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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

します。 

 

    ◎日程第１ 議案第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。 

 昨日に引き続き予算審議を続けます。 

 初めに、９款１項１目常備消防費から４目災害対策費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 87ページをお開きください。９款１項消防費、１目常備消防費、本年度

予算額２億2,787万2,000円、２目非常備消防費、本年度予算額2,565万8,000円、３目消防

施設費204万円、この３目まででございますが、説明資料のほうで説明させていただきたい

と思います。予算説明資料の前に参考ということで東十勝消防事務組合一般会計（浦幌町

分）がございますので、ごらんいただきたいと思います。ページ数はないです。予算説明

資料の前に入っています。各会計の特別会計の給与関係の付表の次にあります。参考、東

十勝消防事務組合一般会計予算（浦幌町分）、この科目につきましては、東十勝消防事務組

合の浦幌町拠出分を計上している科目でございます。歳入、１款分担金及び負担金、１項

負担金、１目消防負担金、本年度予算額２億5,557万円、主な減は消防施設で小型動力ポン

プつき水槽車購入による4,667万円の減額であります。 

 ２款使用料及び手数料、１項１目手数料１万円でございます。 

 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入86万1,000円でございます。 

 ４款１項１目繰越金30万円でございます。 

 ２ページをお開きください。５款１項１目雑入、本年度予算額250万でございます。この

移転補償費については、開発建設部より十勝太築堤改修工事に伴う十勝太消防無線施設等

の移転補償費でございます。 

 次に、３ページの歳出について説明させていただきます。２款消防費、１項常備消防費、

５目浦幌消防署費、本年度予算額２億1,882万2,000円、この科目につきましては、消防庁

舎、各分遣所等の管理に要する予算を計上している科目でございます。主な増減は、２節

給与412万5,000円の減額、３節職員手当423万4,000円の減額、４節共済費で納付金掛金の

改定による1,122万6,000円の増額の内容であります。なお、13節委託料、18節備品購入費

につきましては、予算説明資料27ページに記載しております。 

 次に、５ページをお開きください。２項非常備消防費、４目浦幌消防団費、本年度予算

額2,565万8,000円、この科目につきましては浦幌消防団に要する予算を計上している科目
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であります。主な減額は、９節旅費で91万5,000円、11節需用費の消耗品で29万6,000円の

減額、19節負担金、補助及び交付金の消防団運営交付金39万の減額であります。この関係

につきましては、操法大会終了に伴う減額になっております。なお、１節報酬、予算説明

資料27ページに記載しております。 

 次のページ、６ページをお開きください。３款１項消防施設費、４目浦幌消防施設費、

本年度予算額454万円、この科目につきましては消防施設に要する予算を計上している科目

であります。主な減額は、15節工事請負費で小型動力ポンプつき水槽車更新に伴う4,312万

円の減であります。なお、11節需用費、15節工事請負費、18節備品購入費は、予算説明資

料27ページに記載しております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 次に、予算書の87ページをお開きください。４目災害対策費、本年度予算額238万7,000円、

この科目につきましては防災、災害対策、国民保護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、11節需用費の印刷製本費で防災マップ作成費用の126万円でござい

ます。また、修繕料91万1,000円の内容であります。なお、１節報酬、11節需用費の修繕料、

13節委託料は、予算説明資料27ページに記載しております。 

 以上でございます。よろしくご審議賜ります。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に10款２項５目学校保健費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 それでは、88ページをごらん願います。10款教育費、１項教育総務費、

１目教育委員会費、本年度予算額247万1,000円、この目につきましては教育委員４名の報

酬、費用弁償、交際費などの教育委員会の運営に要する経費でございます。１節報酬につ

いては、一般会計予算説明資料27ページをご参照願います。 

 ２目事務局費、本年度予算額5,674万円、この目につきましては教育委員会事務局の運営

や職員人件費などに要する経費でございます。増額の主なものは、11節需用費の印刷製本

費で６万3,000円増、これは浦幌町教育の日啓発ポスター100枚を印刷し、公共施設や金融

機関などの町民の皆さんが訪れる場所に掲示して、浦幌町教育の日をＰＲするものでござ

います。減額の主なものは、人件費で1,006万3,000円減の内容でございます。１節報酬に

ついては、一般会計予算説明資料27ページをご参照願います。 

 ２項小学校費、１目学校管理費、本年度予算額6,895万円、この目につきましては小学校

３校、児童数258名、教職員数31名に係る学校経営、施設維持に要する経費でございます。

減額の主なものは、上浦幌小学校臨時事務職員の人件費で197万円の減、11節需用費の消耗

品費が上浦幌小学校の閉校などにより66万9,000円の減、燃料費が上浦幌小学校の閉校など

により311万8,000円の減、光熱水費が上浦幌小学校の閉校及び過去３年間の使用実績並び

に水道料金の改定により182万2,000円の減、修繕料が30万円の減などで、合わせて需用費
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総体として601万9,000円の減、12節役務費については上浦幌小学校の閉校などにより74万

9,000円の減、14節使用料及び賃借料については浦幌小学校教育用コンピューター借り上げ

料を平成21年度当初予算はリース契約による更新を計画しておりましたが、学校ＩＣＴ環

境整備事業により平成21年度に備品として購入したことなどから、319万6,000円の減、15節

工事請負費が235万円の減、18節備品購入費が平成21年度は地上デジタルテレビ購入事業が

ありましたので、328万5,000円の減、19節負担金、補助及び交付金については上浦幌小学

校閉校記念事業補助金で200万円の減、平成22年度は新学習指導要領に基づく小学校教科書

の採択がありますので、第12地区教科書採択教育委員会協議会の分担金６万1,000円が新た

に必要となる内容でございます。11節需用費、13節委託料、15節工事請負費については、

一般会計予算説明資料27ページをご参照願います。 

 ２目教育振興費、本年度予算額966万5,000円、この目につきましては小学校３校の教育

振興のための事務委託や関係団体への事業支援に要する経費でございます。増額の主な内

容は、13節委託料で平成23年度から新学習指導要領に基づく小学校３、４年生が使用する

社会科副読本「うらほろ」の改訂作業に伴い、教育研究所協力員を４名増員することによ

り10万円の増。なお、平成22年度中に社会科副読本の印刷を行うため、予算の追加補正を

お願いすることになります。18節備品購入費は、新学習指導要領に対応する教材、教具の

購入をするため35万円増額の内容でございます。減額の主な内容は、上浦幌小学校の閉校

に伴い、学校評議員に係る１節報酬で４万5,000円の減、19節負担金、補助及び交付金は上

浦幌小学校の閉校に伴い、学校スケートリンク造成費交付金17万円の減、学校経営・教育

活動実践研究事業交付金25万4,000円の減、生きる力をはぐくむ特色ある教育活動支援事業

交付金15万円の減、このほかに平成21年度補正予算で追加していただきました学校教育研

究活動事業交付金が10万円の増、平成21年度に開催されました十勝管内へき地複式教育研

究大会浦幌大会補助金20万円の減、これらを合わせまして72万2,000円減額の内容でござい

ます。１節報酬、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費については、一

般会計予算説明資料28ページをご参照願います。 

 ３目特別支援教育振興費、本年度予算額184万6,000円、この目につきましては特別支援

学級を浦幌小学校に４学級開設し、その運営に要する経費でございます。障害の内訳は、

知的障害１学級、病弱１学級、言語障害１学級、情緒障害１学級でございます。１節報酬

については、一般会計予算説明資料28ページをご参照願います。 

 ４目簡易水泳プール管理費、本年度予算額95万3,000円、この目につきましては厚内小学

校、上浦幌中央小学校の２校に設置しております学校プールの維持管理に要する経費でご

ざいます。減額の主な内容は、上浦幌小学校の閉校に伴い、減額となるものでございます。

なお、15節工事請負費は、上浦幌小学校プールの上屋取り外しに係るものでしたので、廃

節となっております。 

 ５目学校保健費、本年度予算額276万7,000円、この目につきましては小中学校の児童生

徒及び教職員の健康診断等に要する経費でございます。13節委託料、20節扶助費について
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は、一般会計予算説明資料28ページをご参照願います。 

 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。 

 ８番、野村議員。 

〇野村議員 今教育行政にかかわる一般的な予算の説明いただきました。教育委員会とい

うのは、教育行政の全般にわたる管理監督、また施設も含めた形で行っていると認識して

おるわけですけれども、そこで１点お伺いしたいのですけれども、確認ということなので

すけれども、今回いろいろな政治的な問題で職員団体の活動において学校行政、それから

学校管理、学校運営において非常に支障を来すような事例があれば道教委に通報せよとい

うような告知が道教委で決定されて、各市町村にも伝達来ているのかなと思うのですけれ

ども、そうすると今言ったように学校の管理、その他すべてを任されている市町村教育委

員会を飛び越えた形での通報なり連絡という形になるのかなと。そこに置かれている公立

小中学校の管理運営を任されているもの、その事例についてだけ道教委にダイレクトに行

くような形になったら、地元の教育委員会の立場というのか、その辺の連絡だとか調整だ

とか、その辺についてはどのような形になるのか、それはどのようなことなのか、まずお

伺いしたいと思うのですけれども。あわせて、そのような事例が我が町では過去も含めて

あったのかどうかもあわせてお伺いしたいと思うのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 ただいま野村議員からのご質問の件につきましては、まず先日の道議会

の中で北海道教育委員会の教育長が答弁の中で申し上げていることが新聞報道された内容

だと思います。それで、具体的にまだ本町に、市町村教育委員会に対してそれのことにつ

いて具体的な指示はおりてはきておりません。新年度以降になるのかなというふうには考

えております。それで、市町村教委は教職員の服務監督権があるわけですが、これを飛び

越えてというふうな形だというふうにおっしゃられましたが、この基本的な市町村教委の

服務監督権を侵害するというようなものではなくて、道教委もそういう部署を設けて、道

教委へも直接入るようにもしますよと、直接道民の声も受けますよというふうな意味合い

で、市町村教委をないがしろにするとか、飛び越えてとか、そういうことではないという

ことで伺っております。それと、２点目の過去にそういう教職員団体が政治的行為等があ

って本町の中でそういう事例があったのかということにつきましては、私が知り得る範囲

内ではなかったというふうに承知しております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 今も道でそのような形で進んでいますので、正式にはまだおりてきておらな

いのかなと思うのですけれども、そこで今図らずも次長が言われました服務監督権という

ことについて、具体的にはどこまでどういう形なのかということについてご説明いただき
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たいと。というのは、先ほど言ったように教育行政は浦幌町すべての教育の先ほど言った

ように施設から管理監督、そしていろんな資料によりますと任命権、前回も条例の中であ

りましたように教育委員会の附属機関の任命権、任命権あるということは罷免権、当然懲

罰もそれに入っているわけなのですけれども、そこでいうと、いろんなものを読んで見て

もあくまでも教育委員会にかかわる職員なのです。ということは、教員は外れるわけなの

です。当然これは任命権が違うかなと思うのですけれども、結局権限、任命権のない教育

委員会は、今言ったような不祥事あったりとかということに対する服務監督権というのは

どこまでが市町村教育委員会が持っているのかと、懲罰、その他、新聞報道でもたまに出

ますけれども、特に小中学校の教員の懲罰については全部道教委から出ます。これは、当

然任命権は道にあるから、交通事故、いろんな不祥事したら懲罰は全部道から出る。これ

は、当たり前だと思うのです。だけれども、実際の業務は地方、市町村の教育委員会の配

下という言い方したらいいのか、その辺の理解がよくできないですし、今言われたように

服務監督権というのがどこまで及んで、それが地元の教育委員会がどこまでの範疇で、今

言った制裁と言ったらおかしいのですけれども、そういうところまで及ぶのかなというこ

とがちょっと理解に苦しむところなのですけれども、それについても詳しく説明お願いし

たいと思うのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 まず、法的な根拠の部分で申し上げますと、地教行法第37条に任命権者

ということで、市町村立学校職員給与負担法第１条及び第２条に規定する職員、北海道で

いえば道費負担教職員については任命権は都道府県教育委員会にあるということですか

ら、北海道でいえば道教委が持っているということになります。ただ、これの内申という

形をとります、異動の場合。その場合は、任免、その他の進退を伺うものについては市町

村教委の内申を待って、道教委は行うということですから、市町村教委としては任免に係

る内申は行っております。それと、先ほどの服務監督権、これは地教行法の第43条の中で

市町村教育委員会は県費負担教職員の服務を監督するというふうに言われておりますの

で、服務監督は市町村教委にあるという、これが根拠でございます。それで、具体的にど

ういうようなことが考えられるのかということにつきましては、こちらのほうでは職場に

おける服務について法を守る、そういう部分についても指導しております。それと、教育

公務員としてあってはならないようなことを起こさないような形の中で毎月の校長会議、

教頭会議を通じて指導しているというふうな状況はあります。それで、もし仮にそういう

非行があった場合について、先ほど懲戒処分の話もされておりましたが、そういう場合に

ついては教育委員会からは任免にかかわることということの中で内申をして、道教委が懲

戒処分を下しているというふうな内容になっております。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 
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〇野村議員 大体わかりました。今言ったように、あくまでも教育委員会は職員に対する

懲罰だとか罷免に係ることは一切できないと。だけれども、学校には当然校長以下管理者

もいるだろうし、今言ったように最終的に服務違反だとか、そういうのが見えれば当然教

育委員会では審議、校長、その他含めて審議するだろうけれども、最終的にはそれは上の

段階の道教委まで上げて、最終的な判断、最終的な結論は道教委が下すということが今ま

での教育委員会の流れという考え方でとらえてよろしいのですか、確認です。もう一回そ

れだけお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 懲戒処分を行うような事件、事故等につきましては、そのように行って

おります。 

〇野村議員 わかりました。以上です。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 89ページ、事務局費の報酬です。先般この問題につきましては、教育の日の

