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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。 

 昨日に引き続き議事を進めます。 

初めに、平成20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の説明を求

めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 平成20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。 

 歳入の総額55億9,680万725円、歳出総額54億3,143万3,118円、歳入歳出差引額１億

6,536万7,607円、翌年度へ繰り越すべき財源、繰越明許費繰越額6,627万1,459円、実質収

支額9,909万6,148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６目財政調整等基金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。 

〇上村総務課長 ２款総務費、１項総務管理費、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、事務機械借り上げ等に要した科目でござい

ます。補正の主なものにつきましては、人件費の追加の内容でございます。13節委託料、

14節使用料及び賃借料は、説明資料８ページに記載しております。 
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 次のページをお開きください。２目情報化推進管理費、この科目につきましては業務基

盤システムである総合行政情報システムなど業務系システム及び庁内ネットワークシステ

ム等の構築、維持、保守、管理等に要した経費の科目でございます。補正の主なものにつ

きましては、ＬＧＷＡＮ提供設備の共同化に伴う装置の設備に係る開発業務委託料並びに

電子申告システム導入支援に係る委託料、税務情報システム公的年金特別徴収に係るシス

テム改修委託料の追加の内容となっております。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８ページから９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。特に説明することはございません。 

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。なお、不用額につき

ましては、執行残によるものでございます。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。 

〇上村総務課長 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。15節工事請負費は、説明資料10ページに記載しております。 

 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、

特に説明する事項はありません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に15目定額給付金給付事業費までの説明を求め

ます。 

 まちづくり政策課長。 

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対策事業、産炭地域総合

整備事業調査の委託費にかかわる費用です。特に説明することはございません。 

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。 

〇上村総務課長 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ありません。 

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
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生活安全に係る経費でございます。交通安全指導員11名による啓発、巡視、街頭指導活動

日数は延べ46日、総出動人員は延べ111人、総出動時間は240時間の内容でございます。防

犯指導員14名による啓発、巡視、活動日数は延べ143日、総出動人員は延べ364人、総出動

時間は722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いては、

一般会計決算説明資料10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21年成人式に要した経費で、

対象者71名中48名が出席し、出席率は67.6％でございました。 

〇上村総務課長 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、説明資料10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。補正の主なもの

につきましては、13節委託料、旧オベトン川支障物件移転委託料、19節負担金、補助及び

交付金で生活交通バス運行補助金、コミュニティ助成事業交付金の追加内容であります。

13節委託料、15節工事請負費、19節負担金、補助及び交付金は、説明資料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 14目地域活性化・生活対策臨時交付金事業費、この事業につ

きましては世界的な金融不安やそれらに起因した国内の景気減速が中小企業や国民生活に

不安を広げる中、こうした不安を解消し、地域活性化に資する緊急的施策として国の補正

予算に伴う関連事業でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきまし

ては、11ページ、一般会計決算説明資料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。 

続きまして、15目定額給付金給付事業でございます。この事業は、市町村を事業主体と

して景気後退下での住民の不安に対処するため定額給付金を給付することにより、住民へ

の生活支援と地域経済活性化を推進するための事業費でございます。この事業につきまし

ては、現在の受け付け状況でありますけれども、配布世帯数は２月１日を基準日にして

2,491世帯、今月９月７日現在で受け付け数2,465世帯で99.1％でございます。残り受け付

け世帯数18世帯につきましては、現在各戸を回りながら啓発に努めているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 11番、岸田議員。 

〇岸田議員 諸費の19節の負担金のかかわりですけれども、これは都市間バス、いわゆる

釧路帯広間の町民の利用状況を把握しておりましたらお知らせください。 

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 今年度分につきましては、まだ十勝バスのほうから利用状況
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について連絡来てございませんけれども、昨年の平成20年度の実績でございますと、当時

はまだ４往復しておりまして、１日当たり0.6人の利用ということでございました。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、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携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及び

路線価業務並びに土地図修正業務で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1,088万8,001円は、税源移譲時の年度間の所得変動

に係る減額措置分、278名に係る還付金977万89円、過年度分町道民税６個人及び決算確定

に伴う法人町民税15法人に係る還付金及び還付加算金90万9,512円並びに償却資産の修正

申告によ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。 

〇上村総務課長 ４項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ページに記載しております。 

 ２目農業委員会選挙費は、平成20年７月６日に執行した農業委員会選挙にかかった経費

でございます。 

 ３目海区漁業調整委員選挙費については、特に説明事項はございません。 

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ございます。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、国の委託事務の

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係る経費

であります。特に説明を加える事項はございません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に３款１項７目後期高齢者医療費までの説明を求
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めます。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 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

ましては障害者福祉を含む社会福祉全般に要する経費でございます。１節報酬につきまし

ては、障害者計画策定に伴う審議委員会委員の報酬でございます。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。

19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費の不用額につきましては、身体障害者等に対す

る給付費等に係る執行残でございます。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。 

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。 

〇広瀬保健福祉課長 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、社会調査委託料として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、浜厚内生活館の管理運営及びウタリ生活相談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56人、障害老人139名、ひとり親家庭等の親48名、子供73名の医療費の助成

に要する経費でございます。20節扶助費につきましては、説明資料12ページに記載のとお

りでございます。 

７目後期高齢者医療費、この目につきましては平成20年度から始まった後期高齢者医療

制度にかかわり、本町が負担すべき広域連合への療養給付費負担金及び後期高齢者医療特

別会計に対する繰り出しに要する経費で、そのうち保険基盤安定繰出金に対して北海道か

ら４分の３の率の支出金が拠出されております。 

 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 質疑がないようなので、次に２項９目子育て応援特別手当支給事業費までの

説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 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、幼稚園の入退園や納付事務に要した経費でございます。１節報酬につき

ましては、児童育成計画策定委員会の開催に伴う報酬でございます。８節報償費につきま

しては、説明資料12ページに記載しております。 
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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、説明資料12ページに記載

のとおりでございます。平成19年４月から支給内容の改正がございまして、３歳未満の第

１子及び第２子について一律月額１万円、３歳以上は第１子及び第２子に5,000円、第３子

以降は１万円の支給内容で、児童数87名の措置内容でございます。 

〇広瀬保健福祉課長 ３目認可保育園運営費、しらかば保育園施設管理運営及び園児56名

の保育の運営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

きましては、説明資料13ページに記載しております。 

 次のページお願いいたします。４目へき地保育所運営費、上浦幌ひまわり保育所の管理

運営及び園児16名の保育の運営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、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、言葉や心身の発達におくれがある児童の療育の

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258名、就学児童延べ161名、

合計419名が利用いたしました。 

 ７目学童保育所費、放課後児童対策として開設している学童保育所の児童30名の保育の

運営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不安や悩みの解消をお手伝い

する子育て支援センターの運営に要した経費でございます。年間137回の開催で、延べで

3,000名の親子が利用しております。 

〇鈴木町民課長 ９目子育て応援特別手当支給事業費、この目につきましては平成21年第

１回臨時会におきまして事務費の補正及び手当と事務費の一部について平成21年度への繰

越明許費補正のご議決を賜った内容でございます。本年３月発送分の広報４月号に手当支

給事業内容を掲載し、また手当支給対象世帯には３月26日に申請案内書を個別に送付し、

さらに４月８日には未申請の方に再度ご案内をいたし、申請漏れのないよう努めてきてご

ざいます。その結果、住民基本台帳登録上等の対象世帯55世帯、対象者59名の方すべてか

らの申請を受け、４月30日には総額212万4,000円の手当を支給しているところでございま

す。これらの事務経費として、平成20年度におきましては７節賃金、11節需用費、12節役

務費の合計33万2,667円を執行してございます。 

 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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、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。 

〇広瀬保健福祉課長 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費、この目につきましては高齢

者福祉、在宅支援事業に要した経費でございます。１節報酬につきましては、福祉有償運
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送運営協議会、老人保健福祉計画、介護保険事業計画策定審議会の開催に要した経費でご

ざいます。８節報償費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、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ページに記載しております。12節

役務費につきましては、緊急通報システム端末機取りつけ、取り外しに係る手数料につい

ても含まれております。13節委託料の緊急通報システムにつきましては、緊急通報が19件

あり、うち消防、救急車等の出動が４件ございました。28節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 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20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、国民健康保険連合会、社会保険診療報酬支払基金との共同

電算処理及びレセプト点検委託料ほかでございます。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。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。 

〇広瀬保健福祉課長 ３目老人福祉施設費、この目につきましては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、39名が３施設に入所しており

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13ページに記

載しております。 

 ４目老人ホーム費、老人ホームの管理運営に要した経費でございます。平成21年９月１

日現在入所者50名、うち浦幌出身者は34名でございます。11節需用費、修繕料、13節委託

料につきましては、説明資料13ページ、14ページに記載しております。20節扶助費につき

ましては、介護サービス利用者賦課加算等に要した経費でございます。 

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14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 ちょっと確認をさせてもらいますが、町民バスの備品購入で夏タイヤ６本と

いうような形で金額が31万5,000円ですか、上がっていますが、ということはこれ１本が５

万何がしというようなことでよろしいのでしょうか。 

〇田村議長 説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 一応主なものとして夏タイヤ６本ということでなっておりますけれど

も、あとそのほかに備品で購入しているものがありますので、ご理解願いたいと思います。 

 以上です。 
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〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、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。 

〇広瀬保健福祉課長 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、各種健康診査

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きましては、

説明資料14ページに記載しております。13節委託料の不用額につきましては、各種健康診

査の執行残となっております。 

 ２目予防費、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14ページに記載しております。乳幼児等における予防接種は延べ378名、高齢者のインフ

