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開議 午後 ２時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は12名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 議事については、配付しております日程表により進めますので、よろしくお願いをいた

します。 

 

    ◎日程第１ 議案第３１号 

〇田村議長 日程第１、議案第31号 平成22年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 予算の説明は、配付しております説明要綱に従って行いますので、質疑及び答弁は簡潔

かつ的確にお願いをいたします。 

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

 議会事務局長。 

〇泉議会事務局長 予算書28ページをお開き願います。歳出、１款１項１目議会費、本年

度予算額6,342万9,000円、この科目につきましては議会の運営に係る経費であります。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目一般款費、本年度予算額２億8,394万

1,000円、この科目につきまして総務所管事務に要する予算及び庁舎管理に要する予算を計

上している科目であります。主な増減は、１節報酬で９万6,000円の減額、４節共済費で納

付金、掛金の改定による2,544万9,000円の増額、２節給料、３節職員手当で1,547万6,000円

の増額内容であります。なお、１節報酬、13節委託料、14節使用料及び賃借料は、予算説

明資料13ページにございます。 

 なお、予算説明資料につきましては、平成22年度予算説明書付表の最後に水色の冊子が

ございますが、最後のほうにありますが、歳入については１ページから12ページ、歳出に

ついては13ページ以降になっておりますので、あわせてよろしくお願いいたします。 

 次に、31ページをお開きください。２目情報化推進管理費、本年度予算額7,979万9,000円、

この科目につきましては各種電算システム、総合行政ネットワークシステム、庁内ネット

ワークシステム等の維持管理に要する予算を計上している科目であります。主な増額は、

12節役務費で通信運搬費158万1,000円、13節委託料で総合行政情報システムソフト保守業

務委託料54万3,000円、ＩＤＣ業務委託料50万円、グループウエア更新業務1,000万円です。

この関係については、設置から７年を迎えておりまして、この内容につきましては行政イ

ントラの更新に必要な委託料でございます。14節使用料及び賃借料、総合行政情報システ

ムソフトウエア借り上げ料110万9,000円、戸籍システム機器借り上げ料44万円、庁内ネッ

トワークシステム電算機器借り上げ料210万4,000円、ソフトライセンス料551万1,000円、

ウエブコンテンツシステムサーバー借り上げ料の28万4,000円、ウエブコンテンツシステム

ソフトライセンス料48万2,000円の増額内容です。なお、次のページにございますように、
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32ページの14節、使用料の関係のソフトライセンス料以下はホームページに係る借り上げ

料でございます。主な減額は、13節、総合行政システム機器保守業務委託料が178万4,000円、

庁内ネットワークシステム機器保守業務委託料が35万円、庁内ネットワークシステムリプ

レー基本設計料が350万円、並びに備品につきましては昨年庁内ネットワークシステムリプ

レー機器更新完了に伴いまして2,980万円の減額になっております。なお、13節委託料、14節

使用料及び賃借料、予算説明資料13ページ、14ページに記載しております。 

〇佐藤まちづくり政策課長 続いて、３目文書広報費、本年度予算額420万9,000円です。

本科目は、広報及び広聴にかかわる目でございまして、主に「広報うらほろ」印刷経費を

計上いたしております。特に説明はございません。 

〇賀下施設課長 ４目自動車管理費、本年度予算額1,242万1,000円、この科目につきまし

ては施設課で集中管理している公用車40台分の維持管理の内容でございます。増額の主な

ものは、11節需用費の燃料費、車検台数の増に伴います修繕料、手数料、自動車損害賠償

責任保険、自動車重量税でございます。 

 以上でございます。 

〇上村総務課長 ５目財産管理費、本年度予算額2,025万4,000円、この科目につきまして

は町有財産の管理等に要する予算を計上している科目であります。主な増額は、15節工事

請負費で1,570万円の内容であります。なお、13節委託料、15節工事請負費関係につきまし

ては、予算説明資料15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。34ページ、６目財政調整等基金費、本年度予算額２億

3,308万円、この科目につきましては基金の積み立てに要する予算を計上している科目であ

ります。増額は、25節積立金で地域振興基金積立金でございます。１億9,860万円でござい

ます。この関係につきましては、浦幌乳業株、有価証券売却収入に伴う積立金でございま

す。なお、減額は、減債基金積立金、昨年7,000万でございましたが、本年3,000万の内容

でございます。なお、この減債基金の22年度末残額は、１億2,000万になる予定になってお

ります。なお、この関係につきましては、釧路産炭地域機構より地方債として１億2,000万

ほど借りております。これらが繰上償還の申し出があったときに、この減債基金を充てた

いというふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ７目企画費、本年度予算額3,659万2,000円です。この科目に

つきましては、企画振興及び町懸案事項推進並びに厚内ミニサテ局デジタル化にかかわる

科目でございます。また、関係団体に対する負担金の計上でもあります。１節報酬244万

6,000円につきましては、第３期まちづくり計画を策定するために総合振興計画審議会と、

それから新産業創造等活用事業審査委員会等の報酬でございます。８節報償費75万円につ

きましては、男女共同参画並びに郷土まちづくり意識高揚のための講師謝金でございます。

それから、９節旅費でございますが、65万9,000円につきましては、総合振興計画審議会並

びに新産業創造等の活用事業審査会開催に伴う費用弁償でございます。11節需用費でござ
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いますが、244万2,000円でございます。第３期まちづくり計画書の印刷代でございます。

12節役務費につきましては、32万9,000円でございますが、ふるさとづくり寄附奨励事業の

記念品の郵送料でございます。13節委託料257万8,000円につきましては、総合振興計画策

定業務委託料等でございます。それから、14節使用料及び賃借料につきましては、土地使

用料、それから印刷機械の借り上げ料でございます。それから、15節工事請負費602万

4,000円でございます。厚内ミニサテ局デジタル送信設備整備の工事の関係でございます。

それから、17節公有財産購入費でございますが、1,887万8,000円でございます。厚内ミニ

サテ局のデジタル送信設備でございます。現在も厚内市街地区では、難視聴対策のため放

送受信施設が運用されております。このたびデジタル送信設備に改修するものでございま

す。19節負担金、補助及び交付金につきましては、変更ございません。 

 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。 

 ４番、森議員。 

〇森議員 35ページの北海道横断自動車道の関係についてお尋ねをいたします。北海道横

断自動車道の本別インターから浦幌インターが昨年の11月に完成になりました。しかしな

がら、この中のサービスエリアがまだ完成しておりませんけれども、この辺の完成期はい

つごろになるのか、またこの高速の工事が始まるために貴老路地区、栄穂地区の町道の延

長あるいは号線を町道に認定しまして、工事関係ができるように認定いたしましたけれど

も、高速道路が開通になりまして、今後この町道と認定された道路はどのような管理体制

になっていくのか、その辺のことをお尋ねいたします。 

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 サービスエリアの関係でございますが、現在サービスエリア

の部分整地されてございまして、ある程度舗装も進んでございます。ただし、まだトイレ

等の整備等が終わってございませんので、あの地区の水回りの関係の工事が進まなければ

できないということで、まだいつの時点になるかということは詳しくはお聞きしてござい

ませんが、近い将来だと考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 施設課長。 

〇賀下施設課長 町道の関係についてですが、北海道横断自動車道の高速道から町道にか

けての取りつけ道路につきましては、除雪等につきましては開発建設部のほうで管理して

いただいていますが、それ以外の町道につきましては町が管理していかなければならない

と考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 工事に使われた道路というのは、非常に大型車だとかそういう重い車が通った
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後で、舗装のひび割れだとか、そういうところもあるのかなというふうに思います。受け

入れるときにその辺のことも十分に見て、受け入れして、またあちらこちら直すというこ

とのないようにひとつお願いしたいなというふうに思っております。除雪のほうは今説明

がありましたけれども、夏場の草刈りだとか、その辺はどのような計画をなされているの

でしょうか。何か去年あたりは地元の方が行きしな、畑が町道を通っていくところもあり

ますから、周りの方が町道の草刈りをしたということも聞いておりますけれども、その辺

はどのような計画をなさるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 町道については、町道管理の中で草刈りも含めて今後管理していかなけ

ればならないと考えております。それと、町道が国道の取りつけ道路ということで、大型

車両が通って道路が傷んでいる状況というのがあると思いますが、それは雪解け過ぎて状

況を確認して、帯広開発建設部のほうと打ち合わせをしながら進めてまいりたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ただいまの補修の関係でございますけれども、18年の５月か

ら数年間土砂運搬等でそれぞれ道路使われておりますけれども、その時点で振動調査、そ

れから騒音調査等を事前に行っておりまして、事業が終了後再度また検査して、悪いとこ

ろについては修復していただくというお話で進めさせていただいておりますので、もし何

かありましたら、お気づきの点がありましたら、ご連絡いただければなと思います。よろ

しくお願いします。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 34ページの財政調整等基金費についての内容についてお伺いしたいと思うの

ですけれども、この中で地域振興基金積立金ということで１億9,860万ですか、これはたし

か三セクでありました森永乳業の株の売却費が大体これに該当するのかなと思っているの

ですけれども、基金としてはいろいろ、目的基金、いろんな形でたくさんの基金はありま

すけれども、地域振興基金としてこれを置かなければならない、今後これをどのような形

で活用するのかということに対しての詳しい説明をまずお伺いしたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 最初に私のほうから、地域振興基金につきましては地域における福祉活

動の促進、快適な生活環境の形成、地場産業の振興等を図るための財源として地域振興基

金という形で積み立てをしております。そういった中身でございますので、これをこの内

容から見て何に使うかについては、今理事者のほうから答弁をさせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 
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〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 活用方法につきましては、今の目的に沿って活用していくということであ

りまして、具体的に何に使うかということについてはまだ、これから検討するということ

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 今言った非常に広範囲な形で使える基金になるけれども、それであるならば、

本当に地域振興という名のもとにいろんな形で使えるのなら一般基金と同じような考え方

かなと思うので、そうすると前回の同僚議員の一般質問の中で、特に酪農に関しては、浦

幌乳業ですから新規就農者に対する大きなウエートも占めている産業でありますので、そ

ういうこともやはり頭に置いてやらなければならないということと思うのですけれども、

それについては前回町長は研修制度があるから、今のところ使う予定ないという考えなの

ですけれども、今まで三セクとして浦幌乳業、特に酪農にかかわる大きな事業の中で得た

利益と言ったらおかしいですけれども、果たしてこの株価の評価が正しいかどうかという

のはさておいて、もっと広範囲に使うべきでないかと。そのためには、わざわざこのよう

な地域振興という特別な名目の基金として積むことが妥当なのかなという認識しているの

ですけれども、それについての考え方もう一度お伺いしたいのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 地域振興基金そのものについては、総務課長から話しましたとおり大変幅の

広い使い道ができる基金でありまして、浦幌乳業の株式売却で得た益といいますか、売却

代金１億9,860万、これをこの基金に積んでおいて、酪農もそうですし、まさに地域振興に

かかわるものについて幅広く使っていこうということでありまして、これを財政調整基金

などに積まないで、これはこれとして地域振興のために使っていきたいと、今後ともそう

したいということを明確に地域振興基金に積んだわけでありまして、今後とも地域振興に

かかわるものについて全般的にいろんなものが出てくると思いますけれども、それに対し

て使っていこうという考え方でいるところであります。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。町の発展のために大いに活用することを望むわけですけれど

