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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22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 平成22年度の一般会計及び10特別会計についてご提案をさせていただきま

す。 

 説明資料につきましては、できるだけ可能な限り詳細な資料とさせていただいたつもり

であります。また、決算内容につきましては各担当課長より説明をさせますので、どうぞ

ご審議方よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

〇田村議長 総務課長。 

〇上村総務課長 認定第１号 平成22年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定について。 

 平成22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23年９月５日提出、浦幌町長。 

〇田村議長 審議に入る前に、平成22年度浦幌町各会計決算審査にかかわる監査委員の意

見について説明を求めます。 

 代表監査委員。 

〇神谷代表監査委員 平成23年７月29日付浦総務第975号で町長から審査に付された平成

22年度一般会計ほか10特別会計の歳入歳出決算に関し、平成23年８月８日から８月11日ま

での４日間にわたり、河内監査委員とともに歳入歳出決算書並びに附属書類について関係

諸帳簿及び証拠書類と照合審査を実施いたしました。その結果、計数は正確であり、適正

に執行されたと認めましたので、お手元に配付しております意見書総評の部分を読み上げ、

決算審査に係る意見についての説明とさせていただきます。 

 総評、22年度全会計における決算は、予算額116億1,376万3,000円に対し、歳入総額114億

3,327万円、歳出総額112億1,818万3,000円、差引額２億1,508万7,000円、翌年度へ繰り越

すべき財源（繰越明許費繰越額）955万円、実質収支額２億553万7,000円で終了し、予算に

対する収入率98.4％、執行率96.6％の結果であった。 

 まず、一般会計については、その歳入歳出差引額は１億566万9,000円で、実質収支額も

9,637万4,000円の黒字となっている。一般会計における自主財源では、町税、手数料、負
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担金、財産収入、繰入金、繰越金で２億5,593万1,000円の増、使用料、寄附金、諸収入の

区分で2,128万円の減となり、差し引き２億3,465万1,000円の増である。また、依存財源で

は、地方特例交付金、地方交付税、国庫支出金、道支出金、町債などで17億9,852万8,000円

の増となったが、要因としては地域情報通信基盤整備推進事業や浦幌中学校改築事業の継

続事業、まちづくり交付金事業（留真温泉整備事業）などに係る国庫支出金の増によるも

のが大きい。一方、地方譲与税ほかの区分では7,894万円の減となり、差し引き17億1,958万

8,000円の増である。その他の財源では、分担金ほかで491万3,000円の減であった。 

 特別会計総額については、歳入歳出差引額は１億941万8,000円で、実質収支額も１億

916万3,000円の黒字となっており、本町の財政は健全状態にあると言える。 

 一般会計における収入未済額の状況であるが、町税では1,284万9,558円で前年に対し

127万146円の減、負担金、使用料などでは負担金1,911万1,456円、使用料621万4,099円、

財産収入5,500円、貸付金元利収入636万7,758円、雑入92万4,011円の総額3,262万5,224円

となった。町税を含めた全体では4,547万4,782円（前年度4,648万7,484円）で、前年度に

対し101万2,702円の解消がされた結果となった。特別会計を含む各会計の収入未済額はそ

れぞれ示したとおりであるが、負担の公平の観点からも新たな収入未済の発生を未然に防

止するため、現年のうちに適正な対策を行うとともに、悪質滞納者に対しては引き続き積

極的に滞納整理を行うなど、収入未済額の縮減に一層の努力を望むものである。 

 平成22年度地方債発行額は、一般会計８億5,150万3,000円、特別会計１億2,080万円、総

額９億7,230万3,000円であり、平成22年度元利償還額は特別会計を含め13億1,433万

5,000円となった。平成22年度末現在高は、一般会計71億844万9,000円、特別会計44億

4,610万6,000円、総額115億5,455万5,000円である。前年に対し１億3,233万3,000円が減少

した結果である。今後においても、将来の財政負担を考慮し、世代間の負担の公平の観点

も踏まえ、引き続き町債の計画的な活用を行っていくよう望むものである。 

 平成22年度末基金残高の状況であるが、一般会計12基金総額24億4,388万6,000円（前年

度11基金15億1,994万9,000円）、特別会計５基金総額１億2,328万8,000円（前年度５基金１

億3,094万円）となり、全会計総額25億6,717万4,000円（前年度16億5,088万9,000円）であ

った。増減額は、一般会計で９億2,393万7,000円の増、特別会計で765万2,000円の減、総

額９億1,628万5,000円の増額となったものである。特に財政調整基金は20億3,067万

1,000円で、前年度に対し６億8,471万5,000円の積み立てがされ、２年前と比較するとおよ

そ２倍の額となった。経費節減意識のもと実質黒字におさめ、将来財政需要及び財政環境

の変化に対応するため財政調整基金の積み立てに努力されていることは評価をしたい。 

 一方、財政構造面から見ると財政力指数は0.171から0.164に微減、経常収支比率は83.6％

から78.4％と前年と比較して5.2ポイント下回った。引き続き経常経費の見直しを図り、健

全な財政運営が図られるよう努力されたい。公債費比率は11.7から10.3へ、起債制限比率

は10.5から8.2へ、公債費負担比率は17.0から16.1といずれも前年度と比較してポイントを

下回っている。引き続き効果的、効率的な予算執行に努められ、将来債務を累進させない
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ため計画的な町債の活用を図られるよう望むものである。 

 今後とも町民ニーズの的確な把握や分権時代に即応した行政運営に心がけるとともに重

点化及び効果的な財源配分に努められ、今年度から始まった第３期まちづくり計画のメー

ンテーマである「みんなの知恵・世代を超えて創るまち」に資する行政運営をさらに望む

ものである。 

 以上で説明を終わります。ありがとうございます。 

〇田村議長 お知らせ申し上げますけれども、場内ぬくいために上着を自由に外してよろ

しいので、通知いたします。 

 次に、平成22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求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 地方自治法第233条第５項に基づく平成22年度予算執行の実績並びに主

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 22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 85 億 5,813 万 6,347 円、歳出決算額

84億 5,246万 7,782円、執行率 96.6％、繰越事業費繰越財源 929万 5,000円、実質収支額

9,637万 3,565円。 

 町有林野会計、１億 2,088万 2,096円、１億 1,472万 5,180円、98.7％、615万 6,916円。 

 模範牧場会計、9,670万 7,425円、9,667万 6,868円、100％、３万 557円。 

 国民健康保険事業会計、９億 5,666万 993円、８億 8,646万 2,694円、96.5％、7,019万

8,299円。 

 老人保健会計、14万 6,097円、12万 6,800円、20.4％、１万 9,297円。 

 後期高齢者医療会計、6,875万 4,479円、6,832万 9,208円、98.4％、42万 5,271円。 

 介護保険会計、５億 7,343万 9,981円、５億 6,215万 8,291円、97.3％、1,128万 1,690円。 

 浦幌町立診療所会計、２億 8,603 万 181 円、２億 7,506 万 2,601 円、98.8％、1,096 万

7,580円。 

 公共下水道会計、３億 2,293万 1,156円、３億 1,821万 5,584円、98.7％、471万 5,572円。 

 個別排水処理会計、4,780万 686円、4,663万 6,733円、97.9％、116万 3,953円。 

 簡易水道会計、４億 178万 964円、３億 9,732万 1,710円、91.2％、繰越事業費繰越財

源 25万 5,000円、420万 4,254円。 

 計、114億 3,327万 405円、112億 1,818万 3,451円、96.6％、繰越事業繰越財源 955万

円、２億 553万 6,954円。 

 以上の内容でございます。 

 次に、２ページをお開きください。平成 22年度、平成 21年度一般会計款別収入比較表。

平成 22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 8,628万 7,690円、102.9％。地方譲与税１億 1,203万 8,080円、106.7％。利子割交付

金205万円、102.5％。配当割交付金52万円、173.3％。株式等譲渡所得割交付金16万9,000円、
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56.3％。地方消費税交付金5,836万6,000円、100.6％。自動車取得税交付金2,205万2,000円、

110.3％。地方特例交付金 1,386万円、100％。地方交付税 35億 3,543万 7,000円、100％。

交通安全対策特別交付金121万5,000円、101.3％。分担金及び負担金１億8,119万7,305円、

98.5％。使用料及び手数料１億 4,104 万 6,887 円、102.6％。国庫支出金 21 億 3,837 万

2,725円、94.7％。道支出金２億 3,492万 4,177円、99.0％。財産収入２億 6,765万 1,880円、

101.3％。寄附金 531万 5,860円、125.9％。繰入金 573万 893円、99.7％。繰越金１億 8,414万

9,411 円、100％。諸収入２億 1,624 万 9,839 円、101.9％。町債８億 5,150 万 3,000 円、

89.0％。合計 85億 5,813万 6,347円、97.8％。 

 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ます。 

次に、３ページ、平成 22年度、平成 21年度町税収入比較表。平成 22年度の収入済額を

もって説明いたしますので、よろしくお願いいたします。町民税、現年課税分２億 6,053万

2,977円、99.1％、滞納繰越分 306万 2,924円、31.4％、計２億 6,359万 5,901円、96.6％。

固定資産税、現年課税分２億7,077万5,161円、99.7％、滞納繰越分129万5,354円、29.7％、

計２億 7,207万 515円、98.6％。軽自動車税、現年課税分 1,163万 7,600円、99.9％、滞

納繰越分 7,200円、33.0％、計 1,164万 4,800円、99.8％。町たばこ税、現年課税分 3,897万

6,474円、100％。計、現年課税分５億 8,192万 2,212円、99.4％、滞納繰越分 436万 5,478円、

30.9％、計５億 8,628万 7,690円、97.8％の内容であります。 

 次に、４ページをお開きください。平成 22年度、平成 21年度一般会計款別支出比較表。

平成 22年度の支出済額をもって説明いたしますので、よろしくお願いいたします。議会費、

支出済額 6,089 万 3,108 円、執行率 99.2％。総務費 26 億 1,535 万 8,906 円、91.8％。民

生費 10億 4,710万 5,900円、99.0％。衛生費４億 3,479万 1,640円、98.3％。労働費 1,385万

5,735円、88.3％。農林水産業費４億 4,337万 4,205円、97.9％。商工費２億 5,117万 2,054円、

97.9％。土木費７億 7,016万 1,225円、99.2％。消防費２億 4,627万 786円、99.9％。教

育費17億1,982万335円、99.2％。災害復旧費5,000円、0.6％。公債費８億4,771万6,639円、

99.3％。諸支出金 194万 2,249円、98.9％。予備費はゼロで、合計 84億 5,246万 7,782円、

執行率 96.6％となっています。 

 次に、５ページ、平成 22年度、平成 21年度一般会計節別支出比較表。平成 22年度の支

出済額をもって説明いたしますので、よろしくお願いいたします。報酬 7,145万 4,582円、

増減率 0.9％の増。給料４億 8,601万 8,785円、1.4％の減。職員手当等２億 5,046万 6,037円、

2.8％の減。共済費２億 8,892万 5,813円、5.6％の増。賃金 8,334万 4,476円、6.5％の増。

報償費 1,046 万 7,799 円、増減ゼロ。旅費 1,207 万 6,644 円、7.3％の増。交際費 419 万

2,570円、2,738.2％の増。需用費２億 7,034万 1,627円、0.6％の減。役務費 4,380万 8,300円、

1.3％の減。委託料４億 3,802万 5,976円、9.3％の減。使用料及び賃借料 7,690万 4,627円、

27.9％の減。工事請負費 27 億 9,617 万 6,783 円 245.7％の増。原材料費 341 万 5,198 円、

48.9％の減。公有財産購入費2,305万4,311円、339.6％の増。備品購入費6,762万5,293円、
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51.6％の減。負担金補助及び交付金６億 5,658万 3,317円、37.8％の減。扶助費３億 998万

7,045 円、23.0％の増。貸付金 4,000 万円、増減ゼロ。補償補てん及び賠償金ゼロ。償還

金利子及び割引料８億 9,555 万 9,704 円、1.4％の減。投資及び出資金ゼロ。積立金９億

2,573 万 6,637 円、125.1％の増。寄附金ゼロ。公課費 160 万 7,400 円、3.5％の増。繰出

金６億 9,669万 4,858円、1.4％の増。合計 84億 5,246万 7,782円、31.6％の増の内訳で

ございます。 

 次に、６ページをお開きください。平成 22年度の普通会計の収入の状況でありますが、

これにつきましては臨時的経費と経常的経費に仕分けされておりますが、それぞれの事業

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

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

般財源の欄の２億 7,583万 1,000円が特別交付税でございます。経常経費として取り扱わ

れるものにつきましては、一般財源の欄の 32億 5,960万 6,000円につきましては普通交付

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

ますが、表の下から２行目の地方債の欄の臨時的経費の一般財源３億 1,090万 3,000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 40 億 7,928 万 7,000 円とただいま申し上げました地方債の３億 1,090 万

3,000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になります。 

 次に、７ページをお開きください。普通会計支出の状況でございますが、これにつきま

しても人件費の臨時的経費は指定統計費、選挙費などの特定財源、国の補助基準を上回る

分が一般財源の臨時的経費になり、ほかは経常経費となります。物件費以下につきまして

はその年に起こり得る等臨時的経費として、これまで以外が経常経費として取り扱われま

す。表の中段より少し下の列の投資的経費につきましても臨時的経費として取り扱われ、

12 ページの平成 22 年度普通会計投資的経費内訳欄の一番上の２款１項１目一般管理費の

電算室冷房機取りかえ工事費 126万 1,000円から 20ページの１目の公共施設災害応急費の

5,000円までの合計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欄 30億

8,004万円、この金額が７ページに戻りまして投資的経費の決算額 30億 8,004万円、これ

と同額になります。次に、表の右端から５列目の経常収支比率でありますが、中ほどの表

の支出合計の経常経費の一般財源合計額 34億 4,028万円を歳入合計額、経常的経費の一般

財源 40億 7,928万 7,000円と地方債の一般財源３億 1,090万 3,000円を足したものを割る

と経常収支比率 78.4％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22年度末地方債の状況でございます。一般会計

合計で申し上げますと、21年度末現在高が69億9,729万、22年度発行額が８億5,150万

3,000円、平成22年度末現在高が71億844万9,000円。次に、特別会計と一般会計合計したも

のを申し上げます。総合計でありますが、21年度の現在高が116億8,688万8,000円、22年度

の発行額が９億7,230万3,000円、元利償還額が13億1,433万5,000円、22年度末の現在高が

115億5,455万5,000円となっております。 
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 次に、９ページ、平成22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21年度末残高が15億1,994万9,000円、22年度末残高が24億4,388万6,000円、特別

会計含めた総合計では21年度末残高では16億5,088万9,000円、22年度末残高では25億

6,717万4,000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22年度の

支出額が合計で２億1,410万1,000円、平成23年度以降支出予定額が４億6,656万4,000円の

内容となっております。 

 次に、普通会計の指数の推移でございますが、11ページでございます。平成22年度で説

明申し上げます。標準財政規模、平成22年度43億3,756万円、基準財政収入額６億1,204万

9,000円、基準財政需要額38億7,165万5,000円。財政力指数、３カ年平均で0.164％、公債

費比率10.3％、起債制限比率、３カ年平均で8.2％、公債費負担比率16.1％、経常収支比率

78.4％の以上の内容となっています。 

 次に、12ページをお開きください。12ページから20ページにかけては投資的経費の内訳

でございます。後ほどごらんおきください。 

 次に、20ページの次の薄いウグイス色のページ以降、１ページから37ページまでにつき

ましては平成22年度一般会計決算説明資料、38ページから59ページまでにつきましては特

別会計決算説明資料でありますので、ごらんおき願いたいと思います。また、51ページの

次の薄い色のページ以降、１ページから30ページまでにつきましては先ほど申しました監

査委員から提出されました平成22年度の浦幌町各会計決算審査意見書でありますので、ご

らんおき願います。 

 以上で地方自治法第233条第５項に基づく平成22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 ここでお諮りをいたします。 

 平成22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22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。 

初めに、平成22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22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。一

般会計、１、歳入総額85億5,813万6,347円、２、歳出総額84億5,246万7,782円、３、歳入

歳出差引額１億566万8,565円、４、翌年度へ繰り越すべき財源、（２）繰越明許費繰越額929万
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5,000円、計、929万5,000円、５、実質収支額9,637万3,565円、６についてはございません。 

 以上で実質収支に関する調書の説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 審査に当たりましては、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７目企画費までの説明を求めます。 

 議会事務局長。 

〇前田議会事務局長 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ありま

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

は総務所管事務に係る経費並びに庁舎管理、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、人件費等の減額及び交際費、災害見舞金の400万円の

増額の内容でございます。11節需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請

負費、18節備品購入費につきましては、説明資料９ページに記載しております。 

 次のページをごらんください。２目情報化推進管理費、この科目につきましては総合行

政情報システム、庁舎ネットワークシステム等に要した科目でございます。補正の主なも

のにつきましては、税務情報システム改修委託料の追加内容でございます。13節委託料、

14節使用料及び賃借料、18節備品購入費は、説明資料９ページから11ページに記載してお

ります。 

〇鈴木まちづくり政策課長 引き続き17ページをごらん願います。３目文書広報費、この

科目は毎月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、執行率90.3％と

なっております。特に説明することはございません。 

〇新川施設課長 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

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

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

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

でございます。補正の主なものにつきましては、工事請負費の追加の内容でございます。

13節委託料、15節工事請負費は、説明資料11ページに記載しております。 

 次のページをお開きください。６目財政調整等基金費、この科目につきましては基金の
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積み立て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、財政調整基金積立

金、ふるさとづくり基金積立金、住民生活に光をそそぐ基金積立金の追加でございます。 

 以上でございます。 

〇鈴木まちづくり政策課長 引き続き18ページをごらんおき願います。７目企画費。初め

に、大変申しわけございません。一般会計決算説明資料のご訂正をお願いいたします。資

料12ページをお開き願います。科目の欄、７目企画費の中の節の欄におきます16、公有財

産購入費のところの番号16を17にご訂正願います。17、公有財産購入費となるものでござ

います。大変申しわけございませんでした。 

 それでは、説明に入らせていただきます。この科目につきましては、第３期まちづくり

計画策定、企画振興及び町懸案事項、地域情報通信基盤整備事業等に係る費用でございま

す。15節工事請負費につきましては、投資的経費内訳表12ページ及び説明資料12ページに

記載のとおりでございますが、支出済額のうち８億9,475万3,493円につきましては地域情

報通信基盤整備事業において平成21年度から10億590万円を繰り越して執行したもので、そ

の執行残額が１億1,114万6,507円でありますが、契約額10億590万円から８億9,475万

3,493円の変更につき平成23年第１回町議会定例会におきましてご議決をいただき、事業確

定となったものでございます。11節需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、17節公

有財産購入費、18節備品購入費につきましては、説明資料12ページに記載のとおりでござ

います。 

 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。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 １点お伺いします。 