ルエンザ予防接種は1,020名が接種されております。 

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斎場ほか環境衛生業務一般に

要する経費でございます。11節需用費の葬斎場２号炉主燃料室セラミック張りかえ等修繕、

19節負担金、補助及び交付金のうち町外葬斎場使用料補助金につきましては、説明資料14ペ

ージに記載のとおりでございます。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。 

〇広瀬保健福祉課長 ５目医療対策費、患者輸送、日曜当番医など医療対策に要した経費

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きましては、説明資料14ペ

ージに記載しております。21節貸付金につきましては、医療技術者等養成修学資金の２名

に貸し付けした金額でございます。28節繰出金につきましては、町立診療所特別会計への

繰り出しでございます。 

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

243名の医療費助成に係る経費でございます。13節委託料は、健康保険法等の一部を改正す

る法律施行により、平成20年度からの町単独支援策として未就学児までの医療費無料化に

よるシステムの改修委託経費でございます。20節扶助費は、説明資料14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20年度の入浴者数は１万123人で、対前年度比632人、5.88％の減、

使用料収入は350万8,230円で、対前年度比23万1,070円、6.18％の減でございました。13節

委託料は、説明資料14ページに記載のとおりでございます。 

〇広瀬保健福祉課長 ８目保健福祉センター管理費、保健福祉センターの管理に要した経

費でございます。13節委託料につきましては、説明資料14ページに記載しております。 

 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。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 公衆浴場についてちょっとお聞きします。 

 大分公衆浴場も老朽化をし、いろいろと手直ししながら使っておられるのですけれども、

これ今後どのような状態になるのかをちょっとお聞きしたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまの阿部議員のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 町営公衆浴場、健康湯につきましては、平成３年７月に着工し、10月にその完成を見て

いるところでございます。11月にはその使用開始をいたしておりまして、本年をもちまし

て18年がたっているという内容でございます。先ほども実績の中で入浴者数のことも説明

させていただきましたけれども、各年度それぞれ決算認定審査に当たりまして実績の説明

をさせていただいている経過もございます。一昨年と比較して、平成20年度はその使用が

減になったという部分もございますけれども、いずれにいたしましても18年を過ぎている

というようなことでございまして、今後の部分につきましては大きな検討課題にあるのか

なというふうにとらえているところでございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も公衆浴場の関係で質問させてもらいますが、大きな検討材料ということ

でございますが、前回のときに町長のほうからもこれは今後についてはやはり廃止も含め

た上での検討をしていくというような答弁があったかなというふうに思っています。その

中で、利用者が減っているというような部分もあるのでしょうが、その利用者の内訳とい

うのでしょうか、どういう利用者がどのように今使われていてとか、町内がどうなのかと

かというような、そういういろんな部分で検討していく上でそういう詳細なデータという

のでしょうか、そういうものはとられているのかどうなのか、この辺について説明を求め

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 利用者につきましては、町内、町外というようなことでの調査はしてご

ざいません。といいますのは、委託事業の中で通常の入浴客ということでございますので、

どなたが町内、町外という判別ができない状況でもございますし、またそれぞれ記載して

入浴していただくというような方法もお手数をかける部分もございますので、それらにつ

いては把握をしていないのが現状でございます。ただ、時期的には、それぞれの月ごとに

実績をとっておりますので、その部分については把握している状況でございますので、ご

理解いただきたいと思います 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 この指定管理者の期限がたしか来年というのでしょうか、来年の３月ですね、
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要するに今年度で指定管理が切れるというふうに私は認識をしておりますが、やはりそう

いうことであればその部分、そこが一つの大きな判断材料の時期になるのではないかなと

いうふうに思っております。当然これだけの金額も出ておりますし、今後の留真温泉との

絡みもありますので、いろんなことを複合的に考えてご判断をされていくということだろ

うと思いますが、その中に当然やはり聞くところによりますと森林公園のキャンプ場のほ

うの利用という部分もたくさんあるというようなお話も聞いております。この辺の部分に

ついて、結論はどういう形になるかはわかりませんが、その辺の判断をしていく上での例

えば今言う指定管理の部分もありますので、どの辺でどういうような手順を持ちながら決

断をされていく考えがあるのか、この辺について説明をいただきたいと思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 議員ご指摘のとおり、来年で指定管理が切れるということでございまして、

今公衆浴場というものが健康湯しかないという状況になります。留真温泉の改築を考えて

いるわけでありますけれども、当然留真温泉の改築来年度から着工いたしたとしましても

１年は空白があるということがありまして、その点の兼ね合いで今慎重に検討をさせてい

ただいているという状況であります。森林公園での利用者、バンガローや何かの利用者が

多いというふうな話も聞いておりますし、そういう人たちの町外からのお客さんをどのよ

うにやっぱりやるのか、利用客をどうとらえていくのかという問題も含めて、今いろいろ

種々検討させていただいているという状況であります。そろそろ結論を出す時期にも来て

いるのかなというふうに思いますし、ただ、今言ったように空白期間を生じないようにと

いうことでありますので、来年度の指定管理者についてはやっていただくという形になる

だろうと思います。それの年月について、３年から５年というのが指定管理者の期間です

けれども、それをどのようにするのかということも含めて今検討させていただいていると

いう状況です。そういう意味では、もう少しいろんな要素を含めながら判断をしていきた

いなというふうに考えているところです。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われるようにいろんな要素が絡み合った中での判断ということです。た

だ、今町長の答弁聞いていますともう何か廃止をすることが前提でいろんな検討がされて

いるようなちょっとニュアンスがあるのですが、要するに留真温泉ができるまでの空白期

間を埋めれば、留真温泉ができた後はもうこの公衆浴場については要らないというような

ふうに私はとらえるのですが、それはそれ、これはこれというような形の中で、今後も存

続していくよというような要素も踏まえた中で検討ということでよろしいのでしょうか。

ちょっと最後これ確認させてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 存続も含めてということでとらえていただきたいと思います。決して今の段
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階で健康湯を廃止するとかいうことを決定しているわけではありません。今後留真温泉も

含めて、健康湯との兼ね合いでどのようにしていくのかということを慎重に今検討してい

るという段階です。 

町外の人、町内の人、利用客がどのような状態なのかということを最初にお尋ねになっ

ておりましたけれども、これについての内訳というものは今実態調査はしておりません。

かなり前に１回したことあるのですけれども、その後大分また変わってきているという部

分もあるだろうと思いますし、今後どのようになっていくのか、その辺も含めて検討させ

ていただきたいということでありまして、今廃止をするということで決定しているわけで

はありませんし、ただ施設が何年もつのかということも大変重要なファクターだというふ

うに思っています。そういう意味では大規模改修ができるのかどうか、いろんな要素があ

るだろうというふうに思っていますので、それまでにいろんな要素を含めて決断をしたい

なというふうに考えているところであります。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、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節委託料及び地域活性化・緊急安心実現総

合対策事業による資源ごみ格納庫設置工事に係る15節工事請負費並びにごみ収集量並びに

リサイクル排出量の実績につきましては、説明資料15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20年度の本町のし尿の搬入処理量は1,165.1キロリットル

で、対前年度比176.5キロリットル、13.2％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。 

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 私資源回収のこの委託の部分についてお伺いをしたいと思いますが、今事業

系の一般廃棄物、これについて委託をしておるということでございますが、この現状がや

はりかなり厳しい現状であるというふうに伺っていますが、その辺についてどのような認

識をされておるのかまずは伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 資源ごみの回収に当たりましては、ただいまご質問ございましたとおり

委託業務ということで、町内の業者の方に委託をもってお願いしているところでございま

す。このことにつきましては、従前は通年１年ごとの委託契約というようなことで進めて

きましたけれども、本年度の当初予算におきましてご議決を賜ったわけでございますけれ
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ども、債務負担行為をもちまして３年の契約ということで、その安定的な資源収集に当た

っていただきたいというふうな思いを込めましてその契約に至って、現在も進めていると

いうところでございます。また、市街地区が中心であったわけでございますけれども、そ

のほか町内一円という中での資源ごみの回収にも当たっていただくということも含めまし

て、３年間ということと回収範囲の増加というようなことも含めまして、改めて本年度の

中ではそういう形で検討をし、当初予算に計上し、ご議決を賜った内容ということでござ

いますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、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15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13名の活動費及び事務局費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。昨年度につきましては、農業委員の改選がございまして委員数が15名から13名と２

名減となってございます。農業委員の活動といたしましては、総会が12回、農地等のあっ

せんにつきましては農用地利用調整会議等が延べ８回、それから権利者調整委員会が10回

実施してございます。また、農業者年金業務につきましては、年度末の現在でございます

が、年金加入者が209人、年金受給者が旧年金が283人、新年金が６名というような状況に

なってございます。 

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。その他特に説明の内容はございません。 

 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。19節負担金、

補助及び交付金につきましては、説明資料15、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、施設管理にかかわる経費でございま

す。平成20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

256団体、3,104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、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。 

 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16ペ

ージ、17ページに記載のとおりでございます。 
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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17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事業継続地区、上厚内7.11平

方キロメートル及び新規地区、オコッペ9.31平方キロメートルの地籍調査の実施内容で、

上厚内につきましては３年目で、地籍図を作成して調査完了となります。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17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。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 説明資料の16ページの食の安全安心確保事業補助金、カボチャヘプタクロル

残留検査19個と。この検査の結果がおわかりであれば報告願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 検査の結果につきましては、農協のほうから大丈夫だという話を聞いて

おります。その件数につきましては、昨年やった件数でございますけれども、内容につい

てはそういう内容でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、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。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18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。11節の需用費につきましては、主に噴水、遊歩道の修繕料でございます。13節

委託料につきましては、説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 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を平成14年度に着手いた

しまして、総延長4,077メートル、幅員５メートルでございます。事業は平成20年度の完了

で、19年度までの実績は延べ総延長3,687メートル、平成20年度につきましては説明資料

18ページに記載のとおり390メートルを完成しております。13節委託料、15節工事請負費に

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。 
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 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。ほかに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、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 質疑がないようなので、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、この科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