も、そこでもう一点、ちょっと先の説明になってまことに申しわけない。70ページにアグ

リチャレンジャー支援事業の補助金返還金というのが今度は出てくるわけですよ、約

3,500万です。これは、はっきり言って浦幌乳業から手を引いたことにおいて、アグリチャ

レンジャーの交付金事業が結局償還前に終わってしまったということで、行政が手を引い

たから補助金を3,500万を返さなければならないという、これは間違いないですね。これ次

の説明ですから、ちょっと先走って申しわけないですけれども。ということは何が言いた

いかとなると、ここで約１億9,000万、約２億円の売却、有価証券の売却として出てきた金
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額がここで3,500万というのははっきり言って消えてしまうわけですよね。数字的には別会

計から出しますからいいですけれども、内容的には簡単に言うと1,500万程度で売却した形

になると思うのですけれども、そこでお伺いしたいのですけれども、約２億円、これは行

政が三セクとして３分の２は当然行政持っている。３分の１は農協が持っているわけです

よ、約１億円、約３億円で売却しましたので。そうすると、ここに出ているアグリチャレ

ンジャーの償還金は３分の２を持っている行政だけが負担すべきものなのかなと、売却益

の中で償還に案分すべきということでないのか。その辺の考え方というか、お伺いしたい

のですけれども。 

〇田村議長 総務課長。 

〇上村総務課長 先ほどご質問ありました歳出のほうで組んでいる。当然その分が１億

9,800万から差し引かれるのでないかという形ですが、26ページに雑入がございます。歳入

の中で雑入の中で27ページの雑入、下から２番目にその分については直接浦幌乳業から一

たん雑入として3,455万3,000円受けます。そのものは直接歳出で出す。ツーツーというこ

とでございます。１億9,800万には別に影響がないという形でございますので、よろしくお

願いいたします。 

〇野村議員 わかりました。よく精査していませんでした。ありがとうございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も今の地域振興基金、この積立金について、まず先にこれを聞きたいと思

っておりますが、言うまでもなく浦幌乳業の部分でありますから、私は昨年の９月、第３

回定例会でもこの件について一般質問をさせていただいております。その中で、株の売却

になったということについては株主である町、農協、また浦幌乳業の役員さんの中の決定

ということでありますから、これは尊重しなければならないと、ましてや議会に諮るもの

でもないと明確な答弁をいただいていますので、このことはいいのですが、その中で今現

在浦幌乳業において勤めている方々の不安について私は質問させていただいております。

その点につきまして、町長も今後またいろんな部分で、浦幌乳業も役員会等あった中で、

労使の関係ですから、いろんな意見がありながら、その辺の不安解消には努力をしていく

ような旨の答弁をいただいていると思いますが、その後、もう今月いっぱいですから、い

ろんな協議があった中で今現在働いている方々の不安解消には努力されてきていると思い

ますが、まずその点についてお聞き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 浦幌乳業の森永への株の譲渡につきましては、昨年の９月の９日の定例議

会において行政報告をさせていただきました。その後議会からもいろいろとご質疑の中で

今のようなご意見も出ておりましたので、それらについて森永とのやりとりといいますか、

その辺についてでありますけれども、まず10月の14日に森永のほうから直接担当部長、室

長来ていただいて、浦幌乳業の社員の方への説明ということでまず１回、そういう場を設
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けました。続いて、11月の19日に森永乳業の本社に町長並びに社長、農協の組合長訪問し

て、いろいろとお話をさせていただいた。続いて、12月の24日に森永乳業から来ていただ

きまして、浦幌乳業の取締役会の場で直接いろんな問題について協議をしたという内容で

ございます。それで、従業員の方々の不安の問題等も出ているわけでございますけれども、

こういった中で十分話し合いをしながら、社員の方については引き続いて継続して雇用し

ていくということであります。また、その内容、就業規則等の改正については、当面はこ

のままでいくけれども、順次見直しするものは見直していくという内容でございます。ま

た、日給月給の方、パートの方、請負者の方、そういう方々についても引き続いてやって

いくということで、ただ派遣の方々については派遣法という一つの問題がありますので、

それらについてはいろいろとクリアしなければいけない問題があるわけでございますけれ

ども、その辺については具体的にどういう採用の方法がいいのかということで派遣先の会

社と森永と今協議をしていまして、近々一つの方向が出るというふうに考えていまして、

基本的には今の従業員についても引き続き雇用していくという内容になっております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今の派遣の人方については、９月の時点でも町長も、派遣法という法律が変

わっていくわけですから、この辺は当然法律の推移を見守りながら考えていかなければな

らないことだろうというふうに思っています。今言われるようにその辺は踏まえながら、

しかしどういう方法であろうとも社員の方々の雇用、またパートさんというのですか、派

遣の方々の雇用、どういう形であろうとも、その法律をクリアしながら60名ほどおられる

今現在働いている方々の雇用は守られるということですから、これについては当初これは

覚書の中でも雇用は守るという、この部分、また工場が浦幌からどこかへ行かないという、

この２点については当初からの覚書で約束していることですからあれですけれども、私が

前回も質問した中で心配しているのは、雇用は守られるということはわかるのです。ただ、

雇用が守られるだけではなくて、給与等いろんな待遇面がどういうふうに変わるのかとい

うことが、働いている人方はやっぱりそこが一番心配なわけですよ。この辺は、前回も森

永は森永のやり方があるのでというような話もありますが、それは当然なのです。だから

こそやっぱり働いている人は心配なのです。 

今副町長言われるように、当面は今の現状の形でいくと言っていますから、その当面と

いうのも１年なのか何なのか、例えば１年後になったらまたどういう形になっていくのか

ということがわからないということが、この辺の詰めというものをもっとしっかりしてあ

げて、そういう部分の待遇面、雇用だけでなく、雇用を守ったからいいということではな

く、それからもう一歩進んだ部分の待遇面の確保、確約等もとってあげないと、働いてい

る人にしてみたら、それはいろんな状況の中で株主がかわったという、これはやむを得な

い部分もあるのでしょうけれども、その部分というものはもっと親切丁寧な一歩踏み込ん

だきちっとした対応というものが私は必要だと思うのです。株も今月いっぱいですから、
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４月になりますと町としても議会としても、もう三セクではないですから、一民間企業に

対してどうのこうのということにならないです。やはり今月中、株の譲渡の前に最低限の

そういうフォローというのでしょうか、それは株主であった町の責任として私はあるとい

うふうに思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 浦幌乳業の従業員の皆さんの雇用の面については、今までお話をさせていた

だいておりまして、労働組合の方ともお話をさせていただいています。基本的に浦幌乳業

という会社は残るわけでありますけれども、株主が違うと、かわってくるということで、

雇用の面について、あと待遇の面についてはドラスチックに変わることはないという口頭

での確約はいただいておりますけれども、いかんせんそれは、例えば給与ではなくて賞与

の分については、これは業績のことによって、これは三セクであっても変わってくるわけ

でありますから、この辺については今度民間の森永になれば、当然これも変わってくると

いうことは間違いないだろうというふうに思います。そのとき、そのときの情勢は、当然

あるだろうと、賞与についてはあると思います。ただ、待遇面については、前から皆さん

にはお話をさせていただいて、森永さんとしての待遇もある。いいところもあるでしょう

し、違うところ、悪いところというか、下がる部分もあるだろう。これは、やっぱりその

企業、企業であり方があるのではないかなというふうに私は思っていますし、それは仕方

がない部分あるのでないかなというふうに思っています。 

 ただ、基本的には雇用を守るということが第一前提ですから、これは絶対守られていく

というふうに思いますし、あとは森永さんというのは国内でも大手の企業でありますから、

その企業の給与水準、処遇水準がほかに比べて極端に落ちるということについては考えに

くいというふうに私は思っています。そういう意味では、大企業としての待遇というのは

それほど心配するものはないのではないかなというふうに私は思っていますし、そうある

べきだというふうに思っています。その点については、森永さんとも浦幌乳業の就業規則

等々についてはよく調査をしながら、そして大きく変化はすぐにはしないということは確

約いただいていますから、一つ一つ突き合わせているわけではありませんけれども、私は

森永乳業の待遇水準が低いとは考えにくいというふうに思っていますし、そういう面では

従業員の皆さんにはお話をさせていただいているところであります。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 その辺、しつこいですけれども、要するに森永乳業浦幌工場ではないわけで

すよね、株主は森永ですけれども、あくまでも浦幌乳業のままですから、あくまでも今現

在浦幌乳業の就業規則というのですか、条件のままいくということですから。だから、森

永乳業というのは今言われたように大きな会社ですから、そんなに給与とかいろんな部分

で悪くはないですけれども、あくまでも今は浦幌乳業の株主が森永になったということで

すから、この辺がすべてそういう形の中が森永乳業と同じ状況にいくのかなという、この
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辺です。だから、そのことも今町長言われるように森永乳業というのはそういう大きな会

社だから、そんな極端なことにはならないという口頭での確約ももらっているし、そんな

に心配することないのではないかと町長は言われますが、当事者の人方にしてみたら、働

いている人にしてみたら、大丈夫だと思うよと町長が言っても、それをすべてが町長言っ

ているから大丈夫だということにはならないのではないでしょうか。私は、株主のこうい

う決断を下した責任として、町民なのですから、今働いている方々も。 

 例えば北海道にも別海、佐呂間ですか、十勝の浦幌乳業を３大拠点にすると言っている

わけですから、内地は別としても、北海道のほかの２工場と比べて今の浦幌乳業の状況が

どうなのか、高いのか、低いのか、その辺のすり合わせをして、今現在考えると、この待

遇が上がるのか下がるのかというような、ある程度そういうフォローというものは私はす

べきだと思うのです。だけれども、そういうことをするのは今月いっぱいしかできないわ

けですから、そして最低限の、この決断は変わらないのですから、今いる働いている人方

が安心して次に向かえるような最低限の、私はそのぐらいの努力はするべきだというふう

に思うのです。これからでもそういうものをつくらせることは私できると思うのです。今

の役員さん方もどういうふうになるのか私わかりませんが、今いる役員さん方も今働いて

いる方々の雇用を守り、そして安心な生活を守るためにはそういった部分はもっときめ細

かい対応が必要だと思いますが、３月いっぱいですから、株譲渡まで本当にごくわずかに

なりましたよね。これからの短い期間ですけれども、そういった努力をされるようなお考

えはございませんか、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 中尾議員の言われている意味は大体わかりますけれども、私は就業規則を一

つ一つ突き合わせてやるということは、これは会社同士ですから、違いはあります。就業

規則をどこに突き合わせるのがいいのかということについては、私は一つ一つやることは

ちょっと不可能だろうなというふうに思います。森永さんからは、今言われたように別海、

佐呂間、そういう工場と少なくとも同等の待遇改善をしていきますよという話はしていま

す。これは、森永乳業としては、本社とすそ野の企業とはやっぱりそれぞれ違いがあると

思います。そういう面では、ほかの別海、佐呂間と同じもの以下にするということはない

ですよという確約はいただいています。ただ、それを一つ一つ就業規則を突き合わせてや

るということは、私どもとしてもできる話ではないのではないかなというふうに思ってい

ます。ただ、前から言っているように、給与の格差はあると思います、これは。ただ、そ

れをドラスチックに変えるということは当面はしませんというお話をしていますから、こ

れについては信用していくしかないだろうなと。 

 ただ、保証しろ、保証しろと言われますけれども、一つ一つそれを今の浦幌乳業のあり

方をそのままずっと続けなさいということは、私どもとしても森永には言える話ではない

のではないかなと。それから、賞与だけではなくて、就業規則も含めて、やっぱりそれは
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森永乳業のあり方で突き合わせていくことに、徐々にでも突き合わせていくことになるの