関係につきましては質問を私はさせていただいたわけでありますが、これは先日も教育長

の強い意志をお聞きをしまして、そういった形の中でこの部分については議決をされたと

いうことでございます。それに伴いまして、今後この部分につきましては、今回の予算を

見ましても教育行政については補助等のいろんな部分のほかの委員会もありますが、これ

については地域総ぐるみというのでしょうか、地域の部分のウエートがかなり大きくなっ

てくるというふうに認識をします。それで、地域の部分、委員が10名ということでありま

すが、今現時点のこれから教育委員会が委嘱していく上での考え方、割合だとかという部

分、またこの後は報酬のない形の中でボランティアの形でやるということですから、その

辺の部分のいつまでにどうしてというような青写真というのでしょうか、それをこういう

形で実行に移していくという、この部分の流れの部分をいま一度詳しく説明をいただきた

いというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 今流れといいますか、概略のスケジュール的なものというふうに考えて

よろしいですか。それでは、教育の日の制定委員会の委員の選任につきましては、４月の

定例教育委員会で議決を行いまして、委員をそれで委嘱します。その後５回ぐらいの会議

を重ねていただきまして、それで大体９月いっぱいぐらいに結論を得たいなという中で考

えております。９月から10月、今の時点で予定としては９月いっぱいぐらい、そして秋に

向けて、10月、11月ぐらいに向けてその辺の関連した行事も持っていきたいなと。この後

社会教育費の中にも出てきますが、記念講演だとかそういうふうな形も、宣言だとか記念

講演というふうな形の中で教育の日を制定したものを実行に移していきたいというふうに

考えております。制定委員の中にも社会教育関係団体だとか女性団体だとかというふうな
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委員さんもお願いしようと思っておりますので、そういう中で実行委員会形式、これは実

行委員会となるかどうか、協議会となるか推進協議会になるか、この辺はまだちょっとは

っきりしませんけれども、そういうふうな組織をつくって教育の日の運動を推進していく

というふうな形を考えております。これは、単年度で終わるものでなく、これから毎年行

っていこうというふうなことで、それに合わせた児童生徒、そして家庭、そして地域への

働きかけを行っていくというふうに考えております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 流れはそういう形でということですね。秋にかけて、今５回ぐらいの審議と

いうことで、その審議の内容によっては５回が６回になるのか７回になるのかということ

もあろうかと思いますが、そういう形の中で、今女性の方々等も含めて地域の広い声を聞

いてということでございますので、あくまでも地域一丸となり総ぐるみでということです

から、地域の声というものを。なかなか教育の方々というのは、それに関してはプロです

けれども、この趣旨にある総ぐるみという部分ではやはり地域の声をどれだけたくさん取

り入れてやっていくのかということが必要になってくると思いますので、その辺はそうい

う形で。 

 もう一つ確認をさせていただきますが、今回の委員については、今言われるように単年

度で終わるものではないということですから、ただ任期は１年ということになりますよね。

だから、今回の任期で、９月までに決める任期でこの委員さんの仕事は終わって、この委

員さんがこの１年の９月までの中に、３年計画なのか５年計画かわかりませんが、そうい

った流れの長期的なスパンでの審議がここでされるのか、あくまでも９月までかけて、今

年度、22年度の審議をすると、23年度になったら、任期が１年ですから、また来年度もそ

の委員さんを任命して、また23年度に審議をしていくという形での、そういう流れでやっ

ていかれることなのか、その辺の考え方をお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 ただいまのご質問のお答えとしましては、これは教育の日制定委員会と

いうことで、浦幌町の教育の日というものをどのように制定していくか、その内容も含め

て、運動を進めていく上での内容も含めてすべてを決めていくということの中で５回なり

の会議をということで、これは単年度のものということでなくて、今後も引き続いて行わ

れていくであろう教育の日の運動についてすべてを決めていくという内容です。ですから、

条例として終わりは切っていなかったわけですけれども、今年度は大もとの会議を５回や

るということで、その任務が終わった時点、来年の３月の時点には廃止条例を出したいと

いうふうに考えております。ただ、教育の日の運動そのものはやはり時代とともに変わっ

ていくという部分もありますので、それはそういう任意の団体の中で実行委員会形式の中

で新しい情報も取り入れながら運動は進めていけるものというふうに思っております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 
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〇中尾議員 わかりました。確認ですけれども、あくまでも今回のこの委員さんについて

は、一応予定としての５回の中で今後の流れをつくって、その上でこの委員さんはもう廃

止をすると。また、時代の流れですからどういう形になるかわかりませんが、今まで決め

たものがそぐわなくなってくると、またこういう形が出てくるのかなと思いますが、今の

流れの中ではこれで終わらせるという形ですね。それについては、わかりました。 

 あと、一番問題なのは、先般も私質問しましたけれども、決めるまでは報酬でいいので

すが、これから運営するのはあくまでもすべてボランティアの中でやられていくというこ

とであります。その中で、私は報酬を払うことがすべてよしとは思わないのであります。

浦幌は、そういうボランティアの方々の意識とかそういったものは、ましてや教育につい

ての意識というものは私は他町よりも高いものがあるというふうに認識をしております。

そういった意味では、そういう方々のそういう力を貸していただくと、そして地域総ぐる

みでということはいいのですが、先般の部分の参考資料の中に、今も説明ありましたけれ

ども、記念講演とかそういうような部分も、決して必要ではないとは申しませんが、講演

をやって、話を聞けばそれでいいというものではないと思うのです。だから、ここら辺を

他町のものを参考にするということよりも、参考はいいのですが、やはり浦幌に合った浦

幌スタイルというのでしょうか、このことはしっかりと踏まえた上で、せっかくつくる教

育の日ですから、この辺を今までのよそがやっていることをなぞらえるのではなくて、浦

幌としての独自の色をぜひ出していただきたいと思いますので、そこら辺の考えを最後も

う一回お聞かせいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 中尾議員がおっしゃるとおりでございまして、私たちもそういう事業も

当然その中で決めていってもらうという部分もありますけれども、そういう中で浦幌スタ

イルだというふうなことの意味合いというのは特色として出していかなければならないと

いうふうに思っております。今ＮＰＯの方を中心に、中学校、小学校連携しながら進めて

いただいている浦幌スタイル教育を広めていく、それも運動の中の一つに取り入れていく

という方向性は必要でないかというふうに考えております。議員の皆様方にも何かの折に

はご案内を差し上げることがあろうと思いますので、ぜひご参加のほうをよろしくお願い

したいと思います。 

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10款４項１目幼稚園運営費までの説明を求めま

す。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 94ページをごらん願います。３項中学校費、１目学校管理費、本年度予

算額5,356万1,000円、この目につきましては中学校２校、生徒数131名、教職員数26名に係
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る学校経営、施設維持に要する経費でございます。増額の主なものは、13節委託料は浦幌

中学校が改築移転後に必要となる保守業務及び警備保安業務で16万7,000円の増、管理業務

委託料で14万5,000円の増、合わせて31万2,000円の増、18節備品購入費で一般備品が10万

円の増、校長室等の地上デジタルテレビ購入で26万円の増、学校配当予算で18万円の増、

これらを合わせまして54万円増の内容でございます。減額の主なものは、11節需用費の消

耗品費は学校配当予算などで13万1,000円の増、燃料費は過去３年間の使用実績により30万

2,000円の減、光熱水費は過去２年間の使用実績及び水道料金の改定により48万円の減、こ

れらを合わせまして65万1,000円の減、12節役務費は消火器詰めかえ手数料６万3,000円減

という内容でございます。なお、15節工事請負費は、浦幌中学校グラウンド用時計設置工

事及び教員住宅給湯器設置工事が終了したことにより廃節となっております。１節報酬、

13節委託料、14節使用料及び賃借料については、一般会計予算説明資料28ページをご参照

願います。 

 ２目教育振興費、本年度予算額1,071万1,000円、この目につきましては中学校２校の教

育振興のための事務委託や関係団体等への事業支援に要する経費及び外国語指導助手の配

置に要する経費でございます。増額の主なものは、１節報酬が現在の外国語指導助手は本

年７月の任期満了後も引き続いて来年７月まで１年間の再契約をいたしましたので、日米

租税条約の規定により所得税及び住民税課税の対象となることから、税金相当分を補てん

するために14万円の増、18節備品購入費が新学習指導要領への移行措置に伴う教材、教具

の購入のために27万円の増、19節負担金、補助及び交付金で対外競技出場交付金は、夏季

の部活動に交付金が集中するために30万円増という内容でございます。１節報酬、19節負

担金、補助及び交付金、20節扶助費については、一般会計予算説明資料28ページをご参照

願います。 

 ３目特別支援教育振興費、本年度予算額153万3,000円、この目につきましては特別支援

教育推進のための事業費と特別支援学級の運営のために要する経費でございます。平成

22年度は、特別支援学級を浦幌中学校に知的障害１学級、言語障害１学級の２学級を開設

いたします。１節報酬については、一般会計予算説明資料28ページをご参照願います。 

〇賀下施設課長 ４目スクールバス管理費、本年度予算額6,720万4,000円、この科目につ

きましてはスクールバス９路線で、うち直営が３路線、委託が６路線にかかわる人件費及

び運行管理経費でございます。増額の主なものは、13節委託料で上浦幌小学校の閉校に伴

い、美園相川線の１路線がふえたもので、説明資料28ページに記載のとおりでございます。

また、18節備品購入費は、直営車３台分の冬タイヤ購入によるものでございます。減額の

主なものは、人件費と14節使用料及び賃借料でございます。 

〇亀山教育次長 ５目浦幌中学校改築事業費、本年度予算額２億1,431万円、この目につき

ましては浦幌中学校屋内運動場の危険改築に伴う事業費と関連する外構工事費等及び改築

後の移転に伴う関連経費及び備品購入等に要する経費でございます。11節需用費の消耗品

費は、建築確認申請完了検査に伴う北海道収入証紙代等、12節役務費の通信運搬費は引っ
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越し作業に係るグランドピアノ、耐火金庫等の運搬費、引っ越しに伴い不用となる物品の

産業廃棄物処理手数料、13節委託料は移植木５本、剪定木52本及び伐採木32本に係る支障

木移植委託料、専門的な知識及び技術が必要であるパソコン等電子機器移設委託料、15節

工事請負費は屋内運動場改築に係る２期工事費、現屋内運動場の解体撤去工事費、国旗掲

揚塔の移設工事費、門柱の新設等工事費及びグラウンド東側の暗渠排水不良による滞水解

消について保護者及び学校側から強い要望があったグラウンド造成工事などの外構工事

費、現校舎との渡り廊下をふさぐとともに、現校舎から電気を引いているので、新たに給

食センターの受変電設備を設けるための給食センター一部改修工事費、18節備品購入費は

老朽化した備品の更新及び新たに学校から要望があった備品のうち緊急性の高い備品を購

入する備品購入費でございます。なお、このほかに学校から要望があった一部の備品につ

いては、平成23年度当初予算で購入を予定しております。15節工事請負費、18節備品購入

費については、一般会計予算説明資料29ページをご参照願います。 

〇広瀬保健福祉課長 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、本年度予算額7,219万6,000円、

浦幌、厚内の２幼稚園園児40名の保育、園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、人件費及び吉野幼稚園閉園並びに田中園長の退園による報酬の減によるもの

でございます。新規といたしまして、吉野幼稚園閉園に伴い、浦幌幼稚園へ通園しなけれ

ばならない家庭に対する通園費補助を７万4,000円計上しております。13節委託料、15節工

事請負費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料29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。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。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 今説明のありました通園費補助金、１名ですね、７万4,000円、これスクール

バス対応にはならない人なのでしょうか。 

〇田村議長 福原議員、ページ数。 

〇福原議員 99ページの幼稚園費の19節の負担金、補助及び交付金のところです。通園費

補助、これはスクールバスの対応にはならない園児なのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 浦幌幼稚園の開園につきましては９時からというふうなことでござ

いまして、スクールバスの部分につきましては８時ぐらいまでには小学校に到着するとい

うふうなことで、その前に園児が乗るというふうなことから、時間的な部分でスクールバ

スの利用は難しいというふうなことの中で通園費補助というふうな形で支援させていただ

きたいというふうに考えております。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 幼稚園、それから保育園も含めてなのですけれども、時間のずれでいろいろ
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とよそのまちでは配慮しているのです。それで、浦幌町は昔から、開園時間というのでし

ょうか、それがなかなか譲れなくて、働くお母さんには非常に不便に感じていると。この

点についての創意工夫みたいなのは今後されていかれるかどうか、確認しておきたいと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 開園時間の部分につきましては、幼稚園の部分につきましては通常

４時間保育というふうなことの中から、今の時間帯の中が今の段階では一番ベストという

ふうな考え方でおりますし、また保育園の部分につきましては保育に欠けるお子さんを扱

うというふうなことから、時間帯を早くしながら、あと延長保育という形で朝の部分と終

わりの部分を延長しているところでございます。そういうふうな実態に合わせながらこち

らのほうとしては対応しておりますので、今後情勢等が変わってくればそういう部分で受

けとめて検討していくという形になっていくかなと思っておりますが、今の中では現状の

部分で一応していきたいというふうに思っております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 95ページ、対外競技出場交付金80万円、これについてお伺いをいたします。

これ今までもいろいろな部分で補正も組んだりしながら支援をされていると思いますが、

これあくまでも、これからいろんな部分で子供も減ってきて、いろんな競技をする上では

いろいろ難しい場面も出てくるのかなというような気がしておりますが、これはあくまで

も全道大会、全国大会に対する出場に対しての補助金というようなことなのですが、今回

オリンピックもありましたけれども、オリンピックに行ける人というのは本当にごくわず

かなのです、上のところまで行ける人というのは。ただ、やっぱりそこへ行くまでの努力

というのでしょうか、そういった部分を町としても全国大会に出れるようにバックアップ

するというのでしょうか、状況にもよりますが、この辺をもうちょっと枠を広げて使いや

すいような、あくまでも全道大会、全国大会ではなくて、もうちょっと枠を広げたような

柔軟な考え方がとれないものなのかなという気がいたしますが、その辺の考え方について

お伺いをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 今対外競技出場交付金につきましては、全道大会以上の大会に出場する