費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19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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、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19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、この科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。不用額につきましては、執行残によるものでござい

ます。 

 ２目道路維持事業費、この科目につきましては町道255路線、実延長296キロメートルを

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19ページ、20ページに記載のとおりでございます。なお、14節使用料及び賃借料

の不用額は、機械借り上げの執行残で、除雪回数減によるものでございます。 

 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４路線、
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舗装３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、17節公有財産購入費、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、21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21ページに記載のとおりでご

ざいます。なお、13節委託料、15節工事請負費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 質疑がないようなので、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、遊園地の維持管理費及び森林公園、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まちづ

くり交付金事業にかかわる経費でございます。13節委託料、15節工事請負費につきまして

は、説明資料22ページに掲載されているとおりでございます。 

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

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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、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。 

〇上村総務課長 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署員22名、

消防車両20台に要する科目であり、東十勝消防事務組合の負担金に要した科目であります。

参考として、13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費、19節負担金、補助及

び交付金は、説明資料22ページに記載しております。 
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 ２目非常備消防費、この科目につきましては消防団員107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。参考といたしまして、18節備品購入費、

19節負担金、補助及び交付金、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。参考として、18節備品購入費は、説明資料23ページに記載し

ております。 

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 消防費の中の備品購入費の中で伺いますが、いろんな備品がありますが、こ

れ消防ということからいいますと専門的ないろんな要素がありますからなんですが、この

中の説明の中で事務用パソコンの部分について、１件は地元ですが、１件は帯広というよ

うな形で説明になっていますが、いろんな部分の入札等も地元というような認識の中で行

われていると思うのですが、この辺についてその備品の購入の基準というのでしょうか、

どういうような考えの中でこういう形になっているのか説明いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 備品関係については、東十勝消防事務組合の備品購入並びに指名等の規

約がありまして、それにのっとってそれぞれ購入しているという内容でございまして、大

体町の備品購入の指名委員会だとかは町で行いますけれども、それはあくまでも500万以上

を超えた場合の物品の購入でございまして、それ以下については東十勝消防事務組合でそ

れぞれ本部のほうで購入を一括しているという内容でございます。内容については、小さ

いものでございますので、詳細は私のほうではわからないという内容になっておりますの

で、よろしくお願いします。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうしますと、このパソコン等についてもこれは浦幌の権限はなく、ここに

地元の業者の名前も１件ありますけれども、要するにそういったところも帯広のところも

一緒にそこに入札というのでしょうか、そのものが出して、その中で金額でこういう形に

なったということで、要するに浦幌で使うものは地元のというような、こういう配慮とい

うものはまるっきりできないような状況ということなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

〇上村総務課長 今ご指摘のあった関係についても、購入の仕方について当然東十勝事務

組合で一括で購入するわけでございますし、浦幌消防署として使うものについては地元の

中で購入するような関係についてはお願いをしていかなければならないなというふうに思
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っています。ただ、今回については、私のほうでも把握をしていなかった部分があるとい

うことでございます。今後私どもも東十勝事務組合の負担金で払っていますけれども、そ

の内容について、備品等については地元で購入できるものはお願いしていきたいというふ

うに思っていますので、ご理解を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 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。 

 

午前１１時０２分  休憩 

午前１１時１６分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

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 40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。 

 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270人、教職

員数34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、18節備品購入費については、説明資料23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23ページから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学級を浦幌小学校に４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、病弱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
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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。 

 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24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。 

 ７番、河内議員。 

〇河内議員 教育振興費の生きる力の定着と発展を目指した支援ということで、小学校、

それと中学校でこのことについて実践をしているわけですけれども、その内容についてお

聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 平成14年度から施行された現行の学習指導要領の理念である生きる力を

はぐくむこと、この理念は平成23年度から行われる新学習指導要領にも引き継がれており

ますが、生きる力とは基礎、基本を確実に身につけ、いかに社会が変化しようとみずから

学び、みずから考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力であ

り、またみずからを律しつつ他人と協調し、他人を思いやる心、感動する心などの豊かな

人間性とたくましく生きるための健康や体力であると定義されております。この定義から

生きる力をはぐくむためには確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和を重視するととも

に、学力の重要な要素であります基礎、基本的な知識、技能の習得、知識、技能を活用し

て課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等及び学習意欲を喚起するものと

いうふうに考えております。これが事業の目的でございます。 

 それで、本町におきましては、この生きる力をはぐくむ特色ある教育活動支援事業交付

金といたしまして、平成20年度から１事業当たり５万円、１校当たり３事業以内を選択し

て、各学校の実情に即したメニューを実践するということになっておりまして、小学校の

教育振興費の中では５万円掛ける３事業、いわゆる15万円です。それ掛ける４校というこ

とで60万円を支出しております。その中で、平成20年度の各学校の取り組みの中でござい

ます。そういう中では、例えば国語力向上支援事業だとか学力向上フロンティア事業、開

かれた学校づくり推進事業、読書活動推進事業、情報教育推進事業、食育教育モデル事業、

へき地複式教育推進事業、地域文化伝承推進事業、小学校でいいますとこれらの事業に取

り組んでおります。また、平成21年度におきましては、外国語活動国際化教育推進事業と

いうふうな新しいメニューも導入してございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 今一律５万円ということで、小学校の場合は学校生徒数に関係なく１学校に

５万円ずつという考え方で事業を推進されているということですね。そういうことでした
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ね。 

（「事業」の声あり） 

〇河内議員 事業、１事業にね。わかりました。 

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 質疑がないようなので、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 42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

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中学校２校の教育振興のための事務委託や関係

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24ページから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学級と

上浦幌中学校に１学級開設に係る運営経費でございます。障害の内訳は、知的障害２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ページに記載のとおりでございます。 

〇広瀬保健福祉課長 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、３幼稚園の管理運営並びに園児

69名の保育の運営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

25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。 

 ８番、野村議員。 

〇野村議員 ただいま説明いただいた幼稚園費のほうでちょっとお伺いしたいのですけれ

ども、ただいま３園で69名という園児がおられるということですけれども、その内訳をま

ず最初にお伺いしたいと思うのですけれども。 

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 ３幼稚園のうち、20年度の園児ですけれども、吉野が10名、厚内が

６名、浦幌が53名となっております。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 これはあくまでも20年度ですから、21年には若干減っているところも、増減

あると思うのですけれども、お聞きしますとこの幼稚園の運営に関して、いつになるかわ
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かりませんけれども、閉鎖も含めたというか、統合も含めたような話が今進んでいるとお

伺いしているのですけれども、現状どのような形でこの幼稚園の運営を考えておられるの

か、またどういうことで地域にそのような説明というか、現実今までやっていることにつ

いてお伺いしたいのですけれども。 

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 吉野幼稚園の関係でございますけれども、先ほど20年度の園児につ

きましては10名と申しましたけれども、本年度につきましては６名ということで、そのう

ち年長、５歳児が３名ということで、来年の３月で３名の園児が卒園していくというふう

なこととあわせまして地域のほうからは、対象児としては数名おられますけれども、上の

子の部分では浦幌幼稚園並びにしらかば保育園のほうに来ているというふうな家庭のとこ

ろのお子さんが来年上がってくる幼児というふうなところから、吉野幼稚園のほうに来る

のは難しいのでないかというふうなことでこちらのほうとしては判断しているところでご

ざいますが、そういうふうなことも含めて吉野幼稚園の父母の会のほうに父母の会の意向

は尊重しながらも父母の会として来年以降の部分についてどういうふうなお考えを持って

いるかというふうなところで７月の末にお聞きしたところ、８月に父母の会の行事があっ

て、お父さん、お母さんが集まる機会もあるし、夏休み中に父母の会としてある程度の方

向性を出したいというふうなことで聞きましたので、父母の会のほうのそういう意向を尊

重しながらいるところでございますけれども、８月の末だったと思いますけれども、大体

お話し合いがまとまったというふうなことで聞いておりまして、今月の17日に父母の会の

父母の方々とお会いして、詳しい経過なり、そういう中身を聞かせていただくというふう

になっております。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 今課長の言われた大体そのような経過をしているというのは私も話を聞いた

ところでございますけれども、少なくなって園の運営が、子供たちの幼稚園教育が可能か

どうかという大きな問題もかかわってくると思いますけれども、地域にとってもやはり、

例えば吉野地区にとっては学校がどんどんなくなり、今度は幼稚園も閉園というのですか、

なくなるということで非常に危機感を持っているという住民の声も聞いておりますし、今

お伺いすると人数が少なくなり、その中でも地域的には潜在的なというか、現状でも浦幌

に通園している方もいらっしゃるということも聞いております。それと、吉野に行けない、

これは父兄の都合ですから、浦幌行こうが厚内行こうがやむを得ないのですけれども、同

じ幼稚園というものが地域にありながら浦幌行くメリットというのか、吉野では何かでき

ないそういうことがあるために浦幌ということもあるのかなと思うのですけれども、その

辺の把握というのか、それはさっき言ったように家庭の事情で、いろんな都合で送り迎え

その他が便利だから浦幌という人も中にはいるというのをお伺いしていますけれども、せ
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っかく地域にそういうような施設があって、ほかのほうに通うということに対する行政の

とらえ方というのはどういうふうに考えておられるのかということと、今お伺いしますと

当然園児の父母たちとの話し合いですけれども、まだまだ潜在的に、地域見渡すとそんな

にいませんけれども、やはりある程度地域にもその辺の話をおろしながら、今後どのよう

な形で進むべきかという話もこれはある程度必要なのかなと。該当するところだけでなく

て、まだこれから将来的に園を利用しようかという家庭もあるやに聞いておりますけれど

も、そのような若い人も余りいませんので、本当にそのような形になるのかというのはま

だ未知数ですけれども、そういうような進め方、もう少し地域を広げた形の話し合いとい

うか、そういう事情聴取というか、そういうことも必要かと認識しているのですけれども、

その辺について今の２点お伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 浦幌へ通園するメリットというふうなところについては、こちらの