 文書広報、広報のいろんな部分について全体という形になろうかと思います。情報公開、

情報発信というのでしょうか、広報紙、またホームページ等も含めて、これは私も再三い

ろんな部門において質問をしております。今回町民の代表の方々にお集まりいただいての

モニター制度というような取り組みもされているというお話も聞いておりますし、その中

から議会のほうにもご提案をいただいたりとかという形の中で、これは町も議会もひっく

るめて町民に対する徹底した情報公開というものは絶対避けて通れないだろうというふう

に思いますし、議会としてもそういう取り組みを積極的にしているところでもあります。

しかし、今までもホームページもそうですし、広報紙もそうなのですが、内容の充実とい

うようなことで、そして町民に情報を公開するという、このことに今取り組んでいるし、

そういう傾向が見えるというのでしょうか、そういう部分はわかるのです。しかし、本当

にそれだけなのかなという部分がずっと思っているのです。今こういう絡めての形になり

ますけれども、広報紙もしていながら、行政としてもこれだけで本当に意が町民に伝わっ

ているのかどうなのかという、この部分の確認というのでしょうか、そういったものもし

ながら、要は相手に伝わらなければ意味がないことですから、そこら辺の確認作業という
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ものも取り入れながら改善をしていかなければ、ただこちらのひとりよがりでこういうふ

うにもっとよくしたのだとか、もっと動画が出たのだとかといろいろしても、相手にどう

いうふうに伝わっているのかという、ここら辺の確認というものをしっかりしていかなけ

れば、本当の意味の町民に伝わるという、本当の趣旨が伝わっていかないのではないかな

という気が、これは議会も含めてなのですけれども、私たちもそうなのですが、ずっとし

ているのです。どうでしょう、その辺の確認の部分というのでしょうか、町民に伝わって

いる部分の考え方を確認をさせていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問についてご説明させていただきます。 

 今までの経過の中でご指摘がございまして、町のホームページについてもモニター制度

等々につきまして整備を図ってきたということで、このことにつきましてはご指摘のとお

り町の持っています行政情報という財産をいかにして町民の皆様にお伝えするかというこ

とで、なかなか100％という部分については難しい面もあるところはあるのでありますけれ

ども、それにつけましても日々の中で伝えていくことが使命ということで努力をしていく

ということの中で、モニター制度を実施した部分でホームページもそれぞれスキルアップ

をしていこうという考えのもとで進めていることでございます。このことについては、何

度か説明させていただいた中でご理解はいただけるものと思っております。 

 また、広報につきましても、この広報紙にかかわる内容について間欠的に各課の情報も

集めた中で町民の皆様にわかりやすくご提供するという部分が、これも日々の中で創意工

夫の中で努めていくということでまいってきている次第でございます。ただ、そういいま

しても、本当に100％伝わっているのかということについての確認についてはなかなか難し

いところも確かにございます。現在の中で、ただいま行政改革の中におきます第４次とも

いいますプランについて現在作成中でございます。その中にも職員提案の中で町民のそう

いったニーズにこたえる部分としての満足度というものがどういう形で思われているかと

いうことも今後アンケートということも非常に大事な要素になるのではないかということ

の提案も職員の中からいただいております。この辺につきましても、今後煮詰めた中でど

のような形でできるかというを検討しながら進めてまいりたいということを現在作業も含

めて検討している最中でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今いろんな部分において検討されているということであります。町民目線、

町民の声というものをしっかり踏まえる上で今のアンケート等を取り入れながら町民の生

の声をしっかりと広報、ホームページも含めて広報紙にも反映していく。大体私も思って

いるのです。広報紙というのはどちらかというと年配の上の方々がよくごらんになりなが

ら、ホームページはちょっと若い方がという形の中で、いろんな形で町民にアプローチを

するという形が私は必要だと思うのです。私は、今のアプローチの仕方、この２つのアプ
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ローチの仕方は検討するのはいいのですけれども、もう一つ何か違う仕方というのがない

ものなのかなとか、もっと広い視野での検討というものをぜひしていただきたいのです。

時代が変わってきていますから、まだまだ情報の発信の仕方というものが物すごく変わっ

てきております。例えば希望する方には何かあったらメールで行くとか、私は先ほど所管

事務調査でもした財産だけのことを言っているのでなくて、全体のいろんなことなのです。

いろんな制度、いろんなことがあったときに、例えばお子さんが何かそういうことだった

ら、登録しているとお母さん方にメールが入っていくだとか、そういうような今の時代に

合った情報の発信の仕方というものが私は少しずつ変わってきていると思うのです。です

から、広報紙の充実、ホームページの充実という、これはもう絶対条件なのですが、第３

の情報発信の仕方ということももっと広い視野で検討していく必要が私はあると思ってい

るのです。きっと職員の皆さん方もそういうような部分のどうも一生懸命やっているのだ

けれども、なかなか伝わらないというこのはがゆさも持ちながら、あると思うのです。で

すから、そういった部分のどうすることが本当に伝わるのかということも今回決算の中で

前年度の反省もいろいろ踏まえて、今回予算もありますから、来年度に向けてそういった

第３の情報発信の仕方というものもぜひ私は検討していただきたい、１つご提案を申し上

げたいなという気がいたしますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 先ほどの説明の中でもお話し若干させていただきました行政

改革のプランという中で、そのことにつきましてもメールのやりとりの部分としてツイッ

ター、ブログというものも研究すべきだという提案も実はいただいてございます。ただ、

このことにつきましては、いろんな制約と、それからそういった専門的な配置ができるか

という部分もございますし、また各課がどれだけ対応できるかという問題もございますの

で、これは各課横断的に協議を重ねた中で可能かどうかと、また可能につきましてはどの

ような、比較的経費等も含め研究しながら、その分として伝達の方法としてなり得るかど

うかということを検討したいなということで思っている次第でございます。いずれにいた

しましても、従前からあります紙による文書、いわゆる紙文書によります情報の伝達と電

子情報による情報の伝達と、この大きく２つに現在のところ社会環境的になってございま

すので、これらを有効的に活用できるものはしていきたいなというふうに思ってございま

すので、今後の研究の中で検討したいということで思ってございますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 説明資料、成果報告書の11ページ、わかりやすいのでそちらでお話ししたい

と思いますが、自動車管理費です。これの中で模範牧場あるいは公園についての車両の所

有をしておりますが、既に１月から模範牧場も指定管理者になりました。それから、公園

管理についても大半が指定管理者管理下にあると思うのですが、そういう中でトラクター
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あるいは芝刈り機の部類だと思いますが、いつまでこういう状況で町が所有するという形

態を続けるのか、基本的には１月に指定管理者になった模範牧場等に関してはすぐ買い取

りすれということにはならないのかなというふうに思いますが、将来的な方向性、その辺

について伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 模範牧場に限定させていただきますが、模範牧場にある車両について今

後どのようにというふうなことの方針含めて考えて、買い取りも含めてということでござ

いますが、現時点では指定管理者期間、この期間については現状維持というふうに考えて

おります。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 管理期間は、当然今指定管理したばかりですから、そのことはわかるのです

が、将来的な見通しということでお伺いしたつもりでありますが、ご承知のように車両管

理、町のバス等においても担当の職員が減っているということもございまして、それにあ

わせて車両を減らしているという事情もあると思います。しかし、方向性としてはできる

だけこういう消耗資産所有していないほうがよろしいのでないかというふうに考えており

ますが、将来的なことについてお伺いしたいと思います、再度。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 この指定管理期間が終わりますときに指定管理者のほうとも協議した上

で、将来的にその車両等について更新が必要なもの、もしくはそのまま維持できるもの、

それらのことを勘案して、将来的には町の所有というふうなことから徐々に外していきた

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 質疑がないようなので、次に16目地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費

までの説明を求めます。 

 上浦幌支所長。 

〇小路谷上浦幌支所長 18ページをお開きください。８目支所費、この目につきましては

上浦幌支所の業務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。 

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。 

〇大山町民課長 10目生活安全推進費、この目につきましては交通安全対策、防犯対策及

び消費者保護対策を通じまして町民の安全、安心を確保するとともに、日常生活に係る経

費でございます。交通安全指導員11名による啓発、巡視、街頭指導の活動日数につきまし

ては延べ49日、総出動人員は延べ89名でございます。また、総出動時間は189時間でござい
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ます。防犯指導活動でございますが、防犯指導員14名による啓発、巡視、活動日数は延べ

147日でございます。総出動人員は延べ357名でございます。総出動時間701時間の内容でご

ざいます。また、消費者相談を毎週火曜日、浦幌消費者協会へ昨年度より委託してござい

ます。消費者協会によります相談所開設日は、延べ49日間となってございます。11節需用

費につきましては、主なものとしまして防犯灯の電気料、防犯灯の修繕料でございます。

次に、19ページの13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費、19節負担金、補助及び

交付金のうち補助金につきましては、一般会計説明資料12ページ、13ページに記載のとお

りでございます。 

〇山本教育次長 引き続き19ページをごらん願います。11目成人式費、この目につきまし

ては平成23年成人式に要した経費で、対象者63名中45名が出席し、出席率は71.4％でござ

いました。特に説明を加えることはございません。 

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

要した科目でございます。14節使用料及び賃借料は、説明資料13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ございます。補正の主なも

のにつきましては、15節工事請負費で上浦幌地区軽スポーツセンター外構整備事業の追加

内容でございます。13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費、19節負担金、補助及

び交付金、説明資料13ページから14ページに記載しております。 

〇鈴木まちづくり政策課長 20ページをごらんおき願います。14目地域活性化交付金（き

め細かな交付金）事業費、この科目につきましては、円高デフレ対応のための緊急総合経

済対策の新成長戦略実現に向けたステップツーにおいて地域の活性化ニーズに応じて支援

する交付金として国庫から交付される事業費で、平成23年度に繰り越しして執行するもの

でございます。 

 15目地域活性化交付金（住民生活に光をそそぐ交付金）事業費、この科目につきまして

も円高デフレ対応のための緊急総合経済対策の新成長戦略実現に向けたステップツーにお

いて地域の活性化ニーズに応じて支援する交付金として住民生活における取り組みの実現

性を高めるため国庫から交付される事業費であり、執行率96.4％でございます。事業内容

につきましては、地域読書活動支援及び図書館視聴覚システム整備でありますが、18節備

品購入費につきましては投資的経費内訳表12ページ及び説明資料14ページに記載のとおり

でございます。 

 16目地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費、この科目につきましては地方公共団体

におけるきめ細かなインフラ整備等を支援する交付金として国庫から交付される事業費で

平成21年度からの繰越明許費事業で、執行率は端数整理の関係から100％でございます。内

容につきましては、投資的経費内訳表12ページから14ページまで及び説明資料14ページか

ら15ページまでに記載のとおりでございます。 
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 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 説明資料のほうで12ページの生活安全推進費の中のＬＥＤ防犯灯設置のこと

をお聞きいたします。 

 当初予算は619基ということで、実行が少し数字が落ちていると思います。これはなぜか

ということと、それとエコ効果と申しますか、電力料どのような状態で推移しているかと

いうことをお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 まず初めに、ＬＥＤの設置基数の関係でございますけれども、今ご質問

にありましたように当初619基を予定してございました。それで、その後現地調査なりをし

ました結果、調査の段階において通常実施しようとしていたのはポールが立っているとこ

ろにＬＥＤを設置するというふうに考えてございましたが、調査の段階においてハイウエ

ー灯、大きな上まで形のあるのも数に含まさっていたということの中で、その分について

は設置の基数を減らしてございます。また、設計の段階におきまして設計の経費等の見積

もりをしていなかったと、単純に単価だけの見積もりをもらった中で予算をとっていたと

いうことで、大変申しわけなくおわび申しますけれども、そのような中で数的には一応当

初やろうとしていた数に対しては減ってございますが、先ほど言いましたようにハイウエ

ー灯を除きますと大体実施はできたのかなというふうに考えてございます。 

 また、当初の目的がエコということで環境に配慮したということでございます。その中

で電気料でございますが、昨年の８月に設置してございますが、前年度と比較いたしまし

て166万ぐらいの電気料が減額になっているという状況にあります。そういう中で、その辺

については効果があったのかなというふうに考えていますが、設置に関する部分では設計

の段階で大変ミスをしたということで、おわびを申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 電気料も削減ということで、今後もこの事業を将来的に継続していく考えは

あるのかどうか伺っておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今後とも防犯灯を整備していくのかということでございますけれども、

前にも一度お話ししたことがあるかと思いますけれども、単価的にまだ非常に１基当たり

の単価が高いということで、町としては今後やらないというわけではなく、今状況を見さ

せていただいているという状況にあります。ということで、まちづくり計画等にも登載は

してございませんが、その辺の状況を見ながら今後判断をさせていただきたいというふう
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に思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 職員厚生費、これについてお聞きをしたいと思います。 

 まず、この職員厚生費の中の１つ目、共済投資住宅の賃料、一般財源も投入されている

わけですから、賃料とこの辺の詳細、これの考え方と言ったらいいのでしょうか、公営住

宅というのは用途が違いますので、職員住宅とちょっと用途が違いますからあれですけれ

ども、職員の住宅を確保していく部分の考え方というのでしょうか、その辺も含めてこの

辺の内容をまず１点お聞きをしたいのと、もう一点、職員厚生費の中の、先ほど説明の中

でも研修もこの中に入っているということでございます。22年度の研修の内容というので

しょうか、いっとき研修が余り活発でなかったようなお話をちょっと聞いているのですけ

れども、研修というのは私も大変貴重なことだろうというふうに思います。その研修の内

容についても説明を求めたいと思います。 

 それと、もう一点、諸費の中の委託料、地域会館の指定管理、この部分であります。こ

れも22年度から26年度までの指定管理ということなのですけれども、前回のときちょっと

思っていたのですけれども、この間も地域の方とお話をして、指定管理というのは本来民

間の活力を利用して、よりサービスを充実という、そういうような、経費を下げるという

目的もありますけれども、利用者のサービス向上という意味もあったりとかしながらやる

のですけれども、地域会館の指定管理というのはその指定管理の意味に合致するのだろう

かと、各町内の指定管理の人方も運営委員会というものをつくってやるのですが、何せ区

長というのは各町内会みんな毎年毎年区長がかわるものですから、結局運営委員長もかわ

っていくわけです。そんな中でサービス向上とかと、要は維持管理をしているというので

すか、かぎの管理をしているというようなレベルで、そこでお客さんをとってきて会館の

使用料を上げましょうとかいっても、来るものはいいのでしょうけれども、指定管理とい

う意味に合うのかなというような、そんな話もちょっと私この間しまして、それもそうだ

ねと、パークゴルフ場とか健康公園とかスポーツセンターをするのと指定管理という意味

合いがちょっと地域会館が、おれたちにそんなにできないよなというようなとこら辺でち

ょっと意味合いが違うのかなという、指定管理という、会館についてはこういう体制が本

当にいいのかなと、ちょっと私疑問に思ったのです。 

 この辺についての、今以上３点質問いたしましたけれども、答弁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 職員の関係の職員住宅現在24戸ほど保持しているのですが、それぞれの

賃料については、そのかかった経費についてはそれぞれ積算根拠がございまして、それぞ

れ積算の中でその金額を決めているということでございます。ただ、現在相当数建ってお



 － 17 － 

りますけれども、総体数ではまだまだ不足している状況にあります。また消防住宅８戸あ

るのですが、これらについても人事異動等の中身で退職者、それから新規採用の関係で消

防住宅についてもそれぞれ不足している状況にあります。 

 次に、職員の関係の研修関係でございますが、職員研修委員会というものをやりまして、

それぞれ年次計画をしながら22年度実施した内容をもとに23年度の計画をしている内容で

ございます。22年度につきましては、自主独自事業といたしまして初任者研修、それから

地域づくり研修、それからまちづくり研修、人事評価研修、それから自治体法務検定、そ

れからメンタル研修、それから交通安全に関する研修、男女平等参加研修会、それから健

康管理学習会等を実施しております。また、派遣の研修につきましては、北海道市町村職

員研修センターの研修、また十勝町村会主催、その他特別研修等を受けさせております。

特に特別研修では、当然防火管理者、それから安全運転管理者、そういうような役所にと

って必要なものの研修は十分させております。また、23年度におきましても、それぞれ22年

度から24年度にかけた浦幌町職員３カ年計画、研修計画ございます。その中で予算をいた

だきながら研修をさせていただいております。また、23年度につきましては、昨年に引き

続きまして自治体研修の法務研修の基礎研修を実施することになっております。20名ぐら

い今受ける段取りになっておりまして、独自のそういう法務研修だとか自治体の基礎研修

も十分しているところでございます。今後においても、この研修の必要性は十分認識して

いるところでございまして、各課の協力をいただきながら職員の研修はさせていきたいと

いうふうに思っていますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 私のほうから、３点目の指定管理者制度における地域会館の

委託ということのお話だったかと思います。このことが制度に沿うのかどうかというふう

な内容だったかと思います。この地域会館の指定管理につきましては、浦幌市街地区にお

きまして４館、それぞれの会館についての指定管理ということで委託を行っているもので

ございます。この４館につきましては、いずれも町の施設で、いわゆる町が所有している

公の施設ということで、その公の施設の管理の中で指定管理という制度を活用しているも

のでございます。この指定管理者制度につきましては、平成15年の地方自治法の改正によ

りまして、それ以前につきましては町が直営か、もしくは公共的団体に委託をして管理を

していただくということが大きく２点可能な内容になっています。民間につきましては、

その管理ができないという内容になっております。それが改正によりまして民間の方にも

指定管理ということで委託ができるようになったという内容でございます。それぞれの浦

幌市街地区にございます４館につきましては、15年改正以前につきましてはそれぞれ地区

の行政区の中での管理ということでお願いをしていた経過がございます。この行政区にお

願いするに当たって、指定管理という形に今度なりましたので、その制度の内容を踏まえ

た中で指定管理の委託ということでさせていただいている経過でございます。ただ、ご指

摘の部分として、管理する側のいろんな不都合といいますか、問題があるのかどうかとい
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う部分も、この件につきましては今後の把握の中でいろいろお聞きをした中で、どういう