場合の部分で出して、交付しているわけです。補助しているわけですけれども、これにつ

いて基本的なことにつきましては十勝予選を勝ち抜いたという形なのです。ですから、い

きなり全国大会というのもなかなかないのかなというふうには思います。全国大会に出場

すると、公認団体が主催しているものであれば十勝予選、そして全道大会、以上の大会と

いうふうに、十勝予選は出ませんけれども、十勝予選であればスクールバス対応なりとい

うふうなことを今も行っております。ですから、あと考えられるような大会というのは余



 － 14 － 

りないのですが、中体連なんかで申し上げますと、全道の中学生の駅伝大会だとかという

のもあります。これも十勝の予選クリアして、全道大会行っています。そういう場合につ

いては、全部交付しておりますので、それ以外の大会というのはなかなかわからないので

すが、ただ中学生でも少年団活動という中で空手道少年団というふうな形の中でやってい

る部分につきましては、社会教育のほうで青年等の全国大会の出場なり全道大会の出場と

いうことで、補助基準というか、補助の割合は多少違いますけれども、そういうふうな形

で出しております。ですから、今中尾議員の言われた全道大会以外の大会というところの

部分が私には今思い当たる節がないのです。ですから、基本的には全道大会と名のつくも

のにつきましては何らかの形で救済されているというふうに思っております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 ちょっと私の言い方が悪かったのか、私が言いたいのは、いい成績をおさめ

て大会に出る、その子供たちにそういうきちっとした支援をすると、これはいいのです。

今までもいろんな部分では補正を組みながらでも、そういう支援をしっかりしてきた。要

するに、子供たちに対してそういうバックアップをしていくという上では、私はこのこと

に関してはいいと思っているのです。要するに私が言いたいのは、そういう大会に出れる

人というのはいいのですけれども、そういう支援もあり、いいのですが、出るための努力

をするわけですよね、みんな。この部分にもっと、みんなが同じ環境の中でできるような、

そういうような支える形というのでしょうか、そういったものを、浦幌のこれからの状況

って子供がどんどん少なくなっていきますから、全道大会以上、それ以外はバスはこうで

ということではなく、状況に応じてもうちょっと視野を広げて緩和しながら、それを応援

するというのでしょうか、全道大会に出たからするのでなく、全道大会に出れるように応

援をすると言ったらいいのでしょうか、そういうような形の中でこれからの子供たちを育

てていく上で対外競技に出場するための補助というのでしょうか、支援というのでしょう

か、そういったものもぜひ私は検討していただきたいなということで質問をさせていただ

きたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 出場するための、いわゆる管内大会的なことになってきますかね、そう

すると。そういうところで、中学校の部活であればスクールバス、少年団であれば大勢で

行く場合には父兄の車で行っていたり、貸し切りのバスというのは管内では余りないと思

うのですけれども、ほとんど育成会なりの方の車を使っていって、保護者の方が乗り合わ

せていっているというふうな状況なのかなというふうに思います。ただ、スクールバス、

部活動は最優先ですから、いいのですが、その辺でスクールバスの運行上、例えば少年団

活動にもどの程度出ているのか、ちょっとその辺は把握していないので、わからないので

すけれども、少年団も年に１回ぐらいは使わせてもらっていると思います。僕の知ってい

る範囲はその程度なのですが、そういう中ではこれをさらに広げてということの中ではま
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た別サイドのものも出てくるのかなと、施設課サイドのほうでその辺の町営バスの考え方、

補助金を出しているというふうなこともありますので、その辺との調整も必要なのかなと

いうふうには考えております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 ちょっと私のあれが抽象的過ぎるのでしょうか。例えば今言われたようなバ

スだとかというのも、施設課の部分ではたしか年に１回とかというような決まりがあった

のでなかったでしょうか。だから、例えばバスにしてもそういった部分というものも今言

う十勝の部分の枠を広げたりとか、全道大会、全国大会に行けるような支援をもうちょっ

と枠を広げてしていただくような検討をいただけないものなのかなということを言ってい

るのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 答弁調整のために休憩いたします。 

 

午前１０時５１分  休憩 

午前１０時５２分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいま中尾議員のほうからお話をいただいた件でございますが、全道大

会あるいは全国大会に出るというのは、本当に一部の子にどうしても限られてまいります。

そうではなくて、もっとすそ野を広げてスポーツ等を頑張っていきたいという児童生徒を

励ましていく、そういう支援策はないのかということでございますので、もっともなこと

だと思います。それで、私ども小学校、中学校、少年団、部活関係者からどのようなニー

ズがあるのか、現段階でそういう関係者からも事情をいただきながら協議をし、支援でき

ることはないのかということを検討してまいりたいと思います。 

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10款５項７目図書館管理費までの説明を求めま

す。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 99ページをごらん願います。５項社会教育費、１目社会教育総務費、本

年度予算額3,967万8,000円、この目につきましては社会教育、文化振興及び文化財保護並

びに関係団体への事業支援、そして職員人件費に要する経費でございます。増額の主なも

のは、職員人件費で114万5,000円の増、１節報酬で平成22年度に第７期浦幌町社会教育中

期計画を策定するために社会教育委員10名、公民館運営審議会委員１名、文化財保護審議
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会委員１名、図書館博物館協議会委員１名及び体育指導員２名で構成する策定委員会開催

の報酬に20万7,000円の増、北海道社会教育研究大会が釧路市で開催され、社会教育委員が

参加することから、４万7,000円の増、１節報酬の増額理由により９節旅費の費用弁償で６

万5,000円の増、８節報償費は上浦幌小学校の閉校により学校支援実行委員会謝金２万

8,000円の減、浦幌町教育の日制定の記念講演会講師謝金10万円の増、これらを合わせて７

万1,000円増額の内容でございます。減額では、予算要求事務の誤りと私の確認が不十分で

あったことから、19節負担金、補助及び交付金において十勝社会教育委員協議会負担金２

万円及び道社会教育委員連絡協議会負担金３万円の計５万円について計上漏れとなってお

りますので、平成22年度において予算の追加補正をお願いしたいと思います。大変申しわ

けございませんでした。１節報酬については、一般会計予算説明資料29ページをご参照願

います。 

２目公民館運営費、本年度予算額2,483万円、この目につきましては町内４つの公民館の

管理運営と施設維持に要する経費でございます。増額の主なものは、11節需用費の燃料費

は過去３年間の使用実績により12万9,000円の減、印刷製本費は隔年で発行しております町

民文芸誌「樹炎」第30号の印刷代80万円の増、光熱水費は水道料金の改定で16万4,000円の

減、修繕料は13万5,000円の減、合わせまして需用費総体で32万1,000円の増、13節委託料

の保守業務委託料は中央公民館屋内消火栓設置に伴う消防用設備保守点検で19万9,000円

の増、３年に１回の中央公民館及び吉野公民館ＦＦストーブの保守点検で22万円の増、平

成21年度は保証期間であった厚内公民館ボイラーの保守点検で15万2,000円の増、中央公民

館地下タンクの清掃及び漏えい検査で７万円の増、これらを合わせまして65万2,000円の増

額の内容でございます。減額の主なものは、18節備品購入費は中央公民館防炎じゅうたん

の更新や地上デジタル放送受信用テレビの購入などが終了したことから104万5,000円減額

という内容でございます。なお、15節工事請負費は、吉野公民館及び厚内公民館改修工事

が終了したことなどから廃節となっております。１節報酬、13節委託料については、一般

会計予算説明資料29ページをご参照願います。 

 ３目博物館費、本年度予算額125万1,000円、この目につきましては博物館の企画展や資

料収集及び保存などの管理運営に要する経費でございます。減額の主なものは、11節需用

費の修繕料で73万5,000円の減、12節役務費の手数料は廃棄物処理手数料８万4,000円の減

という内容でございます。なお、18節備品購入費は、アルミパンフレットスタンドの購入

が終了したことから廃節となっております。１節報酬については、一般会計予算説明資料

29ページをご参照願います。 

 ４目高齢者学級開設費、本年度予算額44万1,000円、この目につきましては高齢者を対象

として４つの公民館ごとに開設している４寿大学の運営費と寿大学生が一堂に会する４寿

大学交流会の事業の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。 

 ５目青少年教育費、本年度予算額241万3,000円、この目につきましては子ども会活動奨

励や少年教育に要する経費でございます。増額の主なものは、９節旅費については教育長
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が青少年道外交流事業に同行し、富山県氷見市教育委員会等の関係者へのあいさつと今後

の事業推進について協議するために14万円増額という内容でございます。なお、13節委託

料は、隔年で実施しております子ども文化鑑賞会に係る経費でございましたので、廃節と

なっております。19節負担金、補助及び交付金については、一般会計予算説明資料29ペー

ジをご参照願います。 

 ６目家庭教育学級開設費、本年度予算額32万9,000円、この目につきましては小中学校の

校下に開設されている家庭教育学級４学級の運営に要する経費でございます。上浦幌小学

校の閉校に伴い、１学級減となるため、若干の減額となるものでございます。 

 ７目図書館管理費、本年度予算額3,129万8,000円、この目につきましては図書館の管理

運営及び教育文化センターの維持管理に要する経費でございます。増額の主なものは、職

員の人件費で22万円の増、７節賃金は育児休業を取得する職員の代替として臨時職員１名

を１年間雇用するために143万7,000円の増、15節工事請負費で80万円の増、18節備品購入

費は図書購入費で30万円の増、一般備品で地上デジタルテレビ等の購入56万4,000円の減、

これらを合わせまして26万4,000円の増額という内容でございます。減額の主なものは、８

節報償費は図書館開館10周年記念講演会を開催した経費の10万円の減、11節需用費の印刷

製本費はパンフレットを印刷した経費10万3,000円の減、光熱水費は水道料金の改定で１万

1,000円の減、修繕料は100万3,000円の減、合わせて需用費総体で98万7,000円の減額とい

う内容でございます。なお、図書館システムは、開館時の導入から11年が経過しておりま

すので、平成22年度中にコンピューター機器及びシステムの更新を計画しており、補正予

算の提出を予定しておりますことを申し添えます。１節報酬、13節委託料、15節工事請負

費については、一般会計予算説明資料29ページをご参照願います。 

 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。ありませ

んか。 

 ８番、野村議員。 

〇野村議員 では、私は100ページの公民館運営費について教育委員会の考え方、また要望

ということになるかと思いますけれども、たしか昨年町内４館のうち上浦幌と厚内に、高

齢者に対する配慮かと思うのですけれども、階段にエレベーターというのですか、あれを

何というのだかよくわかりませんけれども、個人でいす型のエレベーターが設置されたと

記憶しております。現実私も上浦幌を確認しまして、本当にすばらしいものだなと、この

ように思っております。それは、公民館を使用する人たちのための配慮だというふうによ

く理解するのですけれども、お伺いすると上浦幌、厚内は集会所が２階にあるためにどう

しても階段が不便な方に配慮したということで、よく理解できるのですけれども、そうす

ると吉野、私の地元吉野ですけれども、あの地域については下に大集会所があるので、そ

の辺の必要性はないのかなと、こう認識するのですけれども、別な観点からいいますと、

地域の集会所としてよく利用される公民館でありまして、特に下浦幌地区にはお寺さんが
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ないということで、葬儀に関して結構利用があるわけでございまして、そうするとその中

で引き受けたお手伝いの方が食事の世話、その他が場所の関係で２階になってしまうと、

そういうことで今までもいろいろなお手伝いの方に聞くと、どうしても階段にいろんな調

度品から料理を持ったりおりたり大変で、だんだんと高齢になってきて非常に苦痛である

というお話を聞いて、たまたま私も区長をやっておりまして、地元の総会の中でそういう

声も出ましたので、一番簡便な方法というと、別に上浦幌、厚内がエレベーターついたか

ら吉野もという要望はいたしませんけれども、１階の厨房室と２階の食堂として使う研修

室がちょうど真下と真上の関係あるので、そういうことの便宜性を図ると、簡易の荷物の

エレベーターというのですか、よく名前わかりませんけれども、そういうものを吉野にも

設置して、地域住民、また特に催事のときの簡便さというか、ことを配慮したらどうかと

思うのですけれども、それについての考え方お伺いしたいと思うのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 今野村議員から吉野公民館に荷物用のエレベーターと、ダムウエーター

というものなのかなというふうには思いますが、今初めてお聞きしましたが、建物の構造

上の問題もクリアしなければならないこともあろうかと思います。また、中で打ち抜いて、

１階と２階の間を打ち抜いてできるものなのか、外づけでないとできないものなのか、そ

ういうこともあると思うのです。それと、あと地域の皆さんがコミュニティの場として利

用する場合に、高齢化も進んできているというふうな意味合い、ここの部分も私としては

わかるところなのです。どうしても重いもの、そして大量に持って上下、階段を上りおり

しなければならないものというふうなことは出てくるのかなというふうに思いますので、

その点については理解できますが、これらはきょうお話があったということの中ではこの

場で結論というふうなことにはなりませんので、関係する課とも十分協議させていただき

まして、それが可能なのかどうか、建物として可能なのかどうか、また財政的な部分も可

能なのかどうか、それらのことも考え合わせまして、これにつきましては今後調査検討を

させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 特に冬期間というのは、厚内公民館というのは軽スポーツが結構盛んにやっ

ていると聞いております。その中で、高齢者ですから、余り言いたくないのですけれども、

けががつきものだと、そのたびに公民館長も本当に大変な目に遭っているようでございま

す。そこで、スポーツ傷害保険とかいろんな保険があるのでしょうけれども、ある程度そ

ういうスポーツ、軽スポーツやる人はこういう保険には必ず入ってもらったほうがいいの

でないかなと私は考えているわけなのですけれども、そういう中で教育委員会で傷害保険

について指導しているかしていないか、まずそれを聞きたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 
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〇亀山教育次長 公民館活動における保険というふうな形の中では、特別な保険というの

はないわけです。それで、スポーツを行う場合についてはスポーツ傷害保険というのがご

ざいまして、それは積極的に勧奨しているというところでございます。ただ、差間議員さ

んのおっしゃられたけがという部分、確かにそういうことも発生しております。それで、

その保険の対応につきましては、全国町村会が行っております施設内で起きたけがに対す

る補償をするという保険があります。その保険の適用を今お願いしているところでござい

ます。ですから、厚内公民館の中で起きたという限定でありますけれども、そういう中で

のけがにつきましてはそういうふうな形で対応できるというふうに考えております。本来

的には、軽スポーツであろうとけがはつきものですので、そういう部分ではスポーツをす

るのだからスポーツ傷害保険というふうにも、本来はそういってほしいわけですが、年に

１回とか２回のフロアカーリングのために保険料払うというのもいかがなものかなという

ところはあります。ほかにも、ゲートボールだったりパークゴルフをやるという、夏場で

すね、そういう方であればぜひともスポーツ傷害保険に入っていただきたいというふうに

回覧板等でスポーツ傷害保険の勧誘については行っておりますので、それらにあわせて入

っていただきたいものというふうに考えております。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 今次長言われた中身はそのとおりなのですけれども、特にパークゴルフであ