ほうとしては具体的には把握しておりません。ただ、こちらのほうとして想定される部分

につきましては、通園区域の部分につきましても以前からも廃止になっているというふう

なことと浦幌小学校への通学というふうな地域的な部分についてもなっているというふう

なことも含めて、これはあくまでも推測でございますけれども、より多くのお友達と一緒

に教育をというか、保育を受ける機会を望んでいる部分もあるのではないかというふうに

は思っております。 

吉野幼稚園の部分でいきますと、今の段階では６名で、来年については、想定でござい

ますけれども、３名ぐらいになるだろうということになれば、保育としてどういう、少数

のメリットもあるのでないかということもありますけれども、保育という、集団教育とい

うところの中でいけば３名とかそういう中でそういう目的を達成できるのかどうかなとい

うところの難しさがちょっと出てくるのではないかというふうに思っております。 

あと、地域等の関係でございますけれども、17日の父母の会の父母のお話を聞きながら、

少し行政のほうで検討して、それに伴って地域との話し合いも今後していきたいというふ

うなことでは考えておりますが、まだちょっと今の段階では具体的にいつというところま

では決めておりません。 

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 質疑がないようなので、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 44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いては、説明資料25ページに記載のとおり

でございます。 
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 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、15節工事請負費については、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。 

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。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。11節需用費の修繕料、13節委託料については、説明資料26ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 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 質疑がないようなので、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全般及び職員人件費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目社会体育施設費、この目につきましては町民球場、アイスアリーナ、町民スケート

リンク、パークゴルフ場、総合スポーツセンター、スイミングプール、健康公園の管理運

営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、15節

工事請負費については、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。な

お、説明資料27ページの13節委託料として記載されています町民球場本部席外部改修工事

実施設計委託業務委託料につきましては、二重に記載されておりまして、正しくはこの科

目ではなく、説明資料11ページ、２項総務費、14目地域活性化・生活対策臨時交付金事業

費に記載されておりますので、説明資料27ページの部分については削除していただきます

ようよろしくお願いいたします。大変お手数を煩わせまして申しわけございません。 

 ３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
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27ページに記載のとおりでございます。平成20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207日間で、製造食数は前年度比7,104食減の11万4,030食でございました。 

 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。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 社会体育の関連でお伺いしたいのですが、中学校にスケートリンクを設置し

ておりますよね。この関係で、リンクの助成は学校関係のリンク助成の部分に入っている

のだと思うのです。ただ、社会体育の関係でご質問したいのですが、非常に20年度からス

ピードスケートやる子供たちの数が減った。特に農家関係の生徒が減ったということで、

リンクの運営について非常に関係者が思案をしておられるというのが実情だと思います。

この点に関して灯は消したくないのだと、何とか頑張っていきたいけれども、自分たちで

運営するのが非常に厳しいなというような声を聞いておりますが、どんなふうにお考えで

しょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 浦幌小学校のスピードスケート少年団の団員の数が非常に少なくなって

おりまして、また高学年、６年生のほうの父兄が今おりますが、そこの部分で卒業される

と次に入ってくる子供さんたちが少ないという中では、町民スケートリンクを造成して、

また管理していただいているわけですが、そういうところで非常に支障があるのだという

お話は聞いております。そして、今年の夏場にも少年団の父母の会、育成会の方がお見え

になりまして、その実情についてお話をされております。ただ、子供たちが冬の体力づく

りのためにスケートをやっていただくという部分で、非常に町民スケートリンクがあると

いうことによって少年団以外の子供さんもリンクを活用しているという状況もありますの

で、もちろん育成会の父兄の方には大変負担にはなっているかとは思うのですけれども、

ぜひとも子供さんたちの体力づくりのためにも少年団に入れるなり、町民スケートリンク

を利用していただくなりというふうなことで何とかお願いしたいなというふうには思って

おりますが、何分育成会の方から聞きますとやはりそういう部分でリンクづくりに携わる

農家の方がいないと、だんだん少なくなってきていると。確かにトラクターだとかという

ふうな機械を使いながら除雪だとかというふうなことで非常にご苦労いただいているとい

うところの中では、農家の方が少なくなる、いわゆるサラリーマンの方だけになってくる

と非常にその辺では管理運営に支障が出てくるのかなというふうにも思いますし、冬場の

ほとんど夕方から朝方まで造成時には寝ずの番で散水しているという状況もございますの

で、その点につきましてはご苦労には感謝しているわけですけれども、そういうことも広

まっている部分もあって、なかなか少年団の活動に参加してくれる子供さんも少なくなっ

ているのかなというところもございます。そのようには考えておりますが、なるべくでし

たら今後とも町民スケートリンクについては存続させていきたいというふうに教育委員会
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としては考えております。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 このリンクの問題は、15年以降財政改革の中で町民リンクとしての造成をや

めたいというような論議の中で今までの経過含めて何とか存続してほしいと、各体育施設

もボランティアで運営している面が多いですから、何とかして育成会、父母会で造成をや

って継続していきたいという経過あって、何らかの予算措置をしてもらったという経過が

あると思います。そういう経過の中で、今課長の答弁にありましたように実態はそういう

ことだということです。私たちも昔帯広にパイプリンクができたときは、帯広近郊の人た

ちが有利で、田舎の競技人口を減らしたよということを言っていたのです。今度また屋内

リンクになりました。また環境の許される人たちだけが帯広に集中して、特に十勝管内の

帯広に遠い地区の者は置いていかれるのかなという、そういう状況になっています。しか

しながら、先ほども申し上げましたように親たちは何とかしてこの灯を消したくないのだ

と。滑れば新聞に載るような優秀な子も当然おります。そういう中で、ぜひ何とかボラン

ティアだけに預けないで、支援の方法も今後冬に向けて検討していってほしいなと思って

います。その点どうでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 教育委員会としても、限られた予算の中でお願いしているということも

ございまして非常に心苦しいわけですが、何とか少年団の育成会の方にはそのときもお話

し合いのときも今後ともよろしくお願いしますという形の中でお願いはしておりますが、

物心両面という部分ではまだまだ足りない部分もあろうかと思いますが、限られた予算の

範囲内ではございますが、少年団育成会の方からの要望については聞けるものについては

聞いていきたいなというふうに考えております。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 １点お間違いのないように、もうお金の問題でないと言っていますから、物

的支援というか、人的支援というか、そういうことも検討していっていただきたいという

ことを申し上げております。よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 どうしても予算を扱っておりますとすぐ金の話になってしまいまして、

申しわけございません。確かに物的支援というふうな形の中で私たちにできるところにつ

きましては行っていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、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。 
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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20日

における大雨による河川、道路被災箇所の復旧に係る内容でございます。14節使用料及び

賃借料は、説明資料27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。14節使用料及び賃借料、15節工事請負費は、

説明資料28ページに記載のとおりでございます。 

 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につきましては、災害の発生がなく執行しておりません。19節負担

金、補助及び交付金は、説明資料28ページに記載のとおりでございます。 

〇上村総務課長 12款１項公債費、この科目につきましては借入金元利償還金、長期償還

利子及び一時借入金利子に要した科目でございます。 

 13款諸支出金及び14款予備費については、特に説明はございません。 

 次に、49ページから56ページにかけて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、ごらんおき願います。 

 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。 

 ８番、野村議員。 

〇野村議員 ただいま財産のほうまでの説明ということなので、まず１点お伺いしたいと

思います。 

 昨日の同僚議員の一般質問の中で浦幌乳業の三セクに出資した金について、町長は最終

的には決算で、歳入歳出で処理されるという話聞いたのですけれども、どうもよく理解で

きない。町有財産として1,365万円を出資金として支出した。それを売却、はっきりしたわ

けですよね。今回大分付加価値がつきまして、23倍ぐらいになっていますけれども、その

辺の議会における報告なり、承認なり、いろいろ私も資料を調べてみたら、条例その他で

いきますと700万以上は議会の承認という形になるわけで、そこでとまってしまって、なぜ

議会の承認、報告が要らないのかということに対してちょっと詳しくご説明いただきたい

と思うのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 野村議員のご質問でございますけれども、まず株式が町の財産の何に当た

るのかということでありますけれども、動産に当たるということでございます。先ほど条

例のお話しされていましたけれども、不動産並びに動産については、700万円以上のものに

ついては議会の議決を要するということであります。株は動産に入るのですけれども、そ

したら何で議決が要らないのかということでありますが、これは地方自治法上、株につい
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ては議決を要しないということで、これについてはいろいろ私どもも調べまして、北海道

町村会法務支援室にもその辺問い合わせて確認をさせていただきました。そういう意味で、

条例はうたっておりますが、株についてはそれに該当しないということでございますので、

議決は要しないと。ただ、売却に当たっては、当然歳入として町のほうに財産の売払収入

という形で入ってきますので、そのときは補正予算の中で、あるいは当初予算の中で議決

をいただくという形になってくるわけでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 今説明したように700万以上については、動産もしくは不動産の買い入れ、も

しくは売却はこれは議会の議決が必要だという、そのとおりなのですけれども、ここで

1,365万。ただ、動産ということは有価証券も入るわけです。当然現金も入る。そういう中

で株だけがなぜ、株として形がかわったやつがなぜそれ700万の議会議決から外れてしまう

のか、それは自治法にも条例にも何も書いていないです。この辺は、今の説明だけではど

うも理解できない点なのです。株にかわってしまえば、もうあとそしたら売ろうが処理し

ようが、あくまでも町の権限で処理できるということになると。今ほかにも株としては当

然三セク、ユーエムも株券だろうし、あと小さなものについては何件か株券として持って

いるだろうけれども、その処理はそしたらもう町長独断でできると。あとは決算の段階な

り、特別のときに歳入歳出で不足金なり出た場合、また余剰金が出た場合、議会で報告し

て、それで承認もらえばいいというシステムなのですか。その辺がよくちょっと、通常で

は考えられない処理で、700万以上は必ず議決が必要だという事項から逸脱していることに

なるというふうに認識しているのですけれども、今言ったのはよくちょっとその辺の最終

的な株になったらなぜそんなことになるのかということが書類上正しい根拠として説明が

よく理解できない点なのですけれども、その辺はどうですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 民法上は動産に入るという考えでありまして、地方自治法上といいますか、