ことがあるかということも含めてお聞きをしながら改善すべきところは改善していきたい

なというふうに思ってございますので、いずれにいたしましても平成15年の先ほどご説明

させていただきました法律の改正によって指定管理者制度を選択せざるを得なくなったと

いう経過がございますので、この部分についてはご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 職員住宅の部分の住宅の戸数、また消防、全体的にそういった部分ではまだ

不足をしているというお話だというふうに思います。これから公営住宅の整備、先般も高

校の住宅の買い取りというようなお話もありましたけれども、職員のそういう住宅、こう

いう整備というものもやはり考えていかなければならないし、私なんかに言わせたら職員

の方が率先して町の住宅のそういう制度を利用しながらどんどん建ててもらったら、職員

が率先して建ててくれるぐらいのことのほうが私はいいと思っているのです。そうするこ

とによって、こういう住宅を整備しなくてよくなったほうがトータルで見たらよほど町に

とってはメリットがあるのだろうというふうに思うのです。少し多く出してあげたって、

そういう意欲を刺激してどんどんやってあげるというような形のほうが。今こういう経済

状況ですから、職員以外は建てる人いるのかなと思うぐらい。ですから、この辺の部分に

ついても不足している部分については、特に結婚されたとか、いろんなそういう状況が出

たときにそういうような指導、これは個人のことですから、指導といってもあれかもしれ

ませんが、できるだけそういう形の中で、しかし住むところというのは基本ですから、こ

の辺もしっかりとするということは肝心なことですから、公営住宅だとか先ほど言ったよ

うな高校の住宅の買い取りも含めて、やはり住宅事情というものは本当に充実させていく

べきですし、こういったところにも民間の住宅の借り上げだとかいろんな、各町村でやっ

ていますよね。トータル的にそういう形をしながら、公営住宅の建設も計画はここにある

のですけれども、この負担というものも物すごく大きいわけですから、計画は計画としな

がら、そういう状況の変化の中で削減できて、それできちっとした供給ができるのであれ

ばそれはいいことですから、計画立てたから何だかんだそのままということではなくて、

町の負担を減らすような方策があるのなら私はぜひそうすべきだというふうに思いますの

で、この辺はトータル的に私はぜひ考えていただくべきだなというふうに思います。 

 それとまた、研修については今も説明をいただきまして、しっかりとした研修、重要性

も認識した上で計画を持った上でしていらっしゃるということです。ただ、なかなかこう

いう研修しているということが見えないのです、この辺が。だから、すべてをということ

ではないのでしょうけれども、当然研修をしてくるとこういう研修をしてきてどうだった

とかと何か報告書みたいなものもきっと職員のほうから上がってきていると思うのです。

ですから、そういったものも私はオープンにしていくべきだというふうに思うのです。町

としてもこういう研修をきちっとこういう形でやっていますという、そういうような部分

というのもぜひ私は見えるようにしていただきたいというふうに思いますので、そこら辺
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の部分の説明を求めたいというふうに思います。 

 それとまた、指定管理の地域会館、平成15年から制度の変更によってしている。私もい

っとき区長になったことがあったものですから、ここの運営委員に入ったこともありまし

て、そのとき僕はそういう流れだということでたまたま順番でそこに当てはまったので、

ここの委員会の委員長だというような形の中で私もそういう経験をした身なのです。私も

そのときは余り考えてもいなかったのですけれども、先般ちょっとそんなような話があっ

た中で、制度として指定管理という対応ができるようになったので、そういうふうに切り

かえていっているということはわかるのです。しかし、毎年区長さんがかわって、毎年委

員のメンバーがかわって、委員長さんもかわっていくという、その中で結局お金も入るわ

けですし、そのお金の流れというものも、それは多分町では把握されていないのではない

かと思うのです。例えば一番上の北栄会館ですと19万7,000円が入って、その19万7,000円

がどうなっているのだというような把握は、指定管理ですから、渡せばあとそれがどうな

っているかということはわからないと思うのです。だから、そういうような流れのこうい

うお金も今言うような形の中のことが本当に地域の毎年毎年メンバーがかわってしまうよ

うな地域会館に制度としてできることはわかりましたけれども、今さらながらといえば今

さらながらなのですけれども、もう22年度にこれ予算通しているわけですから、なのです

が、先般そんなような話を実際その委員の当事者から、これ以上どうにもならないよ、で

きないよと、僕らが営業して歩いて会館を利用してくれなんてことにはならないよという

ような中で、だからそれだったらばもっと違うところから、いろいろスポーツ施設の中で

合宿でここに泊まるだとかということであるならば、ほかの形のほうがもっともっとこの

会館の利用頻度というのが上がってくるのではないのだろうかという、だから指定管理私

たちが受けていることが本当にこれがいいのだろうかというような、そういう素朴な疑問

を私も投げかけられて、私もそういう立場にいた者としてもああ、それもそうだなと、確

かに自分がその場にいたときも何らそういう努力を自分もしていなかったのもあったもの

ですから、もっと違う形というのがとれることがいいのかなと。これからいろいろ検討も

されるということですけれども、そういった現場の声も聞きながら、指定管理５年といっ

ても検討すべきものは検討する余地は私は十分にあるのではないかなという気がいたしま

したので、これ再度もう一度答弁いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご指摘、ご質問について説明させていただきます。

大きく２点ほどあったのかと思います。 

 まず、１点につきましては、その収支についてどうだという部分につきましては、この

ことにつきましては指定管理の委託にかかわっては協定書を締結するのが基本でございま

す。どの指定管理についても同じでございます。その協定の中に、毎年度実績報告的なも

のをいただくというふうになっております。その中には当然収支のこともいただいており
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ますので、その委託のほかにどれだけの収入があったかということにつきましてもまたこ

ちらで把握をしている内容でございます。その収支の中での運営というのが非常に厳しい

というか難しいという部分があるのだなというふうに今のご質問の中でもわかりましたけ

れども、この委託につきましては４館とも27年の３月までということで、その期間中契約

をしているものでございますから、この期間についてはご理解をいただきたいと思います

し、また今後の指定管理の委託にかかわってどのような委託が望ましいかということにつ

きましては現在の委託を受けている４館の方々のお話も十分参考にしながら、検討できる

ものがあれば検討していきたいなと思ってございますので、その辺についてはご理解をい

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 職員住宅の関係ですが、職員が持ち家というか、自分で家を建てていた

だくのが一番いいのだろうというふうに思っています。今24戸、２戸ちょっと使えないの

があるのですが、そういう中で運営をさせていただいています。今償還が残っているのは

北町の２棟４戸なのですが、これは24年で終わるということで、建ててからしばらく職員

住宅については建てていない状況であると、これから若い人が入ってくる。そういう中で、

今職員住宅に入っている人が持ち家を持っていただけるか、その辺については個々の考え

方でございますから、その辺は。ただ、おかげさまで定住、移住ということでそういう施

策が出てきたということで、職員もその補助金をいただけるということでございます。先

般町の職員が南町の団地を買っていただいたこともありますし、今職員で何人か町の民間

の土地を物色している者もいます。そういったことで、それぞれ職員は将来の設計の中で

持ち家というものを考えている。そういうものを把握しながら、全体の職員住宅の戸数が

どうなのかということも把握しながら、推移を見ながらその増減というのがあるのでない

かというふうに思っています。そういったことで押さえておりますので、よろしくお願い

をしたいというふうに思っています。 

 それから、研修の個々の内容については、当然総務課長を通じてそれぞれ理事者まで復

命をさせていただきまして、その個人の知恵として町民に生かす仕事をしております。そ

ういった中でどういう研修を職員が受けているのだという内容については当然オープンに

していかなければならない。私たちは研修費というものをいただいていますから、総体的

な先ほど言った独自研修、それから特別研修でどういうところに何名派遣しているのだと

いうことはオープンにしていかなければならない問題だなというふうに思っていますの

で、ご了解を願いたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 私も諸費の指定管理者制度の関係でお聞きしたいのですが、今これ初めて指

定管理者制度のところに出てきたので、これからもあちこちの科目で出てくると思います
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けれども、体育施設だとか今言われた地域会館、それから森林公園、公衆浴場等、毎年実

績報告は上がってきているということですけれども、今回のこの決算書の中でも利用人数

とか実績が一つも記されていないと。それで、委託料は何百万とか何十万とかというのは

わかるのですけれども、中身を公表していただけるのかどうか、その辺をお聞きしたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問につきましては利用実績のお尋ねだという

ふうに理解するものでございますけれども、各施設の指定管理の委託にかかわる利用実績

につきましては、内容によりましては利用人数等につきましては質問の中でもお答えして

いる指定管理の施設もございますので、別に個人的な情報以外のものについては情報公開

の中身は触れるものはないというふうに思ってございますので、このことにつきましては

各施設とも利用人数等の実績についてはお示しはできるものだというふうには思ってござ

います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 ぜひ、広報でも何でもよろしいですけれども、住民にもその辺周知していた

だくほうが私はよろしいかと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁よろしいですか。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 どのような方法になるかは今後の検討課題といたしまして、

決算書の説明資料におきましてもただいまご指摘ございましたことにつきましては今後関

係課ともその旨協議をし、その周知について検討したいというふうに思ってございますの

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項１目監査委員費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 20ページをごらんいただきたいと思います。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ございます。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節委託料につきましては、一般会計説明資料15ページ、16ページに記載して

ございますが、そ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といたしまして

31万5,000円がございます。23節償還金、利子及び割引料、過年度分町道民税６個人及び決

算確定に伴う法人町道民税５法人、固定資産税償却資産の修正申告に係る還付金及び還付
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償還金でございます。 

 次に、21ページをごらんいただきたいと思います。３項１目戸籍住民登録費、この目に

つきましては戸籍事務、登録等の窓口業務に係る経費でございます。18節備品購入費につ

きましては、一般会計決算説明資料16ページに記載のとおりでございます。 

〇上村総務課長 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費、この科目につきましては選挙管理

委員会及び選挙管理委員４名に要した科目でございます。13節委託料、14節使用料及び賃

借料、19節負担金、補助及び交付金は、説明資料16ページに記載しております。 

 ２目参議院議員選挙費、この科目につきましては平成22年７月11日投票の参議院議員選

挙に要した科目でございます。14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、18節備品購入費

は、説明資料16ページに記載しております。 

 次のページをお開きください。３目知事道議選挙費、この科目については平成23年４月

10日投票の知事、道議選挙に要した科目でございます。14節使用料及び賃借料、15節工事

請負費は、説明資料16ページに記載しております。 

〇鈴木まちづくり政策課長 引き続き22ページをごらん願います。５項統計調査費、１目

統計調査総務費、この科目につきましては統計調査に係る管理費で、主に人件費の内容で、

執行率99.7％でございます。 

 ２目指定統計調査費、22ページから23ページにわたりますが、この科目につきましては

法律に基づく指定統計に係る事務費で、特に説明することはございません。 

〇前田議会事務局長 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ありません。 

 以上です。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩といたします。 

 

午前１１時２１分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、３款１項７目後期高齢者医療費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 23ページをごらん願います。３款民生費、１項社会福祉費、１目社
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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した経費でござ

います。13節委託料、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費につき

ましては、説明資料16ページから17ページに記載のとおりでございます。13節委託料、19節

負担金、補助及び交付金、20節扶助費の不用額につきましては、身体障がい者等に対する

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、国民健康保険事業特別

会計への繰出金でございます。 

〇大山町民課長 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

制度の啓発活動等に係る経費でございます。18節備品購入費につきましては、説明資料17ペ

ージに記載のとおりでございます。 

〇横田保健福祉課長 ３目厚生委員費、この目につきましては民生委員、児童委員24名の

活動に要した経費でございます。24ページをごらん願います。13節委託料につきましては、

社会調査委託料として北海道からの委託料、１人当たり５万8,200円を支出しております。 

 ４目青少年健全育成費、この目につきましては青少年問題協議会及び少年補導委員会、

青少年健全育成の活動等に要した経費でございます。 

 ５目社会福祉施設費、この目につきましては浜厚内生活館の維持管理及びアイヌ生活相

談員に要した経費でございます。 

〇大山町民課長 ６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費、この目につきましては

重度心身障がい者44名、障がい老人135名、ひとり親家庭等の親44名、子ども64名の医療費

に対しまして助成するに要した経費でございます。20節扶助費につきましては、説明資料

17ページに記載のとおりでございます。 

７目後期高齢者医療費、この目につきましては後期高齢者医療制度にかかわりまして本

町が負担すべき広域連合への医療給付費負担金及び後期高齢者医療特別会計に対します繰

出金に要する経費でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほど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。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 社会福祉施設費のことで関連してご質問いたします。 

 生活館というのは、設立の時点で私どもアイヌ協会浦幌支部としてはアイヌウタリのた

めの生活館だというふうに理解しておりましたが、この理解に間違いはないでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 生活館の建設に当たりましては、当時の厚生省所管の地方改善施設、

不良環境地区改善施設の生活館整備事業により、昭和40年度以降ウタリ福祉対策として厚

内生活館を初め全部で６館を建設整備しております。建設の経緯、目的につきましては、

地域住民の生活の安定と福祉の向上を図るため整備してきたものであります。 

 以上で説明を終わります。 
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〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 申しわけありません。同じことをもう一度お伺いします。 

 今課長のおっしゃったのは、不良環境地区改善対策の事業として、その次何とおっしゃ

いました、アイヌウタリのための生活館とおっしゃいましたか。それでよろしいですか。 

〇横田保健福祉課長 はい。 

〇差間議員 わかりました。 

 よろしいですか。 

〇田村議長 はい、どうぞ。 

〇差間議員 関連して質問いたします。 

 私どもは、アイヌウタリ、人間ウタリ、同胞として浦幌町にずっと住んでいるのですけ

れども、浦幌町内に生活館が当時から６館建てられたという今説明がありましたが、これ

は私どもアイヌウタリのためにつくられた生活館ということで私どもも理解しておりまし

たし、今保健福祉課長の口から言葉ではっきりと私たちのためのウタリ生活館として建て

られたというふうに返答いただいたので安心しておりますが、この生活館の管理運営に、

もしできれば管理人ということで我々の中から管理人を選定して、それでその管理運営を

できるようにしていただけるという考えは町にはございませんでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 現在生活館におきましては、厚内地区の浜厚内生活館１館がござい

ます。地域住民の社会福祉等に寄与する地域の集会施設として現在利用されているところ

です。現在は管理人ということで施設の清掃を含め１名、浜厚内地区の方に委託してござ

います。今差間議員がおっしゃっているのは運営も含めて施設の管理全般を含めての管理

人ということでのお話だと思います。今後検討させていただきたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 これ責任の大きな部分も私たちアイヌウタリにあることなのですが、自分た

ちがアイヌウタリであるということを住民の前ではっきりと宣言して生活する、そういう

人間は極めて少ないのです。ですから、生活館というものが建てられたとしても、そこを

頻繁に利用したいとは思っても、実際にそういうふうに宣言して利用する人はごくごくわ

ずかでありまして、ですから浦幌町の皆さんの目から見ると大した利用者もいない中でそ

の生活館の運営をしていくということは、経費ばかりかかって、その生活館から発生して

くる効果というものが余り期待できないような状況に見える、これは当然だと思うのです。

ですから、浦幌町のほうからできれば私たちのほうに声を投げかけてくれて、浦幌町から

こういう施設を置いて、できればあなたたちの中でだれか管理する人はおりませんかとい

うことで、報酬も生活できるだけのものを用意していただければ私たちの中から声上げる

者も出てくると思うのです。ただ、現在我々の仲間はやっぱり生活するのが大変なもので
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すから、私たちのアイヌ協会浦幌支部の会費もままならないということがございます。こ

れは全道どこでもそうでありまして、ですから私たちはアイヌウタリのための新しい法律

をつくってくれということで政府にずっと問題提起をしてまいりました。この問題は国際

連合も同じでありまして、人権規約委員会では再三再四日本政府にアイヌのことを、先住

民のことを何とかしなさいと勧告をいたしております。ここはひとつ浦幌町が全国に、全

道に率先して私たちにいろいろなそういう温かい手を差し伸べていただければと思い、た

だいま質問している次第でございます。 

 生活館の運営ということで、私たちの周りにもいろいろ建ってございますが、いざ私た

ちがその建物を利用するというときには極めて当たり前のことのように一般的な皆さんと

同じような扱いを受けているのです。ですから、私たちの口から、これはアイヌウタリの

ための制度資金を使って私たちのために用意してくれた建物なのですよと、これをなかな

か地元で声を出しにくい状況にあるわけでございます。ですから、その点もどうぞしんし

ゃくしていただいて、町のほうからもこの建物はアイヌウタリのための建物なのですとい

うことでいろいろな啓発、宣伝をしていただければ助かると思います。ですから、管理人

だけではなしに、浦幌町のほうから積極的に、これはアイヌウタリのための生活館だった

のですよとか、そういったことを言っていただければありがたいと思うのですが、どうで

しょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 今お話ありましたとおり、現在浜厚内生活館１館となってございま

すが、厚内地区の避難場所にも指定されている施設でございます。地域には欠かせない集

会所、そして避難施設ということになってございます。地域の住民の皆様の厚内地域には

厚内公民館もございますが、浜厚内地区におかれましては浜厚内生活館が集会所あるいは

地区の皆様の懇親の場、いろんなこと、相談業務等々行っているかと思いますけれども、

今後におきましては生活館の役割、そして地震、津波による避難場所に浜厚内生活館が指

定されておりますので、そういったときのための施設としてもＰＲしていきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 今課長の言葉を聞いて大変力強く思う次第であります。我々アイヌウタリの