れば私も入っておりますし、たくさんあるのですよ、保険の種類が、傷害保険ですけれど

も。しかし、今言われた公民館活動の一環ですから、けがする人は公民館活動を利用して

いるからという、そういう意味なのでしょうけれども、その中で高齢者という、ちょっと

失礼な言い方すれば割と初心者が多いわけなのです。ですから、このたび何かあったよう

ですけれども、それについても絶対けがする場所ではないところでけがしていますから、

私もびっくりしていたのですけれども、そういうことで、やる人方は楽しんでやっていま

すから、一たんそういうことになったら意気消沈しまして、さっぱり動きがなくなるのが

高齢者でないかなと思ったりもしているのです。ですから、ある程度けがしても、その方々

がそういうスポーツ傷害保険的なものにある程度入ってもらうと、何とか公民館のほうか

らそういう方々に指導してもらいたいと、それ私の言っている今の質問の内容なのです。

今次長の言われたように、そのとおり私も十分わかっておりますけれども、数少ない高齢

者ですから、何とかけがのないようにやってもらいたいというのは、これは本当に楽しむ

ものというのが趣旨ですから、その辺もうちょっと次長の話を聞いておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 先ほどもお話ししましたけれども、日常的に夏冬通して運動される方で

あれば、スポーツ傷害保険もそれであれば通年、１年間使えます。ただ、もっと限って限

定的にやれば、例えば公民館の中で軽スポーツのレクリエーションを例えば１日だけやる

よというふうな場合には、一日の保険というのもあります。そういうところで、今後各公
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民館長とも連携をとりながら、一日保険に入っていただくような形をとるのか、200円ぐら

いで入れるというふうな部分もありますので、そういうふうな形でやるのか、公民館の中

で保険料持っていないとこれは入れないので、予算がないので、その辺のところは参加者

に何十円かのご負担をいただきながらでもそういうふうな形で進めれるような体制も今後

検討していきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 別に教育委員会に出せと言っている意味ではなく、やっている人に出しても

らうと、そういうことをひとつよろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 104ページ、図書館管理費の中の18節備品購入費、図書購入費として180万計

上しているわけですけれども、これたしか図書購入については年次プランを立てて購入し

ていっていると思うのですけれども、図書の利用は多いほうがいい、冊数も多いほうがい

いということが一番活性化にとってはいいことなのですけれども、生徒数、そして人口減

がなっている中でその辺を含めて購入冊数についてはどのような考え方を持って進めてい

るのか、その辺についてお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 図書館の蔵書の数でございますが、平成22年度末で、いわゆる一般書と

言われるものが４万5,366冊、そして児童書と言われるものが１万6,452冊というふうなこ

と、また図書館にはＣＤだとかＤＶＤだとかカセットだとかというふうなものもあります。

それら合わせまして合計で６万5,084というものにはなっております。書籍の合計といたし

ましては、一般書と児童書で合わせまして６万1,818冊、これが20年度末の状況でございま

す。平成20年度といいますのは、寄附金が指定寄附金いただきました。そういう中で120万

ほど通常の年よりは多く買えたということもありまして、非常にそういうところでは新刊

が入ったという中で、来場して借りていただいた方も多かったわけですが、今年は平成21年

度通常の150万に戻りまして、そういうところでは若干新刊の入りが悪いというところで貸

し出し冊数は減っているというところはございます。それで、平成20年度末から平成22年

２月末の蔵書数というのが６万3,013冊でございます。これは、平成21年度中にふえて、蔵

書の数としては……20年度末の蔵書数が６万1,818冊で、目標の蔵書数が７万冊でございま

す。それで、充足率としては88.31％というふうになっております。それで、22年の２月末

の蔵書数が６万3,013冊で、目標蔵書数が７万冊でありますので、これは充足率が90.02％

というふうな形になっております。大体年間1,400冊ぐらいというふうな蔵書の購入でござ

いますので、まだ目標を達成するのには若干年数が必要なのかなというふうには思います

けれども、今後も蔵書の数の増加につきましては計画的に進めてまいりたいというふうに

は考えております。 

 以上です。 
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〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 細かいところまでご説明いただいて、ありがとうございます。７万冊が目標

ということで、その時点でまたいろいろ計画を立てられるのだと思うのですけれども、問

題はいかに子供たち、そして一般社会人含めてそこを有効活用するかということだと思う

のです。委員会も開かれて、そのことについてはいろいろ協議していると思うのですけれ

ども、今後そういった利用者を拡大していくということの考え方として最後に聞きたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 今のご質問なのですけれども、年代的に主に借りていらっしゃる年代と

いうのは30代、40代、そして65歳以上の方というふうな方が非常に貸し出しが多いわけで

ございます。働いている年齢層の方、特に女性の方が多いのですけれども、男性の中でも

そういう部分では蔵書を借りていらっしゃる方が少ないという部分が多いわけですから、

そういう部分でお薦めの新刊の紹介は広報紙を使ってしておりますが、もう少し幅広く皆

さんが見られるような形の中で、図書館に足を運んでいただけるような形の中で、今年度

国民読書年ということもありますので、そういう運動の中から普及啓蒙といいますか、啓

蒙を図っていきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 先ほどから施設なんかのことで、公民館のことについて伺います。ページ数

については、公民館ということでお聞き及びいただきたいと思います。実は公民館、はっ

きり言ってしまいますと車いすを利用する者にとりまして、部分的に大変人様に迷惑をか

けなければその施設を利用できないという部分がございます。玄関まではそのつくりは大

変よろしいのでありますが、一歩上がるときに大変な段差がありまして、日本の家屋とし

ては当たり前なものなのでありますが、公民館、公共の施設でありますので、そういうと

ころを、今さらなのでありますが、少しそういうことを何らかの対処をしていただけるよ

うな方策はないものかなということでお伺いいたしたいと思います。 

〇田村議長 それは、公民館全般のことを言っているのですか。 

〇阿部議員 はい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 公民館の利用に当たってのバリアフリー化ということで、車いすで従来

は階段しかなかったわけですが、玄関の階段しかなかったのですが、それを車いす用のス

ロープを設置しました。ただ、その後の問題があるということでございますよね。それで、

それぞれの公民館、中央公民館はないわけですが、ほかの公民館行きますと、吉野はすの

こがありましたかね、そういうふうに、あそこでスリッパに履きかえるということで、す

のこを地域の公民館３つにつきましては置いてあります。そういう部分で大変なのかなと
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いうふうには思いますが、この辺のことについてすのこの段差を解消できればいいのか、

もしくは一部を切り取って入れるようにしたほうがいいのか、その辺はちょっと検討させ

ていただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 済みません。説明が悪いのかと思います。それから、各部屋に入るところ、

吉野ですと大ホールがあるから、あそこら辺の部分については今言われたすのこだけでオ

ーケーだと思う。上浦幌についても同じなのです。ですけれども、それより一歩、例えば

中央公民館でも感じるのですけれども、下の部屋を使わせていただくということになりま

すと、先日まで私もちょっと気がつかなかったのでありますが、和室の部分ってあります

よね、例えば何かやるときに、あそこに入るときには車いすでしたら飛んで入るわけにい

かないわけです。お年寄りの人らは靴脱いで、げた脱いで上がっていけるのですが、これ

から車いすでなければどうしても状態が悪いという方がだんだん出てくると思うのです。

そういう中において、そこへ上がるときの補助的なものといいますか、もう今さら仕方な

いから補助的なものを何かの形で設置ができるような形をしていただくと、公民館の方に

はご迷惑かけるのわかっているのですけれども、そういう必要があるのではないかなとい

うふうに感じますので、その辺についてちょっと方策としてお願いいたしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 それぞれ下の研修室だとかということ、今限定的に言いますと中央公民

館の和室の研修室というふうに考えて話をさせていただきますと、あそこ間口も狭うござ

います。戸２枚というふうな中で非常に狭いところだと思いますので、そういう補助的な

ものを置くとか、どこか１つを車いす専用にするとかということも考えられなくもないの

ですが、補助的なものという部分で私もちょっと存じ上げていない部分がありますので、

それは今後検討をさせていただきたいと。ただ、職員がいる場合につきましてはぜひとも

職員を活用していただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時２４分  休憩 

午前１１時３５分  再開 
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〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、10款６項３目給食センター管理費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 104ページをごらん願います。６項保健体育費、１目社会体育総務費、本

年度予算額761万4,000円、この目につきましては社会体育事業及び関係団体への事業支援、

そして職員人件費に要する経費でございます。増額の主なものは、職員の人件費で15万

7,000円の増、１節報酬については社会体育指導員が育児休業を取得し、復職するまで嘱託

社会体育指導員を11カ月間雇用するために157万3,000円の増などで157万9,000円の増とい

う内容でございます。１節報酬については、一般会計予算説明資料30ページをご参照願い

ます。 

 ２目社会体育施設費、本年度予算額１億478万9,000円、この目につきましては町民球場、

アイスアリーナ、町民スケートリンク等及び学校開放事業並びに指定管理者に管理を委託

しているパークゴルフ場、総合スポーツセンター、浦幌スイミングプール、健康公園に要

する経費でございます。増額の主なものは、12節役務費ではアイスアリーナの開館期間延

長により４万2,000円の増、ボランティアで施設管理運営を行っていただいている方々が運

転する車両の自動車損害賠償保険料５万4,000円の増、ボランティアの方々に対するスポー

ツ安全保険料４万5,000円の増など、合わせて13万3,000円の増、13節委託料については保

守業務委託料ではセンターハウス分が予算科目組みかえにより38万2,000円の減、アイスア

リーナの製氷自動車の保守点検料で８万9,000円の増、合わせて29万3,000円の増、警備保

安業務委託料ではアイスアリーナの開館期間延長により２万4,000円の増、指定管理委託料

では総合スポーツセンター及びスイミングプールの暖房設備自動制御装置、総合スポーツ

センター舞台システム及び調光システムが隔年で実施しなければならない保守業務委託料

の増加があり、84万9,000円の増、これらを合わせて58万円の増という内容でございます。

15節工事請負費は、浦幌パークゴルフ場の側溝及び橋８カ所等の改修工事を行うため、

3,550万円の増、町民スキー場跡地を山林として復元するための保育工事で91万4,000円の

増で、3,011万6,000円の増という内容でございます。減額の主なものは、８節報償費は上

浦幌中学校の学校開放事業分の増額と上浦幌小学校の閉校により学校開放事業分の減額を

差し引いて４万9,000円の減、11節需用費のうち消耗品費は14万5,000円の減、光熱水費は

センターハウス分が予算科目組みかえにより18万円の減及び水道料金の改定による減額、

アイスアリーナの期間延長により46万1,000円の増、合わせて光熱水費で27万3,000円の増、

修繕料は34万2,000円の減、これらを合わせまして需用費総体で19万8,000円の減、18節備

品購入費は浦幌パークゴルフ場及びアイスアリーナ地上デジタル放送受信用テレビ２台を

購入しますが、総合スポーツセンターに地上デジタル放送受信用テレビ３台を購入した費

用との差し引きで32万円の減額という内容でございます。11節需用費、13節委託料、15節

工事請負費については、一般会計予算説明資料30ページをご参照願います。 

 ３目給食センター管理費、本年度予算額8,183万4,000円、この目につきましては学校給
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食センターの管理運営及び施設維持に要する経費でございます。増額の主なものは、７節

賃金は調理員１名が平成22年度末で定年退職による退職手当相当賃金の増額などで514万

3,000円の増、15節工事請負費は昭和58年度に購入した食缶洗浄機が長年の使用により劣化

し、性能が低下しているために、設備の更新で510万円の増額という内容でございます。減

額の主なものは、職員人件費で69万3,000円の減、11節需用費のうち消耗品費は食器及びは

しの更新が終了したので、67万6,000円の減、燃料費は使用実績により10万1,000円の増、

光熱水費は水道料金の改定により17万6,000円の減、修繕料は99万5,000円の減、賄い材料

費は児童生徒数の減少及び幼稚園、保育園の園児数の減少と幼稚園にパンと牛乳を提供し

なくなったことにより190万5,000円の減、これらを合わせまして需用費総体で361万

1,000円の減、18節備品購入費は炊飯システムの更新及び給食配送車の更新、栄養管理シス

テム機器の更新が終了したことにより1,382万4,000円の減の内容でございます。なお、27節

公課費は、廃節となっております。１節報酬、13節委託料、15節工事請負費、18節備品購

入費については、一般会計予算説明資料30ページをご参照願います。 

 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。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 105ページの社会体育施設費について３点伺います。 

 まず、１点目ですが、アリーナの屋根の板金修繕となっていますが、ちょっと内容がわ

かりません。どういう状況で、どういう修理をするのかお聞かせください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 アイスアリーナのトタン屋根でございますが、これが雨漏りをしている

ということで、そのしずくが氷の面に落ちてくるというふうな状況もあります。夏場は当

然氷張っていないわけですけれども、そういうふうなことで雨水がたまるということで、

その雨漏りの箇所を点検して補修するという内容でございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 補修するというのはどういう補修するのか、それを聞きたかったのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 コーキングによる埋め合わせでございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 わかりました。 

 ２点目、野球場についてです。電気工作物の保守業務の中に入っていますが、このこと

でなくて野球場のスコアボードです。今多分故障で使われていないのだと思うのです。た

まに私ものぞきに行くことがあります。それで、浦幌で野球やっている方たちが豊頃なり

音別なり白糠などから来て、こういう町村またいで広域でやっている社会活動というので
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すか、ちょっとないのです。これまでなっている野球をやっているグループの人たちの活

動の灯消してはだめだと思うのです。スコアボード、聞きますと膨大なお金がかかるよう

にも聞いております。それで、これについて状況と今後の対応をどうするのかお聞きした

いと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 スコアボードにつきましては、平成20年の夏から壊れておりまして、そ

