにそれぞれの状況で国として実

施できる状況にないということでありますから、だからしなくてもいいということではな

くて、今後多分畑総事業入りましても畑総事業ではこのことは無理なのだろうと私も判断

をしております。どんな方法があるのか、特にあの地帯の排水につきましては樋門管理を

請け負っている方がバックホー持っていったり、トラクター持っていったりしてポンプを

つり上げてやっていると。非常に見ていても危険な状況にあります。そういうことを解消

するためにも、排水機場が無理であれば当面無事に安全にポンプ排水できるようなステー

ジなり、そういう施設の設置をまず要望していき、町としてはどんなことができるのかも

十分検討していただきたいと思います。 

 次、２点目、静内川の問題でありますが、国営防災事業では６月に136ミリという雨量の

報告をされておりますが、国営防災事業は10年間で１度の156ミリを想定した事業設定をし

たはずでございます。そういう中で、先ほど申し上げた開発の報告でも136ミリでなぜこん

なになったかと、担当者もそういう発言をしております。しかし、これは雨の降り方です
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から、それぞれの状況、違う状況があったというふうに私もとらえております。そういう

中で、町長もご承知だと思いますが、開発が十勝川水系の河川整備計画、今後20年、30年

を想定した計画、新聞にも９月の９日だったと思いますが、今後の事業試算1,600億という

ことで各町村に公示をし、一般からの意見を求めている、こういうもの出ているのもちろ

ん町長もご承知だと思います。これの意見を出すのが19日までとなっておりますが、この

計画の中に、もちろん河川の管轄の違いもあります。しかし、先ほども答弁にありました

ように静内川の整備計画についてはこの計画にものっておりません。私も最近知ったので

すが、静内川の浦幌十勝川への出口何百メートルぐらいしか開発の管轄でないと、あとは

道の管轄だということであります。その辺のこともあって連携が悪いのかなと。非常に町

長もこの状況については把握しておられると思いますが、９月の７日、８日、つい最近で

ありますが、その雨、80ミリあった雨でも新天橋、静内入ったすぐの小さな橋ですが、新

天橋横断している水路、これはもう満杯状態です。この水路の水があふれることによって

十勝太統太線の通行どめになる。水がはける状態でないです。それで、静内樋門、第３樋

門から水が出るようになっていますが、ここでもポンプ設置されておりません、今回も。

15年の８月の９日、10日の台風から19年の春の融雪大雨、そして今回と同じ状況続いてい

るのです、国営防災事業やっても。この道路、それから排水路の関係については何も改善

されていないのです。暗渠と、それから置き土あったところについては確かにつかないと

ころがありました。しかし、この下流、ご存じのようにもう30ヘクタール以上も水没です。

置き土した後も水没しているのです。私は、先ほど申し上げた７月の９日の開発との協議

でもはっきり申し上げました。今まで水だめだったところに土を置いて置き土して、１メ

ートル、１メートル50高くなったのです、畑地は。しかし、水だめだった水がどこへはけ

るだけの水路をつくってあるのかと、非常にこれが不足しているのだということを、静内

地区も稲穂地区も同じです。このことを開発に申し上げてあります。ぜひこのことをもっ

と現地で検証されて、開発とも打ち合わせされ、対応していただきたい。これはまた起こ

ります。もうほぼ完了状態になっているのですから、水路の規模不足です。そういうこと

を思っています。静内川の問題については、先ほど申し上げました静内３号樋門、ここで

ストップになっているのです、排水路が。そこから出なければ全部道路横断して反対側の

生剛地区の畑地に水が入っている。先ほど申し上げたようにこの状態が続いているのです。

６年たちますけれども、何にも改善されておりません。十分検証されて、対応していただ

きたい。 

 次、３点目です。浦幌川の改修ですが、これは先ほど申し上げた十勝川水系河川整備計

画にのっております、柳も切るように。しかし、ご承知のように今回６月の大雨で掘った

ところがどこなのだかわからないぐらい沈砂池になってしまっているのです。70メートル

掘っても、円山までいくということですから、５キロあるのでしょうか、10年もかかるの

かなと。そういうことではどこを整備したかわからず、地域の人たちの内水処理問題は解

決できないのです。早急に迅速に工事が完了するように関係機関にお願いをしてほしいと
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思っています。 

 それから、４点目、下頃辺川の問題ですが、先ほども申し上げました静内と同じです。

排水路、置き土を大量にやりましたけれども、水のはく水路が不足しております。これも

この十勝川水系の河川整備計画、これも写真つきで15年に西稲穂樋門、ポンプ排水するよ

うになったと誇らしげに写真載っているのです。開発局の資料です。しかし、15年にやっ

てから今回、あるいは先ほど申し上げた19年、同じ状況で満水です。置き土したところも

水没している部分があります。これも開発に話はしてありますが、特に置き土、平和地区、

置き土しております。保安林から上の稲穂地区については置き土していないですから、今

回も水没状態、ご承知のとおりです。この辺の対応についてしっかりと、何回もこういう

質問をさせないように対応していただきたいと思います。稲穂の山際の排水路、これが２

号樋門の排水能力が非常にポンプ１台でははけないのです。ですから、西側の排水路も満

杯です。先ほど申し上げた保安林から上の地帯は、もう稲穂地区水没したという状況です

から十分、状況確認するといっても水出ないと、もう通り過ぎてしまったことですから確

認のしようないと言われるかもしれませんけれども、それなりの書類は持っておいでだと

思います。特にこの後の樋門の関係もあるのですが、被害状況を職員皆さんで町内回って

報告しますね。どれだけ冠水したとか、道路どこいかれたとか、そういう報告だけではな

くて、何がどうだからこうなったのか検証しないと、何にも改善されていないのです、何

年間も。そういう仕事をやって、やっぱり対策を講じてほしいということです。先ほど答

弁にありましたように下頃辺川の改修、これもこの十勝川水系の河川整備計画のっていま

す。のっていますし、22年に終わるということですから、完了するということですから、

次の稲穂フルマントンベツ川の整備についてもこれが終われば順次順序よくやっていける

ものと期待をしております。 

 次に、６番目の国営防災事業区域内の白地地域の整備事業でありますが、答弁で1,300町

が外れているということでありますが、3,500ヘクタールの中の1,300町は事業対象外にな

ったという中では未整備地区ばかりでないです、これは、ご承知のように。草地造成事業

とか酪農関係の飼料作物の事業とかいろんなことで整備やっているところもあります。耐

用年数が過ぎていなくて入れれなかったところ、あるいは高台地で対象にならない、ある

いは今後は必要になるかもしれませんけれども、そういうところも含まれておりますから、

1,300町すべてが事業対象外だということではなくて、既に整備されているところもあると

いうことは認識されていると思います。しかし、再三にわたって申し上げているこの地域

の問題は、非常に面積が多くて、１戸の農家で10町、20町、30町未整備地区持っているの

です。以前にも申し上げましたけれども、この質疑の中で町は小規模暗渠を使って対応し

てくださいという答弁あったのです。しかし、今の事業見積もりですと１億用意しても

200町ぐらいがせいぜいです。町が１億用意しても農家はそれ以上の負担ですから、とても

やれる規模ではないです。見通しについて答弁ありましたけれども、ぜひ早く実施をでき

るように努力していただきたい。特にこの今回の６月の大雨で開発が追加事業をどれだけ
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やってもらえるか、期成会でもいろんなお願いをしております。補完工事として暗渠なり、

置き土なり、補完工事はもう既に出てきているほかに取り込んでもらえるのか、そういう

ことがあったときに国営事業が23年しっかりと終われるのか、そういうことも心配してお

ります。農家の立場では痛しかゆしと、負担のかからない国営事業で少しでもやってもら

いたい、しかしそれが延びれば畑総事業が一年でも延びるのでないだろうかと、そういう

心配もしております。 

 次に、７番目の町内の河川に対する樋門樋管管理の点についてでありますが、６月の大

雨で樋門が閉め切らずに漏水している箇所があったということはもうご承知だと思いま

す。このことの対応について、地先の当事者に何らかの説明や最低限の理解を求める対応

をしてきたのかということをひとつお伺いをしたいと思います。ここは今回だけでなくて

19年の春の融雪大雨のときも漏水しているのです。原因は何かわかりません。今回私も何

回も確認に行きましたから、私は漏水確認、それまで行かなくて、疑問を持って、何回も

見に行ったのです。その１時間後に地域の人が間違いなく漏れているよという報告あった

のです。これ午後４時です。23日の午後４時。19年の春にも同じようなことあった。この

ときは、樋門に根っこがひっかかって閉め切らなかったということになっています。事実

関係私わかりません。しかし、２度までも同じ場所でこういう管理があったということは

大問題です。このことの対応について伺いたいと思います。 

 それから、静内地区でも樋門を閉めたことがないところがあると。これは、水路の関係

私わかりません。先ほども報告あるように町内で41カ所の対応あったと。開閉の必要ない

ところも当然あったと思います。しかし、先ほどもお話ししましたように、非常にあの辺

の状況お話ししたとおりです。それで、何で開閉されていないのかなということがありま

す。十分このことも土木やらと協議をして状況を把握していただき、対応していただきた

い。静内の第３樋門の近辺につきましては、現状では水が出たら樋門のところ行けないで

す。堤防、もうやぶになっていますから。ふだんはこちらから歩いて堤防に上がっている

ようですけれども、水で行けない状況になるのです。これで樋門管理しているとは言えな

いです。そんなことがいっぱいあるのです。 

町内的なことをこの樋門管理、ポンプの設置について申し上げれば、６月の23日、雨の

後です、雨の上がった日。中浦幌地区では、４時過ぎてポンプ排水ほぼとまっています。

樋門上げれる状況になっているのです。下浦幌では、先ほど申し上げた漏水あった場所は

午後11時です、樋門上げれたの。この樋門も上がらないのです、管理不十分で。もう排水

作業やった業者の人も手伝って、30分以上かかってようやく樋門上げたといっているので

すから。朝日地区は夜中の１時です、樋門あいたの。養老、正式には愛牛樋門と言ってい

ます、豊北橋のふもとですけれども。これは朝３時です、樋門あいたの。それだけ下浦幌

地区は水没しているのです。畑が水没しているのです。それで、養老地区は日中地域の人

が何でくんでくれないのだと要請があったはずですけれども、先ほども答弁にあったよう

にいろんな状況あったのでしょう。ポンプ設置ないのです。朝の３時まで、次の日の朝の
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３時まで水没しているのです。こういうこと上から下までやっぱり均等な対応をしていた

だいて、特に下浦幌は上流から水来るのですから、その対応についてやっぱりしっかりバ

ランスとれた対応をしていただく必要があると。先ほども答弁にありましたけれども、非

常時に対する業者との協議、それからふだんの管理指導についていま一度きちっと確認を

して、最大限の努力をしていただきたい。下浦幌は、昔から水になれていますから、みん

な住民のんきだといえばのんきなのです。静内地区も50年前は谷地地帯で、帯広の囚人さ

んたちが冬しばれたらヨシ刈りに来たのです、氷の上。そういう地帯です。しかし、昭和

40年代に入って国営パイロット事業で地域に払い下げされた。非常に利益もあり、喜んだ

時代もあったのですが、機械が大型化して、利用できる状況でなくなってきてしまった。

そういう地域の恵まれない条件のところの人たちにも行政のひずみがないように対応して

いただきたいと思うのです。民法では、皆さん法律に詳しいでしょうから、民法では自然

に流れてくる上流からの水は拒んでいけないことになっています、214条に書いてあるので

す。しかし、次の条では災害や異常事態で起きた水については上流のものは処理しなけれ

ばならないことになっています。215条に書いてあるのです。だから、言ってみればみんな

均等なのです。均等ですから、町内均等に水の処理していただくように十分配慮していた

だきたいと、そう思います。 

 それから、８番目に、冷湿害対策ですけれども、補正予算出る前に私も一般質問の通告

をしましたので、今回補正を出していただいております。冷湿害対策会議の設置や補正の

迅速な対応については十分評価をしていきたいと思いますが、基盤整備は長期的な対応も

必要で、上浦幌においても営農をやめて賃貸している人たちの借りている圃場が非常に整

備状況がよくないと聞いております。それから、今中浦地区でも畑総事業入っております

けれども、いろんな事情あって満度に参加しているとは言えないと思います。しかし、で

きるだけ今後こうした異常事態で困ることのないように指導もしてほしいなと、そういう

ふうに思っています。 

 それぞれ８点について再質問ということで申し上げましたので、答弁を伺いたいと思い

ます。 

〇田村議長 答弁を願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 それでは、杉江議員の質問に答えたいというふうに思います。たくさん

ありますので、それぞれ担当の者が答えますが、漏れておりましたらまた言っていただけ

ればというふうに思います。 

 まず、最初の１点目の朝日地区の排水対策でございますけれども、この朝日地区につき

ましてはもう既に皆様もご存じのとおり非常に排水状況が解消できないというふうになっ

ております。今回も当然６月の22、23というこの大雨によりまして、相当冠水をしている

ということは明らかでございます。この対策につきましては、朝日地区におきましては排

水機場が現在国営防災事業では設置されておりません。ということで、町といたしまして
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はこの雨が降った場合については浦幌太樋門ということで、これは町独自で排水ポンプを

設置をしながら対応してきておる次第でございます。このポンプでは十分な対応はできな

いということから、国営防災の事業で何とかならないかということで地域政策懇談会など

でもお話をさせていただいております。この中で、開発の農業事務所とも相談をさせてい

ただいております。その中では、今後すぐ排水機場が設置できるかどうかということは言

及しておりませんけれども、調査等を含めて検討、研究をしていきたいというふうな話も

聞いております。現在この地区、朝日地区におきましては調査をしているというふうに話

を聞いております。この中で、現在浦幌太排水機場が上のほうにありますけれども、この

浦幌太排水機場のほうへ何とか水を持っていって、この付近で何らかの施設をできないか

ということも研究調査をしているということも今聞いております。そこら辺も町といたし

ましては期待をしながら、開発の検討結果を待っているという状況でございます。また、

国営防災につきましては、当初23年の事業完了でございましたけれども、１年前倒しの22年

ということで進めておりましたけれども、今回のこの大雨によりましてまた見直すような

話も聞いております。この中で、この雨対策、洪水対策について何らかの措置をしてもら

えればというふうなことで町も要望をしていきたいというふうに考えております。 

 それから、４点目でございますけれども、下頃辺川の樋門の関係でございますけれども、

この地区におきましても今回被害を受けております。この関係につきましては、まだ国営

防災の工事が完全に完了していないということから、こういうこともある程度原因の一つ

ではなかったかということで聞いております。稲穂第２樋門、いわゆる西田地先でござい

ますけれども、この上流につきましては平成22年度、来年度に排水路を整備するという計

画になっております。また、西側の山際の排水路につきましては、これは完了していると

いうことでやっております。西田地先の樋門につきましては、下頃辺川の改修の掘削工事

にあわせてやるということでございますので、これらの完成を見た後にある程度どういう

形になるかなということも考えられるかと思います。現在については、そういうことから

工事の推移を見ながら、また国に、開発のほうにもお話をしていきたいなというふうに考

えております。 

 また、かさ上げにつきましては、基本的には低みのところはやっているということでご

ざいます。ただ、低みについてはもう既にかさ上げは終わっているということで、今回こ

の低みのところも冠水をしているわけでございますけれども、そこら辺についても今後の

開発の調査によっては要望していけるものであれば要望していきたいというふうに考えて

おります。 

 また、樋門の流量の計画より多く出て、その対策をということでございますけれども、

この流量についてはそれぞれ流域を決めて、樋門の大きさ等も考えているということでご

ざいまして、これら全部見直して水路をつなぎかえるとかということになりますと樋門の

大きさ等も影響していくのではないかというふうにも考えられますので、そこら辺も開発

ともどういう形で今後進めていいのかも含めながらお話しさせていただきたいというふう
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に考えております。 