地方自治体における株については動産に入らないという位置づけということで今回議決を

要しないということであります。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。そうしたら、とりあえず自治法上、行政の持っている株は議

会承認から外れるという規定だということで、そういう証拠書類みたいなもの、それはな

いのですか。そういうのきちっと書いてある文書的なものないのですか。基本的にこうい

うルールでもって進んでいる行政が何もないところで口頭でそうだと言われたって、我々

議員なんかはっきり言ってだれも理解していないです。ああ、そうなのかと、それで終わ

ってしまうのです。その辺は、ちょっともし何か資料あれば今後提出していただきたいと

思います。 
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 あと、問題は、これに関してですけれども、もう一点聞きたいのですけれども、売買益、

この間の報告では相当な二十二、三倍の倍率になるわけですけれども、これが来年４月、

３月末ですか、町長の報告によると株の売却すると。そうした場合は、一般商法上、民法

でいけば当然売買益に対する税金というのは、いろんな企業によってどのような形になる

かわかりませんけれども、大体40％ぐらい税金かかるわけです。それは、行政におけるそ

ういう売買益においてそれが該当するのですか、しないのですか。その辺だけちょっと１

点お伺いしたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今の私どもの調べの中では、地方公共団体については税金がかからないと

いうとらえ方しております。その辺再度今ちょっと調べさせておりますけれども、一応今

の時点では税金かからないというふうに私どもは押さえております。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。そうすると、最終的に農協さんもその売却を理解したという

ことで、浦幌乳業のこの1,365万、これは町の出資金は売るわけですし、農協さんも136株

ですか、合計で約２億9,700万という大きな金額、それをちゃんと株数で引いて割ると約２

億円近いお金はそしたら税金もかからないで行政に収入となる。浦幌農協さんは約

9,900万、これに対しては税法上最大で40％の税金がかかると、こういうとらえ方の株の売

買処理だということになるわけですね。それでよろしいですね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 農協さんのほうのその40％という数字を私どもちょっと押さえておりませ

んけれども、ただ農協さんについては税金はかかるというふうには押さえております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 災害復旧費について質問をいたします。 

私前にもこの災害復旧については質問した経緯がございますが、前回のときも地元建設

業協会との協定等含めてこういう災害についての体制づくりというようなことの質問をさ

せていただいたと思っております。その部分について、今回その体制づくり等、また今回

のこういうような対応の状況等について説明をいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 前回災害の応急協定の業者についていろいろとご指導いただきました。

その関係も含めまして検討して、状況を把握しながら進めてまいりました。それで、今平

成19年度のそれぞれの業者のほうの方から資材、労力の提供の部分で提示されている部分

がありまして、これが今平成21年度で変更、業者が何社か減少していることもありまして、

それで協会のほうへ新たな資料を提出していただけるように４月から５月にかけて要望し



 － 30 － 

ているところで、今回まだ上がってきていないものですから、できるだけ早急に上げてい

ただいて、これでそれぞれの協定を結んでいる業者の方と打ち合わせを綿密にしながら、

今後の対応について考え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 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうすると、協会のほうの資料の要求をしているのに協会のほうが出してき

ていないということも、これもどういうことなのかなという気がしますけれども、やはり

災害のことですから、今言うように４月、５月に出したものが今もう９月ですから、向こ

うが出してこないからといって黙っているということにもならないと思うのです。災害は

いつ起きるかわからないわけですから。やはりそういったことを踏まえて、今言うように

協会のそういう業者も当然いろんな事情で減っているのもありますし、今既存で残ってい

る業者においてもいろんな状況の中で今まで持っていた機械を手放すだとかというような

ことで大分いろんな動き、ここ一、二年の動きというのはやっぱり激しかったですから、

そういう部分ではかなりのそういう部分があるのです。やっぱりそういったものをきちっ

と把握しておかないと、いざというときのための災害のこの部分ですから、だからこの体

制づくりというものが今現状でいうとやっぱりまだきちっとなされていないというふうに

言わざるを得ないのではないかなと思うのです。だから、協会だけではなく、協会に入っ

ていないそういういろんな業者の方もいますから、そういうことも踏まえて、要するに全

町的な中でいざというときにはどういう対応をとるのかというようなやっぱりきちっとし

た体制ができていないと私いけないと思うのです。だから、その部分について、向こうが

資料出してこないからということではなく、その部分についてやはりきちっとした体制づ

くりを求めたいと思いますし、逆に言うとそうすると今回のこの災害についてはそういう

体制云々ではなく、またこれその場、その場のそのときの部分で近くのところに対応した

というような形でよろしいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 ご指摘のとおり、今までの対応の仕方も含めて考えた中で、一番いい方

法ということで今回対応してきているのですけれども、実際にやはり雨の量、それから災

害の大きさによって、私たちが考えている以上になる場合につきましてはなかなか配置状

況がうまくいかないという部分もありまして、これを踏まえて今後緊急に対応策としてと

っていきたいと思います。ただ、前にご指摘された上のところにつきましては、きちっと

準備をした段階で対応しておりますので、ご理解願いたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 今回財産に関する調書ということで、大変わかりやすく資料添付していただ

いているのですけれども、これできれば、平米は載っているのですけれども、個数的なこ
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ととか基数的なこととか、そういった数量的なものも備考欄かどこかに載せていただいた

ら非常にわかりやすいのかなと。漠然と平米数といってもイメージのわかないところもあ

りますので、考えていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 今ご指摘の内容については、ちょっと検討させていただきたいと思いま

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 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。 

ここでお諮りをいたします。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 ０時００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。 

 これより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ページをごらんおき願います。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98.73％、滞納繰越分30.91％、合計で96.43％であり、平

成19年度決算と比較してみますと、合計の収納率で0.4％の減であり、収入済み金額では

1,187万3,882円の減となりましたが、現年課税分の調定額において納税義務者の転出異動

等により1,206万9,113円の減額が収入済みに影響したもので、滞納繰越分においては収入

済額61万9,874円、率で6.54％の増ともなってございます。不納欠損額は６個人、収入未済

者は実人員60個人、１法人の内容でございます。 

 また、２目法人は、法人数144法人に係るもので、収納率は現年課税分98.49％、滞納繰

越分61.9％、合計で98.22％であり、平成19年度決算と比較してみますと、合計の収納率は

0.95％減ですが、収入済み金額では409万4,900円の増額でございました。収入未済者は３

法人の内容でございます。 

 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99.57％、滞納繰

越分22.19％、合計で97.04％であり、平成19年度決算と比較してみますと、合計の収納率
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で0.4％の増で、収入済み金額では４万9,166円の減でございました。 

また、２目国有資産等所在市町村交付金の収入済額では、平成19年度決算と比較し、39万

2,500円の減となっておりますが、民営化による郵政公社分の交付金の減額によるものが主

な内容でございます。２目、不納欠損分は３個人、収入未済者は実人員42個人、３法人の

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、3,094台に係るもので、

収納率は現年度分99.36％、滞納繰越分26.57％、合計で98.77％であり、平成19年度決算と

比較しますと、合計の収納率で0.4％の減ですが、金額では18万9,800円の増額でございま

した。収入未済者は、実人員３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19年度決算額と比較してみ

ますと、収入済み金額では203万3,389円の減額でございました。主な要因として考えられ

ますのは、健康志向からさらに一層たばこ離れが進んだものと思われます。 

なお、平成18年度から実施しておりますインターネット公売については、３名の方の公

売物件53件、見積価格にして６万2,230円の物件を出品したところ41件の入札があり、落札

金額が14万6,859円となり、その額を町税に充当しておりますが、かかる経費にインターネ

ット公売使用料4,458円を要するため、差し引いた額を実質額として14万2,401円が公売成

果となっております。３カ年の累計では、公売物件111件、見積価格にして11万9,630円の

物件を出品し、落札件数90件、落札金額53万5,449円となり、かかる使用料が１万6,603円、

差し引き実質額51万8,846円となり、滞納額全体から見て大きな収入増となるものではござ

いませんけれども、今後も引き続きインターネット公売の利用を図り、収納率向上に努め

てまいりたいと思っているところでございます。 

 以上です。 

〇上村総務課長 ５ページ、２款地方譲与税、１項１目自動車重量譲与税から７ページの

10款１項１目交通安全対策特別交付金までについては、成果報告書で申し上げております

ので、説明は省略させていただきます。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、収入未済み額は発生いたしません。 

また、９款１項１目地方交付税は、当初予算に対し１億8,945万6,000円の補正ですが、

平成19年度実績では7,365万9,000円の増額になっております。 

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 質疑がないようなので、次に20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 ７ページの11款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金の２

節児童福祉費負担金につきましては、認可保育所１件、学童保育所１件の収入未済み額で

ございます。３節児童福祉費負担金滞納繰越分につきましては、同じく認可保育所で７名
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の収入未済み額がございます。５節老人福祉施設費負担金につきましては、入所者の扶養