れで昨年修繕をと思いまして見てみましたら、設置以来保守点検やっていない設備だった

ものですから、そこでわかったのが基板が壊れているということで、これは基板から全部

取りかえなければならないと、そういったときに当時施工した業者が現在は会社が倒産し

ていないということの中で、かわりの業者というふうな形の中で見積もりをとっておりま

す。そういう中では3,300万ぐらいかかりそうだというふうに言われております。そういう

中で、野球やっていらっしゃる団体の方からも当然要望ありました。そういう中で、何と

か経費的な部分もご理解いただきまして、スコアボードではなくて、バックネットのとこ

ろに、いわゆる簡易なスコアボードですね、チョークで書く、そういうものを設置させて

いただいております。社会人の野球で勝毎杯、米澤杯というふうな大会の中で白糠、音別

からもチーム、そして池田方面からも来ていたりというふうなことで、非常に他町村から

もおいでいただいて盛大に大会が開催されて、リーグ戦の大会が開催されているわけです

けれども、このような状況の中でストライク、アウトは表示はできるのです。ストライク、

ボール、アウトですね、あの表示はできるのですけれども、得点板についての表示ができ

ないというふうな中で、私たちとしても直したいのはやまやまなのですが、何分にも経費

的に非常にでかいというふうなところがありまして、何とか野球の団体の方にはご理解願

って、今簡易なスコアボードでやっているというような状況です。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 状況はよくわかりました。今次長のほうからも説明ありますように、非常に

広範囲の中で利用がされているという中で、非常に残念ですけれども、しかし見積もりを

されたということですから、直す気はあったというふうに理解をしたいのですが、ただ聞

いてびっくりしております。しかし、今教育委員会も、学校予算ですけれども、中学校も

建てかえするというようなことで非常に予算が大きくなっている中でなかなか提案ができ

ないのだろうなというふうに思うのですけれども、しかし浦幌のために、野球場もアリー

ナも温水プールもそうですが、荷物になって、論議した時期がありました。町長はまだ財

政が緊迫状態だということは言っていますけれども、それは私も認識は同じです。しかし

ながら、これはあきらめないで、本当に十勝管内にナイターできる球場なんて何カ所もな

いのです。３カ所ほどありますか、今。ですから、何とか朝野球でなくて、たそがれ野球

というのですか、このことで浦幌が野球熱が衰えないというか、これだけ人気があってみ

んな寄ってきてくれるわけですから、これだけは何とか修理する方向で町長、検討してい
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ったらどうでしょうか。私は惜しいと思っています。修理しないと惜しいと思います。情

けないです。冠持った大会やるのに、こっちでチョークで書いたり、そんな球場ちょっと

情けない。何とかその方向で検討する余地ありませんか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 びっくりするような数字ということで、実は教育委員会からもその辺の話は

されていました。3,300万の提示がありまして、これについてどうしようということで、予

算査定の中でまず今年は無理だろうというお話をさせていただきました。今年というより、

今この3,300万かけて得点の表示だけ直すということについていかがなものかということ

で、これについては町長査定の中で落とさせていただきました。この3,300万、今次長が言

ったようにスコアボードの中でストライク、アウトは表示可能だということで、得点板だ

けできないということなものですから、この野球場を使うということについては支障はな

いということですし、野球場の必要な部分については今までも修繕関係、また塗装関係に

ついてはある程度大きな予算をつけながらやってきていますし、必要な部分については当

然やらなくてはいけない部分だというふうに思っています。ただ、この得点板が町民の皆

さんが3,300万で直すという改修につけて、議員の皆様含めてこれがご理解いただけるのか

どうかということが大変私としても苦慮しているところでありまして、今最低でも野球場

が使えないということではないものですから、今の段階では使っていただいている皆さん

には我慢していただきたいということをお願いをしてこれまでまいりました。 

 今後どうするのだということでありますけれども、基板ですから、基本的な部分がもう

古くなっているということなのです。この後ストライク、アウトの表示も掲示も今後また

できなくなるという可能性も中には出てくるのだろうなというふうに思いながら、電気系

統はどうしても年月がたてば基本的な修繕はしていかないとならない部分も出てくるかな

というふうには思っていますけれども、今のところ黒板式で、確かにせっかくあるやつを、

見た目はよくないというふうに私も思いますけれども、この金額を投入して直すことが今

の段階でいいかどうかというのは、私は今の段階ではちょっと待ってもらいたいというふ

うに査定をさせていただいたところであります。今後どうしようかということについては、

財政を横にらみしながら考えていかなければならないというふうには思いますけれども、

何とか今年１年皆さんに野球場を使うという分についてはこのまま我慢をしてもらいたい

なというふうにお願いをしたいなというふうに思っています。来年以降については今私側

から申し上げる立場にありませんので、勘弁をしていただきたいというふうに思いますけ

れども、いずれにしましても基本的な部分、この野球場を使っていくと、ナイター設備が

あるまさに十勝管内でもなかなかない野球場でありますから、これをうまく活用していた

だく、そして浦幌町に来ていただいて喜んで野球をやっていただくという部分については

灯を消すわけにいきませんので、基本的な部分については今後とも改修をしながらやって

いきたいというふうに思っています。ただ、この表示について、今年については我慢をし
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ていただきたいというふうに思っていますので、ご理解といいますか、よろしくお願いを

したいというふうに思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 私も先ほどの金額聞いてびっくりしたわけですから、当然今のようなご答弁

あってしかるべきだと思っております。しかし、町長、来年以降のことはと言いますけれ

ども、そんなこと言ったら私らも同じですから、やっぱり行政の責任者としての立場で、

きのう町長は私の思いはと言いましたけれども、それはうまくないなと言いましたけれど

も、多分私の思いと同じだと思うのです、町長も。何とかしたいなという思いは教育委員

会も町長も同じだかなと思います。金額的なこと、これはいろんなことでそうなのですが、

やろうと思って２回、３回いろんなところ調査したり状況把握したら、このぐらいででき

るではないかということは当然あると思うのです。何社に見積もりさせたのか、それしか

なかったのか、その辺わかりませんけれども、何とかしたいという思いの中で前向きな検

討していってほしい。もちろん町長答弁あるように今年の段階で、先ほど私申し上げまし

たけれども、いろんな教育予算ふえている中でそんなことを、今年の事情とかそんなこと

言うつもりはございませんけれども、将来的なことでなくて近い近年において使える状況

にしないと機器というのはほかの部分もだめになってしまいますから、ですからぜひ前向

きな検討をいただきたいと思っております。どうでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 前向きな答弁といいますか、これ例えば３年計画でできるとか、そういうも

のであればいいのですけれども、これは本当に単年度でやらなくてはならないという事業

なものですから、これはずっとおいておくというわけにはいかない部分もあるだろうとい

うふうに思いますけれども、検討を重ねてまいりますということでご了解をいただきたい

と思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 この件については、十分検討してください。 

 次に、３点目、パークゴルフ場の件ですが、3,500万、側溝改修ということで載っており

ますけれども、説明資料でもこの内容についてよくわかりません。どのぐらいの規模でど

ういう工事期間をもってやるのか、そのことによって営業に、かなり大々的な工事なのだ

ろうと思いますが、営業について支障がないのか、その点も含めてお聞きしたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 パークゴルフ場の工事の関係につきましては、側溝の改修ということで

ございまして、その中で側溝につきましては、今は山際からパークゴルフ場の駐車場との

間をずっと舗装のほうまでかけている水路がございます。その水路の土どめをしているの
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がまくら木なのです。これが腐ってしまって土どめになっていないと、大量に雨が降った

ときに一気に土砂等も流れてしまうというふうな状況から、新たに土どめを直したいとい

うことで、今考えているのは、もうまくら木がないそうで、ほかの材料使いながらそうい

う部分で土どめをしていきたいというふうに思っております。 

 それで、あとそのときに、それぞれ今橋が北側に４カ所、南側に４カ所かかっておりま

す、コースの途中に、これの改修もあわせて行いたいということでございます。それと、

暗渠、これは昨年の12月の議会でも髙橋議員さんからの一般質問にありましたように、ク

ローズするというふうな状況が起きております。それで、雨水のたまる場所につきまして

は暗渠を３本入れたいというふうなこと、またそのときの一般質問にもお答えしておりま

すが、休憩のための小屋を３カ所移設したいというふうなことの内容でございます。工事

の時期につきましては、北側の２コースについては10月クローズしまして、10月は閉鎖し

て、そこで北側のほうから工事を行っていくというふうに考えてございます。そして、11月

の３日でシーズン終わりますので、それ以降については南側の部分で工事を行いたいとい

うふうに考えております。それで、指定管理者のほうからもなるべく工事の期間を短くと

いうことのお話がありましたのですが、何とか10月については南側のコース３コースをも

って営業していただいてということで、ご了解をようやくいただいたというところでござ

います。北側につきましては、全く使えないと、工事資材の運搬であったり重機が入ると

いうふうなことから工事期間中は閉めてしまいます。そういうふうな形になっております。 

 それと、これとは全く別な話なのですけれども、今道のほうが治山工事を行うというこ

となのでございます。それで、平成22年…… 

（「ちょっと聞こえなかったんですが」の声あり） 

〇亀山教育次長 治山工事ということで、パークゴルフ場の北側のコースの一番奥のほう

に沢があるのですが、そこの山の治山工事を行いたいということのお話が参りました。そ

れにつきましては、日曜日を除く月曜日から土曜日の間、センターハウスの裏の北側の通

路、ここを車両が通過しますというふうな形の中で聞いております。これは、平成22年、

23年度の２カ年事業で山の崩れてくるのをとめるための治山工事を行いますよということ

では聞いております。これも支障のないようにということで、指定管理者のほうとも十分

打ち合わせを行って進めているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 指定管理者とも協議の上、南側３コースでの営業は了解してもらったという

ことですが、これ通常５コース使ってやっている営業が３コースで支障がないのでしょう

か。指定管理者は請け負っているわけですから、その辺の協議の中でどういう話があった

のか、問題なくわかりましたということだったのか、ちょっと状況を聞かせてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 
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〇亀山教育次長 最初からはい、わかりましたということではないわけですが、その辺は

この施設のグレードを上げていくというふうなことの意味におきましても、今の橋の状態、

そして水路の状態を考えてご了解いただいたというふうなことでございます。指定管理者

の方も、昨年６月の23日ですか、一瞬の大雨によりまして奥の山のほうからその水路のほ

うに細かい砂利が流入して、それを撤去していただいたというふうなこともございました。

そういうこともありまして、根本的にはそういうふうなことは治山の部分であったりとい

うこともありますけれども、町としてもその辺の水路の側溝の整備をしていくということ

の中ではご了解いただいたというふうなことでございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 当然何らかの意義はあったと思うのですが、実質的な収益に関する影響につ

いて試算したとか、そういうことではなくて、１年限りの指定管理者でないですから、そ

の中で今説明されるグレードアップあればそれなりの収益増も見込めるという中で了解し

たのか、単年度の今年の工事に関する影響、あるいは23年度まで治山工事やる、その辺の

影響も含めながら指定管理者が了解したということですから、何らかの試算があって、し

かしその分は目をつぶれる範囲だということで了解したのか、どうなのでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 具体的に数字を示して、この２コースが閉鎖することによっての減額だ

とか、そういうふうなことを数字を示して話をしたわけではございませんが、ただ将来的

なこと、これからのことを考えてご了解いただいたということでございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も２点ほど伺います。 

 まず、今同僚議員から質問ありましたパークゴルフ場の件ですけれども、今指定管理期

間内であるわけですから、指定管理者の了解、何とかご了解をいただいてという部分は、

これ指定管理者がふだん管理しているわけですから、本来そういう問題があったら指定管

理者のほうからこういう形をとってほしいと、そういう指定管理者の要望によってこうい

う事業が行われるのであって、先ほど次長の説明では同僚議員の一般質問があってという

ような話もありましたが、一般質問があったからやったということではなくて、これは本

来は指定管理者からきちっとした要望があってやるべきことで、議員からそういうあれが

あったからやったような、そういうような言い方に聞こえますけれども、本来は運営して

いる指定管理者から、こういうような状況で運営がまずいので、ぜひこういう形でやって

ほしいという形が本来だと思うのですが、その辺は指定管理者はどういう形になっている

でしょうか、ふだんの維持管理の部分について。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 ちょっと私の言い方がうまくなかったのかなというふうなことでござい
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ますが、これについては指定管理者のほうからも常々、山からの水でのクローズが多いと

いうふうなことで利用者に迷惑かけていると、指定管理者として何とかしてほしいという

ことのお話はございました。それで、やはり側溝についても土砂の堆積だとかというふう

な状況があると、これは昨年だけでないわけです。その前にもありました。そういうこと

もありまして、指定管理者のほうからは常々早急に何とかしてほしいということのお話は

ありました。ですから、先ほど私がちょっと言い方がうまくなかったと思うのですけれど

も、一般質問があったからということではなくて、あくまでも指定管理者のほうからも管

理している上で改善してほしいと、施設の改善に対する要望は出ていたということでござ

います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 当然そういうことだと思うのですが、ただ指定管理者も、であるならば、そ

ういう要望があれば、それに対して町として3,000万円以上、3,500万もかけて改修かける

わけですから、それであれば管理者も協力はしてもらわなければならない部分もあるので

すが、ただ運営という経済活動の中ですから、これはその辺の部分で今言われるように北

側を10月で、要するに１カ月早く閉めて、南側だけでということでクローズになった後南

の部分というふうに。11月閉めた後北と南と一緒に、分かれているわけですから、そうい

うような配慮というものはできないものなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 工期の関係がございまして、11月、そうなると11月から12月、そして全

くの冬工事というふうな形になってきますので、そういう部分で10月から手をかけさせて

いただきたいというふうなことでございます。いわゆる工期の問題というふうに、一斉に

やるということになるとそれだけの資材、機材も必要となってきます。ただ、順次という

ことになれば、そこの部分では経費的な部分が変わってくるとか工事費の部分が変わって

くるということでございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 工事的には一体的に出さないとうまくない。パークゴルフ場北側工事、南側