 それから、６番目の国営防災事業の関係でございますけれども、22年に完了できなけれ

ば順次おくれていくのかということでございますけれども、現在道との協議の中では畑総

事業で取り組んでもらえるということで前倒しさせていただいております。もし開発のほ

うで22年度で完了しなくて23年度までまた延びていくということになれば、道の畑総事業

はどうなるのかという話でございますけれども、現在道との協議の中では22年度に実施計

画をいたしまして、23年度には着工するという事業計画にのっているということでござい

ますので、これについては23年度着工できるのではないかというふうに今は考えておりま

す。 

 それから、８点目の冷湿害の町の対応でございますけれども、今回補正予算にも計上さ

せていただいておりますけれども、心破、明渠、暗渠、町の単独事業と、それから農協の

一部補助ということで今回対応させていただくことになっております。今回冷湿害で要望

して、一部大きな面積をやりたいという方もおられまして、それらについてはこの町の小

規模の事業の中ではできないという話で一部おりられた方もおります。こういう方につき

ましては、今後有利な事業等もある程度ありますということで対応していくということで

農協とも打ち合わせをしております。今年度につきましては、今回の冷湿害による被害に

対応した町の補正ということでやっていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 では、３点目の浦幌川の早急な改修と河川敷地内の柳の伐採

ということでの再質問についてお答えしたいと思います。 

 浦幌川には随所に排水樋門が設置されております。降雨時の農地及び宅地への冠水被害

を最小限に食いとめるというところでございますけれども、近年中浦幌地区につきまして

は浦幌川の土砂の堆積により河床が高いことから、樋門からの排水処理がスムーズに行わ

れないということで農作物の被害を受けている状況でありました。これらの被害を最小限

に防ぐために河床を下げる等の整備を要望しております。平成20年度におきましては、帯

富地区一部260メートル実施しておりますけれども、今後とも柳とあわせまして改修、伐採

につきまして強く土木現業所のほうに要望してまいりたいと考えておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 施設課長。 

〇賀下施設課長 ２点目の十勝静内川における整備についてですが、これは道河川といた

しましては改修済みとなってはいますが、完了ではなく、河川整備状況につきましては今

後についての整備も考えられる河川ということになっております。現状としては、議員の

ご指摘のとおり、大雨による河川増水時には既設の樋門が堤内の流入水をのみ切れない状

況で、これにより冠水被害や町道十勝太線への浸水があり、安全性にも支障を来している

ところでございます。これらの事情を踏まえまして、河川管理者である北海道へ早期に現
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況調査と河川整備について要請していきたいと考えております。 

 また、河川整備、改修整備か排水ポンプ機場の設置かという問題につきましては、費用

対効果というものがありまして、これについては河川管理者である北海道のほうで検討し

ていただきたいと考えております。 

 次に、５点目のフルマントンベツ川整備につきましては、今年度下頃辺川の開発管理区

間につきましては開発のほうで整備をいたすということでなっております。また、上流側

の普通河川の部分につきましては町のほうの管理となりますので、約300メートル今現実に

残っておりますので、今年を含めて３年をめどに整備していきたいと考えております。 

次に、７点目の町管理の樋門樋管管理についてですけれども、閉め切らずに漏水箇所が

あったということで、被害者に対する説明ができていたのかどうかということですが、こ

れにつきましては当時の管理人の動向をお話しさせていただきまして、今後管理人を変更

させていただくということでご理解願っております。 

次に、ポンプの設置で要請のあった樋門について対応できなかったということで、大変

申しわけなかったのですけれども、機材と労力が不足していたということで、今後は管理

人の方と連携をとりながら、状況に応じてポンプの設置をしていきたいと考えております。 

次に、静内第３樋門、愛牛樋門のポンプ設置すべきという部分につきましては、静内第

３樋門につきましては流入水がのみ切れないという状況もありまして、先ほども申し上げ

ましたように道の河川改修等による方法で何とかならないか要請をしていきたいと考えて

おります。 

最後に、非常時に対する業者との協議なのですが、災害時におきましては災害応急対策

支援協定に基づきましてそれぞれの業者の方に機材と労力の準備を要請して、すぐに出動

できるような体制をとってもらうようにしていただいてはいるのですが、これにつきまし

ては今後ももっと強力に進めていきたいと考えております。 

次に、ふだんの管理指導についてどのようにしているかということなのですが、樋門樋

管の管理はそれぞれの箇所の河川状況に詳しい管理人に依頼をしておりましたが、今後は

このような状態を含めて、大雨による出水時には巡回による巡視を強めて、管理人とさら

に連携を密にしながら被害を最小限とするよう努めていきたいと考えております。また、

委託業務の内容だとかゲート操作等、定期点検の操作方法、これらについて、また洪水時

の警戒態勢につきましても毎年周知、指導を徹底していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 非常に国、道に対しての対応をしていく項目が多いわけですから、即座にど

うしますということにはならないと思います。ただ、今答弁ありましたように積極的に今

後も対応していっていただきたい。特に朝日の問題は、畑総事業が入っていたとしてもや

っぱり排水のことを優先しないと改善できないということが想像できます。どうか適宜対
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応していただきたいと思います。 

 それから、畑総事業の導入でありますが、非常に私たちも国営事業、今回の大雨によっ

て追加の事業が出るのではないかと、そうなればどうなのかなということがありました。

しかし、常々私もこの場所でも申し上げていますように国営防災の白地地域というのはそ

こに事業を行ったわけでないのです。補助金入っていないです、白地部分には。ですから、

畑総事業、そういうことをきちっと説得して道にも了解得ながら、ぜひ22年に実施設計で

きるようにやっていただきたい。 

 それから、樋門の問題ですけれども、管理のいろんな問題あったようです。管理人の変

更をしたということでありますが、先日も９月８日の夜中11時、かわられた方が試運転兼

ねて動かしてみたと。私も確認しました。ご夫婦で夜中にそういうことやっているのです。

しっかり役場の中でもそういう状況をご理解いただきながら対応していただきたいと思い

ます。 

非常に範囲の広い質問でありましたけれども、既に先ほどから答弁ありますように状況

は十分把握されている、そういうふうに思っています。しかし、今後の対応、それから具

体的にどうなっていくかというのが非常に心配です。また今月中に大雨あるかもしれない

のです。災害というのはそういうものですから、できるだけ迅速にやっていただくことを

望んでおります。その辺全体通してひとつ、先ほどちょっと申し忘れましたけれども、養

老、正式には愛牛樋門となっています。ここもぜひ今後ポンプ設置地の対象として準備い

ただくようにお願いしたいと思うのです。これは、旧十勝川、いわゆる浦幌十勝川の水を

下頃辺にくみ上げるという非常に変わった状態になっています。川の水そのものをくみ上

げなくても畑の水位は確保されています。それ以上の水になったときくむわけですから、

潮の満ち潮で50センチぐらい上下あります。非常に難しいのです、見ていても。何回も私

も現地確認しています。ですから、新聞見て、潮の満ち引き見ながら、その状況によって

まだ閉めなくても大丈夫か、閉めるのか、そういう状況を管理人は心配しながら夜じゅう、

あるいは日中、番してくれております。そういう中で今回のような状況になったわけです

から、地域の人たちの不満はやっぱり大きいのです。どうかそういうことも配慮の上、今

後とも対応していただくことを望んでおります。 

〇田村議長 答弁願います。 

町長。 

〇水澤町長 杉江議員のご質問多岐にわたっておりますけれども、まさに浦幌町、水害に

弱いというふうなご指摘をいただいております。このたびの６月22日から23日にかけての

大雨に対応なかなかできなかったという部分もありまして、農家の皆さんには大変ご不満

も残っておられるのではないかというふうに思っています。そういう意味では、今後とも

異常気象に対応できるようにやっていきたいというふうに思いますけれども、いかんせん

町単独でできる事業というのは限られているわけでありまして、ご存じのとおりそれぞれ

管理者であります道、そして国への要請も今まで行政的な要請を行っておりましたけれど
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も、今後ともこの要請についてはそれぞれ現地、このたびの現地を視察していただいた部

分もありますので、十分それぞれの管理者はよく把握しておられますので、今後ともその

要請活動を続けてまいりたいというふうに思っています。先日も道議会の農政委員の皆さ

んが全道の視察ということで浦幌町にも訪れました。その際にも排水の問題については一

番重要な問題だということを私からも述べさせていただきました。十分その点でも理解を

していただいているものというふうに思っていますので、今後ともこの要請は十分続けて

まいりたいというふうに思っています。 

 また、ポンプの対応につきましても、町として今４基持っているわけでありますけれど

も、これだけでは足りないということで、今後ともこの対応についてはリースを含めなが

ら考えていかなければならないというふうに思っています。また、機械だけではどうにも

ならないという部分がありまして、このポンプだけではなくて、やはりほかの労力も含め

て今災害協定結んでいただいている皆さんともいろいろ相談しながら、今後ともその対応

については進めてまいりたいというふうに考えています。 

 いかんせん大きな問題、全体的に今後この異常気象今年だけではなくあるということを

やはり想定をしながら、この災害対策は進めていかなければならないというふうに考えて

います。樋門が今125基ありますけれども、この125基についてもう一度再点検をしながら

進めてまいりたいというふうに考えていますので、どうぞご理解をいただきたいと思いま

す。 

〇田村議長 これで杉江博議員の一般質問を終わります。 

 次に、２番、二瓶隆議員の質問を許します。 

 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 本定例会において通告に従い、公共料金の見直しについて質問をさせていた

だきます。 

 本町においても高齢化が進み、同居人数が少ない中で生活に欠かすことのできない水、

ひとり、２人世帯にとって水道料金が大きな負担となっているのが現状であります。浦幌

町も財政の厳しさが続き、町民は公共料金が高い現状にあっても町のためと我慢をし、そ

の努力の結果多少の明るい見通しがついてきた中で、道の駅建設、さらには留真温泉の建

設が進められていると思います。町民にとって公共料金の負担が大きい現状にあって、当

面公営住宅使用料と水道料金の見直しによる町民負担の軽減ができないのかを伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 二瓶議員の質問にお答えいたします。 

 公共料金の見直しによる町民負担の軽減化についてでありますが、まず初めに公営住宅

使用料金につきましては、公営住宅法第16条に基づき毎年度入居者からの収入の申告によ

り入居者の収入、公営住宅の立地条件、規模及び建設時からの経過年数その他の事項に応

じ、毎月の家賃として算出されております。この家賃の設定に当たりましては、住宅に困
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窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃借し、健康で文化的な生活を営むに足ることを目

的とし、法律に基づく所得階層に応じた算出方法で設定することになっておりますので、

ご理解願います。 

 次に、水道使用料金についてでありますが、本町の水道事業は昭和27年の創設以来57年

の年月を経過し、町民の皆様に対し常に良質で安定した水道水を不安なく供給できるよう

努力してまいりました。近年の施設整備状況ですが、平成５年から10年にかけて無水地区

解消を図る目的で中浦幌地区簡易水道を新設し、平成７年から12年にかけて老朽化してい

た浦幌及び吉野地区簡易水道施設を高度浄水処理可能な施設として整備してまいりまし

た。これら８年間の全体総事業費は約62億円で、うち国と道の負担分を除く簡易水道事業

費が約46億円でありまして、その財源内訳は補助金が約14億円、簡易水道債、過疎対策債

の地方債が約30億円、町単独費が約２億円であります。水道事業は、常時清浄にして低廉

な水の供給を図る一方、地方公営企業として経営の基本原則にのっとって企業の経済性を

発揮し、円滑な運営に努めていかなければならない仕組みもあり、本町の水道事業としま

しても施設電気料の契約見直しや職員数の減などの経費節減と効率化を図ってきたところ

であります。しかし、施設整備による起債償還金が簡易水道特別会計の歳出全体の60％を

超え、一般会計からの繰入金が増加している現状から、平成16年４月に改定率11.4％の料

金改定をさせていただきました。さらに、合併協議が破綻し、町の自立を目指す必要性か

ら改めて全使用料及び料金の見直しを図るため、以後５年間は改定しないことで前倒しを

して２年連続の平成17年６月に改定率25％の料金改定をし、町民の皆様に大きな負担をし

ていただきながら、水道事業の厳しい財政運営をしてきたところであります。前回の料金

改定から５年を経過する本年は、来年度の料金改定に向け作業を進めているところであり

ます。 

なお、今後のスケジュールといたしましては、10月下旬開催の浦幌町水道事業審議会に

諮問し、その中で十分に検討及び協議いただき、その答申を受け、12月の町議会定例会に

おいて料金改定の提案をさせていただく予定でございます。 

 以上、二瓶議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいま答弁をいただいたわけでございますけれども、自分の意図するとこ

ろがちょっと伝わらない部分もあったのかなと思いながら再質問をさせていただきます。 

 公営住宅料金、これらについては法律に基づいた中での算定ということの中であったか

と思います。また、水道料金につきましては、基本原則に基づいた中で、ただいま来年度

に向け10月下旬には審議会に諮問し、その中で十分に検討されるような旨の答弁かなと思

いますけれども、我々町民にとりましては法律や経営の基本原則をもとに計算されるとは

いっても、その負担はこの町で暮らす町民なわけでございます。少ない収入の中で公営住

宅料や上下水道料金は家計を圧迫し、町民生活に大きな影響を及ぼすものであります。こ
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れらのことを十分に配慮した上で、法律や経営基本原則により料金の計算をすべきであろ