ではないかと。将来にわたってずっとそれを今の待遇、就業規則を守っていきなさい、守

ってくださいと、そういう部分の確約はなかなかできるものではないのでないのかなとい

うふうに思っていますし、ただ、今の浦幌乳業の従業員を雇用するということと、そして

それの処遇についてはそれほど大きく変えないということについては森永さんから確約を

していただいていますから、それは信用していくしかないのではないかなというふうに思

っています。 

 森永乳業が撤退して、最初浦幌乳業の従業員の人の給与水準については森永さんの７割

水準で当初スタートしたという状況があります。そういう意味では、森永さんと比べれば

低いということは明らかだろうなというふうに思っています。その後給与の上げ下げがあ

りますから、今も７割かということはわかりませんけれども、スタートがそういう経緯で

すから、森永さんより上がっているということは間違いなくないと思いますし、それに近

づいていくということがもっと浦幌乳業の従業員にとってはいいのかなという思いはして

いるところであります。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も一つ一つの就業規則をすべてを突き合わせなさいとかということではな

いのです。今も町長言われたように、一番問題になるのは収入面とか、やはりそういうこ

とだと思うのです。だから、私は、今言うように今度は民間になるわけですから、当然今

度は森永乳業主導の中で事が進んでいくことはしようがないのです。だから、その中では

急激な変化はしないけれども、それは森永になるわけですから、今までどおりではないと

いうことも私も理解しますし、当然今働いている方々もそれは理解をしていると思うので

す。だから、それはいいのです。ただ、変わるのであるならば、どういうふうに変わるの

であろうかということが不安に思うところだと思うのです。ここなのです、私が言いたい

のは。だから、すべてを合わせるということではない。だから、大枠に、例えば40歳の課

長級とか係長であれば大体このぐらいだとかという、年収がこうだとかというような、そ

ういうようなある程度のすり合わせをした中で、だから今の浦幌乳業は佐呂間、別海に比

べると給与が低いのだとか、同じぐらいだよと、高いよとかと、ここら辺が、今の自分た

ちの立ち位置がどういう立ち位置にいるのか。就業規則もあくまでも浦幌乳業ではなくて

森永乳業に合わせていくのであれば、森永乳業の就業規則はこうだよと、こういう形にな

るのだよと、あとは自分たちが突き合わせてみれば、どういうふうに変化していくかわか

るわけだから、すべてをというわけではないですけれども、保証しろということではない

ですけれども、そういうように従業員の方々の不安を解消する部分というのでしょうか、

それを町としてももっと積極的にかかわって、当然これは町だけがやることではないです、

会社がやることなのですから。しかし、町としても株主という、筆頭株主だった責任の中

でそういった部分をもっと丁寧、きめ細かい対応というものが私は必要でないかと申し上

げているのですが、この辺はいかがでしょうか。どうも町長と僕と考え方の相違があるよ
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うなのですが、私はそういうもっと細かい部分というものを今月３月31日までにするべき

ことがまだまだあるのではないかというふうに申し上げているのですが、いかがでしょう

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 森永乳業さんの就業規則が我々わかっているわけではありません。先ほど副

町長が申し上げたとおり、森永乳業さんの関連会社の事業部長が来て、そして従業員に説

明しているのです。それは、今佐呂間、別海含めて森永乳業の関連会社がこういう状況で

すよということを説明しているのです。森永乳業が来て説明しているわけですから、我々

が来て説明するわけではなくて、より詳しい関連の事業部長が来て説明しているわけです

から、従業員の皆さんには当然そのことについては説明をして、そして納得するというか、

きちんと説明はしていただいているものというふうに思っています。これが去年の10月の

14日に来られていますので、それについては私どもがお話しするよりはきちんと説明は受

けているのでないかなというふうに思っています。 

〇田村議長 ここで報告をいたします。 

 ただいま12番、岡田愛啓議員が出席されました。 

 よって、ただいまの出席議員は13名です。 

 審議を続けます。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 町長言われるのもわかります。直接当事者である森永乳業が来て、直接従業

員に説明しているということ。だけれども、この場には町としてはだれも立ち会っていな

いのですよね、きっと。だから、それがどういう説明があって、どうだったのかというよ

うなことも、売ってしまえばいいということではない、最低限の確約されればいいという

ことではなくて、町として町長が行かなくても担当課長でも行って、担当課が行ってしっ

かりと、どういう内容だったのか、町長、これは大丈夫だったよというような、そういう

フォローというのでしょうか、その部分が必要だというふうに私は認識するのです。最低

限雇用は守ったよと、パートさんも使ってもらえるよと、もう浦幌乳業はどこにも行かな

いよと、森永がここでやってくれるよと。あとは、もう大丈夫だと思うよということでは

なくて、実際に当事者としてみたら不安ですよ、町長。私は、その不安に対して、実際に

どうだい、大丈夫なのかいと、今働いている人方は組合の方々もいますわね、その方々の

本当の生の声というのでしょうか、そういうことを聞く、そういうきめの細かい部分とい

うのでしょうか、当事者にしてみたら株主がかわるなんていうのは一大事ですよ。相手の

立場に立って、これから３月の末までに本当にどうなのだというような、もし万が一何か

要望がないのかいとか、何かそういうような今働いている人方の生の声を聞く部分という

のでしょうか、株主であり役員ですから、そこら辺の努力を３月31日までにもう一つ二つ

することがあるのではないのでしょうかということなのですが、いかがでしょうか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 どうも話がかみ合わないようでありますけれども、先ほど事業部長が来てお

話ししたときは、今の浦幌乳業には経営者がいるわけです。経営者が当然立ち会って、そ

れでお話を聞いて、従業員に納得できるまで話をしていただいたということでありますの

で、私ども株主としてそこに行って立ち会いしてやる云々というのは、ちょっとおかしい

のではないのかなというふうに思います。 

 それと、もう一つ、３月26日に実は組合の方とお会いすることになっています。その後

また副社長も帯広へ来ることになっておりますので、その辺ではきちんとお話し合いはで

きるのではないかというふうに思っています。今中尾議員が言われるように組合の方が不

安があるのであれば、そのときにもお話をできる機会は当然あるだろうというふうに思っ

ていますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 ３月の26日にそういう場所も設けられているのだったら、最初に言ってくれ

ていればまたあれだったのですが、そういうことを私は言いたかったのです。直接生の声

を聞いて、今働いている方々の不安を解消する努力を私はまちとしてもそういう声を聞く

場というものも１回、２回は設けるべきだと。ただ、心配なのは、３月26日といったら譲

渡する本当に目の前ですから、ここら辺が、そのときに聞いて、町長、実はこういうとこ

ろが不安があるのだという声が出たときに、それに対してどういうような対応をとれるの

かという部分です。だから、ここら辺が私もちょっと不安なのですが、私は今町長が言わ

れた３月26日に組合の方々も会うという、これをしてほしいという思いでずっと質問して

いたのですよ。町としてやることがあるのでないだろうかということは、そのことだった

のです。そこで生の声を聞いて、いろんな意見があれば言ってもらうと、聞くと、そこで

町としてできることは、森永乳業のほうにしっかりと伝えることは伝えるということを私

はしていただきたいという思いでずっと今質問していたのですが、今町長が26日にあると

いうことですから、その内容についてはまた後日何かの形で、こういう形で今の働いてい

る方々の雇用の部分も含めて、働いている方々のいろんな部分もこういう形で話があった

ということはきっと何かの形で報告いただけるのでしょうが、私はそのことを望んでおり

ました。 

 また、そこで関連しますが、今働いている方がそういうことなのです。先ほどの同僚議

員の質問にもかぶってきますが、去年の９月にこの話が出て、今３月、これ予算執行する

のに、先ほども基金に積んで、産業だとかいろんな広い範囲でやるという形ですけれども、

今これから検討していくということですよね、使っていく部分で。９月の部分でこういう

話が決まっていれば、当然２億近いお金が全部使わさるということではないけれども、町

長も今年最後ですよ、最後の年ですよ、１年。町長が重たい決断をして得た、得たお金と

言ったら変ですけれども、このお金をこれから１年考えたって、来期どうなるかわからな
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い形の中でこれでいいのでしょうか。町長として重い決断して得たお金は、私は何がしか

の金額はこういう形で私は考えて使うのだというような、そういう考えがあってしかるべ

きだと思うのです。これから考える、ゼロからということだと、私この基金本当に生きて

くるのかなという気がしますが、その辺の考え方についてはいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 この26日、組合の方とお会いするというのは、組合の方のほうからお話あり

まして、今までの経過があって、お礼も含めて、今までなかったこと、前には１回あった

のですけれども、最後にお会いしたいということで来られるということで、その話を聞く

ということではないという認識は私はしていまして、経営者のほうからは組合として何か

要求するようなものがあるのかというと、そういうものはありませんというお話でしたか

ら、そういうことはないのかなというふうには私は思っていまして、日程は言わなかった

わけでありますけれども、いずれにしましても、組合の方とお会いすることになりますか

ら、そのときに何かもし不安の要素があるのであればお聞きをさせていただきたいという

ふうに思っていますし、その３日後に副社長とお会いすることになっていますから、伝え

ることができるだろうというふうに思っています。 

 それと、１億9,860万、これが今株式の売却が初めて確定しました。これについては、ア

グリチャレンジャーのお返しする金額が国との関係でなかなか決まらなかったということ

で、最終的に確定をしたわけでありますけれども、これは昨年から国の１次補正、２次補

正、大型の補正予算が組まれました。浦幌町としては、第２期まちづくり計画にのってい

るいろんな事業を先取りしながら事業を進めてまいりました。昨年も最終的には大変大き

な予算になりました。十分とまではいきませんけれども、大きな事業ができたのではない

かと、特に地域活性化のための事業はできたのではないかというふうに思っています。そ

ういう意味では、この１億9,800万を今すぐ何かに使うということではなくて、本当に浦幌

町のためになるもの、これをやっぱり精査しながら使っていきたいと。例えば単純に道路

を直すとか、そういうものではなくて、あくまでも活性化になるものに使っていきたいと

いうふうに思っています。そういう意味では、昨年大変大きな３億何がしかのお金が、補

助金が来ましたので、そういうものではない本当の地域の活性化につながる何かの事業的

なものを今後組んでいきたいというふうに思っています。私も１年ですから、これがどう

いうふうに１年の中で生かされるかどうかわかりませんけれども、地域活性化基金であり

ますから、いろんな部分に使っていける基金です。そういう意味では、本当に地域の活性

化になるもの、これを精査しながら、本当の事業として上げていけばいいのかなというふ

うに思っていまして、今度の新年度予算にそういうものを上げるのではなくて、本当に地

域でこういうものをやりたいという声が上がって、また町としてもこれはやったほうがい

いというものが出てくれば、１億9,800万の使い道があるのかなと。本当に大きな事業をや

れば、それほど大きな金額ではなくなりますので、これをどのように使っていくかについ
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ては慎重に審議や検討をしていきたいというふうに思っ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 26日の話し合い、私もちょっと認識が違いましたが、町長今言われましたよ