ための国、道を通じて出てくる制度資金が実に浦幌町のためになる、そういった言葉を今

いただきました。ですから、貴老路生活館、上浦幌生活館、養老生活館、養老には我々の

仲間も住んでおります。吉野生活館、厚内生活館、浜厚内生活館、昭和40年代当時から我々

の仲間が住んでいる地区にこういった生活館が建てられております。それが震災に対して

の設備として、また地域のための利用になるということでしたら、なおさらのこと私たち

にももう少し何かしらの形で与えていただければ、決して私たちは福祉の対象としてここ
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に存在しているのではなくて、純然たる先住民の権利を主張する民族としてこの浦幌町に

住んでおります。その我々のために建てられた生活館がそうやって地域のためになるとい

うことでありましたら、その上に我々のためにも何か施策を講じてくれたらということで

質問いたしました。よろしくお願いいたします。 

 町長、これに対して一言よろしく、いただけましたらうれしいのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 今差間議員言われるように、生活館大変町として今までいろんな意味で使わ

せていただいておりますし、当然災害対策ということで避難所にも指定しているところで

あります。そういう意味では、特に浜厚内１館になりましたけれども、今後避難所をます

ます強化しなければならないという、この災害に対しましての考え方は防災計画の中では

っきりさせていきたいなというふうに考えているところであります。特に生活館は、今議

員言われたような経緯の中で建てられたわけでありますけれども、地域全体の生活の安定

と、また福祉対策ということで今使わせていただいているところであります。そういう意

味では、アイヌの皆さんだけではなく、地域全体で活用させていただいているものという

ふうに私どもは認識しているところであります。また、それに対する経営の助成も来てい

るという状況の中では、今後とも活用をしていきたいなというふうに思っているところで

あります。そういう面では、今差間議員が言われるようにアイヌの皆さんだけということ

ではなくて、町民全体でいろいろこの施設については活用を今後ともしていきたいという

ふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 大変ありがとうございます。くどいのですが、私たちアイヌウタリのために

国、道を通じて出てきたお金が浦幌町内でこういうふうに使われているわけでございます。

その点も何とかお考えいただいて、今一歩私たちアイヌウタリのための施策に足を乗り出

してほしい、こういう気持ちでいっぱいです。私が前段申し上げた問題は、全道どこでも

ある問題であります。アイヌウタリのためのこの制度資金が日本政府を通じて国連にも、

日本はこういうふうに先住民にいろいろな手厚い保護を与えているのだ、こういう施策を

とっているのだということで国連にも報告が行っている次第であります。ところが、実態

は、私たちの住んでいないところに生活館が建てられたり、私たちの住んでいないところ

に道路がつくられたり、こういった状況がどこでも発生していた、そういった問題がござ

います。私はここで我々の浦幌町にも、物は今まで言いませんでしたけれども、そこにい

るのにいないように、そこにあるのにないように今までずっと扱われてきた、そういうこ

とを私たちはずっと感じてまいりました。何とぞ浦幌町には、我々は今日本政府にいろい

ろ要求はしているのですけれども、浦幌町独自としていろいろな施策に今一歩足を踏み出

していただければ幸いだと思っております。ひとつよろしくお願いいたします。 

 答弁は要りません。よろしくお願いします。 
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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２項８目子育て支援センター費までの説明を求

めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 引き続き24ページをごらん願います。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、保育園、幼稚園の入退園及び保育料納付事務

等に要した経費でございます。８節報償費につきましては、説明資料17ページに記載のと

おりでございます。 

〇大山町民課長 25ページをお開き願いたいと思います。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どもを対象にいたしました４カ月分の児童手当及び中学校

修了前までの子どもを対象とする８カ月分の子ども手当の支給に要した経費でございま

す。13節委託料につきましては、平成22年４月１日に施行されました子ども手当制度に関

しますシステム改修に要する経費でございます。21年度繰越明許費をもって事業を実施し

た内容でございます。20節扶助費につきましては、説明資料17ページに記載のとおりでご

ざいます。児童手当につきましては３歳未満第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子が5,000円、第３子以降は１万円、子ども手当につきましては

一律１万3,000円の支給内容でございます。 

〇横田保健福祉課長 ３目認可保育園運営費、この目につきましてはしらかば保育園の管

理運営及び園児81名の保育の運営に要した経費でございます。13節委託料、15節工事請負

費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料17ページから18ページに記載

のとおりでございます。 

 26ページをごらん願います。４目へき地保育所運営費、この目につきましては上浦幌ひ

まわり保育園の管理運営及び園児10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18ページに記載のとおりでございます。 

 ５目児童館運営費、この目につきましては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、この目につきましては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。年間225日開設し、一般療育指導、

専門指導事業などで就学前児童延べ153名、就学児童延べ201名、合計354名が利用いたしま

した。 

 27ページをごらん願います。７目学童保育所費、この目につきましては放課後児童対策

として開設している学童保育所の児童39名の保育の運営に要した経費でございます。年間

237日開設し、延べ5,905名、１日平均約25名の通所でございます。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。 

 ８目子育て支援センター費、この目につきましては親子の遊び等を通じて子育ての不安
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や悩みの相談、子育て情報等を子育てする親に提供する支援センター事業の運営に要した

経費でございます。年間225日開設し、登録者は104組で、年間1,208組、1,467名の親子が

利用いたしました。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 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。 

〇横田保健福祉課長 27ページから28ページをごらん願います。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、在宅福祉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、福祉有償運送運営協議会の開催に伴う委員の報酬でご

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。12節役

務費につきましては、高齢者緊急通報システム端末機器の設置及び撤去に係る手数料が含

まれております。13節委託料の高齢者緊急通報システムにつきましては、通報、誤報も含

め60件報告があり、うち緊急通報が５件で、そのうち救急車出動要請１件、協力員要請が

４件でございます。28節繰出金につきましては、介護保険特別会計への繰出金でございま

す。 

〇大山町民課長 ２目老人医療対策費、この目につきましては老人医療保険に係ります経

費でございます。13節委託料につきましては、共同電算処理に係る委託料でございます。 

〇横田保健福祉課長 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44名で、３施設に入所しており

ます。20節扶助費につきましては、説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 ４目老人ホーム費、この目につきましては老人ホームの管理運営に要した経費でござい

ます。平成23年３月末現在、入所者50名、うち浦幌町出身者は41名でございます。１節報

酬につきましては、介護職の嘱託職員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。

20節扶助費につきましては、介護サービス利用者負担加算等に要した経費でございます。 

〇新川施設課長 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。運行管理実績につきましては、説明資料19ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に４款２項２目し尿処理費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 
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〇横田保健福祉課長 29ページをごらん願います。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保

健衛生総務費、この目につきましては各種健康診査に要した経費でございます。13節委託

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。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でございます。 

 ２目予防費、この目につきましては予防接種等に要した経費でございます。30ページを

ごらん願います。13節委託料の不用額につきましては、各種予防接種等の執行残でござい

ます。13節委託料につきましては、説明資料19ページに記載のとおりでございます。結核

検診受診者は594名、予防接種につきましては乳幼児等に係る予防接種については延べ

515名、うちヒブワクチン30名、肺炎球菌ワクチン34名であります。また、新型インフルエ

ンザ予防接種については、定期接種の65歳以上の高齢者1,015名、任意接種の１歳から64歳

まで437名、合計1,452名分を支出しています。20節扶助費については、定期接種、任意接

種の計70名のうち49名は委託料で接種人数を計算していますので、70名と49名の差し引き

21名と13節委託料、接種者数1,452名との合計1,473名が町が助成しました新型インフルエ

ンザの接種人数であります。 

〇大山町民課長 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

係ります経費でございます。11節需用費、葬斎場に係る修繕料でございます。13節委託料、

18節備品購入費につきましてはマイマイガに対する備品購入、19節負担金、補助及び交付

金につきましては町外葬斎場使用補助金でございます。これらにつきましては、説明資料

20ページに記載のとおりでございます。 

 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。 

〇横田保健福祉課長 ５目医療対策費、この目につきましては患者輸送業務、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、18節備品購入費、19節負担金、補

助及び交付金につきましては、説明資料20ページに記載のとおりでございます。28節繰出

金につきましては、町立診療所特別会計への繰出金でございます。 

〇大山町民課長 31ページをお開き願います。６目乳幼児医療対策費、この目につきまし

ては小学生以下の乳幼児等223名の医療費に対します助成に係る経費でございます。13節委

託料は、23年度から町単独の支援策として中学生までの医療費無料化に伴いますシステム

改修委託経費でございます。20節扶助費は、一般会計説明資料20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関する経

費でございます。22年度の入浴者数は１万962名で前年度対比661名、5.9％の増、利用収入

381万3,900円で前年度対比21万110円、5.83％の増でございました。13節委託料及び18節備

品購入費につきましては、決算説明資料20ページに記載のとおりでございます。 

〇横田保健福祉課長 ８目保健福祉センター管理費、この目につきましては保健福祉セン

ターの維持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20ペー
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ジに記載のとおりでございます。 

〇大山町民課長 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りま

す収集運搬から処理に要する経費でございます。11節需用費につきましては施設の修繕、

13節委託料及び18節備品購入費、また並びにごみ収集量、リサイクルの排出量の実績につ

きましては、決算説明資料20ページ、21ページに記載のとおりでございます。 

 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でございます。平成22年度

の本町のし尿処理につきましては、1,107.4キロリットルでございます。前年度対比61.7キ

ロリットル、5.3％の減でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほど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。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 予防費のレントゲン検診について伺いたいと思いますが、町が直接実施する

ということではなく、結核予防会というところが実施しているということのようでありま

す。今報告ある594名、２次検診も含めてこの人数ということは、国保関係の方が大半だと

思いますが、対象になる方がどれだけいて594名なのか、私の感覚では非常に少ないなとい

う感じを持っております。ちょっと報告ください。それによって、またあとの質問をさせ

ていただきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 手元に対象者に関する資料、私も記憶あいまいですので、まことに

失礼かと思いますけれども、後ほどお答えしたいと思いますので、申しわけございません。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 数字的なことですので、急ですから、それもやむを得ないと思います。それ

で、先ほど申し上げましたように非常に少ないという感覚なのです、私の感覚では。ご承

知のように全国的にも結核というのは、わずかでありますが、ふえているという報告があ

りますよね。そういう中で、22年度の検診実績にかかわらず、この検診の中で発見される

方、その後の再検査で無事な方もおられるし、いろんなことできちっとした数字は把握で

きないかもしれませんが、そのことも含めて把握されている数字があったら教えていただ

きたい。そのことについて、その実績によってどういう対応してきたのか、あるいはこの

検診の受診率が私は低いと思っている、そういうことの対策について、これもあわせて伺

いたいと思います。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 胸部レントゲンによりまして要精検と判定された方が16名いらっし

ゃいます。要精検と判定されまして、この精検を受診された方は16名、すべての方が受診

されております。その後通院あるいは医療に結びついた方については、６カ月後あるいは

その後再検査と再々検査ということで、あるいは小さなときに軽い肺炎等で白く写ってい
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る方、そして問題がなかったというような方もいらっしゃるかと思いますけれども、異常

がなかったということは報告は受けておりませんので、引き続き精検受診されているかと

思います。 

 以上です。 

（「検診率向上の対応」の声あり） 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 受診率の向上対策につきましては、レントゲンカーが町内くまなく

回っているわけでございますが、レントゲンカーの行う時期もあるかと思いますが、全道

くまなくこのレントゲンカーにより各地域に出向き、レントゲンを実施しているわけでご

ざいますが、あわせて広報等でレントゲンの受診の周知、そして当日レントゲンの設置し

てあります各会場、近隣を広報車で周知しているという実態でございます。今後におきま

しても、この継続した取り組みとあわせましてさらなる広報等での周知、各地区にその事

前の集まり、会議等ありましたらそのときにご案内申し上げるように考えたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 今ちょっと気になる説明があったのですが、検診時間に合わせて広報車で流

すというお話でしたけれども、これがなされていないのです。ですから、広報をもらって、

何月何日何時からだと、どこの場所だとメモしても忘れている方も、仕事持っていたら特

にですが、忘れている方もいる。それから、仕事の都合で行けない方もいる。そういう中

で、広報車があれば絶対出てきそうな人がいるのです。しかし、広報車はことしは聞いて

おりません。以前にもこういう話が多分あったと思うのです。ですから、その辺のことを

徹底して、メモしてあっても忘れている方のために広報車きちっと対応するように、せっ

かく町で福祉課でついて歩いていますよね、車について歩いている。その先走りというよ

うな形ででも広報車きちっと流して地域ぐるっと、５分もあったら大体レントゲン車のと

まる地域は回れると思うのですが、そういう対応をきっちりすることによって受診率の向

上につながる。先ほど報告ありましたように、この検診でこれだけの人が予備検診という

ことで発覚しているわけですから、その実績を上げるためにもぜひそういう対応をしてい

ただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 広報車により近隣の住民の皆さんに、当日仕事あるいはうっかりそ

の時間忘れているということもございますので、私の記憶間違いで、各地域のところでは

広報がなされていないというお話がありましたので、市街地区におきましては街頭で広報

車がぐるぐる回っているということで周知は私確認しておりますけれども、各地域に出た

ときに広報車での広報を怠っていたということもございます。そういったことで、これか

ら地域住民の皆様の各地域に赴いたときにはそういった広報活動に取り組んでいきたいと
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思いますので、徹底させたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も予防費の予防接種、まず１点目これについてなのですが、いろんな問題

があって、死亡例とかいろんなことがあって一回ちょっととめましたですね、国の形の中

でとめると。そのうち再開がされています。ここら辺の原因究明をきちっとした上で再開

をしていくというような、最初国としてはそういう方針だったのでしょうけれども、この

辺が私の聞いている限りではどうもあいまい、何が原因でそういう死亡例になったのかと

いうような原因がきちっとされないまま再開がされているような傾向があるというふうに

私は思っているのです。当然親御さん方は本当に大丈夫なのだろうかというような、そう

いう問い合わせがあると思うのです。私聞くところによりますと、ほかのワクチンと比べ

ても、死亡率というのですか、その率は決して高くないのだと、何万件に１件だかなので、

ほかに比べても決してこれが高いわけではないのですよという説明だと思うのです。しか

し、当事者にしてみたら、その何万件に１回が自分だったらどうするのだという話なので

す。ここら辺がほかと比べては決して高くないのだから、多分大丈夫ですというようなこ

とで当事者の方々が本当にそれで納得されるかということです。ここは任意だから、では

受けなければいいではないですかということになったときに、受けないリスクと受けるリ

スクとなったら受けたほうがいいのですということにもなると思う。だから、ここら辺の

国からのということ、前にもちょっと私質問させていただいて、そういうような答弁をい

ただいていると思うのですけれども、その辺の国との、これは町だけではないですから、

国の流れの部分もありますので、この辺のワクチンの接種のこの部分の説明というのです

か、国のどういう形でというような部分あろうかと思いますし、それをもって町としてど

ういうような説明をどれだけ、やっぱり当事者にしてみたら大変な問題ですから、自分の

我が子に何かがあったらといったら。どれだけきちっとした対応されているのかという部

分、この部分をまず１点お伺いをしたいというふうに思います。 

 それと、もう一点、環境衛生費のマイマイガについてですけれども、この除去の捕虫器

５台買っていますけれども、商工会とかでよくお祭りのときに見るのですけれども、それ

以外では余り見ることがないものですから、これの実際の利用実績というのでしょうか。

おかげさまで今年もいないかなと思ったら結構いたのですけれども、マイマイガでないよ

うな話もちょっとしていますけれども、その利用実績とかその効果とか、その辺の部分、

この部分の説明も求めたいというふうに思います。 

 それと、これも毎度毎度質問しています公衆浴場、これももう何回も質問していますし、

これは留真温泉もできた、利用状況を見ながら判断をするということも、これももう何回

も同じ答弁をいただいていますし、同じことだと思うのです、これは。しかし、温泉もで

きてきて、私がちょっと聞きますと、やっぱり温泉の影響というのは少なからずあるよう

だというお話も聞いていますし、先ほども１万人以上の利用者があるというようなお話で

したけれども、今年はきっと１万人というものは割り込んでくるだろうというような目測
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を立てているのだろうなという気もしていますけれども、そんな中において、指定管理の

期間もまだありますけれども、もうそろそろ一定の指針というのでしょうか、利用状況を

見てということはわかりますけれども、利用状況を見て例えば5,000人を切るようでは全

然、これ到底維持はできませんだとか、ある一定のめどというものはもうそろそろ示した

らよろしいのではないかなと。逆に言うと、いつごろには留真温泉のやつ、１年なら１年、

来年の３月15でしたか、中でしたか、なのか、そういうここまでにはきちんとした指針は

状況見ながら示すからと、それが半年なのか１年なのか。そういった部分も指定管理受け

ている方、関連する施設の森林公園とか道の駅も含めて関連したゾーン的な要素もありま

すから、そういった方々の今後のいろんな商売の計画のためにもいつごろまでにはという

ような部分をもうそろそろ、状況を見ながら、状況を見ながらからもう一歩踏み出した町

の見解がいただきたいなというような気がするのですけれども、その辺はどうでしょうか、

そこまでまだいきませんでしょうか。 

 その辺３点お伺いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 予防接種ということで、まずヒブ、肺炎球菌の予防ワクチンの関係

についてお話をさせていただきます。ヒブワクチンにつきましては４歳まで、肺炎球菌は

５歳まで対象に23年２月から実施しております。接種開始後国内でワクチン接種の副反応

と見られる死亡例があったことから、３月４日に一時中止いたしました。その後厚生労働

省から、行いました症例検証調査、原因究明調査の結果死亡には因果関係が認められない

と判断を示されました。このことによって、全国的に接種は継続されております。浦幌町

は、23年４月から再開いたしました。当初は同時接種でヒブと肺炎球菌を同時で接種して

おりましたが、再開後につきましては安全性を確保するためにヒブ、そして肺炎球菌それ

ぞれ単独接種で実施しております。なお、平成22年度接種者ということで説明資料に記載

してございますが、接種開始の２月から３月４日までの人数であります。ヒブ対象者は

173人、接種者30人、肺炎球菌対象者201人、接種者34人となっています。 

 また、次に子宮頸がんの予防ワクチン接種についてお話をさせていただきます。中学１

年生から高校３年生までに相当する年齢の女性を対象として23年度から実施しておりま

す。接種料は無料とし、公費負担で実施しております。接種申し込みについては、ワクチ

ンの効果、ワクチン接種に伴います副反応について保護者説明会を開催して、病気の知識

やワクチンの効果、副反応を十分理解していただいた上で申し込みをしていただきました。

開始時期は、ワクチンの供給確保が整った８月１日から開始し、６カ月のうちに３回の接

種が必要となります。接種対象者は135名で、接種申込者は75名であります。８月１日から

公費負担接種を開始し、同日接種者６人中３人に副反応が出現したため、８月２日から一

時見合わせていました。その後全国及び十勝管内の接種者の副反応状況の報告、帯広保健

所長の助言、担当医師の意見を聴取した結果、一時的に症状があらわれても数日後に回復
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及び軽快されている方が多いということから、現段階では全国的に接種は継続されており