うと思います。このことは当然進められていると思いますけれども、そこで伺います。公

営住宅に入居されている年金のみの世帯で収入どのぐらいなのか、また公営住宅料、水道

料等も幾らぐらいかかっているのか。これらのことをもとに算出する方法もあるかと思い、

お尋ねをします。また、個人情報等もありますので、これらに触れないよう、おおよそで

結構でございますので、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。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 まず、公営住宅の年金者の関係なのですけれども、これにおきましては

年金者だけではなく、所得の低い方に対しての家賃の設定の仕方となっております。また、

年金者におかれましては、申告をされますと減免措置というものがありまして減免をする

ことにもなっております。 

また、年金受給者におきます水道料金の関係なのですけれども、年金受給者の方につき

ましてはこれまたそれぞれ減免の方法がありまして、公益上その他特別な理由があると認

めるときにはそれを減免することができるということになっておりまして、給水条例上、

水道基本料金の５分の１を減額するということになっております。また、この年金受給者

のほとんどがこの制度を利用されております。また、その額ですが、８トンまでの基本水

量2,450円に対し減免額については490円ということで、水道料金は1,960円になっておりま

す。 

以上でございます。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 私が申し上げたいのは、年金者という尋ね方したのは一番計算がしやすいの

かなという部分でお尋ねしたわけでございます。答弁の中にありましたそれだけではない

という答弁をいただいたわけですけれども、つい昨日も敬老会がございまして、年配の人

がたくさんいらっしゃる。その中で、日常の生活の中で何が困るか。町長を初め浦幌にお

いても道の駅、また留真温泉、ぜひ皆さんにこれらを利用していただきたい、ある面明る

い話題なのかなと。しかし、その反面どうしても必要な水、昨日の敬老会の中でお年寄り

の方も言っておられました。当然早く温泉できないのかなという方もいらっしゃいました。

しかしながら、日常の生活の中で大変な思いをしている人、確かに浦幌にも新しいものが

できる、町内はもとより町外にもいい意味での明るい話題だろうと思います。しかし、そ

の陰にはやはり大変な思いをしている人、それがいつも町長が言われているように各町村

へお互いが連携をとりながらやっていると言われている中にあっては当然把握もされてい

ると思いますけれども、そういった低所得者という言い方は申しわけございませんけれど

も、本当にぎりぎりの生活をしている方もいるのです。そういった方のことを思うときに、

新しいものに財源を投入するのも必要でしょう。しかしながら、その前にここにいる町民、
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このことをしっかりと胸に刻んでいただきたい。年金のみの収入で暮らしている町民は、

本当に厳しい生活していると改めて痛感をさせていただいたところでございます。特に先

ほども申し上げましたように､昨日の敬老会の中でもお聞きしたのも含めて申し上げるわ

けですが、次の２点について伺います。 

 水道料金の改定に向けて、その中において審議会の中で本当に支払う方々の収入面を把

握して十分な審議をされてきていたのか。と申しますのは、審議委員を過去に経験をされ

た人からお聞きをするところによりますと、当日に議案書が配られ、審議に諮られ、その

ときに説明はあったことだと思いますけれども、分厚い資料の中でこれだけかかるのだか

らこれだけでないかと、では水道料金は大変だというような内容だったように聞いており

ます。水道会計のことが前面に出され、町民の心が入らない中での審議会だったのかなと

いうふうに思われます。それで、そういった中でまず今の１点目の中では、そういったこ

とも含めて十分に審議をされてきたのかどうか。 

 ２点目として、来年度に向けて料金改定に向けての作業を進めているとのことですが、

町民の負担軽減のために料金を改定できるのかどうか。これは、町の責任者であります町

長のほうからじきじきに答弁をいただきたいなと思いますけれども、よろしくお願いしま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 ちょっとその前回の水道審議会について申し上げたいと思うのですけれ

ども、この審議会につきましては豊頃町との合併破綻がありまして、急遽水道料金の見直

しということで時間がなかった部分がありまして、これらの部分で２月に開催されて、そ

のときに決められて、３月に実際にそれを議会で議決させていただいているという状況が

ありまして、その時点で例えば今の減免の関係も将来的な町財政も含めて見通しがつかな

いという状況がありまして、皆さんにご理解をいただいたという経過がありますので、よ

ろしくお願いいたします。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 料金改定につきましては、今課長のほうから申し上げましたとおり、合併破

綻ということで財政再建団体に落ちるかどうかという危機的状況の中で町民の皆さんにご

理解をいただきながら、各使用料、また公共料金の改定も行わせていただいたということ

でありまして、それで今財政が少々明るくなってきたという状況になっているという説明

をさせていただいたわけでありますけれども、当然今度の料金改定に当たりましては十分

審議委員の皆さんに審議していただくよう、議案書等の配付につきましては当日配るとい

うことではなくて、事前に配付をしていろいろお考えをいただきたいと。配付をして、協

議していただくような仕組みをつくっていきたいというふうに考えておりますので、ご理

解をいただきたいというふうに思います。 

 それと、この水道料金につきましては、受益者負担というのが原則でありまして、これ
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を基本に考えているわけでありますけれども、しかしながらそうは申しましても町民の皆

様にやっぱり負担の上限というものが当然ございますので、今までも受益者負担のみなら

ず一般財源から繰り入れて公共料金を設定していったという状況であります。今後来年以

降の料金改定につきましては、公共料金の公平負担の原則を考えながら、そして町民の負

担を考えながら改定に向けて今作業を進めてまいりたいというふうに考えているところで

あります。 

議員ご指摘のように、町財政若干明るい兆しは見えたというふうに思いますけれども、

しかしながら今後私いつも言っておりますとおり地方交付税の動向によってはこの状況が

どう変わるかわからないということがあるわけであります。今大きく政権が交代をいたし

ました。地方交付税の動向が今後明らかになってくるだろうというふうに思いますし、私

どもとしては民主党政権が地方に目を向ける政権であってもらいたい、地方交付税につい

ては十分な配慮をしてもらう、そういう政権であってもらいたいという願いを持っている

わけでありますけれども、財政の不明確な部分がございますので、今後とも交付税がどの

ようになっていくのか、その動向も勘案しながら町財政は決めていかなければならないと

いうふうに思っています。ただ、公共料金につきましては、今申し上げたとおり今度の10月

に審議会にかけ、そして12月の議会にこの改定に向けて提案させていただくよう今作業を

進めているところでありますので、ぜひ審議会委員の皆さんに検討をいただく場合にもそ

ういう事前議案を配付させていただいて、そして十分な審議をする時間を持つように努め

てまいりたいというふうに思っておりますので、どうぞご理解をいただきたいというふう

に思います。 

〇田村議長 これで二瓶隆議員の一般質問を終わります。 

 次に、７番、河内富喜議員の質問を許します。 

 ７番、河内議員。 

〇河内議員 私は、本定例会において火災警報器、煙探知の設置を促す具体策の必要性に

ついて一般質問をさせていただきます。 

 新築住宅における火災警報器、煙探知の設置については、平成18年６月１日より全国一

律に消防法において義務化、条例化されています。また、既存の住宅についても平成20年

６月より設置が条例化されています。これに伴い、我が町での公営住宅については町の予

算により既に設置が施されているところです。しかし、新聞報道、また消防署での確認の

中においては、一般住宅については設置がまだまだ進んでいない状況にあります。平成19年

12月の私の以前の質問に対して、設置への啓蒙活動に努力するとの答えにとどまっており

ます。これから火を使う季節になるわけですが、この法律の目的は就寝時における火災の

逃げおくれ犠牲者が全国的に多いことが問題となり、特に65歳以上のお年寄りが多いわけ

でありますが、それを主に防ぐために条例化されているわけであります。また、アメリカ

では1970年代から設置を義務化しておりますが、火災による死亡事故を半減させることに

成功しているわけであります。その効果は既に実証済みでありまして、ここにきてようや
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く我が国でも設置が義務化、条例化されるに至ったわけであります。しかし、この有効性

をいかに生かしていくか、この部分においては自己責任はもちろんでありますが、それぞ

れの町の取り組みによるところが大きいと考えます。 

 そこで、３点お伺いしますが、未設置住宅の多くの人が寝室及び階段部分に火災警報器、

煙探知器を設置しなければ条例違反だという認識がないのではないか。また、今までの啓

蒙活動だけでは設置推進を図れないのではないか。 

 ２点目、一般住宅の火災警報器、煙探知器の設置状況を正確に把握する必要があると思

うが、どのように考えるか。 

 ３点目、今までは町は一般住宅については自己責任で設置を促してきたが、65歳以上だ

けの世帯や障害者などへ助成することで火災警報器の設置を全町的に醸成し、促す考えは

ないのか。 

 以上、３点についてお伺いをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 河内議員の質問にお答えします。 

 住宅用火災警報器の未設置住宅における違反認識についてでありますが、消防法の改正

により設置について義務づけされましたが、未設置に対する罰則の定めはないものであり

ます。住民の方々には、違反認識を持っていただくよりも住宅用火災警報器の必要性を認

識していただきたいと考えております。 

消防法改正後の一般住宅における住宅用火災警報器の設置状況は、消防団員による一般

住宅立入検査時の聞き取り調査により確認しており、平成20年４月時点の普及率は26％で

ありましたが、同年10月には59％に向上いたしました。このことは、町の広報紙の紙面並

びに各種団体への講習等での説明及び消防団員による一般住宅立入検査時のチラシ配布等

の啓蒙活動による一定の効果があったものと認識しております。今後につきましても引き

続き設置状況を把握し、啓蒙活動を行う中で必要性を説明し、設置の推進を図ってまいり

ます。 

 次に、65歳以上のみの世帯や障害者などへの助成することで火災警報器の設置を促すこ

とについてでありますが、平成19年６月定例会補正予算審議の際の説明及び平成19年12月

定例会において回答しましたとおり、自分の身の安全はみずからが守るよう行動すること

が重要であることから、高齢者及び障害者の方への火災警報器の設置に対する助成は実施

しない方針であります。しかしながら、町民の生命を守ることは町としての責務であるこ

とから、本町では持病等により緊急を要する事態を想定される65歳以上の独居の高齢者を

対象に、本人申請でありますが、緊急通報システムの設置を行い、その設置費用について

町が全額負担し、高齢者が安心して暮らせる環境を確保しているところであります。現在

66台が稼働しており、その他14台の設置可能な機器を保有していることから、民生委員等

を通じ設置の必要な方への周知を行っております。緊急通報システムは、安否確認と心身
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の異常を感じた場合などの緊急時における迅速な通報を行うことを目的とした通報用電話

機のほか、煙センサー、熱センサー及びガスセンサーが装備されており、迅速な通報機能

を活用できるよう配慮しております。次に、障害を持つ方につきましては、本町の障害者

地域生活支援事業により２級以上の障害を持つ方が火災警報器の給付対象となっており、

福祉ガイドを通じ周知をしておりますが、改めて周知の徹底を図ってまいります。 

 最後に、防災意識の観点から自分の身の安全はみずからが守り、行動することが重要で

あり、火災警報器の設置につきましては再度各自の責任において実施されるようお願いを

し、さらなる普及及び啓発に努めてまいります。 

 以上、河内議員への答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

 ７番、河内議員。 

〇河内議員 ただいまご答弁いただいたわけですけれども、一般査察の中で地元の消防団

の方が調査を行っていただいたと聞いております。心から感謝を申し上げたいと思います。

しかし、実施世帯は444世帯と聞いておりますので、浦幌町の全世帯数は2,287世帯で現在

ありますので、すべてに当てはめるには多少無理があるととらえております。十勝におけ

る平均設置率が53％ですので、それに近い状況にはあると判断をしております。しかし、

1,000世帯近くの人がいずれにせよ火災警報器、煙探知器を設置していないリスクのある生

活をしている現状があるわけであります。同じ町の中に火災に対して安全な住宅に住んで

いる人と余り安全でない住宅に住んでいる人がいる。最終的には自己責任ということにな

るわけだと思いますが、これはやはり解消していかなければならない行政が携わる大きな

問題であると私は考えております。 

そこで、２点再質問したいと思いますが、町民の命を火災から守ることに対する考え方、

このことについての考え方をお聞きしたいと思います。 

２点、今後火災警報器、煙探知器の設置推進について検討する考えはないか。 

以上、２点について再質問させていただきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 消防署長。 

〇横田浦幌消防署長 ただいまの河内議員の再質問にお答えをいたします。 

 町民を火災から守る、そういった考え方についてご質問でございます。まず、町民の皆

様の生命、身体、財産を守ることは町としての責務でありますので、火災から町民の皆様

を守るための予消防活動については消防署、消防団が両輪となり、一心同体となって予消

防活動を展開し、推進していくことが重要であると思います。その中で、どうやって町民

を火災から守るのかという考え方につきましては、日常の予消防活動が生かされていると

私は思っております。まず、消防団の火災から守るという予消防活動につきましては、火

災発生時に生業の仕事を投げ捨てて火災現場へいち早く駆けつけ、消火活動に当たってい

ただくということは消防団員の皆様はもちろんでございますが、日常定例訓練、春季、秋
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季消防演習、春と秋の火災予防運動期間中の一般住宅立入検査、模擬火災訓練、連合演習、

出初め式等々、日常の各種活動を通しまして団員各位の士気の高揚、そして団員の消防総

合技術の習得することによって団員各位はもとより町民の皆様の安全、安心を確保し、さ

らにはその各種活動が町民の皆様の予消防活動に対する意識高揚につながっていると思い

ます。予消防の啓蒙活動を推進していただいているところであります。消防団につきまし

ては、消防署と一体となって今後におきましても活動していきたいと思っております。 

 また、消防署におきましても緊急時の火災、救急、救助等に対応するために東十勝消防

事務組合の職員の総合訓練、消防学校への入校、そして実務研修会等を通して職員の研修、

実習、訓練を行ってきております。また、各種団体、関係機関等の避難訓練、そして救命

講習会、危険物安全協会、あるいは幼年消防クラブ等でこの火災に対する予消防に対する

啓蒙活動に当たってきております。 

 次に、火災警報器の設置推進の考え方でございますが、今後につきましても町の広報紙

の紙面並びに各種団体への講習等で火災警報器の必要性について説明をさせていただき、

また今後におきましても消防団員各位によります一般住宅立入検査時のチラシ配布等につ

いてご協力をいただき、引き続き設置状況を把握し、啓蒙活動を行う中で火災警報器の設

置の推進を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 総務課長。 

〇上村総務課長 町といたしましても、先ほど質問ございましたとおり、消防団員の立入

検査の中で数字が出ております、59％と。それは、あくまでも一般住宅の中の444戸の消防

団員による検査の中の結果でございまして、先ほどご質問ありました全世帯2,287世帯とい

う中ではまだまだ低い数字でないかなというふうに思っています。ただ、管内的には数字

的には上がっているような状況にいるということでございます。先ほど消防のほうからお

答えいたしましたけれども、町といたしましても町広報等を通じながら、また各種講習等

を含めた中で啓蒙活動をしていきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いし

ます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

 ７番、河内議員。 

〇河内議員 私も以前消防団に関係していましたので、消防団が日常いかに町民のために

一生懸命生業をなげうっていろんな立場で努力をされているということは重々承知でござ

います。また、消防署関係の方も予消防活動に積極的に対応していただいているというこ

とも認識をしております。ただ、１点お願いしたいというか、考え方を変えていただきた

いなと、今後検討の余地があるなということで再々質問をさせていただきますが、まず緊

急通報システムの設置についてでありますけれども、私の持っている資料では大体65歳以

上のみの対象者世帯ということでいえば500世帯ほどあると認識しておりますので、今66台
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稼働しておいて、残り14台についても積極的に推進をしていきたいということでの先ほど