工事みたいに分けて分離発注でもすれば、１事業者ずつ入ってやれば一遍にうまくできる

のかなと思うのですが、ただその辺の部分というのはうまくやれば、業者ですから２班に

分かれる、３班に分かれるなんていうことは私は十分可能な範囲というふうに思いますが、

今指定管理者のほうでそれをご了解をいただいたということでありますから、ただ今後も

そういう維持管理というものは当然出てくるわけでありまして、今まくら木も腐ってとい

うような話で、今後それをどういう形で、かわりのものを何でしようかということだと思

うのですけれども、いろんな材料でも木ということであれば、それが永遠にということは

ないわけですから、その辺も十分考えながら、指定管理の経済活動の中に影響を与えない

ということは、これはやっぱり大前提として出てこなければならないと。その上で、工事
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を出す上ではいろんな方策をとって、工期的な問題であれば分けてやれば私はできると思

うのですけれども、その辺をうまく今後も、今回は指定管理者がオーケーしてくれたわけ

ですからあれですけれども、その辺は十分に検討していただきたいというふうに思います。 

 それと、もう一点、これも同じところです。106ページのＡＥＤについて質問をいたしま

す。ＡＥＤにつきまして賃借料ということで、これ各施設、この役場もひっくるめて施設

にありますが、ＡＥＤの今の状況というのでしょうか、設置だけしておけばいいというも

のではありませんので、役場とかこういう施設にある以上は当然役場の職員の方々は全員

これについては取り扱いができるということだと思いますが、その辺もひっくるめて、管

理もいろんなところにありますよね、当然その辺の部分の研修等はもうすべて終わってい

ると、町の施設であれば指定管理者等にも置いていますから、そういった方々には責任者

からその現場で働いている方々からすべて、使えない人がいないというような認識でよろ

しいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 学校教育施設、そして社会教育施設、そして社会体育施設にそれぞれ今 

ＡＥＤを設置しているところですが、特に指定管理者にお願いしている施設につきまして

はＡＥＤの設置があったときに当然指定管理者のほうの職員の方に対して研修を積んでい

ただいて、取り扱いはできるようにということでお願いしておりまして、それらについて

は、特にレアスさんにつきましては職員の救急救命講習も受けていらっしゃるというふう

なことで、その辺の研修は積んでいらっしゃるということでございます。ただ、学校現場

につきましても、教職員に対するそういう講習会、また町教委が主催して安全講習会とい

うことで、一昨年ですか、先生方集めてやっていると、個々の学校でもやっていますし、

全体でもやっているというような状況でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 ＡＥＤ、関連がありますので、今言われましたように教育施設だけではなく

て町の関連する部分については皆さん方がすべて使えるのだというような認識でよろしい

かという、この部分お願いしたいのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 福祉施設の関係、幼稚園、保育園にも置いております。それらについて

もＡＥＤの自発的な研修会をやって、使えるような体制をとっています。ただ、置いてい

ない、全職員が対象の中でそういう講習会を受けているかということでございますが、管

理職協議会といたしまして、昨年ですか、消防のほうで３時間講習受けたことがございま

す。今法が変わっていますから、そういう資格証をもらえる身分というのは一定程度の講

習を受けなければならないということでございますから、そこまで達して全員がなってい

るわけではございませんけれども、ある程度のＡＥＤの使い方については管理職並びにそ
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れぞれの職場の施設の関係者については受けているということになっております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 いろいろ言われるように、緊急のことですから、いつ、どこで、何がという

部分がありますので、ある程度管理職の方々はできるということですから、皆さん方はで

きるということでよろしいのでしょうが、それをどこまで、末端まで隅々までいかせると

いうことが肝心なのです。器械だけ設置したって、使えなければ何の意味もないし、一応

一つ一つ説明がされて、だれでも使えるようにはなっていると言いますが、緊急事態です

から、なかなかそれは、聞くのとやるのとではやっぱり違いますので、末端までどこまで

浸透させるかということ、これがないと器械を何ぼ設置しておいても意味がないと思うの

です。だから、ここら辺のどこまでいけるか、末端までいけるかという部分は、当然消防

が中心になっていろいろやっていくのでしょうけれども、この部分についてかかわる者は

すべてできるというような、この部分の徹底だけは絶対するべきだというふうに私は思う

のですが、いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 職員の研修の一環も含めた中で、また消防の日という日が設定されてい

ることもありますので、これらの訓練については職員がそれぞれＡＥＤの講習会等を受け

るようなシステムづくりについては今後検討していきたいというふうに思っていますの

で、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 ＡＥＤの件を私も聞こうと思ったのですけれども、設置してから何年かたっ

ていると思うのです。多分あれは電池式か何かの構造ではなかったかと思うのですが、こ

れの電池の点検についてはどのような対応をなされているかお聞きしておきたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 バッテリーにつきましては４年で交換ということですので、まだ４年た

っておりません。それで、昨年度、21年度にパッドの交換は予算で見ていただきました。

そういうことで、小児用のパッドということなのですが、それは２年です。大人用は４年

ということで、平成23年度予算にはバッテリーなりパットの交換というふうな形で出てく

るかと思います。 

 それと、先ほど中尾議員の質問の中でもう一つお答えを追加しておきたかったのは、ア

イスアリーナにも、パークゴルフ場シーズン終わったらアイスアリーナにＡＥＤを設置し

ております、冬期間。それで、昨年11月に、アイスアリーナでＡＥＤの講習をアイスホッ

ケー連盟の方にも受けていただいております。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 
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〇野村議員 私は、給食センター管理費のことでちょっとお伺いしたいのですけれども、

浦幌の学校の給食センターは非常においしいというのは昔から言われていまして、特に教

員はあちこちの管内のところ見てきています。食の安心、安全、特に味覚についても本当

にすばらしいというふうに聞いていますけれども、そこで１点お伺いしたいのは、２つほ

どあるのですけれども、給食センターで行われている給食、浦幌の地産地消、いろんな意

味で特産品の利用、この辺はたしかふるさと給食だかという形でやっていると思うのです

けれども、その現状と、また地元産品をどのような形で食材に使われているのか、あわせ

て今非常に食が多方面、いろんな形でなっていますけれども、特に子供たちの食品アレル

ギーという問題も大きくクローズアップされていると思うのですけれども、その辺につい

て現状として町内は発生しているのか、またその辺のきちっとした父兄との管理体制、連

絡がきちっとなっているのか、その辺をまずお伺いしたいと思うのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 地産地消含めてふるさと給食というふうな形でのご質問でございます

が、浦幌町の給食センターで浦幌みのり給食ということで９月に浦幌産の食材を多く給食

に取り入れたメニューを提供しております。そこで使われている食材につきましては、ア

キサケ、牛乳、大豆、牛肉、金時豆、タマネギ、ジャガイモ、ニンジン、キャベツ、カボ

チャ、チンゲンサイ、ナガネギを使っております。それと、メニュー的にはアキアジ汁、

牛どん、八宝菜などが主なもので、これは昨年のものなのですけれども、そういうふうに

使われて、計画して給食として提供しております。それと、地元産の供給のぐあいという、

食材としての供給のぐあいということなのですが、馬鈴薯、これにつきましては浦幌農協

から通年入れていただいております。それと、地元産の豆類、大豆であったり大正金時で

あったり小豆であったりというものにつきましては直接農家からの買い入れで安心できる

ものを通年供給いただいております。あと、そのシーズンによって、特に野菜なんかは浦

幌で通年ということにはどうしてもならないわけです。通年にはならないのですが、地元

産のものというところでシーズン的に入れている食材もあります。平成20年度の浦幌町の

食材の使用状況につきましては、ジャガイモが2,600キロ、豆類が132キロ、ニンジンが372キ

ロ、キャベツが200キロ、チンゲンサイが182キロ、タマネギが574キロ、カボチャが211キ

ロということで、アキアジは43キロ、牛肉は40キロ、牛肉につきましては和牛改良組合と

農協さんからも援助いただきながらやっているというふうなところでございますが、これ

ら合わせまして4,649キログラムということでございます。牛乳につきましても、飲用では

なくて食材としての利用を現在しているというところで、全部が全部ということにはちょ

っとなってはおりませんけれども、そのようなことで利用しているということでございま

す。 

 それと、アレルギーに関してのお尋ねだったと思うのですが、これは各学年で健康調査

というのを学校のほうで行います。そういう中でアレルギー、特に新１年生など、そうい
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う部分でのアレルギーというものがあれば当然配慮していかなければならないということ

になりますが、現在浦幌町でアレルギー食というふうな形では提供しておりません。です

から、もしもそういうふうな形になってくると、そのお子さんがもし発生した場合、そう

いう方がいらっしゃった場合ということでいえば、個別の例えば１人の部分ということに

なりますと非常にその対応というのは難しくなるので、それはご家庭にも協力をいただか

なければならないのかなというふうに考えております。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。管理運営その他、また地元産をよく使っていただいていると

いうことで、そこでお伺いしたかったのは、既にもう答弁になっていると思います。地元

の農協を使って通年のジャガイモ、これは例の産炭地資金を使った雪室、低温倉庫の活用

が大いに効果あるのかなと思っておりますので。 

 最後に１点だけ、毎年毎年こういうふうにいろんな工事請負だとか備品をどんどん更新

しているのですけれども、今回中学校が改築になって、そのために今度は独立して棟が離

れた形になるわけですけれども、子供の少なくなってきて供給量がどんどん減ってきてい

る状況の中で、施設も相当老朽化している状況ですけれども、将来的に給食センターはど

のように、いつごろ改築、改築も含めて何か計画だとか考え方はあるのですか、その辺だ

けお伺いしたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 昭和58年に建設以来、もう27年たっております。そういう中で、いずれ

にしろ施設的には今うちの給食センターというのは水をどんどん流しながら使っていくウ

エット方式というふうになっております。それで、今はＯ―157の問題とかというふうなこ

とから、ドライ方式という形で水使わない形の中で調理していきなさいというふうな施設

設備ということになってきております。そういう中で、いずれにしても、今入れているも

のにつきましてはドライ方式に対応できるものというふうな形の考え方の中で入れており

ます。それで、今後の施設の整備の計画というところでいいますと、これは何年か前にも

野村議員の一般質問に当時の教育次長が答えていたかと思うのですが、次期のまちづくり

計画の中で検討したいというふうな答弁をしていたというふうに私は思っているのです

が、この基本的な形の中では変わってはいないということで、いずれにしても老朽化は当

然していきます。そういう中で設備につきましては、使用に耐えないもの、また消毒庫だ

とかということを今後入れかえしなければならないという部分もありますので、そういう

ものについて、老朽化したものについては順次更新は計画的に行いたいと。そういう中で、

ただ建物全体の建てかえということにつきましては、今後第３期のまちづくり計画の中で

何とか入れていきたいというふうに私は思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 ここ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、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時２２分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、14款１項１目予備費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 107ページをごらんください。11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復

旧費、１目公共土木施設災害応急費、本年度予算額21万5,000円、この科目につきましては

災害発生時における応急費にかかわる経費の内容でございます。特に説明する内容はござ

いません。 

〇前田産業課長 ２項農林水産施設災害復旧費、１目農業施設災害応急費、本年度予算額

24万5,000円、この目につきましては農業施設災害発生時における応急に係る経費の内容で

あります。15節工事請負費につきましては、説明資料30ページに記載のとおりでございま

す。 

 ２目水産業施設災害応急費、本年度予算額50万円、この目につきましては水産業におけ

る災害が発生したときの応急に係る経費の内容です。特に漂着流木処理の経費でございま

す。14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料30ペ

ージに記載のとおりでございます。 

〇上村総務課長 12款１項公債費、１目元金、本年度予算額７億4,034万3,000円、前年度

比3,039万4,000円の減でございます。 

 ２目利子、本年度予算額１億1,351万8,000円、前年度対比646万6,000円の減でございま

す。 

 ３目公債諸費６万3,000円の予算でございます。なお、公債費につきましては、その後の

付表の５ページに一覧表で調書が載っておりますので、ごらんいただきたいと思います。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金、本年度予算額２万円。 

 14款１項１目予備費、本年度予算額100万円でございます。 

 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。 

 １番、中尾議員。 
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〇中尾議員 災害応急費の全体的な部分でお聞きをしたいのですが、災害ですから、いつ、

どこで、どの程度の災害が起こるかわからないということになりますが、一応というので

しょうか、金額も３万、５万とかと上がってきていますよね。この根拠というのですか、

３万、５万の応急費といったらどういうような根拠で３万、５万なんていう金額が出てく

るのか、この辺の説明をちょっといただきたいと思うのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 応急費にかかわりましては、災害が起きますとどうしても大きな経費に

なってきますので、補正を組んで実際にはやらざるを得ないという部分がありまして、今

回この部分につきましては普通作業員の人工数である程度最初の出だしで処理できる範囲

で応急できるということを目標に立てている金額ですので、実際には補正を組んで応急し

ていかなければならないということで、今回このような形で組ませていただいております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 言われることはわかるのです。見てのとおりこの金額で、これならちょっと

したことでもう何もできないわけですから、当然補正を組んでと、今までもそういう形で。

それはわかるのです。わかりますし、科目がないわけにいきませんから、とりあえずとい

うか、そういう形なのでしょうが、今言われたように一応は人工の最低限のものをと今あ

りましたけれども、最低限のものというのかな、それはどういう基準のどういう形のこと

か、その辺何の根拠、人工はどういう根拠でもってこういう数字が出てきて、こういう形

で上がってきているのかと。本来であれば、災害ですからどうなるかわかりませんけれど

も、体制をとっておく上ではある程度の予算というものは、100万とか200万ぐらいのもの

はぼんと押さえておいて、その中については順繰り対応していくということで、３万、５

万であればすぐ補正、補正の話になりますから、ある程度の今までの例からしてもそれな

りの数字いうものは押さえておく必要があるのではないかなというふうに私は思うのです

けれども、ここら辺の考え方をもう一度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。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 議員のおっしゃられるとおり、実際は補正を組まなければならないよう

な状態で、どのぐらいの規模になるかというのは天気の状況、また雨の状況にもよります

が、その状況に応じて補正を今まで組んでいる状況がありますので、今回も今までの中で

はこういった形で、例えば普通作業員であれば人工数５人分とか、それから機械借り上げ

では大体バックホーが１台手配できるような形とか、それから工事請負費では簡単に河川

の部分で手直しだとか道路の砂利の復旧だとか、本当に簡単な部分での予算の組み合わせ

となっております。 

 以上でございます。 



 － 37 － 

〇田村議長 産業課長。 

〇前田産業課長 農業施設災害と水産業施設災害の応急費についても同じ考えでおりまし

て、災害は予想がつかないということでございますので、初めから大きな予算をとるのも

どういう根拠になるかという話になりますので、やはり最初は今言ったような最小限、本

当の最小限で処理をして、それで足りない部分については補正をしていくという考えでや

っておりますので、ご理解を願いたいというふうに思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 言われているのはわかるのです。災害なんていうのは、雨がどのぐらい降る