義務者の費用徴収の１件の収入未済み額がございます。 

 ３目の農林水産業費負担金の１節の農業費負担金につきましては、稲穂地区国営農地開

発事業受益者負担金４件の収入未済み額でございます。２節の農業費負担金滞納繰越分に

つきましても４件の収入未済み額でございます。 

 ４目の教育費負担金では、１節の教育費負担金では学校給食費１名の収入未済み額でご

ざいます。２節の給食費負担金滞納繰越分につきましては、22件の収入未済み額でござい

ます。 

 次のページの５目の土木使用料、１節の公営住宅使用料につきましては、11件の収入未

済み額でございます。２節の改良住宅使用料につきましては、５件の収入未済み額でござ

います。４節の公営住宅等駐車場使用料につきましては、５件の収入未済み額でございま

す。５節の住宅使用料滞納繰越分につきましては、23件の収入未済み額でございます。 

 ６目の教育使用料、２節の幼稚園保育使用料滞納繰越分につきましては、２名の収入未

済み額でございます。 

 次に、２項手数料の関係でございますが、次のページ、２目の衛生手数料の２節の清掃

手数料につきましては、ごみ処理手数料につきましては説明資料５ページに記載しており

ます。 

13款国庫支出金、２項の国庫補助金の４目の総務費国庫補助金の４億3,551万9,000円の

補正につきましては、次のページの２節の総務費補助金、地域活性化・緊急安全総合対策

交付金3,000万円、同じく地域活性化・生活対策臨時交付金が３億826万5,000円となってい

ます。また、３節の定額給付金給付事業費補助金については9,651万9,000円となっており

ます。 

３項の委託金から次のページの11ページの４目の農林水産業補助金までは、特に説明は

ございません。 

３項の委託金、１目の総務費委託金でございますが、1,357万5,000円の補正の主なもの

につきましては、旧オベトン川の支障物件移設補償金委託金の追加の内容になっています。 

また、２目の衛生費委託金から13ページの18款１項１目の繰越金までは、特に説明はご

ざいません。 

19款諸収入、１項の延滞金加算金及び過料につきましては、特に説明はございません。 

３項の貸付金元利収入の２目のウタリ住宅改良資金貸付金元利収入の滞納繰越分につい

ては、６件の収入未済み額となっております。 

また、次のページの５項の雑入、１目の雑入の５節の雑入につきましては、平成16年、

17年の畜産担い手育成総合整備事業受託事業１戸の収入未済み額でございます。 

20款１項の町債につきましては、特に説明することがございません。 

以上で歳入の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。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、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20年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定について全体を通じて

の質疑を受けたいと思います。質疑はありませんか。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっと確認といいますか、参考のためにお聞きしたいと思います。 

 実は、先ほどからあったのですけれども、指定管理者ということについて、前年度まで

の成果とか効果とかについて、予算のときにもあったのですけれども、もう一度お聞かせ

を願いたいというふうに思います。３件の指定が、途中のところは結構でございますので、

指定終わったところ、昨年度までに終わったところでお願いをいたします。 

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 質問の内容は、指定管理者に関する評価とかそのような関係

かなというふうに受け取れたのですけれども、よろしいでしょうか。 

それで、昨年もちょっと説明したかもしれませんけれども、指定管理者の導入施設にか

かわるモニタリングというのでしょうか、評価に関する内容のことが基本方針が決められ

てございます。その経過についてちょっとご説明申し上げたいと思いますけれども、本町

の公の施設にかかわる指定管理者制度の導入につきましては、平成18年４月１日からうら

ほろ森林公園及び浦幌パークゴルフ場ほか２パークゴルフ場において導入され、以降他の

公の施設におきましても指定管理者制度を導入いたしております。平成18年度に導入され

た施設におきましては、平成21年３月末に指定期間の３年間が満了となりました。今後も

導入施設における指定期間の満了を迎える施設が順次発生する予定となっています。しか

しながら、本町には今まで指定管理者の評価、検証等についてその指標等の確立されたも

のがございませんでした。また、平成20年度定期監査により町監査委員さんからも基本協

定３年を終了する施設が来年度以降発生することから、次期指定管理者選定に当たっては

検証する機会を設け、行うことを望むという監査結果と所見がありました。そういうこと

で、先般指定管理者制度導入施設のモニタリングに関する基本方針を定めまして、その方

法を確立してきたものでございます。 

 基本方針では、指定管理者制度導入施設における指定管理者による施設の管理について、

法令、条例等のほか協定書、仕様書等に基づいて業務が適正かつ確実に履行されているか

どうか、安定的、継続的な管理が可能な状態にあるかなどを主として町が各種報告書、実

施調査等により確認し、評価するための基本的な事項を定めているものでございます。そ

のような形の中でモニタリングを実施し、指定管理者の今後の内容につきまして検討させ

ていただいているところでございます。 

指定管理者のそれぞれの結果につきましては、担当のほうから説明させていただきたい

と思います。 
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〇田村議長 産業課長。 

〇前田産業課長 うらほろ森林公園の指定管理者でございますけれども、平成18年から平

成20年ということで３年間指定管理委託をさせております。それで、平成21年度に更新す

るということから、平成18年と平成19年度の実績をもちまして今説明ありましたモニタリ

ングの内容を精査をさせていただいて、それに基づいて更新をさせていただいたと。選定

委員会の中でそれを報告しながら、再度更新をしたという形になっております。 

 たくさん項目がありますので、一部ちょっと紹介をさせていただきたいというふうに思

いますけれども、モニタリングの調査の中では実施体制、内容、水準の関係、それから経

理という項目がございまして、実施体制の調査項目の中には人員の体制、外部の委託、法

令等の遵守をしているか、個人情報の保護をしているか、それから情報公開をしているか、

管理記録はされているか、緊急の対応はされているかなどが項目としてあります。また、

内容と水準に関しましては、施設管理がされているか、利用者対応がきちんとされている

か、事業運営についてされているか、また維持管理はどうだろうか、環境配慮については

どうだろうか、それから広報活動についてはどうだろうか、また苦情等の対応はどうだろ

うかと、この項目が規定されております。また、経理の項目といたしましては、経理事務、

それから予算執行という形で、これらの項目をそれぞれ各担当課で評価をさせていただい

ております。これをＡ、Ｂ、Ｃの評価で判定をさせていただいておりまして、森林公園に

つきましてはおよそほとんどＢということで、一部Ａという評価もあるということで、選

定委員会の評価の項目内容には報告させていただいて、選定委員会を開催していただいて

おります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 教育次長。 

〇亀山教育次長 浦幌パークゴルフ場ほか２パークゴルフ場の過去３カ年間の利用人員だ

とか収支の状況について説明させていただきたいと思いますが、限定しますが、浦幌パー

クゴルフ場だけでございますが、これまでの３カ年の開場日数は173.3日、利用人員は町内

が9,295人、町外が2,405人、合わせますと１万1,700人の利用がございました。３カ年平均

でございます。 

それで、収入といたしましては、３カ年平均の利用料金の収入でございますが、１日券、

町内が39万5,600円、１日券の町外が48万67円、シーズン券の町内が62万5,000円、町外が

1,667円、これら１日券とシーズン券を合わせますと町内が102万600円、町外が48万

1,733円、合わせますと150万2,333円でございます。あと、そのほか用具の貸し出しがござ

います。これが平均で５万1,467円ということで、利用料金の収入合計が155万3,800円とい

う状況でございます。当初指定管理料の算定の中で見込んでおりました収入が175万円でご

ざいましたので、そこからいきますと若干少なくなっているという19万6,200円の減、収入

の割合として見ますると88.79％でございます。また、自動販売機等の設置等に係る雑収入

もございまして、それらを加味しますと当初積算が指定管理料と利用料金収入を合わせた
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のが1,308万4,000円でございましたが、３カ年平均で指定管理料、利用料金、雑収入入れ

まして1,291万5,383円ということで、98.71％ということで、利用料金そのものでは約１割

ちょっと落ちておりますが、総体の収入で見ますと目標に到達しているのかなというふう

に考えております。 

 また、支出の部でございますが、直接人件費部分では90.98％の執行率、こちらのほうで

見積もりました金額に対して90.98％の執行率です。また、福利厚生費につきましては

79.94％、修繕料などの維持費については97.52％、物件費、委託料ですとか消耗品ですと

か燃料ですとか光熱水費等々ございますが、これらを合わせますと79.49％ということでご

ざいます。これらを合わせまして収支で見ますと、1,226万9,670円に対して1,065万3,931円

ということで、収支でいいますところの差額は161万5,739円ということで、86.8％という

ことで約14％ですか、の経費のかけ方というふうになっております。これを適当と見るか

どうかということにつきましては、適正に執行されているものというふうにこちらのほう

としては考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 実は、今年度改めて指定管理ということで入っておられる方、そこら辺も加

味された中でいろいろと入札とかそういうことで入っておられるのだろうなと。以前ちょ

っと私的に見受けられたのは、委託と指定管理委託ということの差がはっきり見えなかっ

たという部分がありましたものですから、その間の成果について、過去のことなのですけ

れども、一応お聞かせを願ったというわけであります。なので、これからやっぱり指定管

理していただくわけですけれども、いろんなところやっていただくわけなのですけれども、

やはりそういう条例といいますか、そういったものに合致した中でやっていただくことが

町の財政に対しても効果あるのかなというふうに思います。単に委託だけですと財政を圧

迫するのみだというふうに私感じますので、その辺について今後もそういう対応によって

指定管理をやっていただける方を選定していただけるようお願いといいますか、そんな形

の中でやっていただければと思います。その点についてもう一点再度よろしくお願いをい

たします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 まず、指定管理者であります有限会社レアスの新しい取り組みの状況に

ついてちょっと申し上げたいと思います。 

 レアスではホームページの開設を行いました、本年度から。そこでは浦幌パークゴルフ

場についてはコース案内、利用料金、大会の予定と、あとパークゴルフ場の使用上の注意

だとかというふうな形を掲載しております。また、パークゴルフ場の部分で申し上げます

と、今年の８月23日、第１回レアス杯パークゴルフ大会を開催しております。これは、参

加料を取らないで、利用者への還元という形をとって行っております。参加者は84名の実
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績がございます。あと、浦幌パークゴルフ場については、アンケート調査を実施しており