のご答弁もありましたけれども、そういう点での考え方をもう一度、今のその台数と世帯

数とのバランスということも考えていただきたい。 

 それと、火災の場合、消防車の対応は通報から幾ら早くても５分や10分かかるわけです。

その前に煙に巻かれたら最悪の結果もあり得るという、こういうことでの解消を煙探知器

で義務化することによって命を守っていくという考え方が今出てきているのだと思ってお

ります。ですから、今までの消防力というのですか、そういったところを超えたところの

認識を今後していかなければならないのかなと。今までの消防団、消防署の対応プラスア

ルファこれらのことをやはり事前に設置することで万が一の火災に備えていくという考え

方が必要ではないかなと考えております。火災警報器、煙探知器の価格もかなり普及とと

もにリーズナブルになりまして、今では5,000円前後から7,000円ぐらいで１台買うことが

できるようになっておりますので、負担のそういったところででも問題ないような時代に

なってきていますので、今後そういうことを総合的に判断された中で設置についての適切

な対策を検討されることを強く要望したいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 浦幌の65歳以上の独居の方の世帯数でございますけれども、今住民

票上443名の方が浦幌に単身世帯ということで登録されておりますけれども、そのうち純粋

に自宅で生活されている65歳の単身世帯の方については241世帯ということで、約200世帯

の方につきましては老人ホームだとかそういう施設のほうに入っているというふうなこと

で、自宅等に住まわれておられる方は241世帯。そのうち86世帯が公営住宅に住まわれてい

るということで、個人住宅に住まわれておられる方については大体155名ほどおられるとい

うふうに認識をしているところでございます。 

また、緊急通報システムの装置でございますけれども、機能といたしましては熱センサ

ー、煙センサー、ガスセンサーというふうな機能がついておりますし、身体的にぐあいが

悪くなって救急車等が必要な場合については発信装置という機能もついております。各セ

ンサーが作動すれば、札幌の健康づくり財団にも通報が行くようになりますけれども、設

置している緊急通報装置も発報をして個人のほうにも通知するというふうなことになって

おりますので、センサーが働いた時点で個人についてはある程度自分で感知できるという

ふうに認識をしているところでございますけれども、それにあわせまして札幌の健康づく

り財団のほうから本人のほうに何かありましたかというふうな問い合わせがありまして、

本人が出ない場合につきましては近くにいる協力員の方々に連絡が行って、個人のところ

を状況を確認してもらうような形になっております。そういうふうな形で、警報だけでな

くてそういう迅速な確認対応も緊急通報装置でできることになっておりますので、私たち

としましてはそういう身体的なことも含めて緊急通報装置が必要な方につきましては引き

続き民生委員さんのご協力をもらいながら、真に必要な世帯につきましては設置をしてい



 － 28 － 

きたいというふうに考えておりますし、今後必要があれば段階的な形で台数の調節も検討

をしていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 総務課長。 

〇上村総務課長 今緊急通報システムの関係については保健福祉課長のほうから説明させ

ていただきましたが、ただやっぱり独居老人の中でまだ緊急通報システム以外の中で当然

今言われた火災警報器をつけなければならない義務づけられている世帯がいるわけです。

今金額で5,000円から7,000円の中という話もありましたけれども、それらについての助成

というのは今回の質問の中身だというふうに理解をしている中身でございますが、それら

については今回緊急通報システムの中で十分それを活用していただきたいということでご

ざいます。ただ、独居老人も含めた中で全町的な普及率、警報器の設置率が低いという観

点も含めて、また独居老人含めた中で十分火災警報器の設置についてのお願いというので

すか、そういうことを啓蒙活動はしていかなければならないというふうに思っていますの

で、理解をしていただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 これで河内富喜議員の一般質問を終わります。 

 次に、１番、中尾光昭議員の質問を許します。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も本定例会におきまして浦幌乳業の経営譲渡について質問をさせていただ

きます。 

 先般行政報告によりまして、浦幌乳業の経営譲渡の報告がございました。今後の設備整

備に係る投資負担を考えたときに最善の結論であり、町内での事業継続、また雇用の継続

の条件合意の報告もございました。しかし、余りにも急な話のため町民や、ましてや働い

ていらっしゃる従業員の方々が不安に思うのは当然なことだろうというふうに思います。

今後森永乳業との話し合いを進めていく上で、町民や従業員の声をどの程度聞きながら進

めていけるものなのか、また今後の町民に対する説明等はどのように考えているのか伺い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 中尾議員のご質問にお答えをいたします。 

 浦幌乳業の経営譲渡についてでありますが、浦幌乳業は町並びに農協が出資する第三セ

クターとして昭和63年４月より今日まで経営陣並びに従業員のたゆまぬ努力により堅実経

営を続けながら、処理量を当初の２万6,000トンから８万トンへと増加させ、優良企業とし

てパートの従業員含め約60人の雇用の場を確保し、地域に貢献しながら大きく成長してき

ました。しかしながら、製造能力の限界に加え、設備全般の老朽化により抜本的な設備の

整備、更新が必要になっております。浦幌乳業の永続的発展について改築の道も選択して



 － 29 － 

きましたが、資金調達の道もなく、第三セクター方式による経営の範囲を超えており、浦

幌乳業の将来問題は常に課題となっておりました。 

森永乳業は、こうした浦幌乳業の置かれている現状や乳製品業界の大きなうねりの中で、

北海道の生産基地として別海工場をチーズ、佐呂間工場をバター、浦幌工場をクリームな

どの生産を行う３大拠点とする会社の経営方針の上に立ち、浦幌乳業を10万トン以上の処

理できる能力増強を視野に入れた将来計画により、浦幌乳業の全株式の購入による経営の

移譲についての考えを示してきたところであります。本町としては、現従業員の雇用の継

続確保、浦幌町においての生産工場の改築ということの基本となる２点について条件提示

し、森永乳業の確約を得ましたので、このことが本町にとって最善の方法と考え、経営を

移譲することを受託する判断としたところであります。株式譲渡は、種々の手続の関係か

ら平成22年４月１日といたしました。 

なお、従業員の皆様には浦幌乳業の役員会、株主総会で経営譲渡の決定を見た後、これ

までの経過を説明し、ご意見をいただきました。従業員にとって急な話であり、不安を抱

くのは当然であります。これまで説明できなかった経緯や施設の老朽化によりいつ操業が

できなくなるのかといつも不安をお持ちになっていた従業員の方々にとって、その不安を

解消し、将来の雇用を保障するための最良の判断であるとの理解を求めたところです。従

業員の皆様からは、新たな展開により経営者がかわることでの不安や待遇面が今後どうな

るかなど種々お話をお聞きしました。今後の森永乳業との話し合いにおいてこれら意見を

踏まえ、従業員の不安を一掃すること等を要請していきたいと考えております。また、町

民の皆様には今回の件について９月25日発行の「広報うらほろ」10月号でお知らせすると

ともに、今後もその詳細について逐次広報等により周知を図ってまいりたいと存じます。 

 以上、中尾議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私の質問の仕方が余りにも抽象的だったのかなと。答弁いただいた内容が先

般の行政報告とほとんど同じのような形でしたので、私の質問が悪かったのかなと思いま

しておわびを申し上げたいと思います。これ３回という決まりがあるものですから、１回

こういう形になってしまったこと申しわけなかったなというふうに思います。 

 そこでですが、ただいまもやはり今回こういう状況、こういう決断に至ったということ

については、これがよかったのか悪かったのかというようなことは、これはわからないと

思うのです、今後の状況でなければ。今はわからない。ただ、どうであれ株主である町、

また農協さん、また取締役、浦幌乳業さんの取締役の方々がそれをよしとして、この結論

に至ったということでございますから、これはやはり尊重すべきことでありますし、特に

取締役の皆様方がこういう決断をしたということであれば、これはやはり一番現場のこと

がわかっている方々がこういう決断をしたわけですから、これは町長言われるように最良

の最善の決断であったのだろうというふうに私も考えているところであります。しかし、
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そこでですが、答弁の中にもございましたが、まずやはり今後進めていく上で一番配慮し

なければならないのは従業員、今働いている方々への配慮であろうというふうに思います。

森永乳業との間の中では雇用の継続ということでこの基本的な部分の合意をされたと、確

約をいただいたということでありますから、この部分についてはもう当然よかったなとい

うふうに思うのですが、働いている従業員の方々にとってはあくまでも雇用が確保された

とはいえ、収入面等々のいろんな条件等がどうなるのかということがやはり今後の上で一

番問題になってくるのだろうというふうに思います。こういう第三セクターという形の中

で運営をされていた浦幌乳業ですから、まさかこういう形になるというふうには従業員の

方々も思っていなかったでしょうし、そういったことを踏まえて、また家を購入したり、

ローンを組んだりとかというような形でおのおのが人生設計、生活設計を立てているとい

うふうに思います。そういった部分においては、例えば給与面等においても今の現状が確

保されるものなのか、もしくは下がるものなのか、ちょっと上がるというのは考えづらい

のではないかなというふうに思えるのですが、例えば下がるとするならば何％ぐらい下が

るものなのかというような細かい部分の説明がきちっとなされなければ、この従業員の

方々の不安というものは取り除かれないのだろうというふうに思います。この点につきま

しては、今後も森永乳業さんとの話し合いをしながらということで、要望はしていくとい

うような答弁でございますが、ただ要望というだけでは私はちょっと足りないのではない

のかなと。やはりこういう決断をした以上、最低でも今と同じ水準、現状の部分について

は私はやはり町としましてもしっかりと要望し、確約をいただくような段取りが必要では

なかろうかなというふうに思いますが、この従業員の方々のそういった細かい部分につい

ての不安を一掃する上で要望する以上に町としての考え方があるのかないのか、この点に

ついてまず１点お伺いいたしたいと思います。 

 続いて、２点目でございます。先ほどもパートの従業員さん含め約60人の雇用の場だと

いうふうに答弁いただきました。私も聞きますと、パートさんというのでしょうか、派遣

さんというのでしょうか、そちらのほうが人数的には多いというふうに聞いております。

従業員の方々の雇用の確保は当然ですが、企業といたしましてはなかなかパートさんのほ

うまでということには当然ならないと思うのですが、町といたしましてはこのパートさん

も当然浦幌の町民でありますから、そういった方々の仕事がなくなるということはこれは

やはり大問題であるというふうにも思いますし、そういった方々の協力があってこその今

の浦幌乳業だというふうに思いますので、この辺の派遣さんというのでしょうか、パート

さん、この方々の対応、考え方についてももう一点伺っておきたいというふうに思います。 

 続いて、３点目ですが、浦幌乳業さんのこれだけの規模になったわけですから、私も聞

くところによりますと給与、また地元の購買というのでしょうか、そういったものを含め

ますと地元町内に対する貢献度というのは４億5,000万以上の多大な貢献があるというふ

うに伺っております。この辺についてやはり地元の商店街、商工会においても浦幌乳業さ

んが購買の部分、いろんな部分において貢献をされているところがあると思います。しか
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し、今後森永乳業さんになったとはいえ、今後の設備のいろんな部分の経費のことを考え

たときに、当然企業とすれば少しでも安いものを購入する等は当たり前の話であります。

そうなったときに地元のそういう経済に与える影響というものも多大なものがあるのでは

なかろうかというふうに思います。そういった地元の企業、商店、商工会に対するこの辺

についての不安について、この辺についての町長の考え方も伺っておきたいというふうに

思います。 

 それと、４点目、この浦幌乳業は承知のとおり、言われているとおり町と農協の出資と

いうことであります。この町の出資、出資金は当然町のお金ですから町民の財産であると

いうふうに認識をいたします。この町民の財産を私も先ほども言いましたように最善の方

法であったとはいいましてもやはり余りにも突然、余りにも急な形の中でこの財産が処分

と言ったらいいのでしょうか、売買益は入ってくるという形にはなるのでしょうけれども、

こういう町の財産を処分するに当たって、なかなかこういう経営譲渡というのはデリケー

トな問題ですから、すべてがオープンにはできなかったという部分もわかりますが、それ

にしても余りにも急過ぎるのではないのかなというふうに思います。この辺について町長

の今回のこの経営譲渡の進め方について、町の財産を売却したということに対しての町長

の考え方についてお聞きをしたいと思います。 

 最後、５点目であります。昭和63年より今日までこの浦幌乳業が経営をされてきたと。

その中には当初は２万6,000トンの処理量であったものが８万トンまで、約３倍のこういう

どんどん、どんどんと規模を拡大をして、事業をされてきたということであります。これ

は、町長言われるように今までの経営者、また従業員の方々の努力のたまものであろうと

いうふうに私も思いますが、ただ私は今回のこの話を聞いたときに、今まで町は出資者で

もありますが、町長、副町長は同時に取締役でもあります。経営者であります。今回のこ

の63年からもう二十何年経営してきた中で、どんどん、どんどん処理能力は上げていった

という部分があります。しかし、根本的な設備の更新というものがこれが置き去りにされ

てきている。この根本的な設備の更新ができないから、資金が捻出できないから、今回こ

ういう形になったという、やはりここに私はどうしてもギャップ、疑問を感じるのであり

ます。取締役、会社経営者というものは、当然自分の会社が未来永劫続くように、継続で

きるようにしていくのは当たり前の話でありまして、その中でこの設備投資、こういう製

造業ですから設備のことは一番に考えなければならないのは当然であります。その中で、

浦幌町にとって今のこの８万トンにもなったこの浦幌乳業が第三セクターという枠はもう

超えてしまったのだと、町で対応する範囲は超えたのだと、だからもう森永乳業にお願い

しなければならないというこの部分について、急にふえたわけではないのです。では、そ

の根本的な設備のこの部分をどういう議論をされてきたのか、その中でどうしてこういう

ことになったのか。新聞報道によりましても、取締役の人もこの問題については急に聞い

たと、びっくりしたというような報道もございました。このことが私はどうしても疑問で

ならないのです。企業として一番肝心なことがその取締役の中でどのように話をされてき
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たのか。一番最初に話をしなければならないものをどういう形で今の現状に至ったのかと