ます。町としては、ワクチンの効果、副反応を十分理解していただいた上で、ご希望され

る方に接種を再開することにいたしました。接種申し込み保護者に対しましては、接種再

開の通知とあわせまして副反応のあらわれた症例、ワクチンの効果、副反応について再度

通知しまして、接種申し込みを募ることといたしております。再開は９月26日からとして

います。また、副反応状況につきましては、接種後予防接種の副反応であります失神寸前

の状態や血圧低下、目まい、歩行困難、体の震え、腕のしびれ、頭痛などの症状が複数の

方に出現したということでございます。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 町民課長。 

〇大山町民課長 今中尾議員から質問ありましたことについてご説明をさせていただきま

す。 

 まず、１点目のマイマイガの関係でございます。昨年前半マイマイガまだ大量発生とい

うような形でありまして、それに対して何とかいい対策はないかという中で、昨年８月の

上旬に捕虫器を１台お借りしまして、役場の駐車場でございますが、テストをさせていた

だいたと。その中で一定の効果があるのではないかと、特にそれを町内全体に全部つける

というのはなかなか単価的な部分で無理でございましたが、何とかイベント等において防

衛する意味も含めて可能ではないかということで昨年５台ほど購入させていただいており

ます。５台購入後１台メーカーのほうから寄贈を受けて現在６台を管理してございます。

その中で、昨年につきましては８月、９月で回覧を回しながら貸し出しをさせていただき

ました。商工会に４日間５台、夏まつりです。それと、吉野地区の仮装盆踊り実行委員会

さんのほうに２日間２台貸してございます。その後、森林公園にも非常に虫等が寄ってく

るということで、森林公園の指定管理者さんのほうに２台を37日間貸してございます。今

年度につきましては、森林公園の指定管理者さんのほうから７月、キャンプ時期に合わせ

まして２台ほど現在も貸してございます。そのほか、商工会夏まつりに４台４日間ですか、

貸してございます。そのほか、今年度アブが非常に多いということで、試験的に留真温泉

の露天ぶろ付近でやってみたのですが、昼間はなかなかアブの採取までいかなかったとい

うことでございます。今現在は森林公園に貸しているということで、マイマイガ以外にも

食品を扱ったりなんかするところに効果的に使わせていただいているところでございま

す。 

 次に、健康湯の関係でございます。先ほど説明しましたように、昨年は利用実績が今ま

で何年間の中でもいいほうであったと思います。それにつきましては、道の駅のオープン

に伴います相乗効果もあったのかなというふうに思います。今年に入って今年の利用状況

についてですが、温泉が開業して以降非常に減ってございます。昨年の同時期に比べまし

て、今のところもう1,100名ほど減っているということになってございます。その辺につき

ましては、毎月利用実績出てきますので、利用実態等いろいろ確認は指定管理者さんのほ
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うとお話をさせてもらっております。その中で、温泉ができたことによる利用者の減もあ

るということと、あと東日本大震災によりキャンパーなり旅行者が全体的に減っていると

いうお話、森林公園含めてでございますが、その中でも入浴者数が減っているという現状

にあるというふうにも聞いてございます。その中で今後22年から24年の指定管理というこ

とで、当初から温泉ができるということもありましたし、施設の老朽化、特にボイラーの

関係もございましたので、５年ということでなくて３年に指定管理をしてきたということ

もございます。その中で、22年からですから今年中間年ということで、24年、ですからあ

と１年半ぐらいは指定管理期間がございますが、今指定管理者さんのほうと話しているの

は、冬場はどうだろうと、これからの人の状況です。夏場は、先ほど言いましたようにキ

ャンパー含めて旅行者の方も、基本的には公衆浴場ですから町民のためにあるのですが、

町外の方も利用しているという中では温泉に行ってみたいという方が多かったというふう

には聞いてございます。 

 指針いつごろになったらというお話でございますが、先ほど言いましたように今年冬場

の状況を見ながら、あとボイラー、施設をどうするかということもございます。今のまま

でいくと、あと３年、４年なりということで耐用年数が来るというふうに聞いてございま

すし、ボイラーのほかに、ボイラーだけでなくて配管も当然結構耐用年数が来ているとい

うことでございますので、その辺はこれから経費的な部分も積算してみなければならない

というふうに考えてございます。その辺の様子を見ながら、あと利用者数です。ただ、前

から申しておりますとおり、１万6,000人から9,000人の方が毎年利用されていて、そのう

ち約6,000から7,000人が町民の方であるということを踏まえながらいろいろ検討させてい

ただきたいなというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、予防接種の関係でありますけれども、予防接種の状況だとか国の事故

があった後の対応というものはわかりました。その後、国のそういう因果関係がないだろ

うというようなことの中で再開をしているということもわかりました。そのときに再開を

するに当たっては、親御さん方にきちっとその状況を説明して、リスクはこれだけあるの

ですよということを説明をして、了解をしていただいた方にのみ打っていただくのだとい

うことなのですね、それはわかるのであります。しかし、私が言いたいのは、ごく一般の

医療の知識もない人が、これだけリスクがありますよといった中で、だけれどもやらざる

を得ないのでしょうけれども、そこら辺なのです。ごく一般の方々が、何万分の１なので

すよといっても、その何万分の１が私だったらどうなるのだろうかという、ここら辺なの

です。ですから、通知をしているとかという、そこら辺の部分は、もし万が一何かあった

ら、例えばこういう発疹がまず出てくるのだとか、だから何かあってもこういうのだった

らすぐ病院に行ってくださいだとか、今までの事例としてこういうのだったら熱がまず出

てきますよとか、そういうような細かい、万が一こういうような症状が出たらすぐこうし
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てくださいだとかというようなフォローをしっかりしなさいということです。国から来て

いる紙だけ見せて理解してくださいと、理解したら納得した人だけやってくれればいいの

です、納得しなかったらやらなくていいのですといっても、これはなかなかごく一般の町

民がそのリスクを、私も前にテレビで見ましたけれども、結局何かあったときの責任問題

があるものだから、日本というのは予防接種が後進国なのだというのです。こういうの聞

くまで私知らなかったのですけれども、結局何でそういうことになるのかといったら、後々

何かあったときの責任問題になるから。だから、結局あくまでもあなた方が納得したから

打ったのですと、それが嫌なら打たなくてもいいですなんていう、こういう方式になって

いるということなのです。情けない話というか、これ国の話ですけれども。よその国とか

どうしているのかといったら、よそは打てと、そのかわり何かあったときには補償をきち

っとするとかというような、そういう体制をとった上でもうやっていっているらしいので

す。日本は何せ責任負いたくないものだから、役人が負いたくないから結局そういうふう

に逃げの逃げの体制になってしまっているというような、そんな報道をちょっと見ました、

私も。でも、現実にそういうことなのだなというようなことを私も感じるのです。 

 私が聞きたいのは、状況はわかりましたので、浦幌町のそういう対象者に対するアフタ

ーケアというか、打ってもらうときに少しでも安心してもらう。あくまでも責任はとるの

でしょうけれども、少しでも安心してもらうべく、それなりの独自のマニュアルをつくっ

て、こういう場合はこうですとか、熱が出たらまず疑ってみてこうしてくださいだとかと

いうようなきめの細かい対応というものを私はしてしかるべきだと思うのです。ましてち

っちゃい子どもがいるなんていうことになったら、お母さん方はそれはやっぱり不安にな

ります。だから、国からこれを見せて納得したら打ってもらってくださいという、こうい

うことではなくて、もうちょっと親身になって、浦幌子どもそんなにいないのですから、

大きなまちではないですから、これが田舎は田舎でできることだと思うのです。きめの細

かい帯広でできない対応、それが浦幌ではこういう細かい対応ができるということになる

のではないかなと思うのです。私は、その対応の部分を聞きたいのです。浦幌としてもこ

こまでの対応はしていますという、その対応の部分。安心してもらえる対応の部分のこと

をお聞きをしたいというふうに思いますので、その辺の答弁をお願いします。 

 また、マイマイガの部分につきましては、今利用の状況、まず商工会、あと森林公園等々

というようなお話でしたけれども、時期がどうしても重なってしまいますから、あっちも

こっちも、また町民の人方にどうぞ、どうぞということにも５台、６台ではなかなかいか

ないので、この辺が難しいところかと思いますが、もうちょっと利用されてもいいのでな

いかと私は率直に感じました。先ほど言いましたけれども、日中のアブだとかに、この間

温泉行ったらひどかったです、アブ。とても車からおりれないで帰ってきたのですけれど

も、だから本当はそういうものにうまく利用できればいいのですけれども、何かちょっと

こうするとできないのですかね。せっかくやっていますから、マイマイガも大体10年サイ

クルとかと言っていますから、そうするとあとまただ何年間か使わないようなことになっ
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てもいたましい話ですから、せっかくですから、これもうちょっと利用実績を上げるよう

な、購入したものが有効に使われるような形が望ましいかなというふうに思います。 

 それとまた、公衆浴場につきましては先ほども答弁いただきましたが、やっぱり留真温

泉に一回入ってみたいと、これ当然ですよね、思いますよね。ですから、行って入ってみ

るという形。ただ、そこら辺の兼ね合いで当然今年は落ちると思うのです。先ほど言った

ように大震災の関係もあるから、根本的に人が出回っていないわけですから、落ちる。だ

から、ここら辺の実績が今年がそれを参考にできるかどうかという問題も出てくるかなと

いう気はします。それで、先ほども言っていた利用実績が落ちてきて、そうなったときに

道の駅だとか森林公園だとかお互いに相乗効果としてあるわけですから、ですからここら

辺で留真温泉だけではなくて周りとの兼ね合いを考えたときのためにです。だから、今冬

の状況も見なければならないということですから、それはそれでいいのです。今は温泉で

きてまだ半年ですから、いいのです。冬の状況を見て本年度いっぱいには結論を出します

と、来年となったら指定管理もあと１年ですから、となると例えば指定管理を受けている

方だってもう一年で終わるのだなということを踏まえた事業計画も立てるだろうし、ほか

の近隣の施設の方々もそうか、なくなるのかということを踏まえた上でやらないと、急に

やっぱりなくなりましたというようなことではそれこそ周りの相乗効果的な部分の影響が

出てくるのではないかというふうに思うのです。ですから、今は状況を見るということは

前から町長からも答弁いただいていますから、今状況見ているところですけれども、じゃ

来年の３月、この１年見て、冬の状況見て、きちっと結論出しますと、指定管理が切れる

１年前にはきちっと出しますというような、そこら辺をきちっとお示しをいただくといい

のではないかなというふうに思うのです。公衆浴場だけではなくて周りの施設に対しても

私は用意ができるのではないかなというふうに思うのです。そこら辺冬まで見るなら見る

で結構ですから、ここまでは出しますというような一定の期間、私は示すべきではないか

なというふう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。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 予防接種の事前の対応、事後の対応ということだと思いますので、

まず事前の対応についてはお子さんが生まれてから３カ月あるいは６カ月、１歳児、３歳

児というような年齢ごとに乳幼児健診を行っております。そして、家庭訪問をしながら、

その子の状況を保健師からお母さんあるいはお父さんに、すくすく育っているか、あるい

は予防接種の接種する時期だとか予防接種の案内、そして効果含めましてお話はさせてい

ただいております。また、副反応の対応につきましては、接種したところがはれた場合だ

とか、そういうときには冷温湿布といいますか、まず冷やすことから、あるいは接種後は

すぐに子どもを動かさないで安静にしていなさいとか、そういった保健師からの指示、ご

指導させていただいているところであります。また、接種後の対応につきましても、今回

は子宮頸がん予防ワクチンということで８月１日に６人接種されました。今回は副反応に
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ついては歩行困難、体の震え、腕のしびれというようなことで症状があらわれましたが、

接種後については院内で１時間程度安静にしていてほしいということで病院あるいは診療

所のほうで、接種する際は保護者同伴ということになっておりますので、保護者の方にも

お話をさせていただいております。 

 そういったことで、接種の効果と副反応、相反するところがございますが、町といたし

ましては保護者に、このワクチンのさらなる予防接種の推進というところもございますが、

効果、そして副反応について説明をし、今回は子宮頸がんについては保護者に集まってい

ただいた上で予防接種に係る説明会、この中では接種の効果と、そして副反応の出現した

場合、副反応についてのリスクあるいは対応ということでお話はさせていただいておりま

すが、先ほど中尾議員がおっしゃっていたとおり、まさかうちの子どもがというようなと

ころもあるかと思います。その際については、いずれにいたしましても接種後子どもさん

を安静にしておく、そしてもし副反応がその場で起きた場合は病院の医師の指示に従って

いただくというようなことで、今回も６名のうち３名が副反応が出現したと、それは接種

後病院の中ですぐに対応できた分と自宅に帰られてから腕のしびれ、あるいは接種された

ところが少しはれてきたとか、ちょっと発熱だとか、体が重いだとかという、そういう副

反応と思われる症状が出たときには町の保健師に連絡を入れていただいて、どう対応した

らいいかということでご相談をいただくようにお話はさせていただいておりますし、医院

から、町立診療所あるいは他の医院に委託しておりますが、その後の接種された方の追跡

調査含めて、今回８月２日以降お願いをして副反応出現者がいたかどうかも含めて確認を

しましたが、浦幌町の３名が副反応出現と、そのほか帯広市内、十勝管内ではこういった

症状が出たと、出現したということはないということは確認しておりますが、副反応が全

くないということではありませんので、副反応が出現したときにはいち早くその対応につ

いて接種された医療機関あるいは浦幌町の保健福祉課にご連絡をいただいて対応していき

たいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 町民課長。 

〇大山町民課長 まず、１点目、マイマイガの関係でございます。確かに台数が少ないと

いうこともあろうかと思いますけれども、昨年も今年も一応町内の方々に回覧を出しまし

て、町内における行事、イベント等があれば貸し出しをいたしますというような周知はさ

せてもらっております。ただ、今年についてはそれほど発生がなかったということもあろ

うかというふうには思います。ただ、その中で先ほど言いましたように森林公園等におい

てはやっぱり効果があるということで、ぜひとも貸していただきたいということの中で、

ただ基本的には行政区優先なので、行政区から問い合わせあったときはそちらに回させて

いただきたいということでお願いをした中で、有効活用という面からもお貸しをしている

ということでございます。また、先ほどありましたように温泉の部分なのですけれども、

試験的に指定管理者の方にやっていただいたのですが、昼間はなかなか入りづらいという

ことの中で、夜はガだとかいろいろ入ったということは聞いてございます。どうしても夜
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はアブ等は余り動いていなくて、違う部分の害虫が動いているということの中で、主な目

的の昼間なり露天ぶろにおけるアブ対策にはならなかったということで、今回は試験的に

はやっていただいたのですが、なかったということでございます。それで、たまたまマイ

マイガだけでなくて、行政区内においてですとか食品を扱う部分とかも多々あろうかと思

いますけれども、そういう部分には今後とも積極的にＰＲをしながらお貸し出しをしてい

きたいというふうに考えてございます。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 健康湯の問題、これは前から何度もお話をさせていただいております。中尾

議員よくご存じのことだろうというふうに思います。何せ留真温泉再開発して３月11日で、

ようやくきのうで半年たちました。おかげさまで当初好評ということで多くの町外、町内

の人が利用していただいているということで、大変ありがたいなというふうに思っている

ところであります。それと同時に、健康湯をどうするのかという問題も、これも常に申し

上げておりましたとおり、留真温泉と健康湯の関係は常にお互いに対比しながら、本当に

これは必要とされているものなのかどうかということを検証したいということで、指定管

理者の制度も使いながら３年間延長させていただきました。先ほども答弁申しましたけれ

ども、季節的な要因とかいろんな要因で減ったりふえたりしている部分は当然あるだろう

というふうに思っています。そういう意味では、まだ半年の中でこれを検証するというの

は難しいだろうというふうに思っておりまして、特に季節的な要因とこれから冬になって

くるときにどうなるのかということも当然考えていかなければならない。最低でも１年は

見ないとならないのではないのかなというふうに私も考えています。また、指定管理者制

度自体もまだ２年目でありますから、まだ１年あるということでありまして、その中でど

う利用者の数が変動していくのかということをよく見定める必要があるだろうというふう

に思っています。ただ、今議員が言われるように指定管理者の皆さんが一体いつになった

らその判断を示されるのだということも、これも気がかりな部分もあるのだろうなという

ふうに私も思います。そういう面では、その判断をいつにするのかと今明確には言えませ

んけれども、少なくとも１年たったときにその状況を見ながら指定管理者の皆さんとお話

しさせていただく必要があるのだろうなというふうに思っていますし、そういう面では余

り心配をかけないような形で状況を、推移を見て、よくよく話をさせていただきたいとい

うふうに思っています。そういう面では、前から言っているお話でありますけれども、ぜ

ひご理解をいただきたいと思います。１年ということはあと半年、６カ月でありますから、

この６カ月でどのような動きになるのか、費用対効果の部分も含めてよくよく調査、また

検証していきたいな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。 

 あと、予防接種の問題、これは当初から新しい接種については副反応があるということ

はよく言われていまして、私どもその副反応がどういう形になって出るのかということは

大変気になっておりました。町立の菅原先生ともお話をさせていただきながら、接種した

後は１時間、２時間、最低でも30分は病院の中でとどまって様子を見てくださいというお
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話をさせていただいています。これは新型インフルエンザのときもそうでしたけれども、