うに、そういう機会に何かあればお聞きをする用意もあるということですから、この辺に

ついてはぜひ弾力的に意見を聞いていただいて、働いている方々はサラリーマンですから、

今度株主がかわるとなれば、そこで物を言うと親会社から目をつけられるとか、いろんな

そういう不安要素があって、言いたいことも言えないような部分ってやっぱりあると思う

のです。だから、そこら辺を町長が酌み取って、町として酌むものは酌んであげて、町の

ほうからしっかりと伝えてあげるという形をとらないと、何かあったらきちっと言えばい

いのだといっても、なかなかそうはならないですよ、これは。だから、私は、その辺を含

めて町長に今働いている方々に対してのきめの細かい対応というものをぜひ望みたいと思

いますので、この部分については答弁いいですけれども、ぜひその辺だけは働いている人

の身になって対応していただきたいというふうに思います。多分26日しかないと思います

ので、26日にぜひ相手の身になって声を聞いてあげて、最低限の声は森永のほうにしっか

りお伝えをいただきたいなというふうに思っています。 

 それと、基金について、今言われたように、その考え方もわかります。ただ、私１つ、

この基金の使い方について心配な部分、心配というのですか、例えば産炭のお金あります

よね。新産業は別としても、いろんな事業に使われていますよね、今回の予算書でもいろ

んな部分に使われているのです。一つ一つの事業というのはみんな、要らない事業はない

わけですから、一つ一ついろんな部分に細かく使っていくというのも一つの使い方だし、

何か一つのところにまとめてどんと使うというのも一つの使い方だし、だけれども最初か

ら使ってしまうと、もうどんと使うことはできないわけだから、ここら辺の基金の使い方

というものはある程度考えて使っていかないと、これを使って何をやりますといっても、

そのこと自体はいいのですが、そうしてしまうともうまとまった事業できなくなってしま

うので、そこら辺の部分を町長としての方針を出しながら、せっかく町長が重たい決断下

して得た基金ですから、この部分についてはそういうような形で町長がある程度の姿勢を

示すということが必要になってくるような気がするのですが、その点についてはいかがで

しょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 その点は、本当に中尾議員言われるとおりだと思います。これを小刻みにし

て使ってしまうと、先ほど言ったように町としてそれほど大きな金額ではありませんので、

これを小刻みに使ってしまうとすぐになくなってしまう、底をつくということは明らかだ

と思います。そういう意味では、国ができなかったソフト事業的なもの、そしてまた今浦

幌町が抱えている定住、移住的なもの、また後継者不足的なもの、そういうたくさんの課

題がありますから、そういうものを見定めながらこれを生かしていくということが大切で
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あろうというふうに思います。そういう意味では、何でもかんでも出して、すぐやろうと

いうことではなくて、そういうものを見定めながら使っていきたいというふうに考えてお

りますので、ご理解をいただきたいと思いますし、これは細かくして使うということでは

なくて、この基金を生かす道を、どのように使っていくのか探していくのかということが

大変大切だろうなというふうに思っています。そういう意味では、できるだけ浦幌町が抱

えている課題に即応できるような基金にしたいなと、使い方にしたいなというふうに思っ

ていますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 私は、31ページと32ページにわたってちょっとお伺いいたします。 

 31ページは、真ん中辺に総合型ＧＩＳ構築委託料2,000万、これ昨年も同額で、昨年の説

明によりますと、庁内ＬＡＮ一元管理するために必要なお金だということでご説明をいた

だきました。これは、毎年構築料、この2,000万という委託料はかかっていくのかどうかの

確認と、今３Ｄと言われる時代、映像や何か、もう全部、道路、河川、山、全部図面とい

うか、映像で管理するような時代が今来るのだろうと思うのです。そのためのかなという

ふうに勝手に想像していたのですが、これの説明をもう一度お聞かせください。 

 それと、32ページ、先ほど課長のほうからホームページに係るものということで14節の

ご説明をいただきました。昨年もホームページに関してちょっと質問をしてみたのですが、

動画なんかも導入して、目で見て楽しむという、この町なら行ってみたいなという町のホ

ームページを調査研究しますからということで答弁をいただいているのです。ずっと見て

きたのですけれども、いまだに動画は導入されていない。それと、昨年の11月ですか、自

動車道の開通がありました。そのときの11月の写真がそのまんま今現在も使われ、非常に

担当も忙しいかと思いますけれども、浦幌町の顔として変化のある、行ってみたい町だな

と、せっかく1,600人もよそから、全部浦幌町ではないのですけれども、近隣に来るという

ことで、私が動く場合でしたら、行く町のところは必ずホームページ見て動きたいという

ふうに思っています。その辺の説明をお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 最初に、統合型のＧＩＳの関係でございます。昨年もそれぞれで2,000万

組ませてもらっております。これは、合計で５年計画で実施をして、先ほどご質問のとお

り行政区域地図、それから航空写真、地番図、家形図、これが１年目、２年目には固定資

産管理、森林管理、３年目につきましては公有財産の管理、上下水道の管理、４年目につ

いては農地管理、道路管理、河川管理等を入れた地図データでございます。これは、最終

的には町民がインターネットで見れるような、住民が利活用できるような方法まで持って

いきたいというふうに思っています。行政内部の効率化を図るだけでなくて、住民がこの

ＧＩＳを使えるような方策をとっていきたいということで年次計画で入れているものでご

ざいます。 
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 以上でございます。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ホームページの更新でございます。たしかに11月に行われま

した開通式の関係の写真が現在使われております。これもできるだけ早い時点で、新しい

最新のイベントの写真、取材したものもあります。それを使っていきたいと思いますけれ

ども、日々の広報の取材云々ということで日誌的なページもございまして、そういうとこ

ろでは新たな写真が入っているのですが、どうしても表の部分が新規性があるものにかわ

っていなかったということはこちらのほうも気をつけていきたいなと思っておりますの

で、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 また、動画につきましては、昨年もお話ししました。グーグルの関係でもそういう動画

関係も使う方法があるということもちょっとお聞きしておりますので、そのようなことも、

ただいろいろと安全対策ですとかそういうことも考えなければいけないと思いますので、

ちょっと慎重に進めさせていただきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 非常に慎重にということですが、今現在本当にいろんな、一つの町村にこれ

だけ情報関係に関するお金何十億も使っているということで、私たちも本当に期待してい

るのです。５年、2,000万、１億のお金をこれに使うということで、本当にすごいなと、我々

町民の感覚からしたら、庁舎内のすべての情報関係なんかもこれからどれぐらいお金が要

るのだろうと、いろいろな面で国の補助とかあるのだろうとは思いますが、それも全部も

とをただせば皆さんの税金ですよね、浦幌町だけがよければいいというわけではないので

すが、悪ければいいというわけでもないのですが、本当に吟味して、吟味してやっていた

だきたいということもさることながら、この世の中ですから、速やかな対応をしていただ

きたい。よその町村でやっているのになぜ我が町ができないのかというふうにいつも思い

ながら歯がゆく、何でこんなにお金使っているのにという感じできていたものですから、

せっかくよそからもたくさん見える。見ている方もいるし、見える方もいると思います。

ぜひとも新しい感覚で速やかに処理をしていっていただきたいということでお願いしま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ホームページの更新につきましては、今おっしゃっていただ

いたとおり、速やかに処理をしていきたいと思います。できるだけいろんなデータ、それ

ぞれ個人でもデジカメ等でいろいろ写真も撮っていただけると思いますので、広報等には

いろいろ提供もしていただいております。そういうものの中から、個人の了解を得ながら、

使わせていただけるものがあればデータとしてお借りしながら処理させていただければな

と考えています。どうぞよろしくお願いいたします。 
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〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 もう一点お伺いいたします。自動車管理費の部分についてお伺いをいたしま

す。この自動車管理費の中の備品購入費については95万円のものが上がっていますが、こ

れは今97台ある部分の維持管理費の今までと同じような形の備品購入というような認識で

私はとらえましたが、まずこれがそういうことなのかどうなのかの確認をさせてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 今までと同じく、タイヤの入れかえだとか、そういった部分で必要な備

品です。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そこで、私が思うに、これから必要になってくる部分で、例えば来年の３月

からにつきましては営業車関係についてはアルコールチェッカー等が義務化されてくるの

です、３月１日から。だから、これは行政のほうはどういう形になるかというのは私はわ

かりません。行政は、そういうことがないのかもしれません。けれども、この中にはスク

ールバスとかいろんな部分で公共性がある部分というのは往々にあるわけですから、町と

してもそういったものについては積極的に取り入れていく必要性があろうかというふうに

思います。また、大分今ふえてきましたが、カメラついていますよね、ドライブレコーダ

ー、もし事故があったときにそういうカメラでしっかりとした対応がとれるというような

ものもありますが、そういったものについても行政というのは法律にそういう網がかから

なくても積極的にそういうものを取り入れていく姿勢というものが私は必要になると思い

ますし、行政だけではなくて、指定管理的にスクールバスでも委託しているところもあり

ますよね、そういったところにもそういうものを入れてほしいと、そういうきちっとした

管理をしてほしいというような、そういう指導を私はすべきだというふうに思います。町

も今までも何回か専決事項で処分していますけれども、何回か事故もありますですよね。

やっぱりあるのですよ、事故というのは。だから、やっぱり事故というのは起こるものだ

ということを前提に、起きたときにどうなるのかというような一歩前へ進んだ対応という

ものが私は必要になってくると思いますが、その点の考え方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。 

〇賀下施設課長 まず、１点目の営業車に今度チェッカー、ドリンカーチェッカーという

か、それにつきましては以前にもいろいろと、酔って運転する、アルコール度によって運

転するというのは危険だということもありまして、町としてもそのチェッカーは持ってお

りまして、それについて常時、これは個人の問題もありますけれども、皆さん自分で前の

日に飲んでちょっと心配な部分には、それで確認をするというふうにしております。あと、

車の安全面で、後ろ、バックが見えるような装置、モニターというか、そういうものをつ
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けたらどうかという内容なのですけれども、これにつきましてはスクールバスにはそれぞ

れついておりますし、それぞれ個人の自動車についてはつけるような中身はないと思われ

ますけれども、今後そういった部分で後ろにいろいろな障害があって見れない部分につい

ては不安なもの、不安な車両につきましては今後考えていきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、アルコールチェッカーについては、今簡易的なやつでやられています

よね、それは私わかっているのです。ただ、今言われたように、これからいろんな器械が

出てくるのですが、例えば免許証を入れて本人確認して、息吹きかけて、例えばアルコー

ルが検知されたらカメラでばしっと撮られて、もう逃げられない、逃げられないというか、

もうどうしようもないとか、いろいろ出るのです、そういうことが。だから、たまたま次

の日朝来て、本人がおれきのうちょっと飲み過ぎたからどうかなと思ってやるという、こ

ういうことでは、これはやっているというふうには言わないのです。今はまだそこまでで

いいのでしょうけれども、それをもっと踏み込んで積極的に取り組むべき、もっと積極的

な取り組みをするべき。今やっていないというのでなくて、今よりももっと積極的に、い

ろんなそういう器械も出てきますから、取り入れて、安心、安全のためにはやるべきでは

ないかなということを私は申し上げているのであります。 

 それと、もう一つ、カメラについては、課長今言われたのは後ろ見えないときのバック

カメラ、モニターだと思うのですが、それではなくて、事故があったときに、ドライブレ

コーダーといって、衝撃によって前後15秒ずつとかと画像が残るのです、それを持ってき

てパソコンにやると。よくタクシーとかであるではないですか、そういうの。それによっ

て、例えば赤信号で来ているのがわかって、過失がなくなったとかといろいろあるのです、

そういうこと。そういったもの、バックモニターではなくてそっちです。一遍にとはいか

なくても、例えば子供が乗るスクールバスとか、そういったものについては積極的に取り

入れるとか、そういった部分での安全に対しての積極的な姿勢というものについてお伺い

したかったので、バックモニターはちょっと認識が違ったみたいなのですが、その辺いか

がでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 議員のおっしゃるとおり、安全にはやっぱり十分気をつけていかなけれ