いうことがどうしても疑問でならないのであります。その点につきまして株主であり、取

締役であった町長、副町長、そこに経理に携わっていたお二人にこの点についてもしっか

りとした説明を求めたいというふうに思います。 

 以上、５点について答弁を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 今中尾議員から５点についての再質問ということでありますけれども、最初

に従業員の皆さんの雇用関係、就業規則、給与を現状のまま確保できるのかどうかという

ことの質問がございました。私どもとしては、一番最初に考えなければならないのは当然

現従業員の将来的な雇用の不安をなくすということが大前提でありまして、そのために今

株主譲渡を行い、そして森永乳業さんに工場の改築をしていただく、資本参加をしていた

だくということでこのたびの株の譲渡を行ったというのがあります。その中で、就業規則

につきましては、今後森永乳業さんと浦幌乳業さんの間で最終的には詰めていくことにな

るというふうに思っています。ただ、森永乳業さんは一部上場企業でありますから、その

就業規則については森永乳業さんと浦幌乳業さんの就業規則が一致しているということは

あり得ないと思います。その中身については、今後それを詰めていくということになって

いくというふうに思います。私どもとしては、森永乳業さんや森永グループの給与がどう

いうふうになっているか詳細については存じておりません。ただ、考え方として、森永乳

業さんとしてはできるだけ急激に変化がないようにしていきたいという考え方だけは今示

されております。ただ、企業ですから、今後それは徐々に就業規則を含めて突き合わせを

していく中で上がったり、下がったりするものはあるだろうと思います。それは、年齢的

な違いもありますし、中身の違いもありますから、その突き合わせは今後行われるだろう

というふうに思っています。ここではただドラスチックにはしませんよという話は聞いて

おりますけれども、それは当然今後はその突き合わせをしていくのだろうというふうに思

います。ただ、大きな企業ですから、それによって大きな不利益をこうむるというふうに

は私どもは考えていません。それは、あくまでも大企業としての中身で突き合わせをして

いくというふうに思っていますので、それについてはそういう考え方を森永さんからいた

だいているということでご説明をさせていただきたいと思います。 

 ２点目の派遣従業員のことでありますけれども、森永さんは、新聞報道でもありました

けれども、必要な従業員については確保していきますというふうな発言はありました。一

番問題なのは、今民主党の政権の中で製造業の派遣法、これを変えていくという話があり

ます。これがどうなるかによってやっぱり変わってくるのだろうなというふうに思います。

もともと今政権とりました民主党は、製造業の派遣法を改定するというお話ししておりま

すから、今のままで派遣社員の皆さんがそのまま継続して働けるのかどうかということは、

今後のその派遣法にかかわってくる部分は大きくあるのだろうというふうに思っていま
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す。ただ、やはり今まで働いていただいた皆さんですから、できるだけ今携わっている人

については継続して働けるように当然派遣の皆さんについてもお願いをこれからもしてい

きたいというふうに思っているところです。 

 次に、町内購買の件であります。まさに今中尾議員町内購買について４億5,000万の影響

があるというふうにおっしゃいました。それは、当然人件費も含めて、人件費が２億5,000万

ありますので、それも含めて４億5,000万の町内購買が今あります。その中でやはり一番大

きいのは燃料関係でありまして、これが約１億2,800万、１億3,000万ぐらいあるという状

況にあります。これは、企業としてこれからやっていくということでありますから、当然

今言われたように企業経営の中で考えていかなければならないだろうというふうに思われ

ます、森永乳業の立場として。ただ、私どもとしては浦幌町に来る企業として、町内購買

は町内購買でやはりやってくださいということは当然これは言うべきものでありますし、

言わ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、ぜひ企業の方も含

めて、今までの町内購買でしていただいた部分については森永さんに今後とも株譲渡の中

に至るまでにも当然お願いをしてまいりたいというふうに考えているところであります。

ただ、これは町内に工場があって初めての話でありまして、これがなくなれば当然そのも

の自体がなくなるということでありますので、その辺も理解を求めながら森永さんにお話

をしていきたいというふうに思っています。 

 あと、経営譲渡の考え方ですけれども、これは最初から言っておりますとおりやはり工

場がなくなれば従業員の皆さんの雇用がなくなるわけですから、これは従業員の皆さんが

将来的にも安心して働ける、その場を確保することがどうなのだろうということが大前提

でありまして、そのためにこそやはり森永さんの資本を借りて工場を改築しなければなら

ないということが必要だというふうに考えて株式譲渡いたしました。残念ながら第三セク

ターとしての浦幌町と浦幌農業協同組合でこの工場を改築する約35億と言われている改築

費用を捻出するということはとてもできる話ではありません。そういう意味で、株式譲渡

の中で工場を新築し、改築し、そして継続的な経営をやっていただくということで株式譲

渡を行ったという考え方であります。 

 次に、経営の拡大する中で設備の更新をその中でできなかったのかということでありま

す。まさに２万6,000トンから８万トン、約３倍の処理量になりました。その中で、特にや

はり森永さんが63年に事業量を縮小し、そしてそれを預かりながら拡大をしていったとい

うことで、当時の経営者の皆さん、また従業員の皆さんの多大な貢献については本当に心

から感謝を申し上げたいというふうに思いますし、今このような状態になって初めて森永

さんがもう一度再進出するという考え方になったのだろうと。それだけやっぱり浦幌乳業

の位置づけが大きくなったというふうに思います。そういう中では、アグリチャレンジャ

ー事業を導入しながら液状に方向転換をしていったという際の判断も正しかったのだろう

というふうに思っています。そういう意味では、残念ながらその経営体制の中で工場の新

築費用、これをできなかったということはまことに残念でありますけれども、まさに今乳
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業メーカーの利益が大変低いという状況にあります。そして、消費活動については、浦幌

乳業として営業を持っていないという状況の中でどうしても利益率が低い。そして、それ

を積み上げて30億以上のお金を捻出することができなかったというのがこれが経営の実態

でありました。残念ながらそういう実態の中で今株式譲渡をこの緊急というか、緊急とい

うよりは本来のもともとこの工場を改築するというのはどこかでしなければならないとい

うことでありましたので、それがなかなかできなかったというのが現実の経営の姿だった

というふうに思っております。そういう意味で、町としても従業員の皆さんに申し上げた

のですけれども、第三セクターとして改築すれば一番よかったのだけれども、それができ

ない現実があるという中で、この株式譲渡を判断せざるを得なかったということについて

ご理解を求めました。ただ、従業員の皆さんにはやはり経営形態が変わると、同じ浦幌乳

業は当然存在するのですけれども、経営形態が変わるという不安の中には確かに従業員の

皆さん不安を持っているということも事実だろうというふうに思います。そういう意味で

は、今５点ほど中尾議員からお話がありました。これについても不安のないように森永乳

業さんにしっかり経営をしていただくということをお話しさせていただきたいというふう

に思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今までの長い経過の中で、浦幌町と森永乳業との信頼関係というものも構築

をされてきているのだろうというふうに思いますので、町長が今答弁いただきましたよう

に例えば従業員の方々の給与等について、これは急激な、激減的な変化をさせないという

ような答弁はいただいているのですが、逆に言うと私は今答弁いただいていて思ったので

すが、急激な変化をさせないということは多分上がることはやはりないのですね。下がる

ことが前提の中で、私は急激な変化がないというようなことになるのではないかなという

ふうに思うのであります。この部分についても、やはりこれはもうこういう形で結論を見

ているわけですから、ただ、今言うこの部分、森永乳業さんに対してもその辺の部分今後

煮詰めていく上で、私は従業員の方々の不安というのは先が見えないというのがやっぱり

一番、どんなことでもそうなのですが、先が見えないというのが私は一番不安だと思うの

です。ですから、例えばそういう部分については、きっとこれは今後の取締役の方々等の

中でいろんな議論がされていくのだと思うのですが、例えば年内までにはこういった問題

点はきちっとするからなと、きちっと提示するぞというような、そういった部分というの

でしょうか、来年の４月１日の譲渡までにということではなく、少しでも早い形の中でし

っかりとした打ち合わせ等をして、そういった部分の決め事をきちっとして、こういった

ことはどうなるのだろう、こういうことはどうなるのだろうというような、そういう従業

員の方々の声というものを聞いて、ある程度時期を区切った中で早目にそういった回答を

してあげるということが従業員の方々の不安の一掃につながるというふうに思いますの

で、その辺はお願いしたいと思いますけれども、その辺の今後の携わり方について再々質
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問としてこれはさせていただきたいというふうに思っております。今働いている方々のこ

の方々への配慮というものがやはり何といっても一番最初にされるべきことであろうとい

うふうに思います。 

 また、２問目に質問しました派遣、パートさんの方々についても、今言われたように政

権がかわりましたので、いろんな法律的な部分で変わっていくことも多々あろうかという

ふうに思います。しかし、法律が変わって、形はどうであれ、あくまでも町長が言われて

いるように雇用を確保するということ、そして町からそういう雇用がなくなった方が出て

いって人口減少につながらないようにするということ、これが何といっても一番肝心なこ

とでありますから、どういう形であろうともこの派遣、パートさんの方々のこの方々の雇

用の確保というものもこれはやはりそれこそ急激な形にならないように、来年の４月から

半分でいいですよとか、こんなような急激なことにならないように、今後の部分について

は経営の中でしょうけれども、やはりこの辺も町としてはしっかりとした森永乳業さんと

の話し合い、また対応、もしそれで切られるような方がいるのであれば、それに対しては

しっかりとした対応をとるというような体制、姿勢が必要ではないかなというふうに思い

ますので、この辺についても再々質問をしておきます。 

 それと、３番目に質問しました仕入れの部分につきましては、今町長言われましたよう

に燃料等の部分、これはやっぱり１億何がし、大きい金額でありますから、この部分につ

いても当然地元ということであれば、先ほど言ったように森永乳業さんとの信頼関係の中

でそんな害なことはしないだろうと、地元というものは当然優先をした中で対応してくれ

るだろうということでありますが、ただ先ほどの給与からそうなのですが、これはすべて

あくまでもこちらの要望、願望でありまして、それに対して何ら担保されるものはないの

ではないかなと思うのです。ですから、この辺の部分について例えば極力こういったもの

を地元で買ってもらえるような何かそういった覚書なりなんなりの中で一言入れていただ

くとかというような、そういう商店街、商工会の方々にも安心を与えれるような何か方策

はないものなのかなと。また、当然企業ですから、今後の部分の上で例えば先ほど言った

燃料にしても同じ地元から買っても値段は本部で買っているこの単価に合わせなさいよ

と。であれば当然地元では太刀打ちできないわけです。例えばそれを同じ単価にしたとい

ったら、利益も何もないような状態でやっているということでは、やはりこの部分がなか

なか差があるのです。当然なのです。森永でも扱い量が違うわけですから。だから、ここ

ら辺の部分の配慮というのでしょうか、ただ地元から買っていればいいというものではな

くて、こういった部分のきめの細かい配慮というものが今までせっかく浦幌乳業さんが地

元密着型、地元の第三セクターとして密着型という形の中で努力されてきた部分というも

のが今回の町長のこの決断についてなくなってしまうというのであれば、せっかく今まで

こういう形で進んできたものがないがしろになってしまうのではないかなと思いますの

で、この辺についても町としてお願いするだけではなく、ある程度何か違った形の中で担

保できないものなのかなというふうに思いますので、この点についてもお伺いをいたしま
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す。以上の３点が大体不安な部分であります。 

それで、先ほど４点目に質問した部分なのですが、私の質問の部分と町長の答弁ちょっ

とニュアンスが違っておりました。あくまでもこれは町長ですから、町の代表、町民から

選ばれた町長でありますから、この町長の判断というものは当然尊重されるべきであると

思います。ただ、その中においてこの浦幌乳業さんの出資金、このお金も町のお金が出て

いるということになったときに、要するに町の財産であります。これが新聞報道によりま

すと70万何がしの金額でということで、これは売買することによって大幅な売買益が出る

ということは私たちもわかりますが、その金額がどうのこうのということではなく、ただ

どういう形であれ町の財産を処分するときのこの方法というのでしょうか、だからこうい

う形をとるのであれば例えばもう一社とか、三セクでいったらユーエムさんとかございま

すが、ではもしそういうもの引き受けるところがいれば、株売りましたからという、こう

いうことで済んでいってしまうのかなと。私はこの部分なのです。この進め方の部分につ

いて、ただこういう形でしか進められなかったのだという、この部分の説明というものを

私はぜひしていただきたいなというふうに思うのであります。私は、この部分が議会軽視

とは申しませんが、財産を処分するに当たってあくまでもこういう形で処分しますよとい

う報告しか議会になかったというこの手続の仕方というのでしょうか、私はこの部分がど

うも、やむを得なかったという部分もある程度理解はできるのですが、どうもしっくりこ

ない部分があるのであります。だから、これが通るのであればほかの部分についてもそう

いう形で処分がどんどんできていってしまうのかなというような不安がございます。です

から、この部分についての町長の今回のこういう決断に至ったプロセスというのでしょう

か、経緯について私もうちょっと詳しくご報告をいただきたいというふうに思っておりま

す。 

 それで、最後でございますが、町長が言われましたようにあくまでも今回のこれは今働

いている方々の雇用の確保、工場の地元の確保ということが大前提で進められてきたとい

うことでございます。それは、企業、取締役にしてみれば当然これは何年かしたらどこか

に売ってしまえばいいなんていうことではないわけですから、その企業が将来永劫存続し

ていくために努力をしていくのは当然だというふうに思うのです。だから、そこの部分が

私は疑問、腑に落ちないところがあるのです。将来ずっと今後とも経営をしていくために、

この浦幌乳業が存続するためにはその設備更新というのは当然あってしかるべきだったわ

けなのです。だから、この部分が根本的なところに手がつけられないままに取り扱い数量

だけは３倍にまでどんどん伸びていっていると。そういう中で、その取締役会の中でこの

辺についてもきちっと経営の事業計画を立てながら事が進んでいっていると思うのです。

それが取り扱い量はどんどん、どんどん、売り上げはどんどんふえていくのだけれども、

いつかこの設備投資はしなかったらこの工場が成り立たないということがわかっていなが

ら、取り扱い量だけはどんどんふやしていく。当然それに伴って従業員もふえていくでし

ょう。パートさんもふえていくでしょう。しかし、いつかはこれ経営できなくなるという
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ことがわかっていながら、そういう形でどんどん、どんどんと取り扱い量をふやし、売り