ます。こういう中でよい点、悪い点をそれぞれ挙げられておりますが、よい点は料金が安

い、コースがおもしろい、施設がきれいだ、接客の応対がよいという肯定的な意見、また

逆にカップの位置の変更がされていない、常に同じだというふうなご意見、あと芝のはげ

ている箇所の修正がされていないと、そういうこと、あと旗の色が見づらいとかというふ

うなご意見も賜っております。 

また、昨年から指定管理者に移行しております総合スポーツセンター周辺施設の関係で

ございますが、これについてもやはりホームページのほうに施設の紹介だとかスポーツ教

室の紹介、イベントの紹介、利用ガイド、使用上の注意、行事報告だとかというふうなこ

とをホームページに載せております。また、本年度８月３日には18名の参加を得て第１回

トレーニング教室ということで、８月３日の日曜日の夜７時から９時までやっております。

10月からは主催事業としてジャザサイズを開催する予定になっております。また、アンケ

ート調査の中で総合スポーツセンター周辺施設では今後こんな教室をやってほしいという

ふうな意見の中で、ヨガですとかダンスだとか筋力アップ、ヒップホップ、カーリングの

そういうような教室をやってほしいという意見も賜っています。 

それと、レアスのほうでは各種講習会の受講だとか資格の取得についても従業員の方に

積極的に推進しております。社団法人日本スイミングクラブ協会主催のプール施設管理者

講習会ですとかプール衛生管理者講習会、また文科省と道教委が主催しております平成

21年度スポーツ施設等安全管理講習会などにそれぞれ受講されております。また、財団法

人日本体育協会主催のスポーツリーダー、スポーツの指導基礎資格と言われるものでござ

いますが、これを２名の方が資格を取得しております 

 以上のように指定管理者のほうでも逐次単なる委託ではなくて指定管理者としての仕事

の範囲を広げながら、町民に喜ばれる施設というふうなものを考えて独自に事業をやって

おりますことを申し上げまして、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 説明資料の５ページ、６目の教育使用料の中で３節社会教育使用料の中のこ

とをお伺いいたします。 

 非常にたくさんの方が利用されております。ちょっとお聞きしたいのは、上浦幌公民館

使用料8,000円ですか、利用実績が262件の5,489名ということで、ほかの公民館と比較しま

しても料金が8,000円ということは、どのような内容の使用をされて、このような実績にな

ったのかちょっとお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 上浦幌公民館の使用料につきましては、実績としてここの説明資料では

8,000円ということでございますが、公民館そのものの活動については他の公民館と遜色の

ないような状況にはなっております。それで、この中で消防団の会議室といいますか、そ
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ういうふうな部屋もございます。そちらのほうを割と利用されているということから、使

用料そのものについては他の公民館から比べると大きく違っているというふうな形になっ

ている。ちょうど広さといいますか、それがころ合いがちょうどよい部屋というふうな形

の中で活動するのにそのようになっているというふうになっております。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 歳入に関して、不納欠損金、また収入未済額について伺いたいと思います。 

 税の不納欠損額示されておりますが、これらの対応は監査委員さんの意見として税法、

法令に基づき適切に処理されているというふうにはなっておりますが、基本的には全額納

税してもらうことが道理であります。この点について税の収入未済額も一千六百数十万載

っております。これは、言い方悪いですが、不納欠損金になる予備軍になり得る数字です

から、法令に沿って、年数がたてば不納欠損となるこのことをどうやって防いでいくのか。

回収機構あるいは役場内にあるチームによって努力されていることはわかります。ただ、

どういう経過で、どういう対応をしているのか、改めてご説明をいただきたいなと。 

 それから、収入未済額について、税以外のものでありますけれども、非常に努力されま

して、500万ぐらい減少しております。この中で、特に監査委員さんも記述されていますよ

うに教育費負担金、学校給食費、これ私も350万ぐらいのころから知っていますが、467万

までなっていました。これが100万ぐらい回収できたということは本当に努力のたまものだ

と思っております。そういう中で、非常に額は小さいのですが、詳しく聞きたい。福祉施

設費負担金、これ８万1,000円、19年から同額、継続です。継続というのも言い方おかしい

のですが。ここに説明、摘要に書いてありますから、入所扶養義務者が払っていないのだ

ということはわかります。訪問介護ならまだわかるのです。しかし、入所者が払っていな

いということはどういう納付手続、約束をもって入所しているのか、そのことを詳しく知

りたいと思います。 

 それから、もう一点、いつもここでも論議されますが、農業関係の負担金です。どうい

う経過をたどっているのか、さっぱり改善されないという実態をどういう対応してきたの

か、これも伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 私のほうから町税に関して先に杉江議員の質問にお答えをさせていただ

きたいと思います。 

 ご指摘の不納欠損額の対応、収入未済につながるおそれがあるというような内容だった

かと思いますけれども、また十勝市町村税滞納整理機構の扱いも部分として成果の部分が

あったのかなというふうにとらえているところでございます。最初に、十勝市町村税滞納

整理機構の関係でございますけれども、平成20年度におきましては13件を引き継ぎをいた

してございます。その金額が1,042万9,000円ほど滞納額の引き継ぎを行っており、機構の

ほうでその成果として徴収がなされましたのがうち243万9,000円ということで、収入率
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23.41％の成果があった内容でございます。この税滞納整理機構の関係、それから先ほどの

徴収に当たっての町の対応という部分だというふうに思いますけれども、財産の差し押さ

え、預貯金の差し押さえ、できる限りの中で差し押さえなり、または多重債務者の高利率

の貸し付けにかかわる手続によりまして、その法的な中身に触れている利子等の関係です

けれども、それらにつきましても手続を進めながら、貸付業者からの返納という部分をこ

ちらのほうで税のほうにまた充当するといったような手続もとっているところでございま

す。また、先ほどもお話ししましたインターネット公売、これらも額的には大きな額では

ないわけでございますけれども、少しずつ成果も見えてきてございますし、引き続き差し

押さえ等の中でもインターネット公売を進めていきたいなというふうに思ってございます

し、またこれも21年度以降の課題として考えているわけでございますけれども、クレジッ

トカードによる収納、またはコンビニエンスストアによる収納、いわゆる納税される方が

納税にお支払いいただく環境の整備という部分でのことを研究していきたいなと。費用も

かかるものでございますから、これらを今年度の中では研究をしていきたいなというふう

に思ってございます。また、他のいわゆる徴収金の扱いですけれども、これにつきまして

は以前から進めております庁舎内におきます滞納プロジェクト会議、この中でその対応に

ついて関係課との協議を進めながら対応しているというところでございますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 総務課長。 

〇上村総務課長 私のほうで特にご指摘のありました老人保護措置費の負担金の老人ホー

ムの関係の扶養義務者負担金、１件で８万1,000円滞納19年度から起こしている関係でござ

います。この方につきましては、住宅料及び税金等含めて滞納している方でございまして、

滞納プロジェクトの中でもこの滞納者についての納入方法について検討し、本人を呼びな

がら、要するに納付約束の中でやっております。そういう中で、現在税金を先に少しずつ

入れさせていただいている中で、プロジェクトの中で何が急ぐかというものではなくて、

やはり総体のものを見ながら入れていかなければならないなというふうには思っています

が、福祉のサイドとしては一日も早く、お年寄りが現在も入っていますし、それらの扶養

義務者ということもあり、他に影響があるということを含めてお願いをしているところで

ございます。本人と十分話しながら、これらについて滞納プロジェクトチーム含めながら

この８万1,000円について早急に解決を図るために今準備を進めておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 以上でございます。 

〇田村議長 産業課長。 

〇前田産業課長 農業負担金の関係でございますけれども、稲穂地区の国営農地開発事業

の受益者負担金ということで未済額が出ております。この関係につきましては、現在４名

の関係の未済額ということでございまして、このうち、昨年までもお話をしておりますけ
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れども、１名の方が離農されております。この方につきましては、現在畑地等を賃貸をさ

せているということでございます。ほか３名の方につきましては、毎年多い方で170万ぐら

い支払っていただいているということで、昨年度につきましては262万という形で徐々に返

していただいているという中でございます。１名の方につきましては、本来であれば賃貸

料程度でも返納していただきたいというふうに思っておりますけれども、これは農協とも

数年来協議をしている中で、農協のほうの負債が多いということで、組勘に入る金額につ

いては優先的に農協で収入に充てたいということでございまして、なかなかそこら辺の協

議が進んでいないということが現実で、町に対してはゼロという形になっております。こ

れも今後農協とも十分含めまして、賃貸料の全額とはいかないかもしれませんけれども、

その中からでもこの負担金をもらうというような形も協議をしていきたいなというふうに

考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、19款の５項雑入の中の５節雑入、14ページの畜産担い手育成総合整備事業の関係

でございますけれども、先ほど総務課長のほうから話ありましたけれども、１件というこ

とでございます。この１件につきましては、昨年まで147万4,011円ほどありましたけれど

も、町との協議もさせていただきながら、昨年度につきましては35万円ほど入れていただ

いております。これらにつきましても本人と十分今後も協議していきながら、残りの112万

4,011円を早い時期に納めていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 環境、財政状況許さなくて、良心的に少しずつでも払いますよという方は本