ばならないということと、それから事故あったときにどちらがいいか悪いかというような

判断ができるような、そういうビデオ等、そんな装置も今後検討していきたいなと考えて

おります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 質疑がないようなので、次に、２款１項13目諸費までの説明を求めます。 

 上浦幌支所長。 

〇高嶋上浦幌支所長 引き続き、35ページをごらんください。８目支所費、本年度の予算

額は1,857万3,000円です。この目は、上浦幌支所の業務にかかわる経費を計上したもので

す。特に説明する内容はございません。 

〇上村総務課長 36ページをお開きください。９目公平委員会費、本年度予算額７万

5,000円、この科目につきましては公平委員３名に要する予算を計上している科目でありま

す。増額は、９節旅費で隔年で研修会出席のための旅費でございます。１節報酬は、予算

説明15ページに記載しております。 

 以上です。 

〇鈴木町民課長 10目生活安全推進費、本年度予算額3,221万5,000円、この目につきまし

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

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

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

者保護活動に対する支援を行うものでございます。11節需用費においては、交通安全、防

犯指導に係る車両の燃料費及び町内に設置しております1,200余りの防犯灯の電気代が主

な内容でございますが、燃料費調整単価減額に伴う電気料金の値下げにより252万円の減と

いう内容でございます。13節委託料につきましては、町単独分の消費者生活相談料19万

2,000円、消費者庁からの地方消費者行政活性化交付金を充当するところの消費生活相談員

養成業務委託料37万4,000円とで合計56万6,000円を新たに計上してございます。15節工事

請負費におきましては、防犯灯の照明器具を水銀灯からＬＥＤ灯に交換する費用ですが、

現在防犯灯は町内で約1,200基余りを設置してございますが、そのうち100ワットの水銀灯

が３基、150ワットの水銀灯が616基、合わせまして619基ございまして、これらすべてをＬ

ＥＤ灯に交換するものでございます。なお、１節報酬とあわせ、内容につきましては一般

会計予算説明資料15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、本年度予算額23万8,000円、この目につきましては平成

23年１月９日に挙行予定の平成23年浦幌町成人式に要する経費でございます。特に説明を

加えることはございません。 

〇上村総務課長 12目職員厚生費、本年度予算額1,050万1,000円、この科目につきまして

は職員の福利厚生、職員研修等に要する予算を計上している科目であります。主な増額は、

13節委託料、職員研修会等委託料47万3,000円であります。13節委託料、14節使用料及び賃

借料は、予算説明資料15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。13目諸費、本年度予算額4,553万6,000円、この科目につ

きましては行政区の振興、各種団体の活動推進、コミュニティ施設の管理、常室簡易郵便

局の維持管理等に要する予算を計上している科目であります。主な増額は、12節役務費、

社会活動総合補償保険料80万円、18節備品購入費226万6,000円、19節負担金、補助及び交
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付金で生活交通バス運行維持費補助金650万円につきましては、留真本別線の補助対応でご

ざいますが、昨年は補正で対応しましたが、22年度は当初予算で計上しております。並び

に高等学校等就学費補助金、新規でございまして、417万円、高等学校生徒遠距離通学費補

助金52万3,000円の増額になっています。主な減額については、13節委託料、旧オベトン川

支障物件移転委託料が610万の減、15節工事請負費で1,677万6,000円の減、19節負担金、補

助及び交付金で浦幌高等学校振興会補助金130万円の減の内容でございます。なお、１節報

酬、13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金は、予

算説明資料15ページ、16ページに記載しております。開町110年記念事業は、廃目整理させ

ていただいております。 

 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。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 36ページの工事請負費のＬＥＤのことをお聞きいたします。昨年大発生しま

したマイマイガの関係で、619基ですか、かえていただけるということ。100ワット、200ワ

ットというご説明がありましたが、これは町内的に見まして、もし隣が別なものであれば、

ここはかえたけれども、こっちはかえていないというような状態のものがあるのか。主に

設置されるのはどの場所か、ちょっとお伺いをしたいということと、39ページの一番下の

19節、地域活動推進補助金100万、これに自主的に組織するということで説明の中にあった

と思いますが、その辺を少しご説明をお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 100ワット３基と150ワット616基、合わせて619基の工事請負費の内容なのでございます

けれども、本町の防犯灯につきましてはただいまおっしゃいましたように100ワット、150ワ

ット、そして200ワット以上ということでかなりの1,200基余りがなってございます。100ワ

ット、150ワットの工事請負費の中身につきましてはと申しますか、200ワット以上の防犯

灯につきましては、現在街路灯的に設置されています鉄柱と一体になった大きな照明灯が

あります。これが200ワット以上の水銀灯になってございまして、今回の100ワット、150ワ

ットにつきましてはコンクリート柱にスチール製のバンドで固定をしたそれより小さいも

のということで、これが浦幌町全体で616基ございます。なぜその部分だけＬＥＤ灯なのか

という疑問もわくかと思いますけれども、実をいいますと今回の619基、100ワット、150ワ

ットにつきましては、１基当たりおよそ２万5,000円程度でメーカー的な資料の中では調査

をしてございます。ところが、200ワットを超えますと25万から50万というような相当高額

なものとなりまして、これにつきましてはまだＬＥＤがなかなか開発されていないと、私

も詳しくわからないのですけれども、無電極化というような電灯がございまして、これも

省電力になるというようなことで、たしか帯広市ではそれも含めて、札幌市でしたか、そ
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の設置をするというようなことになっていましたので、今申し上げましたとおり200ワット

を超えますとかなり高額になってしまいますので、10倍程度になりますので、今回はＬＥ

Ｄにかえることができる100ワットと150ワットのみについて交換をしたいというふうな考

えでございました。このことにつきましては、ご質問にマイマイガの件がございましたけ

れども、実際のところ昨年十勝支庁内で対策連絡会議というのが設置されまして、全市町

村の担当が集まったわけでございますけれども、結局のところマイマイガ対策としてＬＥ

Ｄナトリウム灯の交換で対策が果たして、100％と申しますか、有効な活用になるかという

ことについては、その結論には至ってございません。むしろＬＥＤの交換につきましては、

電気料の抑制とＣＯ２削減という温暖化の省エネルギーの関係で今回は計上させていただ

いた内容でございます。 

マイマイガのことをちなみに申し上げますと、昨年の調査の中ではコンクリート柱にか

なり卵を産みつけていたと、スチール製の電柱の大きなものについてはさほどなかったと

いうこともございましたので、ＬＥＤのコンクリート柱に付設されています100ワット、

150ワットの照明器具をＬＥＤにかえたいという考えでございます。ちなみに、試算でござ

いますけれども、この100ワット、150ワットにつきましては北電の契約の中の定額電灯と

いう部類にございまして、試算的にはおよそ370万ほど年額的に浮くのかなと、電気料に換

算しますと。ＬＥＤの寿命がおよそ10年から15年というふうに言われてございます。これ

は、水銀灯については３年ということで、この部分としては電気料の中で抑制が図られて

いくものかなというふうに考えている内容でございますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

（「地区、どこの地区」の声あり） 

〇田村議長 町民課長。 

〇鈴木町民課長 地区につきましては、浦幌町全体でございます。今考えておりますのは、

一回に全部取りかえますと、あり得ないと思うのですけれども、10年か15年後にはまた一

回に切れてしまうというようなおそれもございますので、その辺は工期の関係を調整しま

して、全町を地区割りした中で進めていきたいなというふうに考えてございます。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 地域活動推進補助金という形の中で、地域で自主的に主体的

に結成された団体に対してというお話なのですけれども、あくまでも地域の中で主体的に

いろいろなコミュニティ活動、また協働、それから地域活性化を目的として結成された団

体に対して、その活動に対して助成をしていこうという形の中でございますけれども、行

政区の活動、それですとか婦人団体等の活動についても同じような形の中で対応していき

たいと考えております。大変幅の広い中身で、内容によって精査していただきたいと考え

ております。 

 以上です。 
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〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 昨年もちょっと節の説明の内容が異なった中で100万円計上されていたと思

うのですが、それの実績がありましたら、お知らせください。それと、今年度いろいろと

町長の執行方針の中にも、協働もまちづくりということで、この100万円かどうかわからな

いのですが、いろいろ書かれております。本当にこれ今年度は使えるかどうか。去年も担

当の課に行って、このお金を使いたいのですけれどもということで言ったのですが、結局

はらちが明かなくて使えなかったのです。そのようなことが２年目に生じないように、特

にいろいろと町民に優しい説明をして、使っていただくような配慮をしていただきたいと

いうふうに思うのですけれども。 

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 昨年も相談件数何件かありました。その中で、他の助成です

とか、また出口があるところにつきましては、そういうところを紹介させていただいて、

結果的に現在まで利用された団体はございませんでした。ただ、相談の中では、講師謝金

ですとか、それから環境問題にかかわることですとか、地域の魅力を告知する看板をつく

りたいということの話もございましたけれども、その団体でそれを準備している中で実質

なかなか動きがとれなかったということで、結果的に取り下げという形の中でのお話もご

ざいましたので、先ほど福原議員から大変対応が悪かったというようなお話をお聞きしま

したけれども、今後そのようなことのないように幅広くお話をお聞きしたいと思いますの

で、どんどんミーティング室ですとか出前講座ですとか、そういうところでも声を出して

いただいて、相談していただければな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 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 私も地域活動推進補助事業、このことについて伺いたいと思いますけれども、

今同僚議員のほうからもお話ありましたように、昨年度の執行方針の中にも人づくり、ま

ちづくり、そういった形の中でこれらも協働のまちづくりという原点の中で執行方針の中

でも出てきた言葉だと思いますけれども、今答弁いただいたように対応の悪さというのも

あったのかもしれませんけれども、それ以前に行政として何をやりたくてこのコミュニテ

ィ資金というのを出してきたのかということがどうしても見えない部分。町民から言われ

れば何とか対応しますよというようなたぐいのものであっては、今後のこういったものに

ついても極めて不安なものになろうかと思いますけれども、今改めてお伺いしますけれど

も、今同僚議員からもありましたように、できなかった根本の理由をまず聞かせていただ

きたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 二瓶議員言われるできなかったというのではなくて、これは地域活動推進補

助金ですから、地域の方々が地域の活性化として何かをやりたい、そのときに使ってくだ
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さいという補助金です。ですから、町がこれをやってくださいというものではなくて、地

域として何かをやりたいのだけれども、いろんな助成制度がないと、それがないためにな

かなかできないので、それではこういうものを使ってやってくださいということですから、

町が何かをやってくださいというものではなくて、あくまでも地域としてこういうものを

やりたいので、ぜひ助成してほしいとか、補助をしてほしいというものに対して設けてい

る補助金ですので、町がこちらからこれをやりなさい、あれをやりなさいという話の補助

金ではないので、ぜひその辺は理解をしていただきたいと思いますし、昨年実際にはなか

ったというのは大変残念ですけれども、ぜひ地域の方にはこういう補助金を使ってそうい

う活動を行っていただきたいというふうに、これからＰＲはもちろん町としてしなければ

なりませんけれども、町としてこれをやりなさいということでは決してないので、その辺

だけはご理解をいただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 私の言葉足りないところがあって、ちょっと話のニュアンス的な違いもあっ