上げをふやしていく、従業員もふやしていくという、ここの部分が私はどうも理解ができ

ないのであります。この部分がちょっと町長と認識が違うのかもしれませんが、私は一企

業とするならば当然そういう形をとるべきであろうし、先ほども言いましたように一企業

が株主が株主にその更新費の35億ですか、を立てかえるから株式渡すという、私はこうい

う問題ではないと思っているのです。本来は企業がその商売の中でそういうものをきちっ

と捻出をして、設備投資をして、償却をしてとやっていくのが当然の話でありまして、最

初から設備投資をするために補助金を当てにしたり、株主を当てにするという自体が私は

違うのではないかなというふうに思うのであります。だから、この部分が私はどうもしっ

くりこない。先ほども言いましたように取締役会でどういう経営方針が立てられたのかわ

かりませんが、その中でその取締役の一人はこういう部分は全然知らなかったということ

であるならば、どういう形で事が進んでいたのかということがどうもしっくりこない、疑

問である。多分これは私は町民の方々もみんな疑問に思うところだというふうに思います。

３回という制限がございます。これが最後になると思いますので、この部分について明確

なご答弁をお願いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 １点目の先が見えないというお話だったと思うのですけれども、１点目の質

問です。先が見えないというお話��まず２点目の派遣従業員の皆さんの雇用をどうする

かという問題です。これについては、先ほど申し上げさせていただきましたけれども、で

きるだけ派遣従業員の皆さんについても雇用の確保についてはお願いをしてまいりたいと

いうふうに思っていますし、雇用の場がなくなるという、そういう不安も当然あるだろう

というふうに思います。これについても森永乳業さんとして新たな工場を改築するときに

どのような人たちが必要なのかということも精査されるだろうと思いますけれども、現派

遣従業員の皆さんについても働く場の確保ということについてはお願いをしてまいりた

い。ただ、これは派遣法の問題がありますから、どのようになるかというのは今私が民主

党ではありませんので、申し上げるわけにいきませんけれども、その兼ね合いの中でどの

ようになるのかということについては今後の問題だろうと思います。 

 ３点目の地元の配慮、これについては覚書で担保できないかということですけれども、

私はこれは難しいだろうと思います。あくまでも民間会社としての今度経営になるわけで

すから、これを覚書で担保しろといっても、それは覚書を締結するということはまず不可

能だろうなというふうに思います。ただ、地元に工場立地するということですし、森永さ

んとしては地元で経営するということですから、できるだけの地元に対する配慮はお願い

をしていきたいというふうに考えています。まさに単価の問題はあるだろうと思います。

これは、どのような単価でやるのか、燃料がどのようになるのか、これについては民間会

社同士ですから、民間会社同士の中でやっぱりお互いに詰めれるところは詰めていってい
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かなければならないのかなと。森永さんに高く買ってくれということはなかなか言えない

わけですから、その辺については商業活動の中で町の購買について配慮してもらいたいと

いうことは強く申し上げていきたいというふうに思っています。 

 あと、４点目の財産処分、これについて議会の説明がちょっと足りないのではないかと

いうお話ありました。財産処分については、経営譲渡について議会にかけるという面はご

ざいません。あくまでも町として判断、株主として判断をどうするかという問題でありま

すので、議会の議決をいただくということのものはございません。ただ、歳入の部分につ

いては、株式のお金についてはこれは議会で承認をもらわないかないということでありま

す。ただ、譲渡するということに関しては議会への議決事項ではないということのご理解

をいただきたいと思いますし、この株式譲渡につきましては大変デリケートというお話を

されましたけれども、まさにそういう問題でありまして、今乳製品業界の中でまさに明治、

そして雪印と、名前出してはあれですけれども、そういう業界の中でホクレンが今生乳に

ついては一元集荷をしています。そして、配乳権もホクレンにあります。そういう中で、

森永乳業がどういう動きするのかということは大変注目もされているわけです。そういう

中で、事前に相談をしながらやっていくということが本当は一番いいのかもしれませんけ

れども、なかなかそれができなかったということと、やはり最後の最後までこれについて

は水面下で動かざるを得なかったということもぜひご理解をいただきたいというふうに思

います。そういう意味では議会の皆さんに行政報告をさせていただいたということで、取

締役会にもかけさせていただきましたけれども、その中で取締役会には株主としての考え

方をお話しさせていただいて、そして取締役会のご了解をいただいたということでありま

した。大変取締役会でも突然ということで驚いた方もいらっしゃると思いますけれども、

ぜひこういうことで株式譲渡をせざるを得なかったのだということを株主の立場からよく

お話をさせていただいて、ご理解をいただいたということであります。 

 あと、もう一つ、最後に取り扱い増加の中で、従業員もふえていく中で、この中で経営

としてどうなのだと、取締役会の中で話されたのかということでありますけれども、私は

取締役になったばかりでありますので、ずっと前の話はよく存じておりません。ただ、私

が取締役になって２年たちますけれども、大変厳しい経営状況だろうと。確かに扱い高は

68億ございますけれども、この中の利益率を考えたときにこれの改築に向けて積立金を積

み立てていくという状況にはなかったのかなということは経理の面でよく私自体は理解が

できる状況になっています。２万6,000トンの当時と今の８万トンの当時はどんどん、どん

どん扱い量はふえてまいります。ただ、ふえたとしてもその中で利益がではどんどん上が

っていくのかという状況には現在ないということでありまして、そういう意味では大変利

益率が厳しいという中で本当に厳しい経営をしていただいたということについて感謝申し

上げておりますし、残念ながらその中で改築費用を捻出することができないという経営状

態だったということもぜひ、今後経営報告等が見られると思いますけれども、ご理解をい

ただきたいというふうに思っています。また、どうしても販売ルートを持たないという中
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で森永さんに全量購買していただいているという中で、やっぱり森永さんとの信頼関係の

中で経営していったということでございまして、どうしても利益率が低いと。これは、大

手メーカーはまさに同じなのですけれども、どうしても乳製品業界は利益率が低いという

こともありまして、特にこれだけの浦幌乳業の経営状態の中では残念ながら改築費用を積

み立てて、そしてやっていくことはできなかったということが現実問題としてあったとい

うことであります。議員おっしゃられるとおり、当然それは補助金や何か当てにしないで

自賄いでやるというのが基本だと、それが経営活動、それは確かにそのとおりだと思いま

す。しかしながら、当初森永さんが昭和28年にここの工場で開始をしました。63年に一回

撤退したという中で、その後20年、今まで進めてきたわけですけれども、その20年間の前

半はやはりみんな苦労しながら、やっと森永の事業を引き受けながら進めてきたというこ

とでありまして、最近急激に扱い量がふえてきたという中身の中では、何回も申し上げま

すけれども、利益幅が少ない中で改築費用を積み上げることはできなかったというふうに

思います。そういう意味では、本当に経営者の皆さん長年そのことについて大変苦労をさ

れながら、なかなかできなかったというのが現状だと私はこの短い取締役会の中に参加さ

せていただいて、その数字を見る中ではそういう状況になっているかなというふうに思っ

ています。そういう意味では、ぜひ今までの経営努力されたということに感謝を申し上げ

ますけれども、残念ながらそこまでいかなかったということもご理解をしていただきたい

なというふうに思っています。 

（「１番目は」の声あり） 

〇水澤町長 先が見えないというのは、従業員の皆さんが雇用不安に対して先が見えない

ということではなくて、森永さんとの関係で就業規則や何かをきちっと決めないとならな

いのかというご質問なのかなというふうに思いますけれども、これは今後従業員の皆さん

の中からいろんな希望や何かも出てくるだろうと思います。これは、浦幌乳業の中の経営

会議等が月に１回開催されるというふうに聞いておりますので、その中で出てくるのだろ

うというふうに思います。その中で、森永乳業と浦幌乳業との中で話し合いがされていく

ものも出てくるのかなというふうに思っています。そういう意味では、私ども株主という

ことではなくて、そういう経営者としての話し合いが今後されていくのかなというふうに

私は思っていますけれども、それがどういう形で取り組みがされるのかということは、先

ほど申し上げたとおり給与が年代別にやっぱり違うと思うのです。その突き合わせ等に今

後は当たっていくことになるのかなというふうに思っています。そういうことでご理解を

いただきたい。 

〇田村議長 これで中尾光昭議員の一般質問を終わります。 

 以上をもちまして一般質問を終結いたします。 

お諮りをいたします。ここで暫時休憩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。 
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 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時５１分  休憩 

午後 ２時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第３ 議案第８３号 

〇田村議長 日程第３、議案第83号 財産の取得についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第83号 財産の取得について。 

 次のとおり財産を取得するものとする。 

 平成21年９月10日提出、浦幌町長。 

 今回議会に提案させていただいている財産の取得につきましては、学校情報通信技術環

境整備事業補助金並びに地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用して購入するもので

ございます。 

 購入の目的、学校ＩＣＴ環境整備事業、小学校教育用コンピューター購入。 

 購入の機種、サーバー機、コンピューターほか一式。 

 購入の方法、指名競争入札。 

 購入の金額、3,465万円。 

 購入の相手方、帯広市南町東１条２丁目２番地、株式会社曽我代表取締役、曽我彰夫。 

 以上でございます。よろしくご審議賜ります。 

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。 

 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 議案第83号並びに４号、５号と３件については、学校ＩＣＴ環境整備事業、

小学校教育用コンピューター購入という関係で今説明があったわけでございますけれど

も、さきの９日の関係についてもちょっとお話を申し上げましたように、この関係につい

てそれぞれも帯広市の株式会社様に決定をしてございます。そんな関係で、この関係の対

応につきまして地元企業の対応の中で一緒に入札に指名をさせたのかどうか、その辺をま

ず確認をしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 今回の学校ＩＣＴの環境整備事業の購入に当たりましては、管内５社、

地元の業者は入っておりません。 

 以上でございます。 
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〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今課長のお話ですと、管内の５社企業といいますのは十勝管内だと思います

けれども、残念ながら地元の企業入っていないと。そんな関係で、何とかこの関係につき

ましては地元も入って対応させていただければと思っておりました。この内容につきまし

ては、地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業費という形です。この持っています意味

の中身についても、何とかこの事業の対応の中については地元企業、十勝管内も地元でご

ざいますけれども、できればこの浦幌町内にある業者、例えばベスト電器だとかあるいは

東栄堂等ございます。そこら辺もこういうやつ取り扱って、私自身も行って確認をしてご

ざいます。そういう中で、なぜできないのだろうなと。これにはいろいろ前回も話したよ

うに仕様書あるいは設計書というような形の中身で、一括した対応の中身でということに

なると思いますけれども、その辺の中身もう少し詳しくご説明を願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 ただいまご質問あった関係については、おっしゃるとおりなのですけれ

ども、今回のサーバー機、コンピューターほか一式の中に当然サーバー機、それからコン

ピューター、端末機、いろいろ入っているし、その中でやはり設置をして立ち上げをして、

その後教育用ですから学校の先生にそれの使い方、そういうことを全部指導していかなけ

ればならない。言ってみれば保守契約以外のものがすべてこの中で、仕様書の中で、設計

書という中で全部網羅した中で今回発注しているという中身があり、指名委員会の中でも

仕様書、中身等を検討した中では今回これらのものについては、また担当課の次長のほう

からの参考意見をした中では指名委員会としては今回は管内５社という形を決めさせてい

ただいた中身でございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今回この学校ＩＣＴ教育通信技術環境整備という中身につきましては、当然

各教育委員会が担当している状況にあると思います。今課長の話の中では、そういった中

で指名委員会を設定した中で、一括対応の中で一応持ってこられたというふうにお聞きし

ておりますけれども、何とかこの辺の対応につきましても、先ほど言いましたようにきょ

う今現在はこの議案83号の学校ＩＣＴの環境整備事業、小学校の教育用コンピューター購

入、さらに続いて校務用コンピューター、さらに中学校という３点にわたって出る中身に

もありますように分割してと、分散して対応すれば地元業者にもできる状況が多分にある

と思うのです。その辺そういう中に含めて、指名委員会の中でもそういった協議はされな

かったのか。地元業者が完全にできないというのなら別です。私は、先ほど言いましたよ

うにその辺の確認をしてまいりました。何とか指名という戦いのとき土俵に上げていただ

ければ、何としても対応したいという状況の話も確認してきてございます。そういう中で、

先ほど言った、くどいようですけれども、地域活性化・経済危機対策臨時交付金です。こ
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の持つ意味は、ただ単にどこでもいいというわけではないのです。ここに示されているの

は、我が町の経済危機のために、突破できる中身に対応ができるのであれば何とかそのよ

うなことを取り入れなさいという状況の対応に私は思っておりますけれども、再度、３回

目でございますけれども、その辺今後またそういう中で地元の企業、ということは浦幌町

内です。そういった中身を入れてという可能性も生み出すような形であれば非常に私はよ

いと思いますけれども、含めて答弁を願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今回の物品の財産の取得ということでございまして、指名委員会の中でも

今言われたようなご意見が当然出まして、一たんかけられた案件でありましたけれども、

再度精査しようということで一たん休憩をとりまして、また担当課のほうとこの内容につ

いて十分内容を精査させていただきました。今回の案件については、先ほど総務課長が答

弁しましたように単に物品を購入するというだけではなくて、それに付随するセットアッ

プ、特にサーバー機についてはかなり高度な技術を要するということもありまして、そう

いったネットワーク化をするということが１つあるということと、あわせてセットアップ

した後にその後先生等に十分説明をしながら活用できるようにというようなことも含めま

して、単に物を納めるということであれば可能かなというふうに思っていますけれども、

今回こういった物品購入ということでありますけれども、一つの事業的な意味合いもある

というようなことで、今回は管内の業者ということで、何かあったときには即応体制がと

れるというようなことも含めて管内の業者に指名をさせていただいたということでござい

ます。これ以外にもテレビあるいは電子黒板の購入という案件もありましたけれども、そ

れらについては、本当は１本で入札できるのですけれども、それを６本に分けまして、町

内の業者の方が参加できるような体制にしたということでございます。入札の場合、財務

規則その他の法律によりまして、金額によっては５社以上が必要だということもあります

し、また金額が小さければ３社でいいというようなこともありますので、そういったこと

も含めて町内の業者さんが参加し、なおかつ落札しやすいといいますか、そういうことも

含めていろいろと考えながら今回やらせてもらいました。今後については、こういった大

きな事業について本当に町内の業者さんができるのかどうかという部分については、再度

詳細にわたるチェックを含めまして対応していきたいなというふうに思います。今回の入

札の案件については、以上の仕様の内容があるということで管内の業者にしたということ

でございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 （「議長、いいですか、もう一点。３回しましたけれども、もう一点だけお願 