当にそれなりの努力をされて納めていただいていると思うのです。実際にそれも知ってい

ます。しかし、そうでない場合もあるというふうに伺っております。それは、本当に年金

なり、あるいは所得なり少ない方は、町もいろんな減免措置もつくって対応しているわけ

です。それよりちょっといい方がきっといろいろ考えるのでないかなと、悪い想像ですけ

れども。そういう中で、この税の不納欠損について、町民税、固定資産税、軽自動車税、

それぞれ別の方なのか、先ほど施設の利用料も税も滞納していると言われましたけれども、

ずっと関連している方が１名おられるのか、そのことをちょっと確認したいと思います。 

 それから、この施設利用料で、民間の施設ほかにありますね。そこで、民間施設ではこ

ういうことないというのです。たまには少しの期間はあるそうです。しかし、施設入所者

の滞納なんていうのは普通は考えられないと、民間では。そういうことからすると、どう

いう経過でこういうふうになってきて、２年間もこうなったのかなということは不思議で

す。支払いしてもらう体制づくりがちょっと甘いのかなという思いがあります。民間の状

況を調べさせてもらったのですけれども、そういうことを聞いておりますので、どういう

ことでこうなるのだろうということが１つ大変疑問です。その点について改めて伺いたい

と思います。 

 それから、もう一点、利用料については不納欠損処理なかなかできませんよね、法律的



 － 41 － 

に、税金と違いますから。ですから、その辺のことも利用者、あるいはこの負担金につい

てもきちっとお話をしながら少しずつ処理する努力を、ずっと努力されているの知ってい

ます。知っていますけれども、改善できないということは努力の部分が水の泡になってい

るかなと思いますので、しっかりと誠意を持って払ってもらうような努力をしていっても

らいたいものだと思いますが、先ほどの質問にお答えをお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまの質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 町税におきまして町民税、固定資産税等々が重複して同じ方が不納欠損の処理になった

のかというようなご質問だったと思いますけれども、申しわけございません。詳しい資料

を手元に持ってきてございませんので、ただ私の記憶しているところでは確かに複数の税

目にかかわって不納欠損された方がおられます。２名だったような記憶をしてございます。

ただ、１名の方につきましては以前に事業を失敗して、そういう状況になったというよう

な過去の経過がございます。そんな関係もお含みおき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 総務課長。 

〇上村総務課長 負担金の関係でございますが、監査委員の意見の中の６ページにもござ

います。中段ほどに監査委員のほうからも改善されていないと、十分本人と協議をして進

めるようにという中身がございます。私どもといたしましても本人呼び出しをして、この

老人福祉施設の負担金、老人ホームの扶養義務者の部分８万1,000円何とか払ってくれない

かという形は再三申し上げています。ただ、入所者自体が年金もお持ちで、実はそこに預

貯金もありますけれども、そこから差し引くというわけにもいかないという考え方持って

いますので、あくまでも扶養義務者の責務によって納めていただきたいという中身がござ

いまして、住宅料、税金等の滞納があり、それらの中を総合的に精査しながら納めていた

だいているのですが、何とか早く老人ホームの入所扶養義務者の負担金の一部については

早急に解消を図りたいというふうに思っていますので、再度ご理解を願いたいと思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 今課長から説明ありましたように、そういう事情だと思うのです。これ制度

上収入少ない人はそれに応じた負担というの段階ありますね、決まっているのですね。で

すから、そんなむちゃくちゃな負担するようなシステムになっていないと思っているので

す、私は。利用者にすれば、そういうプレッシャーはあるのかもしれないですけれども。

しかし、今説明のとおりだと思うのです、私は。そういうことを予想していました。です

から、これは誠意を持って納めていただくような努力をしてもらうべきだと、先ほど申し

上げたのはその辺のニュアンスも含めていろいろ申し上げているのですが、そういうこと

はこのことだけでなくて、全体的に未済額が起きる要素にはそういう部分が往々にしてあ

るのだということを当然そちらにおられる方皆さんは苦労しているからわかっておられる
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と思うのですが、町民の立場になればやっぱり応分の負担、立場に対する負担はやっぱり

均等にすべきだという、立場に対する均等のです、そういうことを考えて十分このことは

監査委員さんの指摘のとおり、私たちも非常に気になる、毎年気になる事項でございます

から、努力していただきたいなと。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員ご指摘のとおりだと思います。やっぱり税の不公平感、また使用料、

手数料の不公平感、これをなくすというのは町政を預かる私どもとしては当然の義務であ

りますし、町民の皆さんにその点については今後とも徹底してお願いをしていきたいとい

うふうに思います。 

ただ、本当に徴収担当者みんな努力をしながら、他町に負けない徴収率の中で上げてい

っているというのが現実であります。ただ、その中でやはりまさに人と人との話し合いの

中で徴収率をさらに上げていくということが大変必要だろうというふうに思いますし、町

民の皆さんに本当に税の不公平感を与えないように今後とも努力してまいりたいというふ

うに思いますので、ご理解をいただきたいと思います。ありがとうございます。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 １点お伺いします。 

 老人福祉費の中の総務費、その中の13節の委託料、高齢者緊急通報システム業務、金額

にして78万8,000円の支出済み、また使用料ではリース端末機械の使用料として309万

5,000円。これも昨日の質問の中で、担当者が努力されてこのような老人に対する緊急シス

テムを活用しているわけですけれども、これは決算終わった数字が今利用されているのが

66台であって、そして80台のリース料を払っている。14台がまだ未使用になっている。今

後またこれも該当する人を啓蒙して、使いたいという話も昨日聞きましたけれども、こう

いうリース契約、この80台をしなければならない、金額的にいくと単純に割り返すと約４

万円弱、14台も使用していない。年間約50万無駄なリース料払っていると、単純な計算で

いくと。それは、リースとしてどのような契約をされて、80台というこの枠の中で契約し

なければならなかったものなのか。昨年は決算でこのようになっている。今年も今９月の

段階で同じような数字がたしか一般質問で、利用者、また今後利用をふやしていかなけれ

ばならないという話を聞いたと思うのですけれども、それについては契約内容、またこの

リース契約的なものを80台としなければならないものなのか、その辺だけちょっとお伺い

したいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 緊急通報システムにつきましては、随時民生委員さんを通じながら

設置のほうを働きかけているというところもありまして、いつ設置の方が出てくるかとい

うところも把握できない状況の中で、やっぱりある程度の数は確保しておきたいというふ
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うなことから、以前はもう少し台数が多かったのですけれども、設置状況とか追加してい

く状況とか経過を見ながら現在80台に設定させていただいているというふうなところでご

ざいます。また、14台未使用の部分がありますけれども、この部分につきましても亡くな

られた方とかそういう部分で取り外しのところも出てきているというふうなところから未

使用の部分が若干ふえてきているというふうなところで、今後につきましてはさきの質問

の中でも回答しておりますけれども、民生委員さんを通じながら、またさらに真に必要な

方がいないかどうかの把握に努めながら設置に推進をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

 利用料金の部分につきましては、健康づくり財団と管理のほうの契約をしておりまして、

年間管理等で１台について大体５万円ほどかかってくるというふうな状況でございます。

リース代のほうの部分については、今ちょっと手持ちに資料ありませんので��。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 今言ったように予備も持っていなければならないというのよくわかります

し、緊急性ということで、そういう世帯が発生したらやっぱりつけることが住民サービス

になるし、こういうことはすばらしいことと私は思っているのです。ただ、問題は、その

財団との契約の中で行政が最低限80台で契約しなければならないと、そういう予備ができ

ているのか。そして、これだけ今言ったように約４万円近いリース料、差し引き計算する

と14台というのは予備として果たして妥当なのかということの認識。もしそういう緊急が

出たときに、北海道健康づくり財団ですから連絡とれなくなったら、それは１日、２日の

誤差はあるだろうけれども、こういう機種だとか端末機なんていうのはそんな何週間もか

かるようなものでなく、常にそれは備品としてあると思うので、それはうちの行政として

14台予備持っていると、年間約50万円使わない機種を予備だということで持っていくと２

年で100万円、３年で150万円、それでいいのかということ。だから、契約として必要な台

数だけ契約し、メンテも含めてだろうけれども、また発生したらすぐ補充できるような体

制さえ整えば、無駄な14台のリース料というのはかからないのではないだろうかと私は言

っているのです。だから、今言ったように必要なシステムですから、これはどんどん必要

な人に普及しなければならないけれども、それらの緊急性ということできょう、あしたす

ぐつけなければならない人もいるだろうけれども、その辺についての契約というのは今ど

うなっているのですかとお伺いしたのです。だから、予備としてそれだけ持たなければな

らないのか、80台として最低限のユニットとして契約しなければならないのか、その辺は

もしどうしてもこれは80台のユニットだよとなればやむを得ない経費ですけれども、もっ

と軽減できる余地があるのでないだろうかという質問なのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 関連がございますので、私のほうで答えさせていただきます。 

 緊急通報システムの機械借り上げ料ということで、実はこれ当時120台で、１台が火事で
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なくなって119台あったわけです。これ補助事業で入れまして、５年サイクルになって補助

が切れたということで、その際のときに80台契約し、次の年から20台ずつ更新するような

形でやっていったのです。そういう形で持っていったのが保有80台の額です。ご指摘のと

おり現在、途中で70台になったり、72台になったり、63台になったり、結果的に66台とい

う末の実績になっているのですが、当然必要のないもの、月三千何百かかって、１台当た

り４万円弱かかるし、また財団につなぐということはその委託料として月1,000円、１人１

万2,000円払うわけです。そういう形を持っていくと、当然必要台数だけ保有していればい

いわけですが、20台ずつの契約をしていたのです。そういう関係で、結局台数が20台以下

になれば60台の契約という形をとれるのですが、その１台１台の契約をしていなかったと

いうことがございますので、今ご指摘のことを含めて、契約時期が来たときに最高利用度

を含めた中で随時契約できるものを別に４台なり、５台なり確保しながらしないと、そう

いう今の形の保有台数が無駄になるという形でございますので、20台ずつの契約ではなく

て、対相手方と協議をしながら、更新時には５台単位なり、そういう少ない単位で無駄を

省くような契約のあり方については今後検討させていただ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。 

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 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。 

 これより認定第１号を採決いたします。 

 認定第１号を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。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

９月16日は午前10時から本会議を開きます。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ２時２８分 

 

 