たかと思いますけれども、今町長いわく、以前から地域で何かやりたいとき、そうしたた

めの補助金がないのかなというお話があって、こういったものをつくったということでよ

ろしいですね。しかしながら、同僚議員からも言われたように、お願いに行ったけれども、

なかなか思うようにできなかった。その違いも当然あったと思いますけれども、要望があ

って、なおかつそれに対応できなかったというのは、規定があり、決まりがあり、そうい

ったものがある、それにはまらないからできなかったということなのか、それちょっと伺

いたいと思います。先ほど町長がいろいろ、地域にそういった補助金がないのか、それに

対してこういうものをつくったということであれば、幾らかあって、その対応できなかっ

た部分の違いというものをちょっと教えていただきたいです。 

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 先ほど福原議員がおっしゃっていました要望の内容というこ

となのですが、私具体的な中身ちょっと聞いてはいなかったのですが、恐らく中身で他の

助成の関係があったりとか、ほかの支援の流れがあったとか、そういう形の中で今回は対

象にならないということで言われたのでないかなと考えておりますけれども。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 ここでこういうこと言っていいのかどうかわからないのですが、担当の方の

ところに行ったのです。例えば災害のこと、名簿つくったり何かしたいとか、それから看

板の設置をしたいというようなことはできるのかと言ったら、まだ具体的な中身の精査が

できていないので、ちょっと待ってくれという話だったのです、去年。それで、ちゃんと

打ち合わせできていないのですか、課長とと言ったら、ちょっとと言うものですから、こ

こでそういうことを申し上げていいかどうかわからないのですが、言ってしまって。だか

ら、中身云々ということより、このお金はどうやって使ったらいいか私もちょっと今わか



 － 26 － 

らないのだということで、それではもうどうしようもないねということで帰ってきたので

すけれども、実際の話はそういうことでした。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 昨年から準備進めておりまして、交付要綱等の案もつくりま

して、ただ内部で協議がおくれておりまして、その時点で対応できなかったとは思います

けれども、その点大変申しわけなく思っております。今後また整備をしっかりしまして、

ＰＲ等に努めたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 二度三度同じことの繰り返しになろうかと思いますけれども、先ほど町長の

おっしゃっていたことと担当の食い違いもあろうかと思いますけれども、執行方針の中で

申し上げてきたものと実際にやろうとすることの違い、どうなのかなという部分で今伺い

たいと思いますけれども、先ほど町長の答弁の中で、繰り返しになりますけれども、地域

で何かをやるとするときに補助金というものがないのかというお話先ほど聞かせていただ

きました。そういった中で、昨年度も人づくり、まちづくりという中で一つのものをつく

りながら、行政の一人が、お願いに行ったときに、まだそういったものができていないの

でというような今の答弁、内容までも、ちょっとこの場でということもございましたけれ

ども、お話をされた中で、いまだこれらのことについて精査をできていないのか、先ほど

の答弁の中でこれから検討して使いやすいようにということでしょうけれども、何か歯切

れの悪い答弁いただいたので、もう一度伺いたいと思いますけれども、本質的なものとし

て本当に町民にわかる、使っていただけるような説明をしていただけるのかどうか、もう

一度伺います。 

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 基本は、やはり協働のまちづくりということが原点でござい

ますので、わかりやすく、もっと具体的に内容を精査しながらお示ししていきながら、ど

ういう内容のものが上がってくるかは非常に範囲が広いとは思いますけれども、そういう

中で対応させていただ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 私も先ほどのＬＥＤと、あと行政区に関係して２点お伺いしたいと思うので

すが、まずＬＥＤについてですが、先ほど説明ですと今回619基を取りかえるのですが、マ

イマイガ対策というよりは省エネ対策的な要素というような説明がありました。他町でも

いろいろ、新聞報道を見ましてもいろんなところでマイマイガ対策がされていますけれど

も、そういう中ではそういうことなのかなと思っていましたら、さほどＬＥＤにすること

で効果が出ていないという、それは協議会の中で何かそういう資料的なものが出ている部

分なのかなと思うのですが、浦幌町の考えとして、浦幌町としても今回のＬＥＤの1,650万
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についてはマイマイガ対策ではなく省エネ対策という、こういう認識ということでよろし

いのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 答弁の説明が不十分で、申しわけございません。 

 先ほどの関係では、やはり省エネの対策ということで、電気料の抑制とＣＯ２削減とい

うことで説明させていただきましたし、また十勝支庁の管内担当段階での対策連絡会議と

いうような中でのお話もさせていただきました。その中での話といたしましては、マイマ

イガ対策にかかわっては100％という部分としてはなかなか有効手段がないといった対策

会議の結論でございましたので、むしろ省エネの部分としてもかなり効果があるというこ

とでこちらの認識としてはとらえたという中で、ただ実際的にはＬＥＤも見た目は白いの

ですけれども、紫外線が水銀灯よりも発生しないということで、それはデータはございま

せんけれども、現状的にはマイマイガもなかなか寄ってこないというのは事実でございま

す。それも含めましてという内容で今回は設置を図りたいということでの考えでございま

す。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。ＬＥＤに取りかえたからマイマイガがもう100％寄ってこない

ということではないのだけれども、今言うように効果はあると。それにあわせて、当然Ｌ

ＥＤですから、経済的な効果も、その辺もかんがみながら1,650万ということですね。私先

ほどちょっと説明でマイマイガ対策部分があったものですから、どちらかというと省エネ

対策が優先なのかなというふうに考えたものですから、ただマイマイガについても今言う

ように何がしかの効果があるということですから、当然マイマイガというのは出てきます

から、新年度になったら早急にその工事等は発注されて、早目早目の形がなされていくと

思うのですが、その辺のマイマイガの対策、その部分についてお考えを再度確認をしたい

ということと、あとあわせて省エネ対策というものも当然視野に入っての1,650万だという

認識を今の中ではされました。 

それで、後ほど違う部分でいろんなものが出てくるので、そちらでと思ったのですが、

先ほど省エネの部分も答弁いただいたものですから、その部分で関連で質問させていただ

くのですが、浦幌町にとって新エネルギー的な部分のＣＯ２削減の方向性というのですか、

その考え方というのでしょうか、マイマイガもあるけれども、そういったものには積極的

に取り組んでいくというような、そういう考えでいいのかなというふうに思ったのですが、

前回中学校のほうでは太陽光発電については補助のつくものはやるけれども、つかないも

のはもうやめてしまったわけですよね。そっち側は、補助つかない、お金のつかないもの

はやめてしまうのだと、だけれどもこっち側はマイマイガ対策もあるけれども、こっちは

こっちでやると。この後太陽光のほうでもまたちょっと質問しようと思っていたのですが、

予算をつけてやるほうと補助つかなかったらやめるという、町の姿勢的な部分というので
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しょう、この辺が私整合性がとれないのではないかなというふうに思うのです。中学校の

部分とでは金額が違いますし、中学校の部分は教育的視点を置いているとはいいながらも、

町としてＣＯ２削減に積極的に取り組むのであれば、ここでつけるのなら何で中学校削っ

てしまったのかなというような考えを私は持つのですが、その辺の考え方について説明を

いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 私のほうに関係しましては、設置の時期の関係だというふうにとらえて

ご答弁させていただきたいと思います。 

 確かにマイマイガの発生が、昨年も一昨年もそうだったのですけれども、春になって４

月から５月の連休ぐらいに羽化をして幼虫になって、それが糸を引きながら風に飛んでと

いうような時期でございます。それがいずれ７月の末から８月ぐらいになりますと電柱等

に産卵をしてきたという経過ございますので、そういった内容の時期等につきまして、発

注時期もそれに合わせた中で対応していきたいというふうに考えてございます。また、あ

わせて、先ほど申し上げましたけれども、恐らくはそういうことはないと思うのですけれ

ども、一どきにかえますと使用時間がほとんど同じでございますから、10年、15年たった

ときに全灯が取りかえ時期というふうなことも考えなければいけないものですから、多少

時期をずらしながらでも影響のないような形で、また地区ごとも分けながらというふうな

ことで考えているところでございますので、ご理解のほどをよろしくお願いします。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 環境対策にかかわる基本的な考え方ということでありまして、今回の執行

方針にものせておりますけれども、地球温暖化の問題含めてありますが、浦幌町は特に地

域特性としてそういう可能性があるということでそれを進めていきたいという考え方で

す。ただ、基本的にＣＯ２の削減ということはあるのですが、貴重な財源を使ってどうそ

れに対応していくかということでありますので、一方では費用対効果というものを考えな

ければいけない。学校の関係については教育的効果も含めて考えていくということであり

まして、ＬＥＤの関係については先ほど言いましたように370万円の節減というような関係

で電気料金が大きく削減されるということがあります。学校の太陽光については、当初補

助金を見込んで設備投資するという考えでありましたが、国の予算の事情によって今回は

あきらめざるを得なかったということであります。太陽光については、地域特性としては

あるのですが、設備投資並びに後々の売電の関係等含めて、家庭用の電力の売電と比べる

と約半分ぐらいにしかならないということで、事業用のそういった部分については家庭用

に比べてかなり、まだ今のところ割安感といいますか、そういうこともありますので、そ

ういったことで今回は、学校については校舎について太陽光発電１基つけますので、その

中で対応していくということで判断したということであります。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 
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〇中尾議員 今副町長言われることは、わかるのです。費用対効果も見ながら、そういう

部分はわかる。ただ、費用対効果だけで言うと、先ほども電気料も370万ほど、またあと交

換時期の部分についてはそれ以上の効果が得られる。これ削減ですよね。ただ、太陽光に

ついては、これは確かにそうなのです。家庭用の半分なのです、事業用の売電の買い取り

価格が。だから、確かにそういう意味では低いのですが、ただ設備投資をすれば、削減で

はなくて、売電ですから、売れるわけですから、収入的な部分がありますから、ここら辺

の兼ね合い、これは考え方の問題なのですけれども、その辺がすべて費用、費用というの

ですか、お金だけでいうことではなく、浦幌町として、この町としてこの部分について積

極的に取り組むというような姿勢というのはあると思うのです、いろいろ聞いた中では。

そこら辺が取り組むのであれば、今回の中学校だっていろんな面で計画にのっているわけ

ですから、やると言っているのですが、ここら辺がいま一つ弱い部分があるのではないか

なと思うのです。だから、ここら辺、浦幌の今ある太陽光というもの、これも自然の恵み

ですよね。恵まれているわけですから、日本全国でも浦幌町というのは有数の太陽光の日

差しがある町なわけですから、ないものねだってもしようがないので、あるものについて

積極的に取り組んでいって、それをもとにまた新しいまちおこしをしていくというような、

ある程度そういうような大きなビジョンが必要になってくると思うのです。だから、この

辺もひっくるめて、先ほど町長言われたようないろんな基金を使ったりとか、そういう部

分を含めて浦幌町という、この町をどうしていくのだというような大きなビジョンを早目

に設けていかないと、そこの一貫性が出てこないのではないのかなと、同じやっても費用

対効果の部分が薄れていくというのでしょうか。人の二番せんじではなくて先々にやると

いうような、そういう姿勢が大事ではないかなというふうに思うのであります。だから、

エネルギーについてはこの後にまた違う部分が出てきますので、そこでまたさせてもらい

ますけれども、この基本的な考えについて再度お聞きをしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 環境の町ということで新エネルギービジョンもつくりましたので、それに