いします。関連ございますので」の声あり） 

〇田村議長 髙橋議員の発言は３回に達してございますけれども、会議規則55条を適用し

ないで発言を許します。 

〇髙橋議員 ありがとうございます。 
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 今の副町長のお話わかります。わかりますけれども、何とか今そういう形で検討をして

いただけるようなお話に受けとめたわけでございますけれども、地元業者、浦幌の業者で

も十分対応できる。先ほど私ちょっと言いましたけれども、これはただ後のアフターの問

題含めて、あるいは今言う学校の先生方のそういう指導の関係も含めて、それは地元業者

からそちらの対応に入れる形の中で、それは札幌からでもすぐ電話１本で飛んでくるとい

う状況のそういういい意味でのネットワークができているというふうに確認をさせていた

だきました。そんな関係上、今後いずれにいたしましても地元ができるという、この5,300万

という、これから今２つまだ案件述べられるわけでございますけれども、そういう対応の

できる状況の中でぜひ地元対応の中で持っていけるような、そういう体制づくりを切にお

願いをして、これで私の質問とします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 基本的には地元の業者さんにということで考えは変わりません。先ほども

言いましたように一つ一つの案件によってちょっと違いますけれども、十分その辺精査さ

せていただいて、できる限り地元の方に入札に参加していただくという方向に沿って指名

委員会等をやっていきたいというふうに思っています。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいまの同僚議員の質問と重複する点は省かせていただきますけれども、

先ほど話あったように今回の交付金により、急遽とは申しませんが、この機械購入に当た

っての予算組みをされたわけでございます。しかしながら、いずれにしても耐用年数が来

る時期、この時期を迎えたとき、今これをつけて、今後耐用年数が来てというときにどの

ような対応ができるのか、それらも含めて十分な検討をされているのかどうか、もう一度

ちょっとわかりづらかった点もあろうかと思いますから申し上げますけれども、耐用年数、

これは必ず来るわけです。その時期に向かって、先ほどと重複する点もあろうかと思いま

すけれども、この地域で対応できる部分というのは当然考えていかなければならないだろ

うと思いますけれども、そういった点まで考えながら進められているのかちょっと伺いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 この教育関係のコンピューターにつきまして、校務用も含めてですが、

基本的には耐用年数というのは５年でございます。これまでもやはりリース事業によりま

して教育用コンピューター、小学校、中学校整備しておりました。そういう中で、耐用年

数５年といいつつ８年なり、９年なりもたせてきているというふうな実施状況でございま

す。５年の耐用年数だから、はい、すぐ５年で切りかえますというふうな形にはしており

ません。そういうことの中で、ウィンドウズ98というふうな形の中で小学校の中には非常
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に古いＯＳを使っていたというふうな状況もございました。それで、今回導入しました教

育用コンピューター及び校務用コンピューターの耐用年数経過後の対応についてでござい

ますが、これにつきましてはやはり５年以上もたせますけれども、その後につきましては、

一括購入ということで今回は補助金がございましたので、補助金等臨時交付金があったと

いうことの中で備品購入という形をとっておりますが、この更新に当たりましてはリース

契約によって行っていきたい。今年度浦幌小学校の教育用コンピューターを当初予算では

リース契約で導入する予定でございましたけれども、機器を更新をする予定でありました

が、今回の補助金等臨時交付金によって備品購入というふうにかえた経過もございますが、

本来的にはリース契約による導入を、機器の更新をしていきたいというふうに考えており

ます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第83号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第４ 議案第８４号 

〇田村議長 日程第４、議案第84号 財産の取得についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第84号 財産の取得について。 

 次のとおり財産を取得するものとする。 

 平成21年９月10日提出、浦幌町長。 

 購入の目的、学校ＩＣＴ環境整備事業、小学校校務用コンピューター購入。 

 購入の機種、サーバー機、コンピューターほか一式。 

 購入の方法、指名競争入札。 

 購入の金額、1,039万5,000円。 

 購入の相手方、帯広市南町東１条２丁目２番地、株式会社曽我代表取締役、曽我彰夫。 

 以上でございます。よろしくご審議賜ります。 

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。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 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。 

 これより議案第84号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第５ 議案第８５号 

〇田村議長 日程第５、議案第85号 財産の取得についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第85号 財産の取得について。 

 次のとおり財産を取得するものとする。 

 平成21年９月10日提出、浦幌町長。 

 購入の目的、学校ＩＣＴ環境整備事業、中学校校務用コンピューター購入。 

 購入の機種、サーバー機、コンピューターほか一式。 

 購入の方法、指名競争入札。 

 購入の金額、829万5,000円。 

 購入の相手方、帯広市南町東１条２丁目２番地、株式会社曽我代表取締役、曽我彰夫。 

 以上でございます。よろしくご審議賜ります。 

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 質疑なしと認めます。 

 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。 

 これより議案第85号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第６ 議案第８６号 

〇田村議長 日程第６、議案第86号 財産の処分についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第86号 財産の処分について。 

 次のとおり財産を売り払いするものとする。 

 平成21年９月10日提出、浦幌町長。 

 所在地、十勝郡浦幌町字留真、第１伐区、留真町有林。 

 立木の樹種及び数量、カラマツ、1,918.678立方メートル。 

 売り払いの方法、指名競争入札。 

 売り払いの金額、940万8,000円。 

 売り払いの相手方、十勝郡浦幌町字帯富86番地、木下林業株式会社代表取締役、木下貞

雄。 

 以上でございます。よろしくご審議賜ります。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 ６番、差間議員。 

〇差間議員 私毎回聞いているわけなのですけれども、まずカラマツの市況、それとこれ

によると指名競争入札、こうなっています。地元だけ何社あるのか、また町外あるのかど

うか、市況とあわせてお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 今回の入札については、地元４社で入札させていただいております。 

〇田村議長 産業課長。 

〇前田産業課長 現在のカラマツの市況でございますけれども、カラマツに限らず木材市

況につきましては昨年来からの不況でございまして、かなり安いということでございます。

ただ、ここ一、二カ月若干持ち直しをしてきているというふうなことも報道されておりま

す。しかし、昨年の４月、５月と比べるとかなり落ちているという状況でございます。今

回の単価につきましては、森林組合等の調査と、それから浦幌町の調査ということを両方

兼ね合わせまして単価の決定をしております。当初予算よりは若干安い見積もりというか、

結果になっておりますけれども、これはやむを得ない市況状況だ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 ６番、差間議員。 

〇差間議員 私もカラマツ市況ちょいちょい見る機会がありますので、話は聞くのです。

何とか好転できないものかなと思っているのです。 

それと、地元、これ見ますと４社でやっている。これは、個人名はわかりませんけれど

も、この後86、87、88と、この３社でもって指名競争入札ということです。課長、どうで
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すか。私昨年も質問しています。覚えていると思います。地元は４社しかないものか、ま

た町外に希望があった場合というのかわかりませんけれども、漠然としたこと言っていま

すけれども、そういった場合、そういう指名業者に一応書類等もちろん持ってきて判断す

るのでしょうけれども、その場合この入札委員会どういう方がそれ決めるのですか、今ま

では。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 指名委員会というのがありまして、委員長に副町長、それから委員、総

務課長、産業課長、まちづくり政策課長、町民課長、施設課長、以上６名で行っておりま

す。それで、今回の関係については、この財産を処分するに当たり地元４社がその指名委

員会の中で、本来であれば３社以上あればいいのですが、５社が望ましいのですが、地元

で一応今回の入札参加の申し込みの中では立木の購入に当たっては４社という形で選定を

させていただいている中身でございます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 ６人、そういうことでどういう方が該当するかと、そういう判断で指名競争

入札をするという判断でいいのですか。私は、別にこの値段にどうのこうのつける、変な

こと言っている意味ではないです。やはり森林組合がこの町有林のほとんどを管理してい

るという判断しています。ですから、ここで大事なのはこの浦幌町の役場職員、この中身

で詳しい人１人かいるのですか。最後にこれだけ聞いておきたいと。この木見たら大体こ

ういうものだろうと、年数何年たったら何立米あるだろうと、そしたらこれ１本何ぼの立

米で単価がどのくらいと、そういう判断できる人いますか。それだけ最後に聞いておきた

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 林業、木材関係に精通している職員がいるのかということでございます

けれども、今担当係長がその業務に当たっております。現在の係長もまだそんなに深い年

数を経験しているわけではございませんけれども、それなりの評価はできるということの

状況になっております。それらも含めまして人材も不足しているということから、森林組

合に町有林の管理の委託をさせているところでございまして、今回もこの町有林の売り払

いの面積、総面積34町ばかりの面積でございますけれども、これを１人で全部積算すると

いうことになると不可能という状況でございます。ということで、森林組合に立木の毎木

調査をやっていただくということについては、町職員ができないということから管理をさ

せてもらっているということでございますので、ご理解を願いたいと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 これで質疑を終わります。 
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 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。 

 これより議案第86号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第７ 議案第８７号 

〇田村議長 日程第７、議案第87号 財産の処分についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第87号 財産の処分について。 

 次のとおり財産を売り払いするものとする。 

 平成21年９月10日提出、浦幌町長。 

 所在地、十勝郡浦幌町字留真、第２伐区、留真町有林。 

 立木の樹種及び数量、カラマツ、1,866.599立方メートル。 

 売り払いの方法、指名競争入札。 

 売り払いの金額、893万5,500円。 

 売り払いの相手方、十勝郡浦幌町字宝町53番地の６、有限会社山川林業代表取締役、山

川信秋。 

 以上でございます。よろしくご審議賜ります。 

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。 

 ６番、差間議員。 

〇差間議員 １つかわりましたから、３回できますから、質問したいと思います。 

 この立木の伐期時期、これ何年目で売っているか、また間伐はやっているかどうか、２

点あわせて聞きたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 基本的に町有林の施業計画に基づいてやっておりまして、基本的には

40年生を基本に立木の売り払いをやっております。間伐については、随時やっております。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 町有林は、たしか3,800ヘクタールでしたね。そういう中で、これからまだま

だ毎年最低でもこのくらいの立木の売り払いをやると思うのです。その場合、やはり我が

浦幌町の産業課、どこでもいいのですけれども、これだけの山を森林組合に100％お願いし
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ている中身ですから、おんぶにだっこでいいのかなと、そういうことを前にも私言ってお

ります。確かに人件費もかかることですから、理解はできるのですけれども、町長、その

点どうでしょうか。もう一人ぐらい養成しなければ、これだけの町の財産ですから、森林

組合ばっかりに任せていいかどうか私はちょっと疑問に思うのですけれども、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 町有林の管理につきましては、議会の皆さんからいろいろご意見を賜ってい

るところであります。管理については、今職員定数条例の中で大変厳しい職員の人数削減

を行ってきているところでありまして、何とかその中で森林組合の皆さんに管理について

委託をし、お願いをしているという状況であります。前にも答弁申し上げましたけれども、

この森林を管理するということは本当に１人の職員が完全になるまでには大変な年月を要

するということもありまして、それの育成というのは、言葉で言うのは簡単ですけれども、

なかなか難しいという状況にあります。ただ、その中でやはり森林組合の皆さんにお力を

かりながら、この育成、そして管理を行っていただいているということでありますので、

今後とも職員を養成するというよりは、今係長がやっておりますけれども、森林組合の皆

さんと連携をとりながら管理をお願いしていく状況のほうがよろしいのではないかという

ふうに考えておりますので、今後ともこの管理につきましては森林組合の皆さんにお願い

を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 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第87号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第８ 議案第８８号 

〇田村議長 日程第８、議案第88号 財産の処分についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第88号 財産の処分について。 
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 次のとおり財産を売り払いするものとする。 

 平成21年９月10日提出、浦幌町長。 

 所在地、十勝郡浦幌町字幾千世、第３伐区、幾千世町有林。 

 立木の樹種及び数量、カラマツ、2,068.216立方メートル。 

 売り払いの方法、指名競争入札。 

 売り払いの金額、824万2,500円。 

 売り払いの相手方、十勝郡浦幌町字帯富97番地３、北村林業株式会社代表取締役、北村

嘉夫。 

 以上でございます。よろしくご審議賜ります。 

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 質疑なしと認めます。 

 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。 

 これより議案第88号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第８９号 

〇田村議長 日程第９、議案第89号 平成21年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第89号 平成21年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成21年度浦幌町の一般会計補正予算（第６回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,948万3,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ59億4,340万3,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成21年９月10日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括は省略させていただきます。 
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 ４ページをお開きください。２、歳入、９款１項１目地方交付税1,948万3,000円を追加

し、32億5,355万6,000円、１節地方交付税1,948万3,000円の追加、普通交付税でございま

す。この関係につきましては、９月９日議決をいただきました第５回一般会計補正予算に

伴う説明資料15ページに記載しております3,884万2,000円の財源留保分のうち、今回

1,948万3,000円を計上させていただいております。なお、残額分について1,935万9,000円

につきましては、今後の補正分として除雪対策及び各種施設修繕等のために財源留保させ

ていただいております。 

 ３、歳出、４款衛生費、１項保健衛生費、１目環境衛生費25万8,000円を追加し、3,118万

1,000円、18節備品購入費25万8,000円でございますが、別途説明資料がございますので、

ごらんください。内容としては、本年大量発生したマイマイガの死骸及び卵塊の除去作業

に使用する高圧洗浄機を購入するもので、追加するものでございます。購入金額について

は25万8,000円でございますが、12機購入の予定をしております。上浦幌支所、各公民館、

役場等、12カ所に設置を予定しております。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費130万円を追加し、2,946万2,000円、19節

負担金、補助及び交付金130万の追加、冷湿害に伴う心土破砕事業補助金130万でございま

す。 

 ６目土地改良費1,792万5,000円を追加し、１億405万円、19節負担金、補助及び交付金

1,792万5,000円、冷湿害に伴う明渠排水溝掘削事業補助金388万5,000円、冷湿害に伴う小

規模暗渠排水事業補助金1,404万円でございます。農業費の補正につきましては、計1,922万

5,000円でございます。説明資料をごらんください。今回の説明資料の要旨に説明内容につ

いては書いております。また、内容につきましては、心土破砕事業の事業量については325ヘ

クタール、また明渠排水掘削事業では２万2,200メーター、小規模暗渠排水事業では46.8ヘ

クタールを予定しております。 

 以上でございます。よろしくご審議賜ります。 

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 環境衛生費、マイマイガ、大変問題になっておりますマイマイガの除去のた