とかそんなのわかりませんから、だから最低限、今人工が５人とかいう、この根拠という

のも、例えばある程度降ったときに５人がどこか見に行ってきちっと点検するとか、そう

いうようなある程度最低、それから状況を踏まえてから補正組むなら組むとかというよう

に。だから、そういう根拠というのが余りにも、３万、５万と。機械だって、５万円とい

ったら機械運搬して持っていったら、それで仕事できないようなこの金額というのが本当

にとってつけたような。だから、これは３万でも、極端に言ったら1,000円でも同じような

理屈ではないのかなという気がするのです。だから、確かに大きな金額はできませんけれ

ども、それでももうちょっとある程度余裕を持ったような、人工の部分についても３万超

えたらすぐ補正なんていったら、どうしようもないと思うのです。だから、何百万という

ことにはならなくても、せめて30万とか50万とかというぐらいの組み方をしていかないと、

本当にすぐ補正、補正というような形になってしまうのではないかなと思いまして、言わ

れる状況に応じて補正組むということは、それはそのとおりだと思いますから、わかりま

せんけれども、それにしても余りにも少ない、余りにもの金額ではないのかなという気が

ちょっとしたものですから、それで私お聞きしているのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 あくまでも初期、初期の出動という経費ということでご理解を願いたい

なというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 以上で歳出の審議を終了いたします。 

 なお、質疑漏れのある方は、後ほどの全体を通じての中で受けたいと思います。 

 これより歳入の審議を行います。 

 初めに、１款町税から12款使用料及び手数料までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 11ページをお開き願います。あわせまして、予算説明資料２ページから

３ページにつきましてご参照願いたいと思います。それでは、説明をさせていただきます。

１款町税、１項町民税、１目個人、本年度予算額１億9,005万円、前年度当初予算比で180万
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円、0.96％増の内容でございます。平成21年分課税標準所得額の見積もりにおいて農業所

得は増で積算していますが、給与所得、譲渡所得等ほかで対前年度比7.7％減の減収を見込

んで積算をしてございます。また、平成21年分所得税において住宅取得借入金に係る税額

控除を所得税から控除し切れなかった場合に住民税から税額控除することになっています

額69万円の減額を計上してございます。この措置に該当すると思われる方につきましては、

申告が必要である旨の通知を差し上げているところでございます。 

 ２目法人、本年度予算額2,590万1,000円、この税目は法人数145法人に係るものでござい

ます。前年度当初予算比で179万9,000円、6.49％減の内容となっております。これは、均

等割において33万6,000円の減、税割において現在の経済動向から課税標準額を勘案し、

146万3,000円の減額を見込んで積算をしてございます。 

 ２項１目固定資産税、本年度予算額２億5,412万円、この税額の内訳は土地で4,605万

3,000円、対前年度比2.52％の減、家屋で１億1,417万円、同じく前年度比2.43％の増、償

却資産で9,289万7,000円、同じく前年度比2.45％の減でございます。滞納繰越分で100万円

の内容となってございます。前年度当初予算比で82万円、0.32％減の内容でございます。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額150万3,000円、この目につきましては

国等が所有する固定資産を固定資産税相当分として市町村に交付されるものでございま

す。 

 ３項１目軽自動車税、本年度予算額1,124万5,000円、この税目につきましては原動機付

自転車を初めとする軽自動車11車種、3,055台の登録に係るものでございます。前年度当初

予算比で登録台数42台の増、税額にしまして27万7,000円、2.53％増で、主に４輪乗用自家

用車の増加による内容でございます。 

 ４項１目町たばこ税、紙巻きたばこで１本当たり3.298円、20本入り１箱当たりで65.96円

とたばこの消費に対して課する内容で、およそ59万箱を見込み、本年度予算額3,797万

3,000円を計上しております。年々健康への関心の高まりがありまして、減少する傾向がご

ざいます。その関係上、毎月の消費量の減少が下げどまらない状況におきまして、対前年

度当初比で148万円、3.75％減の積算内容でございます。 

 以上です。 

〇上村総務課長 次のページをお開きください。２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲

与税、本年度予算額2,700万円、前年度対比380万円の増。説明資料３ページに記載してお

ります。 

 同じく２項１目自動車重量譲与税、本年度予算額7,800万円、860万円の減。説明資料３

ページに記載しております。 

 地方道路譲与税は、廃目整理させていただきます。 

 ３款１項１目利子割交付金、本年度予算額200万円、説明資料３ページにございます。前

年度比40万の減でございます。 

 ４款１項１目配当割交付金、本年度予算額30万円、前年度対比10万円の減でございます。
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説明資料４ページに記載しております。 

 ５款１項株式等譲渡所得割交付金、本年度予算額30万円、前年度対比20万円の増。説明

資料４ページに記載しております。 

 ６款１項地方消費税交付金、本年度予算額5,500万円、前年度対比同額でございます。説

明資料４ページに記載しております。 

 ７款１項自動車取得税交付金、本年度予算額2,000万円、前年度対比185万円の増になっ

てございます。説明資料４ページでございます。 

 また、旧法による自動車取得税交付金については、廃目整理させていただきます。 

 ８款１項地方特例交付金、本年度予算額530万円、前年度対比250万の増。説明資料４ペ

ージに記載しております。 

 同じく、特別交付金の関係につきましては、廃目整理させていただきました。 

９款１項地方交付税、本年度予算額31億600万円、前年対比2,550万の増、普通交付税で

は29億2,600万円、前年度対比3,550万の増、特別交付税につきまして１億8,000万円、前年

度対比1,000万円の減の内容でございます。 

次のページをお開きください。10款１項１目交通安全対策特別交付金、本年度予算額

120万円、前年度と同じでございます。説明資料４ページに記載しております。 

 11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金、本年度予算額1,931万

8,000円、前年対比561万1,000円の減額でございます。説明資料４ページに記載しておりま

す。主な減額については、農業開発公社貸付牛の償還分分担金でございます。 

 次に、２項負担金、１目民生費負担金、本年度予算額１億1,334万1,000円、前年対比303万

4,000円の増になっています。説明資料４ページでございます。２節の認可保育所関係につ

きまして111万6,000円、入園児の増に伴うものでございます。また、４節の老人福祉施設

費の負担金につきましては180万8,000円の増でございますが、対象人員増によるものでご

ざいます。 

次に、２目衛生費負担金、本年度予算額10万円でございます。 

 ３目農林水産業費負担金、本年度予算額2,311万5,000円、前年対比247万1,000円の減で

ございます。説明資料５ページにございます。２節の農業費負担金の滞納繰越分につきま

しては、260万8,000円の減になっております。 

 また、４目商工費負担金、本年度予算額91万5,000円、前年対比91万5,000円の増でござ

います。説明資料５ページにございます。この関係につきましては、昨年教育使用料及び

社会教育使用料との組みかえでセンターハウスの負担金として31万5,000円の増になって

おります。 

 ５目教育費負担金、本年度予算額2,480万4,000円、185万円の減。説明資料５ページに記

載しております。学校給食費の対象者減、また幼稚園給食負担の対象者の減によるもので

ございます。 

 次に、12款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料、本年度予算額37万9,000円。
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説明資料５ページに記載しております。 

 ２目民生使用料、本年度予算額2,808万1,000円、増額は72万1,000円となっています。説

明資料５ページでございます。主な増額につきましては、３節介護サービス使用料の対象

者増によるものでございます。 

３目衛生使用料、本年度予算額50万4,000円。説明資料６ページに記載しております。 

 ４目農林水産業使用料、本年度予算額13万3,000円。説明資料６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。５目土木使用料、本年度予算額9,283万9,000円、前年対

比262万円の減。説明資料６ページに記載しております。１節の公営住宅使用料及び２節の

改良住宅使用料につきましては、それぞれ公営住宅使用料については前年対比164万

4,000円の減、改良住宅使用料については前年対比85万2,000円の減でございます。空き家

並びに対象者の所得減によるものでございます。次に、５節住宅使用料滞納繰越分につき

ましても、現年度分の納付を優先させている関係で50万の滞納繰越金の減になっておりま

す。 

 ６目教育使用料、本年度予算額517万7,000円、前年対比188万9,000円の減。説明資料６

ページに記載しております。これにつきましては、１節の幼稚園児の入園者の減に伴うも

のでございます。 

 ２項手数料、１目総務手数料、本年度予算額318万円。説明資料６ページに記載しており

ます。 

 ２目衛生手数料、本年度予算額814万8,000円。説明資料６ページに記載しております。 

 ３目農林水産業手数料１万2,000円。説明資料７ページでございます。 

 ４目教育手数料1,000円。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 17ページをお開きください。13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民

生費国庫負担、本年度予算額１億2,798万5,000円、5,950万5,000円の増。説明資料７ペー

ジに記載しております。なお、１節の児童手当国庫負担金については２カ月分並びに２節

の子ども手当国庫負担金については10カ月分を見ております。なお、子ども手当国庫負担

金につきましては、新規でございます。また、３節の障害者関係の障害介護給付金の国庫

負担金については、認定区分変更等のための増並びに自立支援医療給付費の国庫負担金に

ついては112万円の増になっています。次のページをお開きください。同じく、４節の国民

健康保険事業保険基盤安定国庫負担金については、26万7,000円の減になっています。 
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 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、本年度予算額1,245万円。説明資料７ページに

記載しております。１節の総務費補助金については、電波遮へい対策事業補助金の1,245万

の増でございますが、この関係については厚内ミニサテに係る整備の補助金でございます。 

 ２目民生費国庫補助金446万1,000円の本年度予算額。説明資料７ページに記載しており

ます。 

 ３目土木費国庫補助金１億6,274万3,000円、5,414万3,000円の増になっています。この

１節土木総務費補助金関係については、道路、橋、住宅、下水道の補助が一本化されたた

めに社会資本整備総合交付金という形で増額になっています。前年対比6,724万3,000円の

増になっています。また、前年度農林水産業費国庫補助金の中で美しい森づくり基盤整備

事業の補助金がございましたが、1,100万の減額になっております。 

 ３目土木費国庫補助金、本年度予算額１億6,274万3,000円、前年対比5,414万3,000円の

増になっております。 

 同じく、４目教育費国庫補助金、本年度予算額7,711万4,000円、前年対比7,702万5,000円

の増。説明資料８ページでございます。１節の中で安全・安心な学校づくり交付金の増に

よるものでございます。 

 次に、３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額79万5,000円の予算でございます。

前年対比97万1,000円の減でございますが、説明資料８ページに記載しております。２節の

選挙費委託金については、２年間にわたり投票人名簿システム構築交付金でございまして、

前年度の残り分の73万5,000円を組んでおります。 

 ２目民生費委託金、本年度予算額256万8,000円、前年対比73万の増でございます。この

関係は、子ども手当事務交付金に係る増でございます。 

 ３目農林水産業費委託金、本年度予算額320万円、前年度対比、同じでございます。 

 ４目土木費委託金、本年度予算額530万円、前年対比380万円の減、前年度の道路用地補

償委託金380万円の減によるものでございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金、本年度予算額1,932万4,000円、前

年対比277万9,000円の増。説明資料８ページにございます地籍調査事業道負担金の増にな

っています。 

 ２目民生費道負担金、本年度予算額8,083万5,000円、前年対比363万8,000円の増。説明

資料８ページにございます。この関係についても、児童手当の関係、また子ども手当の道

負担金に係る新規に係るもの並びに４節の障害者福祉に係る障害介護給付費道負担金、自

立支援医療費の認定区分増によるものでございます。次のページをお開きください。６節

の後期高齢者医療保険基盤安定拠出金については、前年対比196万円の減になっています。 

 ３目衛生費道負担金、本年度予算額35万3,000円。説明資料８ページに記載しております。 

 ２項道補助金、１目総務費道補助金、本年度予算額57万1,000円。説明資料８ページに記

載しております。なお、１節の中の消費者行政活性化事業補助金51万2,000円については、

新規でございます。 
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 ２目民生費道補助金、本年度予算額1,663万5,000円。説明資料９ページでございます。

また、１節の社会福祉費補助金の中につきましては変わりございませんが、放課後子ども

プラン推進事業補助金につきましては前年対比60万円の減額になっております。 

 次に、３目衛生費道補助金、本年度予算額398万4,000円。説明資料９ページに記載して

おります。１節の衛生費補助金につきましては、保健事業補助金45万1,000円の増、新型イ

ンフルエンザワクチン接種事業補助金76万6,000円の新規補助金になっております。 

 ４目労働費道補助金、本年度予算額613万3,000円、前年対比246万1,000円の増。説明資

料９ページにございます。労働補助金の中の緊急雇用創出事業臨時特別交付金の246万

1,000円の増になっています。 

 ５目農林水産業費道補助金、本年度予算額6,026万8,000円、前年対比3,206万9,000円の

増。説明資料９ページから10ページに記載しております。この関係の主な増については、

２節の林業費補助金の林道上厚内線改良事業補助金290万3,000円の増、21世紀北の森づく

り推進事業補助金289万4,000の円の増、林業・木材産業構造改革事業補助金、新規でござ

いまして2,750万円の増になっております。 

 ３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額1,864万7,000円、前年対比121万円の増。

説明資料10ページに記載しております。衆議院議員選挙費が840万6,000円の減、参議院議

員選挙費委託金が609万4,000円の増になっております。また、農林業センサス調査委託金

が87万6,000円の減、国勢調査委託料が新規で467万7,000円の増になっています。 

 次のページをお開きください。２目衛生費委託金、本年度予算額１万5,000円でございま

す。 

 ３目農林水産業費委託金、本年度予算額1,304万円。説明資料10ページに記載しておりま

す。 

 ４目商工費委託金、本年度予算額136万6,000円。説明資料10ページに記載しております。 

 ５目土木費委託金、本年度予算額244万円。説明資料10ページに記載しております。河川

管理業務委託金で48万3,000円の増になっております。 

 ６目教育費委託金、本年度予算額27万1,000円。説明資料10ページに記載しております。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、本年度予算額2,242万円。説明資