沿って今進めているということについては間違いないと思います。今後どういうふうにし

ていくかという関係については、これから具体的に詰めていかなければいけないというの

もありますけれども、ただ基本的な考え方としては新エネルギー、ＣＯ２削減というのが

ありますけれども、一方ではそれが産業、経済とどう結びついて新エネルギーを活用して

いくかということも一方で考えなければいけないのかなということで、そこら辺も町の活

性化の中で新エネルギーを使って考えなければいけないということでありますので、その

辺はやはり設備投資なり費用対効果というものも含めて考えながら環境問題というものを

将来的に考えていく必要があるのかなというふうに思っていますので、今後の具体的な内

容については、庁内に新エネ、省エネの連絡会議というものを立ち上げましたので、その

中で浦幌町にとって新エネルギーを活用しながらどうまちづくりをしていくかということ
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も含めて考えていきたいというふうに思っています。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 エネルギーについては、また後の質問も出てきますので、この辺はこれでよ

ろしいかと思います。 

 それで、もう一点の行政区の関係であります。行政区の合併等も一段落を過ぎてしまっ

て、今現在では新しい合併等の取り組みというのはないのではないかなというふうに思っ

ております。ただ、前にはあくまでも合併については今後も推進をしていきたいというよ

うなお話であったというふうに、考え方についてはそういう考え方であったというふうに

私は認識をしております。この辺についての行政区についての考え方について、まずお伺

いをしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 行政区の再編でございますけれども、確かにそのような形で

お話しさせていただきました。年に１度行われます区長会、全体の会議の中でも状況等も

お話しさせていただいて、各連区というのでしょうか、地域のほうでお話があれば、こち

らから出向いてお話しいたしますよということでお話もさせていただいております。現在

のところ若干また動きも出てきておりまして、地域の中でまとまっていただければ、また

相談にこちらからお伺いするということでお話もさせていただいていますので、徐々にで

すけれども、また再編について動きがあると思います。そのような中で、できるだけ全町

に理解していたたきながらお話をしていただけるようなお話、またこちらから説明にお伺

いできるような場をつくっていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 基本的には、そういう形で今後とも積極的に取り組んでいきたいということ

で、ただあくまでもこれは難しい地区地区の問題ですから、ただ数合わせすればいいとい

うことにもなりませんから、これは本当に難しい微妙な問題だと思うのです。しかし、そ

の中で町として基本的に条例等にも１行政区は50という一つの考え方ありますよね。ただ、

実質的に、この50というものがあっても今までも本当に数少ないところでもそのままきて

いるところもありますから。一つの行政区のきっかけの中でいろいろ再編がされてきたわ

けですけれども、ただ私も基本的には各町がそういう形でいいというのであれば、一緒に

なることは構わないのですが、この50というものだけにとらわれるということは、今後の

行政区のあり方を考えたときには決していいことではないというふうに思うのです。であ

るならば、50なんていう、こういうものは規定にならないのであれば、廃止するものはき

ちっと廃止して、あくまでも町主体の中でやるのだというようなきちっとした形を出すべ

きではなかろうかなというふうに思うのですが、この点についてはいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 行政区の運営に関しまして、ある程度最低限の人数というの

は確保しなければいけないということがあると思います。市街地区では50戸、周辺地区で

は20戸というのが条例上では定められておりまして、再編に向けまして、その条件をお話

しさせていただきながら進めさせていただいているわけなのですけれども、浦幌町内広範

囲にわたるものですから、人数の関係については今後考えていかなければいけない部分も

出てくるかなとも考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 考える部分をいつ、どのような形で考えていただけるのかなと思うのですが、

関連する部分で例えば行政区長報酬とか、いろいろこういう報酬も出ておりますよね。振

興補助金、またいろいろな部分で出ているのですけれども、私も１つ最近心配になってい

る部分は、行政区の中にも回覧板を配らない行政区も出てきていますよね。死亡通知だと

かそういうものは配らないだとかというような、これは各行政区、行政区の考え方ですか

ら、町として配らなければだめだとかというような強制力があるものではないと思うので

す。ですから、その町、町、行政区ごとでうちはこうする、ああするというようなことに

なったときには、それは尊重していかなければならないだろうなというふうに思うのです。

だから、配らなくていいとかなんとかと、そういうことであれば、面倒くさいことはだれ

もしたくないと思うのです。しかし、最低限町内会のコミュニティをしっかりやっていく

という上では、ここら辺の考え方というのですか、行政区の区長報酬といっても、要する

に区長というのはいろんなことをするから報酬が出ていくわけですよ。だから、区長報酬

の意味合いというものもいま一度しっかりとまた皆さん方と、連合会もいろいろ区長会が

あるでしょうから、そういった中でもしっかりときちっと話しするべきだろうし、そうい

ったものが、私が何でも一緒になればいいと思わない部分は、一緒になることによってそ

ういうつながりが途絶えてしまって、そういうことだけではない、いろんな町の行事等に

ついても今まで行政区ごとでとやっていたものが、いや、うちはもういいわというような、

出ないというような、そういうコミュニティが崩れていく可能性が本当にあるなと思って

今心配しているのです。 

最終的に、行政区というのでしょうか、コミュニティが崩れたら町成り立っていかない

ですよ、地域成り立たないですよ。だから、そういった部分では行政区、このあり方とい

うものはこれからの浦幌町にとっても大変大切なことになってくるというふうに思います

ので、そこら辺は町としての考え方もしっかりと入れながら行政区については考えていか

ないと、崩れてしまった後ひっつけるというのは大変なことですから、この辺の行政区の

あり方。ましてや、これから人がどんどん減っていくわけですから、行政区も減っていき

ますわね。そうしたら、さっき言った50なんていうのは、もう成り立たないですよ。その

たびにひっつけ、ひっつけということでは、町成り立っていかないと思うのです。だから、
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実情に合った、廃止するものは廃止しながら地域を大事にするようなやり方という、今後

の行政区のあり方というものを検討する上では大事な時期ではないかなと思うのです。そ

の点のご意見を伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 行政区、基本的には町内会とも言われて、浦幌の場合には行

政区と町内会と一緒の中で活動されております。確かに数だけの問題ではないとは、私も

そう思っております。あくまでも地域の振興、活性化のための最低限の人数を確保してい

かなければ、町内会の運営もできていかないと思いますし、町外から転入されてきた方、

また新たに住宅を持たれた方、そういう方たちに、コミュニティの中でいろいろ社会的な

つき合いですとか地域の慣習ですとか、そういうものを伝承していく場でもあると思いま

すので、そういう中で行政区、町内会の位置づけをしっかりしていただくように、方向性

を持ちながらお話ししていければなと考えてございますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。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、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時５２分  休憩 

午後 ４時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、２款６項１目監査委員費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 40ページをお開き願います。２項徴税費、１目税務総務費、本年度予算

額2,958万8,000円、この目につきましては固定資産評価審査委員会の運営に係る経費及び

税務業務にかかわる職員の人件費等の管理経費に要するものでございます。増減の主な内

容につきましては、人件費の63万8,000円減の内容でございます。１節報酬につきましては、

一般会計予算説明資料16ページをご参照願います。 

 ２目賦課徴収費、本年度予算額1,218万円、この目につきましては町税の賦課徴収業務に

係る事務的経費等でございます。増額の主な内容といたしましては、13節委託料で平成24年

度固定資産評価替えに向けて土地鑑定評価業務のため453万6,000円の内容でございます。



 － 33 － 

13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、一般会計予算説明資料16ペー

ジをご参照願います。 

 次の42ページをお開き願います。３項１目戸籍住民登録費、本年度予算額1,827万

8,000円、この目につきましては戸籍住民登録等の窓口業務に係る経費でございます。増額

の主な内容といたしましては、人件費38万1,000円の増と18節備品購入費において窓口業務

で取り扱う金銭登録機の購入費用32万8,000円でございます。14節使用料及び賃借料につき

ましては、予算説明資料16ページをご参照願います。 

〇上村総務課長 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費、本年度予算額1,033万円、この科目

につきましては選挙管理委員会事務局及び選挙管理委員４名に要する予算を計上している

科目でございます。主な減額は、13節委託料で投票人名簿システム構築委託料でございま

す。97万1,000円の減額でございます。これは、２年間にわたって構築する内容になってい

ます。また、増額の関係につきましては、９節旅費でございますが、21年度は車でそれぞ

れ道連大会、研修会等に行っておりましたが、本年につきましては汽車で行く場所に変更

になっておりますので、旅費がふえております。なお、１節報酬、13節委託料、予算説明

資料14ページに記載しております。 

 次に、２目参議院議員選挙費、本年度予算額744万9,000円、この科目につきましては本

年行われます参議院議員選挙に要する予算を計上している科目でございます。１節報酬、

15節工事請負費、18節備品購入費は、予算説明資料16ページ、17ページに記載しておりま

す。 

 衆議院議員選挙費は、廃目整理であります。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ２款総務費、５項統計調査費、１目統計調査総務費、本年度

予算額1,275万6,000円です。この科目は、統計調査の推進にかかわる科目で、主に人件費

でございます。 

 ２目指定統計調査費、本年度予算額489万2,000円、この科目は指定統計調査推進にかか

わる科目です。本年度の主な指定統計は、学校基本調査、それから国勢調査、工業統計調

査でございまして、主な増は国勢調査によるものです。 

 以上でございます。 

〇泉議会事務局長 46ページをお開き願います。６項１目監査委員費、本年度予算額219万

1,000円、この科目につきましては監査の運営に係る経費であります。特に説明を加える事

項はございません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。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３款１項７目後期高齢者医療費までの説明を

求めます。 



 － 34 － 

 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、本年度予算額

３億981万7,000円、社会福祉全般に係る経費、各種社会福祉団体に係る補助金、障害者の

訓練等サービス給付に関する経費及び国保会計繰出金に係る経費でございます。予算額の

増は、主に扶助費における給付該当者の増、障害者程度区分の見直しにより介護度のアッ

プ、給付費の算定変更による増3,046万8,000円でございます。13節委託料、19節負担金、

補助及び交付金、20節扶助費、28節繰出金につきましては、説明資料17ページ、18ページ

に記載のとおりでございます。 

〇鈴木町民課長 ２目国民年金事務費、本年度予算額13万1,000円、この目につきましては

国民年金事務及び啓発活動に係る経費でございます。 

〇広瀬保健福祉課長 ３目厚生委員費、本年度予算額351万9,000円、民生児童委員24名に

係る経費でございます。１節報酬、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。なお、委託料につきましては、社会調査委託料として１人当たり

５万8,200円が北海道より交付されており、同額をそれぞれ交付しております。 

 ４目青少年健全育成費、本年度予算額28万4,000円、青少年問題協議会委員11名、少年補

導委員会委員12名等、青少年健全育成事業に係る経費でございます。１節報酬につきまし

ては、説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 ５目社会福祉施設費、本年度予算額206万円、浜厚内生活館維持管理経費及びウタリ生活

相談員に係る経費でございます。予算額の減額は、修繕費、備品購入費の減によるもので

す。１節報酬、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。 

〇鈴木町民課長 50ページをお開き願います。６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対

策費、本年度予算額2,000万7,000円、この目につきましては重度心身障害者51名、障害老

人137名、ひとり親家庭等の親47名、子供69名の医療費の助成に要する経費でございます。

資料につきましては、一般会計予算説明資料18ページのとおりでございます。 

 ７目後期高齢者医療費、本年度予算額１億170万9,000円。本町が負担すべき医療給付費

負担金及び後期高齢者医療特別会計に対して保険料軽減分2,154万円と事務費分を繰り出

すもので、うち道負担金1,615万5,000円が充当される内容でございます。19節負担金、補

助及び交付金、28節繰出金につきましては、一般会計予算説明資料18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、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 質疑はないようなので、次に３款２項８目子育て支援センター費までの説明