やはり副反応というのは心配ですから、打ったらすぐ家に帰るというのでなくて、そうい

う状況を見ながら接種者の皆さんの様子を、動向を見ていきたいということであります。

たまたま今回のことでは浦幌町だけが副反応が出ということでありましたけれども、全体

をずっと見てみると日本全国の中で重い副反応がないということになりまして、もう一度

先生とお話ししながら、解禁というか、もう一度接種に踏み切ろうということで、今度の

９月の後半から打っていくということになりましたので、ご理解をいただきたいと思いま

すし、また町がそれを判断するということはなかなか難しい部分があるだろうと思います。

これは、日本全体の学会の中で判断してもらわなければならないのではないかなというふ

うに思っていまして、その判断を今まで待っていたという状況であります。法定接種と任

意接種の問題というのはやっぱりいろいろありますけれども、私どもとしては、任意接種

であるということと、打たれる父兄の方によくよく説明をしなければならない、これが一

番大事なことだろうなと、責任を回避するということではなくて、こういう問題もありま

すということは明確に示していく必要があるだろうなというふうに思っているところであ

ります。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今中尾議員のほうから公衆浴場並びに留真温泉の関係がお話しされたわけで

ありますけれども、私はちょっと違った方向でお伺いしたいと思います。 

 留真温泉は３月14日にオープンして、先ほど町長も言われたように他町からたくさんの

お客さんが来てございます。それとあわせて、私は公衆浴場の関係も留真温泉オープンし

てから三、四回利用しております。自分で言うのも変でございますけれども、町立の国道

沿いにありますこのおふろも私が一番利用していると思ってございます。そういう中でち

ょっと思いついたことがあるのですけれども、何かといいますと、先ほど言いました３月

14日に留真温泉がオープンして、町の38号線を眼下に見おろす浴場の関係についても、私

は過去にも何回かお話ししてございますけれども、これを管理徹底して、かなり老朽した

施設と言っても過言でない状況にありますけれども、管理するあれ有名です。非常に清潔

感といいますか、おふろの中も、あるいは周囲の環境についても非常にきれいにしてござ

います。そんな意味で、私はできれば町の浴場を浦幌町の人のみではなく、そこの国道を

通る人たちも多くの人たちが利用する中身を、留真温泉がオープンしたと、ここもまたす

ばらしい湯質だから、ぜひ足を向けてほしいという、そういったうちの観光という意味で

の大きな大役を示す場所になってもいいのではないかなと。先ほど言いましたように留真

温泉がオープンしてから三、四回あそこの浴場にも行っていますけれども、そういったも

のが今ないというのは、いい意味で役場関係の各課の連係プレーといいますか、そういっ

たものがないのでないかなと非常に残念に思っている一人でもございます。 

 さらに、道の駅についても先日もまたどのような形で行っているかという中で見た中身

も含めて、あそこに留真温泉を大きく表示するという、そういったたぐいもまだございま



 － 41 － 

せん。足湯についても、前に同僚議員からも言っておりますけれども、まだそういう体制

もとっていないという状況。あわせて、道の駅の観光についてもたくさんのお客さんが来

てございます。そんな意味から、大いに留真温泉をまだまだ活用する、そういった場所づ

くりといいますか、対応が非常に残念に思う１年だなと思ってございます。留真温泉に行

っても、先ほど夏の関係も確かにあると思いました。露天ぶろに入ってもアブの関係で本

当に入れないという状況もございました。しかしながら、訪れている。同じ湯舟につかる

中でどちらからお見えになりましたかという、必ず私は声かけをするわけでございますけ

れども、町外の人が非常に多い。そういう中で留真温泉というのを聞いて、今回楽しみに

して日高のほうから来たという方もございました。そんな中をもっともっといい意味で利

用できる、町民のしんとするものがある温泉ではございますけれども、それにプラス管内

あるいは道内、道外に向けてのアピールをするという中で、身近な施設を利用するという

関係のそういったものについてももっと気持ちの高ぶった中で対応していただきたいと、

このように思っているわけでございますけれども、もしそういうことに関して担当課なり、

あるいは町長なりのその辺の方針関係をお教え願えれば、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。 

〇大山町民課長 今ご質問にあった点でございますが、観光という部分にも絡んでくるか

と思いますけれども、うちで管理しております健康湯でございますが、そういう部分の連

携がとれていないという部分はあろうかと思いますけれども、当然経営者が違うという中

で、利用者も減っているということの中で、ＰＲは当然していただけるものというふうに

は思っておりますが、行政サイドのほうからも健康湯のところに留真温泉がこういうふう

にありますよとかという積極的なアプローチをしていなかったのは確かかなと思いますの

で、その辺については関係課のほうともまた協議して、当然指定管理者の方のお話もござ

いますので、その辺は協議はしていきたいなというふうに考えてございます。 

 あと、全体的な話になりますと、健康湯のほか道の駅、あとキャンプ場含めての相乗効

果という話につきましては別のほうからお話があろうかと思いますけれども、ただ昨年確

かに言われますように温泉ができる前については道の駅ができたことにより健康湯の利用

が非常にふえたということは事実でございます。それについては相乗効果があったのでは

ないかというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 産業課長。 

〇亀山産業課長 ただいま髙橋議員のほうから連携がとれていないのではないかというふ

うな、各施設ごとの単独ということの中で連携がとれていないのではないかというご指摘

がございましたが、その点につきましては今後も今回のお話を真摯に受けとめまして、早

速点検をしまして、その辺について指導していきたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いします。 
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〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 浦幌町、道の駅から始まりまして今度の留真温泉、あといろんな施設を経営

することになりました。それの連携がなされていないのではないかというお話であります

けれども、それは即連携というよりは、要するにＰＲ活動がスムーズにいっていないのか

というお話なのかなというふうに思います。そういう面では、道の駅に大々的に留真温泉

の看板を出すとか、健康湯のところに看板を出すとか、道路を使いながら、国道38号線を

使いながらそういうＰＲ効果を高めていくかということは、これは１つは必要なことかな

というふうに思っています。ただ、今留真温泉で、先ほども申し上げましたけれども、７

割方は町外の方という状況です。そういう意味では、私どもとしては本当はもっと町内の

人に利用していただきたいという思いがありまして、町外の方からは本当に圧倒的な支持

を受けているという状況なものですから、町外の方に対してのＰＲという方向には今いっ

ていなかったということが現実だろうというふうに思っています。そういう意味では、町

内くまなく無料バスも出しているわけでありますから、もう少し町内の方々にＰＲすると

いうことがより必要なのかなと、町外の人ではなくて今の段階では町内の人にもっとＰＲ

することがより必要だろうという、私はそういう感覚でいます。それと同時に、町外の人

にもこのすばらしいアルカリｐＨ9.8という温泉をぜひこれからもさらに利用してもらい

たいと、そのためのＰＲ行動については今後とも検討してまいりたいと考えているところ

であります。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 進める中において、今公衆浴場管理の関係からそちらに波及した関係につい

てはちょっと逸脱している面もあるかもわかりませんけれども、何にしてもこれは浦幌町

にとっては大事な施設、先ほど言いましたように公衆浴場の関係も１年の中で指定管理者

でありますユーエムさんのほうから、これは入客数関係を見て、もし対応できなければ、

ボイラー関係ももう寿命が来ている状況の中でそれがいかれれば、それで終止符を打つ、

それで終わりにしますというようなことも含めてある中で、私は１万何がしの方が昨年の

中で利用された、さらにまた今まだまだ浦幌町の愛好者もいるけれども、留真温泉の関係

は町外の方が７割方を占めるという、そんな中身でももっと町の方々に両方含めてアピー

ル性、ＰＲ性がもっともっとしなければならないなと、町長の言われる本当にこの辺大事

な中身でございます。私も浦幌町の町民の一人として、小さな自分の家の入浴のおふろよ

りもあそこの公衆浴場に行きましたらゆったりのんびりと入れると、値段のほうも390円で

したか、留真温泉のほうは500円でしたか、そういう中でちょっとの時間でございますけれ

ども、本当に有意義なひとときを過ごせるのだという、そういった優越感、ゆっくりいや

してくれる場所なのだということを、そういう中身を何とかもっともっとみんなで町民に

アピールしていかなければならないと思う一人でもございます。そんな意味で、先ほど言

いましたように各課の連携、これは自分の課だけでなくすべて全部の課を広く浅くで結構

でございます、そういうふうにして連携を深めていけるように常に各課ごとで課長会議等
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においてはどういう状況なのだという中身をお互いにその辺を切磋琢磨しながら、お願い

できることも含めてそこからいい意味で反応していくということがあればぜひそういう状

況の中でお願いをしたいと、このように思ってございます。そういう中で、いつも私は総

務課行って、課長にもっとあなたの取りまとめが足りないのでないかというようなこと、

失礼なこと言っていることもございますけれども、いい意味で各課がもっともっと本当に

自分の町のをことをしっかり覚えることによって、そしてお互いに理解し合うことによっ

てもっともっといい意味でのネットワーク、そういったものが可能になるのでないかとい

うことも私自身いつも考えている一人でもございます。そんな意味から、もしそういう中

で何かあれば一言またお願いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 話が非常に発展しているなというふうに思いますけれども、いずれにして

も課長会議等を随時開きながらいろいろと横の連携を図っているところでございますけれ

ども、今後も一つ一つの課題について連携を深めるように努めてまいりたいというふうに

思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 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５款１項１目労働諸費の説明を求めます。 

産業課長。 

〇亀山産業課長 32ページをごらん願います。５款労働費、１項１目労働諸費、この目に

つきましては労働者対策及び職業病対策並びに緊急雇用創出推進事業に要した経費でござ

います。主なものは、緊急雇用創出推進事業による賃金等の人件費と介護研修支援委託料

でございます。13節委託料で不用額が168万1,769円出ておりますが、これは緊急雇用創出

推進事業におきまして介護研修支援委託料について受託先においてそれぞれ雇用人員は目

標の５人を達成しておりましたが、雇用の開始時期が当初計画では５月から５名としてお

りましたところ、実際に雇用できた者は６月に２名、８月に２名、９月に１名となり、事

業費に余裕が出てきましたので、受託先でありますＮＰＯにてハローワークを通じ追加募

集を行っておりましたが、最終的に応募がなく、不用額となったものでございます。13節

委託料、19節負担金、補助及び交付金については、説明資料21ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 以上で説明を終わりますので、よろしくご審議願います。 

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６款１項９目地籍調査費までの説明を求めます。 

 農業委員会事務局長。 
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〇賀下農業委員会事務局長 同じく32ページをごらんください。６款農林水産業費、１

項農業費、１目農業委員会費、この科目につきましては農業委員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でございます。農業委員の活動内容といたしましては、

農業委員会総会を11回、農地の移動やあっせん等にかかわる農用地利用調整会議を13回、

権利者調整委員会を12回開催してございます。また、農業者年金業務につきましては、平

成22年度末におきまして年金加入者は234名、年金受給者は253名でございます。 

〇亀山産業課長 ２目農業総務費、この目につきましては農政担当職員の人件費及び各種

関係団体に対する負担金でございます。 

 ３目農業振興費、この目につきましては農業振興に要した経費でございます。19節負担

金、補助及び交付金、23節償還金、利子及び割引料については、説明資料21ページから22ペ

ージに記載のとおりでございます。 

〇小路谷上浦幌支所長 33ページをごらんください。４目農業団地センター管理費、この

目につきましては農業団地センターの施設管理にかかわる経費でございます。平成22年度

の利用実績につきましては、延べで247団体、2,763名の方が利用されております。目の内

容につきまして特に説明する事項はございません。 

〇亀山産業課長 ５目畜産振興費、この目につきましては畜産振興に要した経費でござい

ます。19節負担金、補助及び交付金、23節償還金、利子及び割引料については、説明資料

22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要した経費でござい

ます。11節需用費の修繕料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、18節備品購入費、

19節負担金、補助及び交付金については、説明資料23ページに記載のとおりでございます。 

〇新川施設課長 ７目飲料営農用水対策費、この科目につきましては営農用水施設の用地

借り上げ料と農業振興対策事業規則による簡易給水施設設置補助にかかわる内容でござい

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23ページに記載のとおりで

ございます。 

〇亀山産業課長 ８目道営土地改良事業費、この目につきましては３地区の道営の土地改

良事業に要した経費でございます。14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金

については、説明資料23ページに記載のとおりでございます。 

〇新川施設課長 ９目地籍調査費、この科目につきましては事業継続地区、オコッペ及び

チプ子オコッペ17.16平方キロメートルの地籍調査の実施内容でございます。13節委託料、

14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料23ページ、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。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 農業費の農業振興費の俗に言う白花豆の70万円の補助の関係であります。こ
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れは、浦幌の新たな特産品を目指して白花豆の作付をしていただいているということでご

ざいますけれども、白花豆、３年でしたか、続けてこういった形でのお金を町のほうから 

お出しをして補助をして、新たな特産という形で白花豆の植えつけも大分広がってきてい

ると思いますが、しかしこれによって実際どれだけの数量の豆がとれて、そしてどういう

ような形でそれが特産品として生かされているのかという部分はちょっと見えないのです

けれども、その辺の私いつも言うこの70万円つけることによって費用対効果の部分の詳細

説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 手元に昨年度の白花豆の収量等についての資料は持っておりませんが、

ただ高級菜豆の産地づくりというふうな形の中で農協が奨励して、現在16ヘクタールです

か、そのような作付面積の中で白花豆のようかん、そして甘納豆、そして白花豆そのもの

を煮豆にするように販売していると、そういう中では浦幌農協の中でも従来の金時だとか

小豆、大豆、黒豆等も含めて豆の産地としてのＰＲに役立っているものというふうに考え

ております。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も今急な話ですから、実際に何トン豆がとれたとかというところはいいの

ですが、実際16ヘクタールほどになった面積、なりまして、それだけの面積になったのは

70万円というこのお金がやっぱり一定の効果をあらわしたおかげでもってこれだけの16ヘ

クタールになったということでは、それはいいと思うのです。結局そこでとれたものが甘

納豆なりようかんなりに、例えば半分ぐらいはそういったものになっているのか、それが

１割とか２割しかなくて、ほとんどが豆として流通されていっているということになると、

決して流通することをすべてだめと言うわけではないのですが、前のときも私言っている

のですが、何でも新しいことを、新しい豆をつくろうとか、新しいことをしようと思った

ときに設備投資というのは当然かかるのです。これは、農家でなくたってだれだってかか

るのです。当たり前の話なのです、これは。だけれども、みんなそういうリスクを負いな

がら商売をするのです。町が農協にこういう形でお金を出すということは、それが町の特

産品となって、また地元の商店街とかいろんな部分に波及効果があるということをもって

出すのであって、ただ農家、農協の一団体、一農家の利益のためだけに出すということで

は、これはつじつまが合っていかないのです。これを私はいつも申し上げたいのです。ほ

かのほうもそうなのですけれども、ですから新たな町の特産品をつくるということでのこ

ういう、金額としては大きくないのかもしれませんけれども、こういった取り組みをする

ということは、これを認めたら、ではおれもこれする、おれもすると、みんな出してくれ

るのかということになってきますから、これがきちっと町内に特産の中でどれだけの影響

があるのだと、こういう経済効果があるのだということはやはり私は示していく必要が十

分あると思うのです。だから、具体的な数字で言わなくても、例えば半分だとかどうだと
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かというようなとこら辺でも、どうなのでしょう、そのぐらいのとこら辺は押さえていな

いのでしょうか、全くその辺の部分というのはあれですか、ちょっと急で数字的な部分と

いうのは押さえていないですか、どうですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

〇亀山産業課長 全くそういう町内における経済効果という点での視点を持って調査して

おりませんので、その部分については数字的なことは明らかにはなっておりません。ただ、

道の駅だとか留真温泉だとかというふうな観光施設においても販売はされておりまして、

一定程度の売り上げの増加に貢献しているというふうには考えております。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 一定程度というもの、こういう取り組みをする上では大体売れていますよと

いうだけでなくて、それなりの数値化する必要私あると思うのです。実際にどれだけの豆

があって、どれだけが加工に回って、それが白花豆のようかんなり甘納豆となって、こう

なっている。この部分はそのまま豆として流れると。豆として流れたら地元にないではな

いですか、農協とか団体が利益あるだけで。だから、それが例えば半分以上もあるという

のだったら、そういうものに新しい取り組みするから70万という話に私はなっていかない

と思うのです。新たな町の特産品をということだから、こういうものが認められるのであ

って、だからその部分というのはしっかりと押さえていかないと、また次の違う豆つくり

ます、違うこういうものつくりますから、また70万下さい、また100万下さいといったら出

していくのですかという話です。それが地域にとってどういう影響があるのか、どういう

経済効果があるのかということはやっぱり押さえていかないと。私はいいことだと思いま

す。どうであれ浦幌は農業が柱ですから、産業の柱ですから、その柱である農業をしっか

り支えるということです。それによって一生懸命みんなでいい豆をつくってもらって、そ

れでまた加工して、本当は理想だったらそういう加工施設も町内でできて、そこでまた雇

用が生まれてなんていったら本当に理想的ですよね。本当は私はそうなるべきだと思うの

です。そうやって地域の柱である産業を支えることによって町内に新しい工場ができ、雇

用が生まれ、そこで産業が回っていくということになっていくわけですから、私はそうな

るべきだと思うのです。まだ今そこまでは、雇用がどうのとまでいっていませんけれども、

しかしそれが加工されたことによって町内にどういう影響があるかということです。今さ

れていないのはわかりましたけれども、どうなのでしょうか、今後も私はそういうふうに

するべきだというふうに思うのです。そして、きちっとオープンにしていくべきだという

ふうに私は思いますが、その辺の考えについてはいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 製造して販売しておりますのが浦幌農協ということでございますので、

その辺の収量そのものは農振連という団体の中で作付に対する収量というのは押さえてお

りますが、きょう持ってきておりませんけれども、そういう中でそれが製品として大体ど
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のくらいの製品になって、それがどのような販売経路でなっているのかというふうなこと

については農協のほうに聞かないとわからないというふうな状況でございまして、ただ今

後そういうことが町内経済にとってどのようなよい影響といいますか、そういうふうな部

分も検証していく気はあるのかというお尋ねでございますので、その部分については今後

も、１年延ばしで一応やっておりますので、その辺についてもこれまでの販売実績等につ

いて検証してみたいなというふうに考えております。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 地籍調査のことでちょっとお伺いします。地籍調査は、該当する隣近所同士