めの高圧洗浄機ですが、ちょっと済みません、ただいま説明いただいたのですが、ここに

もありますように行政区等に優先してというこの部分で、その貸し出しの方法というので

しょうか、この部分についてちょっといま一つわかりづらかった部分があるものですから、

この辺について詳しく説明をお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまのご質問につきましてお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 マイマイガの除去のための洗浄機を購入し、その洗浄機を行政区等に優先的に貸し出し



 － 52 － 

という内容でございますけれども、期間がこちらで今考えてございますのは、今年の５月

に幼虫が発生をしたということで、経過も含めて申し上げますと５月の14日に新聞折り込

みでその幼虫の駆除にかかわって町民の皆様にご協力をお願いしますということで新聞折

り込みでご案内をしているところでございます。その後８月に入りましてマイマイガが昨

年と同様、もしくはそれ以上というような部分で大量発生をしたという経緯がございます。

今後の対応といたしまして、来年以降の部分としてマイマイガが産卵をしてございますの

で、その産卵した卵を何かしらの除去作業を行わなければいけないということで町内全域

を回って調査をしましたところ、電柱につきましてはＮＴＴさん、北電さん含めまして

120本ほど大量に産みつけられていたと。それから、公共施設もそれぞれ学校、会館、公民

館等、壁面、それから基礎回り等産みつけられていたという状況がございまして、公共施

設につきましては消防署のご協力をいただきながらの除去作業、またはＮＴＴさんの電柱

につきましてはそれぞれ北電帯広営業所等に赴きまして、その除去を何とか早急にお願い

したいということで要請もいたしておりますし、また要請文をお渡ししてございます。そ

んな関係上、北電さん、ＮＴＴさんにつきましても時期はまだ未定ということになってお

りますけれども、早い時期にその除去に当たりたいというふうなご回答もいただいており

ます。ただ、一般の家庭の住宅等におきましては、公共施設でないものですから、今後の

対応といたしまして今般本補正によりまして洗浄機を12機購入し、その12機をご議決をい

ただきましたならば９月から10月もしくは11月にかけて行政区を通じた中でその洗浄機を

お貸ししたいと。これはなぜかといいますと、世帯によりましてはなかなかその除去作業

ができない老人世帯等もございますので、以前の衛生組合のような方式的に区長さんを通

じた中でその対応をご協力をお願いしたいということで考えているところでございます。

町内の公共施設の配置ということにつきましては、ただいま申し上げましたとおり９月か

らもしくは11月までという期間が限定されてございます。といいますのは、冬季を迎えま

すと降雪があってその除去作業もできないものですから、この秋のうちに卵の除去作業を

進めていきたいという考えでございますし、その後は降雪がありますと使えなくなります

ので、各小学校、各公民館、そして上浦幌支所、保健福祉センター、役場庁舎と合わせて

12カ所に常備を行いたいと。それにつきましては、各建物、庁舎等の清掃業務に当たって

いただきたいということで、今後とも９月から10月の中で、もしくは11月までの間で卵の

除去作業についてそういう対応で臨んでいきたいというふうに考えておりますので、ご理

解を賜りたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われたように当然11月とか寒くなれば、水をかけてしばれるようなこと

では困りますので、ただ具体的に今考えている中で９月という、きょう議決されたとなれ

ば例えばこの購入がいつからで、いつごろにはもう、例えばお祭りとかいろんな部分もあ

りますので、その辺で具体的にいつごろから貸し出しをしていくのか。今言うように当然

優先的には行政区ということではあるのでしょうが、例えばそういう形ではない中で個人
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的な申し込みというものは一切認めないということなのかどうなのか、その辺の部分の細

かい説明をお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 実際の使用時期の関係、購入も含めた中での使用時期についてでありま

すけれども、今現在と申しましょうか、洗浄機が製造がなかなか大量というか、そういう

部分に製造されていないというふうに聞いてございますので、それと申し込み、一般家庭

的に申し込みが殺到しているという、殺到と申しますか、売れているというような状況も

ございまして、いつ購入というのはまだはっきりは時期的にはなかなか申し上げられない

のですけれども、ご議決をいただきましたならば早急にその部分は対応して、一日も早く

ということで行っていきたいというふうに思ってございます。 

 また、個人の貸し出しというお話ですけれども、やはり町の備品でございますので、個

人にお貸しするということはなかなかといいましょうか、現在のところはやはり行政区と

先ほど申し上げました以前の衛生組合のような対応で考えておりますので、この部分はご

了承いただき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 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第89号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。 

 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、暫時休憩をいたします。 

 

午後 ２時４７分  休憩 

午後 ３時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 
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    ◎日程第１０ 認定第１号 

〇田村議長 日程第10、認定第１号 平成20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 決算をご審議いただく前に一言ごあいさつを申し上げさせていただきたいと

思います。 

平成20年度の一般会計並びに10特別会計の決算につきましては、提案させていただきま

すけれども、できる限りの詳細な説明資料をつけさせていただいたつもりであります。ど

うか慎重審議いただくようお願い申し上げたいと思います。また、各決算書につきまして

は、担当課長から説明をさせますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。どう

ぞよろしくお願いします。 

〇田村議長 総務課長。 

〇上村総務課長 認定第１号 平成20年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定について。 

平成20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21年９月９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20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 20 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55億9,680万

725 円、歳出決算額 54 億 3,143 万 3,118 円、執行率 91.9％、繰越事業費繰越財源 6,627 万

1,459 円、実質収支額 9,909 万 6,148 円。 

町有林野会計、9,707 万 8,894 円、9,083 万 6,908 円、99.5％、624 万 1,986 円。 

模範牧場会計、１億 2,664 万 6,012 円、１億 2,200 万 3,629 円、98.9％、464 万 2,383 円。 

国民健康保険事業会計、10億 503万 8,804 円、８億6,462万 3,690円、97％、１億 4,041万

5,114 円。 

 老人保健会計、１億 428 万 4,884 円、１億 60万 1,637 円、99.6％、368 万 3,247 円。 

 後期高齢者医療会計、6,212 万 3,719 円、6,151 万 8,667 円、93.7％、60万 5,052 円。 

介護保険会計、５億6,930万1,750円、５億5,046万7,756円、96.6％、1,883万3,994円。 

浦幌町立診療所会計、３億954万6,441円、２億9,474万963円、98.3％、1,480万5,478円。 

公共下水道会計、６億7,122万6,608円、６億6,969万8,517円、99.9％、152万8,091円。 

 個別排水処理会計、4,846 万 5,324 円、4,760 万 6,940 円、98.9％、85万 8,384 円。 

簡易水道会計、３億 7,480 万 931 円、３億 7,161 万 4,999 円、91.3％、繰越事業費繰越

財源２万 5,000 円、316 万 932 円。 

計 89億 6,531万 4,092円、86億 514万 6,824円、93.8％、6,629万 6,459円、２億9,387万

809 円、以上の内容であります。 
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次に、２ページをお開きください。平成 20 年度、平成 19年度一般会計款別収入比較表。

平成 20 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 6,898 万 6,014 円、102.1％。地方譲与税１億 2,343 万 6,000 円、99.5％。利子割交付金

250 万 4,000 円、125.2％。配当割交付金 48 万 8,000 円、48.8％。株式等譲渡所得割交付

金 35万 7,000 円、71.4％。地方消費税交付金 5,721 万 9,000 円、90.8％。自動車取得税交

付金 3,043 万 7,000 円、83.4％。地方特例交付金 531 万 1,000 円、100％。地方交付税 33 億

5,511 万円、100.9％。交通安全対策特別交付金 135 万 4,000 円、100.3％。分担金及び負

担金１億 7,958 万 1,474 円、96.4％。使用料及び手数料１億 4,860 万 2,904 円、100.5％。

国庫支出金３億 1,485 万 8,220 円、47.8％。道支出金２億 1,072 万 3,637 円、99.5％。財

産収入2,958万 8,430円、103.1％。寄附金361万 8,864円、93.2％。繰入金766万 4,986円、

100％。繰越金１億 2,960 万 9,201 円、100％。雑収入１億 3,079 万 6,995 円、105.4％。町

債２億 9,655 万 4,000 円、100％。合計 55 億 9,680 万 725 円、94.7％、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 20年度、平成 19年度町税収入比較表。平成 20年度の収入済額を

もって説明いたしますので、よろしくお願いします。町民税、現年度分２億3,727万8,544円、

98.7％、滞納繰越分 235 万 4,634 円、32.2％、計２億 3,963 万 3,178 円、96.7％。固定資

産税、現年課税分２億 7,481 万 1,399 円、99.6％、滞納繰越分 205 万 9,226 円、22.2％、

計２億 7,687 万 625 円、97.1％。軽自動車税、現年課税分 1,109 万 6,500 円、99.4％、滞

納繰越分２万4,200円、26.6％、計1,112万700円、98.8％。町たばこ税、現年課税分4,136万

1,511円、100％。計、現年課税分５億6,454万7,954円、99.2％、滞納繰越分443万8,060円、

26.6％、計５億 6,898 万 6,014 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 20 年度、平成 19年度一般会計款別支出比較表。

平成 20 年度の支出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 6,187 万 5,539 円、執行率 99.1％。総務費８億 257 万 5,514 円、65.2％。民生費 10 億

2,120 万 4,347 円、98.8％。衛生費５億 1,226 万 2,118 円、99.0％。労働費 59万 9,365 円、

90.1％。農林水産業費４億7,345万5,535円、99.4％。商工費１億1,973万5,619円、98.0％。

土木費５億 796 万 9,359 円、98.5％。消防費２億 5,068 万 4,730 円、99.9％。教育費６億

3,327万2,470円、97.8％。災害復旧費614万7,270円、88.3％。公債費10億4,052万2,538円、

99.7％。諸支出金 112 万 8,714 円、98.0％。予備費はゼロ。合計で 54億 3,143 万 3,118 円、

執行率 91.9％となっております。 

 次に、平成 20年度、平成 19年度一般会計節別支出比較表。平成 20 年度の支出済額をも

って説明いたしますので、よろしくお願いします。報酬 6,944 万 2,831 円、増減率 4.3％

の増。給料４億 9,224 万 1,234 円、4.2％の減。職員手当等２億 5,662 万 5,698 円、4.5％

の減。共済費２億 4,934 万 7,997 円、7.8％の減。賃金 7,374 万 9,918 円、16.9％の増。報

償費827万9,368円、10.1％の減。旅費1,045万6,715円、2.6％の減。交際費11万3,981円、
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24.9％の増。需用費２億 7,086 万 6,448 円、9.3％の減。役務費 3,948 万 2,011 円、4.4％

の減。委託料３億 8,849 万 6,256 円、13.3％の増。使用料及び賃借料 7,839 万 7,043 円、

16.5％の増。工事請負費３億 2,778 万 1,125 円、23.6％の増。原材料費 274 万 350 円、4.1％

の増。公有財産購入費 116 万 4,672 円、62.0％の減。備品購入費 1,540 万 508 円、62.1％

の減。負担金補助及び交付金７億5,958万9,603円、8.5％の増。扶助費２億2,988万3,775円、

1.5％の減。貸付金１億 1,404 万円、1.6％の減。補償補てん及び賠償金 819 万 7,876 円、

38％の増。償還金利子及び割引料 10億 7,243 万 737 円、11.1％の減。投資及び出資金 90万

円、増減ゼロ。積立金２億 7,705 万 5,753 円、39.1％の増。公課費 200 万 100 円、21.8％

の増。繰出金６億 8,274 万 9,119 円、1％の減。合計で 54 億 3,143 万 3,118 円、0.3％の増

の内容であります。 

 次に、６ページをお開きください。平成 20年度普通会計の収入の状況でありますが、こ

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

財源となるもの、臨時的経費の財源になるものの内訳がございます。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 2,965 万 4,000 円が特別交付税であります。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 31億 2,545 万 6,000 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、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 7,515 万 4,000 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の 39 億

3,395 万 4,000 円とただいま申し上げました地方債の１億 7,515 万 4,000 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であります。 

 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の

臨時的経費は指定統計費、選挙費など特定財源、農業委員会選挙費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が

臨時的経費として、またそれ以外の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 20 年度

普通会計投資的経費の内訳欄の一番上の２款１項５目財産管理費の町有住宅等火災警報機

設置事業135万5,000円から16ページの２目の水産業施設災害復旧事業５万5,000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 5,394 万

2,000 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 5,394 万 2,000 円で

す。これと同額になりますと、次に表の右端の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額 35億 658 万 8,000 円を歳入合計欄、経常経

費の一般財源39億3,395万 4,000円と地方債の一般財源１億7,515万 4,000円を足したも

のを割ると経常経費比率 85.3％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20年度末地方債の状況でございますが、一般会

計合計で申し上げます。19年度末現在高79億790万9,000円、20年度発行額２億9,655万
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4,000円、平成20年度末現在高72億9,448万3,000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と、総合計でありますが、19年度の現在高が130億5,364万円です。20年

度の発行額が７億5,212万4,000円、元利償還額が19億397万2,000円、20年度末の現在高が

121億7,304万2,000円となっております。 

 次に、９ページ、平成20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19年度末残高が８億3,526万2,000円、20年度末残高が11億1,051万9,000円、特別

会計を含めた総合計で19年度末残高が９億514万5,000円、20年度末残高で11億9,034万

6,000円との内容になっております。 

 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が、平成20年度の

支出額が合計で１億8,834万2,000円、平成21年度以降支出予定額が７億5,768万4,000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。平成20年度で説

明申し上げます。標準財政規模、平成20年度39億2,476万8,000円。基準財政収入額６億

4,686万9,000円。基準財政需要額37億7,398万円。財政力指数、３カ年平均で0.178％、公

債費比率14.7％、起債制限比率、３カ年平均で13.8％、公債費負担比率22.3％、経常収支

比率85.3％、以上の内容になっております。 

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ページの次に桃色のページ以降１ページから28ページまでにつきましては平成

20年度一般会計決算説明資料、29ページから47ページまでは特別会計決算説明資料であり

ますので、後ほどごらんおき願いたいと思います。また、47ページの次に桃色のページ以

降１ページから28ページまでにつきましては、監査委員から提出された平成20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20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らせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ここでお諮りいたします。 

平成20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） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、平成20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をいたしました。 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 お諮りをいたします。 
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 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とし、９月15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とし、９月15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、これをもって延会といたします。 

延会 午後 ３時２１分 