を求めます。 

 保健福祉課長。 
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〇広瀬保健福祉課長 ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、本年度予算額

1,254万9,000円、保育園、幼稚園等の入退園や保育料納入事務に係る経費及び出産祝金等

に係る経費でございます。予算額の減は、人件費及び次世代育成支援計画完成による委託

料231万円減によるものでございます。１節報酬、８節報償費につきましては、説明資料18ペ

ージに記載のとおりでございます。 

〇鈴木町民課長 ２目児童措置費、本年度予算額7,913万1,000円、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及び中学校修了前までの子供が対象となる

子ども手当支給に要する経費でございます。4,604万4,000円増額の主な内容につきまして

は、20節扶助費における被用者児童手当から非被用者小学校修了前特例給付児童手当まで、

合わせて児童手当２カ月分の支給額554万円、子ども手当10カ月分の支給額7,280万円、合

わせまして合計7,834万円で、4,528万円の増となる内容でございます。20節扶助費につき

ましては、予算説明資料19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 ３目認可保育園運営費、本年度予算額9,599万1,000円、しらかば保

育園園児58名の保育及び一時保育運営に係る経費でございます。並びに保育士、調理員に

係る経費でございます。予算額の増は、人件費、工事請負費220万円等によるものです。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19ペー

ジに記載のとおりでございます。 

４目へき地保育所運営費、本年度予算額2,921万1,000円、ひまわり保育園園児11名の保

育士の経費でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金は、説明資料19ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ５目児童館運営費、本年度予算額38万5,000円、常室児童館管理に係る経費でございます。

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

 ６目児童デイサービスセンター運営費、本年度予算額1,605万1,000円、児童の言葉や心

身の発達のおくれに対する療育を行うためのセンター運営の経費でございます。 

 ７目学童保育所費、本年度予算額294万9,000円、小学生の放課後対策としての学童保育

所の開設に係る経費でございます。 

 ８目子育て支援センター費、本年度予算額1,562万4,000円、親子の遊びを通じて子育て

家庭の育児の不安や悩みの解消を図る子育て支援センターの運営に係る経費でございま

す。予算の減額につきましては、育児休業からの復帰による代替賃金157万3,000円並びに

備品購入費の61万5,000円の減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 まず、子ども手当についてお伺いをいたしますが、前に私子ども手当の支給

に当たりまして町長に聞いて、答弁いただいたことがあります。要するに、これを未納の

部分というようなことについて充てるということについて前回町長にもお聞きをした経緯
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がございますが、そのとき町長の答弁ではそういった考えはないというようなことだった

というふうに思いますが、その辺について再度町長のお考えをお聞きしたいと思うのです

が。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 私のほうから法的な部分含めてお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 そもそも子ども手当という部分で手当の支給ということになってございます。また、税

等の滞納とは異質なものでございまして、それに充当するということにつきましては法的

な整備、環境がまだ整っていないという現状というふうにとらえているところでございま

す。ただ、一部報道がされていると思いますけれども、その検討をする自治体もあるよう

には聞いておりますけれども、現状のこちらで法的な措置としてとらえている中身ではそ

ういうふうに思っているところでございますので、ご理解のほどお願いします。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われるように法的な整備の部分があると、今課長の説明ではそういった

ことを検討している自治体もあろうかというようなお話ですが、浦幌町としてはそういっ

たことを検討するも何も、そういった考えはまるっきりないのだよと、今後の何かの検討

の中で法が整備されたとしても浦幌町としてはそういう考えはないのだということでよろ

しいかと思うのですが、町長にそこの確認をしておきたいと思うのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 子ども手当の税的な対応については、民主党政権が子ども手当を出すときに

そういうことはしないということで法的整備をしたという経緯がございまして、現状の法

律ではこれについては税の執行はできないということになっておりまして、それであるか

ら浦幌町としてはできませんと申し上げたのでありまして、これができるということであ

れば、当然浦幌町としては私としては検討していきたいというふうに考えています。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。今の現状の現政権のもとでは無理だけれども、もしそういう

ような条件が整えば、当然それについてはそういったものは回収すると言ったらいいので

しょうか、相殺をすると言ったらいいのでしょうか、その辺の法整備的な部分の状況が変

われば、特に今年は半額の１万3,000円ですけれども、来年からは現政権も財源をどこかか

ら何とか用意して満額支給、２万6,000円すると言っていますから、そうなってくるといろ

いろと状況も変わってくるところがあろうかというふうに思いますけれども、今町長の答

弁で、今は無理だけれども、そういったものが状況が変われば、当然そういったことの方

向転換というのでしょうか、そういった腹は常に持っているということでありますから、

それはわかりました。 
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 それと、もう一つ、これちょっと確認の意味もあるのですけれども、この支給の方法と

いうのでしょうか、この辺について浦幌町というのでしょうか、これは全国一律になって

くるのか行政ごとで変わってくるのかいうところもあるのですが、浦幌町の支給の体制と

いうのでしょうか、その辺について確認をしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 子ども手当につきましては、昨年も子供応援手当ということで補正も含

めてご議決いただいた内容がございます。そのときも説明させていただいているのですけ

れども、基本的には申請行為の中での支給というふうに法的になってございます。ただ、

そう言いましても、なかなかわからない部分もある方も中にはおりますので、こちらは対

象を把握した中で、勧奨ではないのですけれども、そういう方々にも通知を申し上げて、

漏れのないようには、前回もそうだったのですけれども、そういう形で進めたいというふ

うに考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 説明の部分についても、560名ということで載っていますので、数は把握をき

ちっとされた上でのこの金額ということだと思います。今言われたように、あくまでも申

請があってからということで、この辺が浦幌町としては申請行為がなくても今言われるよ

うに何がしかの、はがきを出すのか案内を出すのかあれですけれども、そういった形を。

だけれども、それについてはまたそれ出すには予算がかかってくる部分ありますよね、こ

れは。だから、ここら辺の兼ね合い部分の支給の仕方というのでしょうか、この辺がいろ

いろ問題が出てくる要素があるのではないかなと思うのです。今言われたような部分、例

えば補正組んででも何してでもきちんと案内して満額絶対するというようなことになるの

か、きめ細かくやるということなのか、その辺の支給の仕方をきちっと確認をしておきた

いなと思ったのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 前回もそうだったのですけれども、実際に申請をされて、こちらのリス

トと突き合わせた中で漏れがあるかないかというのをまず１点確認をさせていただいてい

ます。その中で漏れた方に対して、何らかの形でご連絡をして、そして申請を出していた

だくという方法をとってございますので、場合によっては郵送等の費用もかかりますけれ

ども、そういった形では進めていきたいと思ってございますし、前回につきましてはそん

なに大きく漏れはなかったものでございますから、その辺は広報等を通じた中で周知に努

めた中では進めていきたいというふうに考えてございますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 子ども手当については、わかりました。 
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 次に、学童保育の部分についてお伺いをしたいと思います。 

（何事か声あり） 

〇中尾議員 お伺いをいたしますが、今の町の認識について、この学童についてどういう

ような、これでいいと思っていらっしゃるのかどうなのか、この辺のまず現状の認識につ

いてお伺いしたいと思うのですが。 

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 今学童保育所の部分でございますけれども、浦幌幼稚園のほうで開

設をしておりまして、学校のあるときは放課後から５時50分まで、夏休み等の長期の休業

等の部分については８時半から５時半までというふうな形で受け入れをしているところで

ございます。今年度、22年度の募集の部分についても、まだ最終的な集約というところま

でちょっと今は押さえておりませんけれども、家庭で働いている方がふえてきて、学童の

ほうに入れたいという部分も人数的にはふえてきているというふうに押さえております。

今後の部分については、そういう推計もしながら対応のほうも、今後の部分ですけれども、

考えていきたいというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今ご答弁ありましたように、いろんな社会情勢厳しくなってきていますから、

お母さん等もいろんな部分で働きに出るとかということもふえています。そうなってくる

と、時間帯だとかいろんな部分、また休みだとか、土曜、日曜、祭日だとかというような

部分、そういういろんな声というものが上がってきているのではないかと思うのです。だ

から、その辺ですべて100％にということにはならないのでしょうけれども、そういった部

分の対応というものが今後検討される余地があるものなのか、ないものなのか、その部分

も子育て支援としては大きな部分があるのです。働きたくてもそういういろんな制限があ

るために働きに行けないとかというような部分とかというのを、私もすべてはないですけ

れども、そんな声も聞こえています。だから、そういったことが実際に現場にいる方の中

には聞こえてくるところがあると思うのです。だから、そういう生の声というものを吸い

上げる、そして100％ではなくても、わずかでも緩和をしてお助けをするような部分という

のでしょうか、状況によって違うと思うのです。今利用されている方によって違うと思う

のです。だから、一律ではなく、利用される方の状況に応じた臨機応変な形というものが

必要になってくるのではないだろうかと。大きなところではないのですから、浦幌町です

から、そういうような一人一人の部分でも臨機応変さが必要ではないかなというふうに思

うのですが、その辺の今後の対応の仕方、この辺について、どういう声が出ているのかと

いうところも含めてお聞き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。 
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〇広瀬保健福祉課長 要望の部分では、特に私らのところについては学童の今の状況を拡

大してほしいというふうな要望のところについては具体的には聞いておりませんけれど

も、土曜日の開園の部分につきましては過去に実施をしていた経過もありますが、利用す

る児童が非常に少なくて、土曜日の部分については実施をとりやめたという経過もありま

すので、そういうふうなことも内容の再確認なり父母の今現在の要望等もきちんと確認す

るような形の中で再度実施していくべきかどうかというところを判断させていただきたい

というふうに思います。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 子供は育っていくわけですから、必要だったものが必要でなくなるとか、い

ろんなことが出てくると思うのです。そういったことができるのが地方のいいところだと

思うのです。また、土曜日はこうだった、平日は何時とかというような、要するに決まり

がありますから、最初からこれはだめなのだと、相談する前にどうせだめなのだというよ

うな形の中で、だめだから結局働けないのだというような形の中でなっている部分もあろ

うかと思うのです。だから、そういういろんな部分で、子育て支援は町長も力入れている

わけですから、先ほども言っていたのですけれども、生の声を聞くような仕組みづくりと

いうのでしょうか、体制づくりというのでしょうか、そういうような方法というものもぜ

ひ検討いただいて、しっかりとした子育て支援をしていただきたいと思うのですが、これ

について町長、どうですか、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 今現在学童保育をやっておりまして、お母さんたちの話を十分聞く機会があ

るだろうと思います。中尾議員言われるように、そういう要望、ニーズといいますか、お

母さんたち、働く親たちの希望なり、そういうものについては本当にきめ細かくしんしゃ

くをしながら行っていきたいと思いますし、それがどのような形になるかはまさに小さな

町の小さな仕事というか、大きな仕事をできるのであればやっていきたいなというふうに

思っています。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。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、３月16日午前10時から

本会議を開きたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 
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 よって、本日はこれをもって延会とし、３月16日午前10時から本会議を開くことに決定

をいたしました。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ４時２７分 