がいろいろな過去からの経緯があってはっきりしない、判然としないようなところもこの

調査によって確定することによって将来登記まで一本に進んでいって、経費も本当に住民

にとってはかからないし、大変いい作業だと思います。ところが、チプ子オコッペの８番

地で実際とは全く違うラインが引かれて、しかもそれが登記していたということがありま

して、それで私が今質問するのは、前回の地籍調査はいつごろやられたのか、それちょっ

とお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 地籍調査というのは今回初めてでして、それ以前は地籍調査というより

連絡査定図に基づいた区画整理というのですか、多分そういう形だと思うのです。今の古

い図面は旧大津村の時代にできた図面なのです。ということは、昭和34年とか５年とか、

そのあたりに行った調査だと思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 現在進んでいる地籍調査のことなのですけれども、登記のラインが明らかに

現在今まで住んでいたラインと全く違ったふうに引かれてしまっていては、一連の地区の

皆さんの中で話し合いするにも全く首をかしげるばかりで、これは一体どうなっているの

だということで、町にも再三このことについてどういうことでこういう実勢と全く違った

ラインが引かれたかということについて繰り返し繰り返しその根拠を求めたのですけれど

も、それがさっぱりらちが明かず、それでこういった議会で取り上げるのはどうかなとも

思うのですけれども、話し合いしていくうちにちょっとわかったことがありまして、片方

が浦幌町からこの土地を買い取ったということがわかってきました。そうすると、買い取

られたほうの土地の住民は自分の住んでいた土地を町に売ったという記録がなければおか

しいですよね。まさか人の住んでいる土地を浦幌町が勝手に隣の人に売り払ったなんてい

うことがもしあったとしたら、これはとんでもないことだと思うのですけれども、この点

についてお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今浜厚内地区のほうを地籍調査やっているのは承知しています。それで、
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今差間議員言われたように境界がずれているということも承知しています。その境界は、

まずもともとある境界というのは何に基づくかというと、今言った大分古い時代に土地整

理図として整理したときの境界だと思います。それは、登記上なされているその土地の境

界ということで、まず登記上の復元というのですか、そういう形で行っている形だと思い

ます。町が土地を、もともと国有地だと思うのですけれども、買って、それを皆さんに払

い下げしたというような経過があるかと思うのですけれども、その経過について昭和43年、

古い時代だと思うのですけれども、一部何か書類は残っていたようですが、例えば町の土

地との売り買いですか、売買の経過については今探している。管財のほうの担当になるか

もしれませんけれども、今調査中というか、探している途中で、詳しいその境界内容とい

うのはわからないような状況でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 もう少しこの経過を述べさせていただきます。片方に住んでいた人たちは、

昭和23年当時にはそこに住んでいたと思われます。現在確定しているラインは、42年から

44年の間に確定しているのです。ですから、私が町に再三申し入れたのは、42年から44年

の当時でもう既に17年以上、19年ほど経過しているのです。その時点でそのラインが、全

く違うラインが引かれた根拠を教えてください、再三再四申し入れたのですけれども、そ

のことは課長ご存じでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 お話の一部始終は、私ずっといませんでしたので、詳しいことは申し上

げられませんけれども、ただお互いもともとの土地の境界というのですか、そのやりとり

をしたというのは私承知しています。もとになった図面関係も、それも古い旧登記の関係

ですか、土地整理図関係、登記されているもの、そういったものを照らし合わせてやって

はおりますが、ただ現地とのずれがどういうふうにして生じたと、そういうことについて

はなかなかその根拠になるものがないように聞いてございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 私自身もこの一連の地籍調査の中でやっぱり過去からのいろんな経緯があっ

て、私差間正樹が住んでいる土地も実は本当に円満に解決できて、それで一緒に住んでい

る皆さんとよかった、よかったというふうに終わったのです。この地籍調査というのは関

連する近隣の方たちが納得すれば一気に登記まで進んでいく作業なのです。そうすると、

これは確定してしまうのです。ですから、この地籍は大事な作業だと思っているのです。

この作業を進めるに当たって、過去に一体どんなことがあったのか、これはしっかりと調

べてほしいのです。幾らこちらから申し出ても、実は資料も見せてもらっているのですけ

れども、本当に口で言うのも腹立たしいほど根拠にも何もなっていないものを見せられて、

それで納得せ、これはちょっといかないのです。私がここまで言うのは、これは大きく民

族問題をはらんでいると思うから言うのです。この地籍調査がうまくいくように、近隣同
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士がけんかしないように、くれぐれもしっかりと調べてください。こちらは法的手段をと

る体制で待っているのです。民族問題に役場が絡んでいたなんてことになったら、これは

大変なことだと思います。どだい住んでいる土地を一方的に隣に売るなんていうことが許

されるのかどうか、くれぐれもしっかりと調べてください。法務局に何回も足を運んでこ

っちは調べているのです。昭和23年といえば、もう人もたくさんいるわけではありません。

その中であっちこっちに回って証言をとって、こっちは準備しているのです。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。 

〇新川施設課長 地籍調査で境界確定するということは、個人の財産を守るということで

ありますし、そういう意味では慎重に行わなければならない作業だというふうに思ってご

ざいます。今まだ作業の途中ではありますし、話し合いの途中でございますし、今まで求

めた資料以外にもまたいろいろこれから調査して、お互いに話し合いしながら、最終的に

はお互いの本人の同意がなければ地籍調査の確定はできませんので、登記には至りません。

そういった意味で、もう少し時間をかけて、その辺慎重にやっていきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 私自身のことで言えば、この地籍調査で自分の住んでいる境界が確定して、

それが一気に登記まで進んだということは望外の喜びで、本当に役場に感謝しております。

この地籍作業という、この業務に大変感謝しております。間違ってもこれが後々までしこ

りとならないようによろしくお願いいたします。重ねてよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 答弁はよろしいですね。 

〇差間議員 はい。 

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、お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩をいたします。 

 

午後 ２時５０分  休憩 

午後 ３時０９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 
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    ◎発言の訂正 

〇田村議長 施設課長。 

〇新川施設課長 先ほど地籍調査の関係で答弁、ちょっと１カ所誤りましたので、ご訂正

させていただきます。 

 先ほど旧大津村の土地、国有地を町が買い上げたと申しましたけれども、それは間違い

で、旧大津村から村有地を浦幌町が継承したということでございますので、町有地、村有

地ということでございます。 

 失礼しました。 

 

    ◎日程第１ 認定第１号（続行） 

〇田村議長 次に、３項２目水産業振興費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 34ページをごらん願います。２項林業費、１目林業総務費、この目につ

きましては林業行政一般に要した経費でございます。８節報償費、13節委託料、19節負担

金、補助及び交付金、28節繰出金については、説明資料24ページに記載のとおりでござい

ますが、８節報償費については記載誤りがございまして、皆様に差しかえをお願いいたし、

お手数を煩わせましたことに対しまして心からおわびを申し上げます。 

 ２目林業振興費、この目につきましては民有林の振興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24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19路線、延長７万1,537メートルの林道の維持管

理に要した経費でございます。15節工事請負費については、説明資料24ページに記載のと

おりでございます。 

 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24ページから25ページに記載のとおりでございます。 

 ５目林道上厚内線改良事業費、この目につきましては林道上厚内線の改良工事に要した

経費でございます。13節委託料、15節工事請負費については、説明資料25ページに記載の

とおりでございます。 

 ３項水産業費、１目水産業総務費、この目につきましては水産行政に係る人件費等に要

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。 

 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及び水産業の振興に要した経

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

いては、説明資料25ページに記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わりますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 10番、阿部議員。 
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〇阿部議員 報償費の中の有害鳥獣駆除報償費というところでお伺いします。ふだん私も

そうなのでありますけれども、農家であり、ハンターでありということで、いろいろな面

でお世話になり、また駆除、防止ということでいろいろお世話になっていることはわかっ

ております。その中で、報償費の中の主にシカの駆除の面なのですけれども、その中で少

し報償費が安いのではないか、安い高いを論ずるものではないとはわかっておるのですけ

れども、でないかという懸念があります。というのは、数は450頭という数をとっていいと

いうのですけれども、それ以上に頑張って皆さんやっておられるのですけれども、いかに

しても減らないという中の現状でありまして、農家の方は一生懸命頑張っています。さら

にそれに１つ加わっていただきたい。一般のハンターの方にもやっておられる方がおられ

るのですけれども、もう一つ経費の面で足りないのではないのかなという感じがいたしま

す。よそのまちのような金額は決して望みませんけれども、もう少し、弾も、それから交

通費も上がっておりますので、その中を考慮していただきまして、多少その辺の金額的な

ものが考慮いただけないものかどうか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 ただいま有害鳥獣の駆除奨励金の金額、単価についての単価アップのお

話でございますが、エゾシカの場合は町が１頭当たり2,000円、農協が2,000円というふう

な形で出ております。それで、町内のエゾシカにつきましては昨年は450頭駆除していただ

いているわけですけれども、ただこの駆除に当たってハンターの皆さん全員が当たってい

るというふうなことではなくて、捕獲頭数が全くないか少数頭しか捕獲していないハンタ

ーの方たちにとって鉄砲だとか免許等の維持費、更新のための経費、保険料、各種の会費

などが大きな負担となっているというふうな状況もございます。そのことによってハンタ

ー自体が減少するという傾向もあるわけですが、維持経費の負担が理由による減少を避け

るために浦幌町鳥獣害防止対策協議会の事業として新規銃器所持免許費用、新規わな免許

取得費用、わな免許更新費用に対して助成を行っております。また、狩猟税についても助

成を行っているというふうな中で、一度鉄砲を持った方が何とか維持していけるような体

制、そういうふうな体制で将来的にもハンターの方が減っていかないような形、また農業

者の中には昨年度新たに鉄砲を持つようになったというふうな方もおりまして、そういう

ところではハンターを減らさない工夫というふうなことにも重点を置いていかなければな

らない。また、この駆除の奨励金について、上浦幌と浦幌の支部がございますが、そちら

のほうの代表の方とも話し合いはしていかなければならないものと、ご意向を伺った上で

その辺については検討していかなければならないものと、また駆除頭数がふえることによ

って残滓、解体した後のそれらの回収だとか、そういうことについても一部の支部からは

要望が上がってきております。そういうところについても町独自でなかなかできるもので

もなく、広域的な考え方の中でやっていかなければならないものというふうには考えてお

ります。単純に金額的なことだけでなかなかはかれない問題があるのだということでご理
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解いただきたいと思います。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 駆除そのもの自体でなく、ハンターに対して周りの環境がすごく今つらくな

っていることは事実であります。銃を１つ持つにしても、例えば10本持つにしても同じだ

けの経費がかかってしまいます。それを私どもは農家でありますから、やって当然なので

あります。しかし、町の中のハンターといいますか、直接そういう害のない方にお願いす

るときにはいろいろな面でそういう面も考慮してあげなければいけないのかななんて考え

ております。今課長のほうから各会長ともよく相談していただけるというお言葉をいただ

きましたので、その辺じっくりと事情等もしっかり把握していただきまして、ハンターの

事情、それから農家サイドの事情ももう少し把握していただきまして考慮のほうお願いし

たいなと思います。残滓につきましても、とった後結構大変なのです。ですから、そちら

のほうも早急に対策を練っていただきますよう改めてお願い申し上げます。その中で、一

応そういう考えにおきまして今後どういうふうな対処をしていただけるのか、もう一度伺

いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 まず、残滓の関係でございますが、これにつきましては回収、集めるス

テーション、そしてそれを運送するための経費、そして処理に係る経費というふうな形で

かかっております。それらについて町としても一つの町だけでこの問題はなかなか解決で

きない問題だろうというふうに思っておりますので、広域的な中で考えていかなければな

らない問題だというふうに考えております。それと、銃の維持していくための経費につい

ては、今後とも拡大ができるものについては行っていきたいなというふうに考えておりま

す。そういうことの中で、ハンターの数の確保という点を図っていきたいというふうに考

えております。両支部長さんとじっくり意見を交換する場が今までは、浦幌の支部長さん

とは先般７月ですか、お会いしてその辺のことにつきましては要望も受けた中で、できる

こと、できないことということもございまして、お話はさせていただきました。また、上

浦幌の支部長さんともお会いした中では、今後ともそのような意向も踏まえた中で来年度

に向けての事業を考えていきたいというふうに考えております。 

 よろしくお願いします。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 私からも同じ問題ですが、ぜひ検討していただきたいと思っているのです。

私はハンターの立場ではございませんけれども、今説明あったようにシカについては農協

で2,000円、合わせて4,000円ですが、近隣と比べますと合わせても5,000円とか6,000円と

か、そういう話も聞いておりますし、特に重量換算してみてください。とても2,000円、農

協頑張って4,000円でも１人では撃っても出してこれるという状況にないのです。そういう

中で、撃ってもらっても非常に気の毒だし、ぜひこれは、今課長のほうから検討する旨あ
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りましたけれども、検討でなくて前向きな回答がなければ、何ぼ銃持つ人に補助しても、

これは大変だということでなかなかそっちのほうには向かないです。これ浦幌町も長い距

離シカさくやりましたけれども、そのさくの中に住んでしまっている。どうしてとっても

とってもふえるのだろうということでありますから、ご承知のように雄ジカの捕獲の規制

も緩和されましたよね、そういう中で雄ジカの捕獲で対応どうするのかということもあわ

せて検討していただいて、同じ料金でいいのか、あるいは値上げするとすればそれも含め

た中なのか、そういう詳細なことについてきちっとハンターの皆さんとも相談していただ

いて、ぜひ前向きな対応で期待しております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 もちろんあれだけの体をしたシカでございますので、１人でということ

では大変なのかなというふうに思いますが、そういう中で農家の皆さんもなかなかお願い

するのに心苦しいということの発言かと思います。その意味もわかるわけでございますが、

その点につきましては先ほども申し上げましたとおり支部長さん方とご相談させていただ

きたいというふうに思います。 

 それと、浦幌町鳥獣被害防止対策協議会の新たな事業として、今年度ですが、来年春３

月に狩猟期間終わってから一斉駆除というものを行うと、これは道有林、町有林含めて林

道の除雪を行った上で、車が入れるようにした中で一斉駆除をすると、山に分け入って捕

獲するというふうなことを両支部長さんにはお話しして了解いただいておりますので、日

にち的にはそんなに長い期間というふうにはならないかと思います。農家の皆さんがビー

トのポットが始まる前までの間の中でそのようなことを新たな取り組みとして行いたいと

いうふうに現在準備を進めているところです。両支部長さんからは了解はいただきました。

新たな取り組みとしてはそのようなことを考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 １つちょっとお聞きしておきたいということなのですが、説明資料の25ペー

ジ、水産業振興費の中にあります水難救難所活動育成事業補助金ですか、このことについ

てお伺いしておきたいと思いますが、これ地域の人方も一緒にこの中に入りながら水難救

難の大会に参加されているのかどうか、ちょっと伺っ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。 

〇亀山産業課長 これは、大津に水難救難所というものがございまして、そちらには大津

漁協の組合員さんをもって所員を組織しております。これは、組合員と漁港利用者に対す

る海難防止の意識高揚と救助体制に万全を期すというふうな目的を持って組織された団体

でございます。それで、厚内と大津に支部がございまして、年２回機器等の点検整備の実

施、それと十勝にあります広尾、大樹、大津、３単協合同による訓練を広尾町において行
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っておりまして、これは地域住民を含めてということではなくて、その救難所の所員を対

象にした訓練でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 １点確認いたします。水産業振興費の中のヒトデの駆除ですが、これはたし

か牧場のほうへ持っていって堆肥の中に入れているというような認識を私はしておりまし

た。模範牧場が指定管理者に移行されました。その辺についての処理の部分については今

までどおりということなのでしょうか、今まで町のものが町ということでなくなって、指

定管理者ということとか、その辺絡んだときに一廃とか、そういった問題とか出ないのか、

この辺の確認をちょっとさせていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 これにつきましては、現在の年度もヒトデの駆除をしたものについて指

定管理者のほうの堆肥の中にまぜるというふうな形で考えております。それで、産業廃棄

物という形の中での考え方というふうなことで、処理業者ではないというふうに考えてい

らっしゃるのかなというふうにも思いますが、これは堆肥の中に有機物をまぜてつくると

いうことで堆肥生産というふうな考え方の中で処理していけるのではないかというふうに

考えております。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。いけるのではないかという、この部分はどっちかといったら

町民課のほうにも一廃の関係はなりますから、問題なければいいのですけれども、あくま

でもここの予算については運ぶだけの輸送の運賃だけですよね、10万円。だから、処理費

用については今までは町が自分の水産の中で町の模範牧場へ持っていったわけですから、

しかし今後はまぜ込んで云々というような、ただ置くだけでなく、切り返しだとかといろ

いろしなければならないと思うのです。だから、その辺は指定管理業務の中に入っている

ものだという、今までそうだからずっとそういう前提のもとでということなのでしょうけ

れども、その辺が町のほうで法的にも問題がないということが確認がとれているのであれ

ばよろしいですし、指定管理者のほうも今後もその辺の部分の、22年度から少しかぶって

きていますから、指定管理にもうなってしまっていますから、ですからそういう意味での

指定管理者との兼ね合いという部分もしっかりと今後もこういう形がとっていけるという

部分、この辺がきちっと確認とれているのならいいのですけれども、ここだけもう一度確

認をさせてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 ヒトデの産廃ということを含めて、ヒトデに関しては先ほど産業課長の

ほうから話ありましたようにあくまで堆肥化するということの中で処理をしてございます
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ので、もともと以前も他町村に運んでいたときも一般の農家のところにお願いしたりとか

をして処理をしてございました。たまたま本町において数年前、大分前になろうかと思い

ますけれども、牧場で受けれるという中で牧場の堆肥舎、大きな堆肥舎がございますので、

その中で処理をしているということで、こちらのほうとしては問題はないというふうに考

えてございます。 

〇田村議長 産業課長。 

〇亀山産業課長 指定管理者とも、その辺の事業の継続というところについては了解事項

だということでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 １点だけ、25ページの森林公園の関係で工事請負費のみのり館の塗装、改修

2,000万円ということで決算が出ております。みのり祭りを外したほか、みのり館の使用の

現況というのでしょうか、昨年度の実績がわかりましたらお伺いしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 みのり館の利用実績で利用者数ですが、４月から10月までで3,696人でご

ざいます。ちなみに、平成21年度……失礼しました、平成21年度以前の利用者数が出てお

りませんでした。その点では比較するものが現在の23年度の途中までの状況については把

握しておりましたが、今年度４月から８月までで2,245人、そして平成22年度の４月から８

月までで2,400人と、微減というふうな形でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 みのり館も指定管理者の中に入っていると思いますが、非常に利用者数が少

ないというか、頼みに行っても、いや、できませんなんていうときもありました。これか

らもこのような状態でみのり館を資金を投入しながらやっていくのかどうか、もっともっ

とＰＲの方法を指定管理者に求めて、展示会でも何でもしていくような方策はとれるかと

れないか、お伺いしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 今福原議員の質問の内容の中でお願いしてもできなかったと、その内容

がちょっとわからないものですから、どのようなことについてのお願いだったのかという、

単に飲食の提供だったのか、それとも何かそこで催し物をしたいのだけれども、できると

かできないとか、その辺のあたりがちょっとわからないと私も答えようがないのですが。 

〇田村議長 福原議員、再度お願いいたします。 

〇福原議員 飲食の件も含めて会議室みたいな感じで使わせていただきたいということで

お話ししたこともありました。でも、ちょっと人手がないからというような感じでなかな

かうまく話が進まなくて断念したこともありましたので、そういったことがないように、

指定管理者にすべてお任せして運営されると思っておりますが、これからの利用の方法と
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してのＰＲなんかももう少し力を入れてやっていけないかなというふうに思っておりま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 みのり祭りのときはあそこで手打ちそばを出してというふうな形の利用

のされ方はしているというふうには考えておりますが、それ以外のときに利用したいとい

うふうなことの中で小上がり的な部屋のことなのかなというふうに思いますが、そちらの

ほうもということでのお尋ねでございますが、その辺指定管理者のほうとも、そういう実

態が過去にあって、お断りしているという実態があったかどうかも含めてこちらのほうと

しては調査させていただきたいと。そういう中で、使えるような形でなければならないの

に実際にはお断りしていたということがわかれば指導していきたいというふうに思ってお

りますし、本来的に通常は閉鎖している施設ですよということであればそれまたしようが

ないのかなというふうに考えておりますので、その辺はよく調べた上で対応していきたい

というふうに考えております。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 先ほどのエゾシカの件になろうかと思いますけれども、大変しつこくて申しわ

けございません。課長先ほど春先の３月に協議会を通してシカの駆除にかかるということ

の説明もございました。10月から本格的な狩猟も始まります。例年でいきましたら雪が降

った場合道有林だとか林道になかなか入っていけないのです。そんな関係では、今道央の

ほうでも推定では64万頭はいるだろうということで、いろんな補正を組みながら白糠あた

りですとヘリコプターでやってみたり、そのように駆除対策を行っていますけれども、せ

っかく狩猟に入りまして、雪が降った場合少なくとも主要幹線の林道あたり、また少しは

入っていけるような状態をつくっていけないものなのかなというふうに思います。ハンタ

ーにつきましては、道内のハンターだけではありません。本州からも来ますので、そうい

うハンターの方に少しでもとってもらったほうが私はよろしいのでないかなというふうに

思うのですけれども、そのような除雪体制の要請というのはいかがなものなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 道有林の主要幹線の林道に除雪をして少しでも多くのハンターに入って

もらって、シカの駆除、狩猟をしていただいてはというご説ですけれども、降雪期になっ

て本州方面からのハンターもたくさん入ってくるということになると、除雪自体が危なく

ないのかなというところも１つ考えなければならないと思うのです。ハンターの方が山へ

入っているという状況の中で除雪を、１度や２度ではきっとそういう状況は生まれないと

思うのですが、そういうところで除雪を行うことの危険性もないのかなというふうなこと

も考えておりますし、春先で狩猟期間が終わってからでしたら、先ほど一斉駆除というお

話ししましたが、そういうときであればハンターは山にはいないという状況の中では除雪
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もお願いしやすいのかなというふうには考えられますが、狩猟期間中の除雪ということに

ついてはちょっと難しい部分があるのではないかなというふうに考えております。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 毎年狩猟をやるときには狩猟税も支払って猟に向かいますし、また道有林関係

ですと入林料というのですか、そういうのも個々に支払っている関係で、私はその辺は強

く要望してもいいのかなというふうには思いますけれども、その辺もう一度答弁をいただ

きたいなというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 こちら管轄しております十勝総合振興局の森林室のほうともその辺の打

ち合わせはしてみたいというふうに思っておりますが、ただ、今まで狩猟のための林道の

除雪というふうなことで行っていないという状況がある中で、すぐいいですよというふう

にはならないかもしれません。ただ、これは要請の中でお話はしていきたいと、シカがふ

えているということについて道としても駆除を進めるというふうな意味合いからも、同じ

北海道の機関でありますので、その辺についてもお願いしてみ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） 

 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。 

〇亀山産業課長 36ページをごらん願います。７款１項商工費、１目商工振興費、この目

につきましては商工業の振興とコスミックホールの運営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が、

この中で事業（委託業務）名の欄で十勝沖地震災害による商工業施設復旧資金利子補給補

助金、事業（委託業務）内容の欄、１件、事業費の欄、２万7,000円は、上の行にあります

中小企業融資利子補給補助金に記載されておりますので、大変お手数を煩わせますが、行

ごと削除をお願いいたします 

 ２目観光費、この目につきましては観光振興及び観光施設の維持管理並びに留真温泉多

目的交流施設等の建築工事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、19節負担金、補助及び交付金については、説明資料26ページから28ページに

記載のとおりでございますが、26ページの15節工事請負費の事業（委託業務）名の欄中６

行目の留真の里交流施設木質バイオマスエネルギー棟新築電気設備工となっております

が、工事の事という文字が記載漏れしておりますので、お手数でも追加していただきたい

と思います。 

 ３目工業対策費、この目につきましては企業対策に要した経費でございます。23節償還

金、利子及び割引料については、説明資料28ページに記載のとおりでございます。 
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 以上で説明を終わりますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 商工費の中に太陽光、またペレットストーブの補助が予算の中で入っており

ます。説明資料にもないのですから、22年度実績はゼロであったと、なかったと、そうい

った状況を踏まえ、新年度に向けては事業者にも枠を広げ、間口を広げることによって１

件、２件ほど太陽光については実績が上がっているというような、先般も十勝管内の太陽

光の補助が新聞報道にも載っておりまして、太陽光やっていると、二、三町やっていなか

ったかなと思いますが、ほとんどのところが太陽光やっていまして、ペレットストーブ、

大体この２つかなと、ペレットストーブも何町かが取り組みを見せているという状況が新

聞報道にもありました。それでなのですが、帯広とかよそのまち見ると上限枠いっぱいい

っぱいまできていまして、新聞報道見ますと中には大樹あたりは50万なんていう突出した

補助内容ということの中で出ています。浦幌の20万円という金額が決して低い、大樹は別

として、よそと比べて低いわけではないけれども、でもどうも利用されないという、この

現状を見たときに、浦幌は太陽の光もたくさんあって太陽光に適しているのだと言いなが

らも、どうも町としてそういう促進をしていこうしてもそれが町民にはね返ってこないと

いう、この現状。また、ペレットについても、町は産炭の新産業の部分で7,000万近い補助

金を出しながらペレット工場までできていながら、しかしペレットストーブ等の普及がさ

れていないという、この辺がどうも行政、町としてやろうとしていることと受け手の町民

との間に需要と供給のバランスが悪いというのか、やろうとしていることと町民がやって

ほしいこととがどうもミスマッチが起きているのかなと。しかし、やった以上どうしよう

もないというか、やった以上何とか使わなければならないから、間口を無理無理広げて事

業者まで広げている。それでもまだ一、二件ほどというようなこの現状、いま一度、今決

算、また新年度に向けてその辺の現状部分もちょっと説明いただきたいですし、これ需要

がないのであれば思い切って取りやめるぐらい、そして需要のあるほうへ向けていくのか、

もしくは需要がないのであればもっと上げて、これが足りないのか、20万円が足りないの

か、30万円ならいけるのかというような、ここら辺の兼ね合いも、これは私は検討に値す

ると思うのです。当然いっぱいですよと言われる程度なのかなと思うと足りないという現

状、この辺の部分の現状と町としてこの辺をどのようにとらえているのかということ、ゼ

ロという数字、せっかく新しい取り組みをしようとしても実績がゼロという、この現状と

いうものをどのようにとらえているのかということ、この辺ちょっと説明いただきたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 大変失礼いたしました。この説明資料の中に記載してございませんが、

いわゆる記載漏れでございます。昨年度木質ペレットストーブの購入費の補助金につきま
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しては９万7,000円の２台というふうなことで補助実績がございます。それとまた、平成

23年度現時点まで、太陽光発電が２件ございました。また、ペレットストーブが１件とい

うふうな状況でございます。それで、私どもとしては、今月の下旬発行の広報で改めてこ

のペレットストーブと太陽光発電の補助事業について広報を使って周知したいと。春先に

事業者まで拡大されましたという周知はいたしたのですが、ただこれから特にストーブに

ついては寒い時期に向かいますので、そういうところで補助制度があるのですというふう

な広報をしていきたいということで今準備を進めております。金額的な部分も含めて、町

が考えている20万なり15万なりというふうなことが町民のニーズとミスマッチなのでない

かというふうなこともご指摘ございましたが、ただこれは100％補助なわけではないので

す。導入をするのにきっかけづくりとして、何とか町民の皆さんも地球温暖化防止のため、

そして再生エネルギーの活用というふうなことの意味合いからもその経費に対する一部を

助成しながらきっかけづくりをしていきたいと、すべてを出すというふうなことではない

制度でございますので、その辺についてはご理解いただきたいなというふうに思います。

ただ、そういうふうにＰＲもしながら、なかなか件数が予算を消化するまでに至っていな

いという状況は確かにございまして、その辺では何としてももっと利用されるように啓蒙

するしかないのかなというふうに考えております。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 確かにほかの部分でも言いましたが、情報発信不足というのでしょうか、広

報紙、ホームページもそうなのですが、第３期まちづくり計画でも住宅だとかいろんな施

策を打っていますよね、だから町としてこういういろんなことをやろうとしても、結局そ

れが町民に伝わって使われなかったら何の意味もないことなのです。こういった太陽光の

部分についても、あくまでも今説明あったようにちょっと背中を押す、当然全額ではない

ですから、背中を押すきっかけづくりということは、それは了解できます。ただ、そのき

っかけづくりをする金額20万円がこの浦幌町としては妥当なのかということです。20万円

やっても、太陽光だと200万円ぐらいかかるというお話でしたか、そうすると20万円、事業

費の中の１割ということがきっかけになるのか、一歩踏み出すものになるのかどうなのか

ということだと思うのです。でも、現状からすると、今言ったようにＰＲ不足なのか、こ

れがまだ足りないのか、そういう需要が浦幌にはないのかと。太陽光というのは長いスパ

ンで回収にかかっていく、10年、15年、20年という回収ですから、これから家を建てるだ

とかというような若い方でないとなかなか、60も70もなった人がこれから10年、20年かけ

て回収していこうかという気には当然ならないですよね。だから、そういう浦幌の実情と

いうものも考慮した上で手を打っていかなければならないというふうに思います。 

 しかし、その中においてもこういう取り組みというものは浦幌も積極的に進めていくべ

きだと思いますので、この辺の部分の広報ですとか周知の部分というのは、これはせっか

くいいことをやろうとしているわけですから、この部分はまだまだしなければならないし、

あともう一つは、先ほど言ったようにどうもこれが浦幌町にミスマッチなのかなという部
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分が、どうも私はそんな気がしているのです。ですから、きっかけづくりのこういう事業

何でもそうなのですけれども、基本的にはお金持ち対応なのでしょうか、ある程度お金を

持っていないと出せないわけですから、200万ないと20万もらえないわけですから、200万

なんか到底出せませんというような現状ではこれ全然いかないわけです。だけれども、実

際今の経済状況、浦幌の中においてそのお金を出せるのかという、この部分だと思うので

す。ここら辺がどうもミスマッチなのか。ただ、全く浦幌がみんながみんな出せない。だ

から、これがどういうようなメリットがあるのかという部分。私もう一つ、これについて

普及しないもう一つの理由は、この工事がきちっと浦幌でできるのかということなのです。

太陽光パネルを浦幌の電気屋さんが対応できるのですかということなのです。こうやって

20万を補助しても、結局帯広なりよその業者が来て屋根の上にパネルを載せていくのでは

意味がないのです。地元でできないから、地元の業者の人もアピールをしていかない、営

業していかない。だから、普及していかないと。どうもここら辺も私は影響があるのでは

ないかなという気がしています。だから、そんなこともひっくるめて、浦幌町としてミス

マッチが起きていて利用されていないのではないかなという気がどうにもしてなりませ

ん、太陽光については。 

 ペレット工場は、あれだけ大きな工場つくりながら利用が少ないということです。この

ストーブが高いのです。物すごく高いのです。ここを何とかしてあげないとなかなか進ん

でいかない。でも、町としてもあれだけの補助金を出して工場もつくっているわけですか

ら、やはりこのペレットストーブを町としても使っていかなければならないです。留真温

泉でもいろんなそういうような使ったらどうですかというような質問もしましたが、たし

か副町長もペレットはコスト的に高いのだと、だから到底コスト的に使えないのだという

話だった、私そういうような記憶をしているのです。だから、浦幌町でさえ高いと言われ

ているものを民間が使えと言ったって、環境にいいのだから使えと言ったって民間は使え

ません。だから、そういったことも含めてある程度町としても積極的にそういうものを利

用していくという姿勢を見せていかないと、こっちはペレットストーブに15万円出してい

るのだから、あとはみんなそっちでやりなさいということでは、せっかく今やろうとして

いる地球温暖化に対する姿勢というものはどうもミスマッチが起きているのではないかな

という気がずっとしてならないのであります。この辺もう一度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。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 周知というところで町民の方に周知という部分ではどうしても、今はホ

ームページもございますけれども、じっくり見ていただけるのは広報紙なのかなと。ただ、

広報紙も各戸配布しておりますけれども、若い人はそっちでなくホームページですという

意見もあろうかと思います。その両面で広報活動はしていかなければならないのかなとい

うふうに思っております。 
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 それで、太陽光発電の中で200万かかるところ20万で１割だということで、200万用意で

きない人がこれを活用することはできないのだということもお話の中でミスマッチではな

いのか、これは最初から予定されていたことで、これはそれだけの経費がかかりますとい

うことについてはわかっていたことだと思います。それで、これについては再生エネルギ

ー法の関係もございまして、今後下がってくるという状況が見えてくれば町民の方々の設

置意欲にもつながっていくのかなと、技術もどんどん、どんどん進歩しておりまして、そ

の辺も安くできるのではないかというふうな新聞報道もございますので、それらに期待し

ていきたいなというふうに思います。 

 あと、工事が直接浦幌の業者さんができないのではないかということで、営業活動って

結構帯広のほうから入ってきていらっしゃるというふうなこともございます。そういう中

で地元業者の方も営業活動、そういうところも含めてなかなかできていないのかなという

ふうには思います。その辺での差があるのかなというふうに考えております。 

 あと、町として積極的にこれは公共施設にもというお話でないかなというふうに思いま

すので、その点についてはどなたかからお答えいただきたいと思います。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 全体的には再生エネルギー法の国の動向にかかわって町民、住民の方もい

ろんな考え方がまた変わってくる可能性もあるのかなというふうに思います。民間におけ

る太陽光発電等については、やはりコストの問題が一番大きな問題かなというふうに思い

まして、太陽光発電については耐用年数が実際にどのぐらいもつかというところが、パネ

ルができて、それまだ耐用年数に達していませんので、実際にどのぐらいもつかというの

ははっきりわかっていないのです。そこら辺の兼ね合いと、あとは電気の売電の問題、そ

ういったいろんな国の施策にかかわって国の補助金もありますし、町の補助金もあります

し、そういう中で最終的にいろんな中で変わってくるのかなというふうに感じています。

そういう意味では、積極的に今後周知徹底していきたいと。 

 公共施設にかかわるこういった導入の関係については、これまでも中学校における太陽

光発電、あるいは留真温泉についてはバイオマスエネルギー、コテージについてはペレッ

トということでそれぞれできる範囲で実施してきておりますし、今後も町の公共施設等、

いろんな計画ありますけれども、できる範囲、できる部分についてはいろいろ検討しなが

ら考えていきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。その辺十分周知をしていただきたいと思いますし、この後の

中学校のほうで質問しようかなという気もしていたのですけれども、浦幌はもともといい

と、日照時間が長い中でいいのだと言っていましたけれども、実際に浦幌の中学校に太陽

光が載っかったわけですから、よそのデータでなくて実物のデータが今この浦幌であると

思うのです。実際に浦幌でやるとこれだけの太陽光でこうだったよと、それによって実際
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幾らだったのだと、後でと思っていたのですけれども、中学校だって当然太陽光ですから

売って、収入になっているわけですよね、きっと売電しているということだと思うのです。

その辺の差額とかということが計算されると、そういったこともきちっと示してあげると

より一層購買意欲ってわいてくるというふうに思うのです。実際に載せて、そういうよう

ないい事例があるわけですから、そういったものもリアルタイムにどんどんと情報流して

あげることによって、あそこの中学校のペレットストーブについては実際に暖をとるとい

うところまではいきませんから、あれは見本みたいな、そういう教育的な要素で、だけれ

どもああいうことのきっかけが各家庭に普及していくのですから、そういう取り組みとい

うのはいいと思うのですけれども、実際に載っかって、そういった情報というものをどん

どんしていけると思うのですけれども、どうなのでしょうか、そういう数字がきちっと出

て情報公開って私していけるのでないかなと思うのですけれども、そっちのほうはどうな

のでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問ですけれども、月々の収入的なものは伝票で今把握し

ているのですけれども、現時点できちんとした数字はきょう持ち合わせておりませんので、

それにつきましてはまた中学校費の中で説明申し上げたいと思います。申しわけありませ

ん。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 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、あす９月13日午前10時

から本会議を開きたいと思いますが、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、本日はこれをもって延会とし、あす９月13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 ４時００分 