料11ページに記載しております。前年度対比60万1,000円の減になっております。 

 ２目利子及び配当金、本年度予算額350万6,000円、前年対比１万1,000円の減になってい

ます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、本年度予算額10万円でございます。 

 ２目物品売払収入、本年度予算額152万3,000円。説明資料11ページでございます。前年

対比72万7,000円の増になっています。 

 ３目有価証券売払収入、本年度予算額１億9,860万円。説明資料11ページに記載しており

ます。浦幌乳業株式売払収入の増になっております。新規でございます。 

 次のページをお開きください。16款１項寄附金、１目一般寄附金、本年度予算額1,000円
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でございます。 

 ２目指定寄附金、本年度予算額100万1,000円、１節指定寄附金1,000円、２節ふるさとづ

くり寄附金の100万でございます。 

 17款繰入金、１項他会計繰入金、１目老人保健特別会計繰入金、本年度予算額1,000円。 

 ２目後期高齢者医療特別会計繰入金、本年度予算額1,000円。 

 ３目介護保険特別会計繰入金、本年度予算額1,000円でございます。 

 ２項基金繰入金、１目基金繰入金、本年度予算額180万円。 

 18款１項１目繰越金100万でございます。 

 19款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額20万円、加算金

1,000円、過料1,000円でございます。 

 ２項１目町預金利子、本年度予算額10万円でございます。 

 ３項貸付金元利収入、１目中小企業融資貸付金元金収入、本年度予算額4,000万円、説明

資料11ページでございます。 

 ２目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入101万5,000円。説明資料11ページでございます。 

 ３目介護経営貸付金元金収入200万円。説明資料11ページでございます。 

４目株式会社ユーエム貸付金元金収入、本年度予算額65万円。説明資料11ページにござ

います。 

５目医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入、本年度予算額138万円。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。４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入、本年度予

算額363万9,000円。説明資料11ページに記載しております。 

 ２目民生費受託事業収入、本年度予算額32万4,000円。説明資料11ページに記載しており

ます。 

 ５項１目雑入、本年度予算額１億6,538万9,000円。説明資料11ページから12ページにか

けて記載しております。比較で8,662万9,000円の増になっています。アグリチャレンジャ

ーの関係の雑入の４節におきまして3,455万3,000円の増になっております。並びに２節の

釧路産炭地域基盤整備事業補助金が前年度対比5,350万円の増になっております。 

 ２目過年度収入、本年度予算額１万円。 

 20款１項町債、１目総務債、本年度予算額４億1,940万円。説明資料12ページに記載して

おります。総務債の中では、厚内ミニサテ局の整備事業債が新規でございます。また、臨

時財政対策債については、１億3,490万円の増になっています。前年対比49.6％の増になっ

ています。 

 ２目農林水産業債、本年度予算額3,130万円、２節の林業債で林道上厚内線改良事業債が

新規事業として680万円の増になっています。 

 次に、３目商工債１億8,300万円、前年対比１億30万円増、留真の里交流施設整備事業債

の増になっております。 
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 ４目土木債、本年度予算額6,600万円、前年対比1,150万円の増、除雪機械購入事業債の

940万円の増になっています。 

 ５目教育債8,390万円、前年対比8,390万円の増になっています。浦幌中学校屋内運動場

改築事業債の増でございます。 

 なお、消防債については、廃目整理させていただきました。 

 以上でございます。以上で歳入の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいた

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。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 ちょっと広範囲にわたっての質問をさせていただきたいと思いますが、とり

あえず24ページです。繰越金について伺います。繰越金100万円、これはあくまでも決算が

終わらないと決まらない額ですから、このことについてはとやかく言うつもりはございま

せん。ただ、決算のことにさかのぼって申し上げますと、ご承知のように決算では実質収

支に関する調書ということで決算の５番目に実質収支額、これを出します。それから、６

番目に実質収支のうち地方自治法第233条の２の規定による基金の繰入額と、この欄があり

ます。実質収支の最初のページにあると思います。それで、浦幌町では、今６番目と言い

ましたけれども、決算の調書では６番目になっています。この基金繰入額のところに、私

は今７年目ですが、８年目になりますか、一回もそこに繰入額の提案があったことがあり

ません。 

 それで、何を申し上げたいかといいますと、私が16年の９月の３定で特別会計で剰余金

が出た分についてなぜ積み立てをしないのだという質疑をさせてもらったことがありま

す、特別会計ですけれども。その後の年から、剰余金について特別会計については積み立

てするようになりました。これは、地方財政法７条の規定によって２分の１を越す額を積

み立てるか繰上償還しなければならならないとなっていますから、それをしてきたのです。

ちゃんと積むようになりました。しかし、基本的には一般会計でも当然適用される条項な

のです。私はそう思っていますから、今言った地方自治法に書いてあるわけですから当然

そういう措置をするのが当たり前。私５年間黙っていました。なぜかというとお金ないの

ですから、公債費が12億、13億になってきましたから、15年の４月、年度初めに189億あっ

た借金が今119億だと、１年に10億ずつ減って、ようやく70億減ったのですよ。もちろん借

りながらやっているのですから、借金もそれなりに毎年３億借金した、あるいは３億

5,000万やった、そういうことで仕事もしながら借金も返してきた、70億減りました、７年

間で。そういう状況ですから、今まで指摘はしませんでした。しかし、もうそろそろ実質

収支に関する調書を決算をやったときに、６項目めの地方自治法233条の２の規定による基

金繰入額、これは理事者として提案すべきです。これは、同じです。２分の１を超す額を

繰上償還するか積み立てるか、議会で決めなさいということですから。繰上償還は、当初

予算に組み込まなかったら繰上償還できないとなっています、規定で。ですから、当然決
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算やって、積み立てるほうになる、全額積むのか、半額以上、２分の１以上積むのか、そ

れは理事者の提案ですけれども、私はもうそろそろそういう措置をきちっとやっていった

らいいというふうに思うのです。何で繰入金のところで言うかといったら、繰入金になる

額になるからです。繰入金になるのか積み立てるのかということになるから、私は申し上

げるのです。どうですか、９月にはまた決算ありますが、考え方、町長に伺いたいです。 

〇田村議長 答弁願います。 

（「答弁調整」の声あり） 

〇田村議長 答弁調整のために休憩をいたします。 

 

午後 ２時０８分  休憩 

午後 ２時１０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員言われるとおり、決算上繰り越しをするか、補正で行うかというこ

と、どちらかをするということでありまして、基本的に今度の補正で行うか繰り越して行

うかについては今後協議をしていきたいというふうに思いますし、今言われたことは今ま

でやっておりませんでした。今後はその方向について行っていきたいというふうに思いま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 今答弁の中で、補正でやるか繰り越しをするかと、そういう言われ方しまし

たけれども、補正というのは償還をする意味のことですか。私の質問の趣旨はそうではな

くて、２分の１を超す額を基金に積み立てするのか、今までどおり全額繰り越しをするの

かという、そのことの質問なのですが。 

〇田村議長 財政係長。 

〇獅子原財政係長 今杉江議員からお話ありました件でございますけれども、決算の場合

の繰越金出ます。その部分の繰り入れにつきましては、必ずしもそこで繰り入れをしなけ

ればならないというわけではございません。本町の場合には、そこで行わないで、毎年翌

年度に繰越金を計上し、その際に半分、２分の１以上を財政調整基金へ積み立てるような

補正もあわせて行っております。それが今までの現状であります。今町長申しましたのは、

どちらを選択をしてもよろしいということにはなっております。必ずしも決算の段階で絶

対やらなければだめだというわけではありませんので、それらにつきましては今まで本町

ではやったことがございませんので、それで今後検討しまして、決算の段階でやるか補正

を行ってやるかということを検討してみたいという、そういう話でございます。 

 以上です。 
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〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 答弁の趣旨はわかりました。それで、今の話で、町長答弁あったわけですか

ら、今後についてはそういう対応も検討していくということで、それと関連しますけれど

も、これは現状基金積み立てを提案していますよね、ただ22年度の場合には地域振興基金

として１億9,860万積んだと、財政調整基金ではなくて積んだということで、ちょっと趣旨

が変わったなと思っているのです。考え方が変わったなと。そういう意味で、私は先ほど

広範囲にわたって質問したいと申し上げたのは、予算の最初の項目で一時借入金の額を

10億として決めますね、今年10億と提案されています。10億という金額は、どこからはじ

き出してきたか。それから、現状財政調整基金が10億を超したと。そういう中でやりくり

する中で、我々も事業者として仕事する場合はそれなりの裏づけの預金は要ると、そうい

う考え方で、10億でそこそこなったから財政調整基金はいいとして、一時借入金も10億だ

から間に合うのだと、そういう考え方で財政調整基金に積み上げないで地域振興基金とし

て積み上げる、そういう考えがあったのかなと、そういうふうに思うのです。それで、ど

こまで財政調整基金を積んでいこうとするのか、その姿勢によって先ほど私が最初に質問

した決算における繰越金なのか積立金なのか、地道に少しずつ余った金２分の１でも積ん

でいきましょうというのなら、特別財政調整基金の積立額何ぼと予算につけなくても自動

的に残高が出れば積まさっていくという考え方があるのです。その辺どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 浦幌乳業の株式の金額１億9,800万、これを地域振興基金に積んだのは、財政

調整基金になぜ積まなかったのかという趣旨の話だというふうに思いますけれども、浦幌

乳業の株式で得たというよりは株式で結果的に町に入りました１億9,800万、これについて

は財政調整基金に積むのではなくて、あくまでも地域振興のために活用していこうと、財

政調整基金に積んでしまうとみんな一緒になってしまうという感覚あるものですから、こ

の部分については新たに地域振興基金に積んで、地域振興のために、そのために役立つ基

金にしたいと、明確にしたいということで積んだわけでありまして、財政調整基金はもう

いいですよという話では決してありませんので、その辺はご理解いただきたいというふう

に思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 広範囲ないろいろな答弁欲しかったのですが、もちろん今町長から答弁あり

ましたように、さきの質疑でもその趣旨は聞いていますし、そのことで私は反対していま

せん。反対しません。いいことだと思っています。いい使い道考えるのが適切だと思って

いますから、いいのですが、先ほども質問した財政調整基金、どこまで積み上げることが、

話どんどん広がるのですが、財政調整基金をどんどん積むのか、公債費比率を下げるのか、

そういうことも関連して見解をお願いしたいのです。町長の報酬の審議のときも私質問し

ましたけれども、どこが健全財政として町長がそれやめるのだと言ったときに、18％だと、
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当然だと思うのです。イエローカード、レッドカードが25％なら、夕張はレッドカードだ

と思っていますから、そういう数字の表示としては公債費比率18％は適切だと。しかし、

18％から16％に下がったからって安心できる数字ではない。それは、町長が常に言ってい

るまだ財政状況が健全化になったわけでないという裏づけだと思うのですが、そういう考

え方の中で支給はどのぐらいという裏づけのためにどのぐらいが適切だか、あるいは公債

費比率がどの辺が非常に町民も我々こういうことにかかわっている人間も安心できるレベ

ルなのかということの判断を町長はどの辺だと思っているか、そこのところを聞きたいで

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 財政調整基金がどの程度まで適切だというのは、これは今全体的に普通会計

の中で基金が大体十七、八億になろうとしています。そういう中で、財政調整基金は13億

ぐらいになっています。これでいいということは決してないというふうに私は思っていま

す。ほかのまちと比較しても、まだまだ足りない部分でありまして、ただそれがどの程度

までいったらいいのかということは決して決まった数字はございません。私は、当初４億

5,000万からきましたから、10億になる、２けたにするというのが当初から言っていた最低

目標だというお話をさせていただいていまして、その中で各予算配分を決めながら財政調

整基金に積んできた経緯もあります。そういう意味で、今ようやく２けたになってきてお

りまして、だからといってこれで安心できるという話では決してありません。また、公債

費比率についても、まだまだ安心できる数字ではないというふうに思っています。公債費

比率につきましては、３年平均ですから、急によくなるということはありません。ただ、

来年以降については、単年度でいえばかなりよくなってきているという状況になっていま

す。そういう面では浦幌町の財政各指数についてはかなり改善はされてきているなという

ふうに思っていますけれども、それが安全地帯にまでいったということには考えておりま

せんので、まだまだ財政再建の旗はおろすことはできないだろうというふうに思っていま

す。ただ、今言われるように、それでは財政調整基金が幾らになったらいいのか、20億だ

ったらいいか、30億だったらいいのか、40億だったらいいのかということでありますけれ

ども、これは基準を決めるというのはなかなか難しいのではないのかなというふうに思っ

ています。ほかのまちでいえば、30億あるまちもありますし、40億あるまちもあります。

そういう中では、できるだけ積んだらいいという話ではありませんけれども、町として必

要な事業をやりながら、その中で積めるものは積んでいきたいというふうに思っています

し、その中で毎年財政各指数がよくなってきていますから、この財政再建を進めながらま

ちづくりをしていきたいというふうに思っています。これだから安心だという指数はなか

なか言えませんけれども、少なくとも今公債費比率でいえば国なりに相談しなくても自主

運営ができるような数字、これがまずクリアしなければならないというふうに思っていま

すので、先ほど言った18％を割るというのはまさにその数字だろうというふうに思ってい
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ます。そういう意味では、これだという数字はなかなか示すことはできませんけれども、

少なくとも今の財政運営をし、そして各種国の臨時交付金等を使いながら町の運営をして

いける状態になってきたなというふうに思っていまして、まさに第２の夕張にならないと

いうまちづくりが議員の皆さんの協力をいただきながら、町民の協力をいただきながら、

職員の協力をいただきながら今進めてこれているのではないのかなというふうに思ってい

ます。明確な数字を示せと言われるとなかなか示せないというのが実態でありますけれど

も、考え方としてそういう考え方で町政を今後とも進めてまいりたいというふうに思って

います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 町長のお話のとおりだと思っています。財政調整基金については、先ほど申

し上げましたようにどこまでいったらいいということをなかなか数字で示せない。ですか

ら、決算において少しずつ積んでいきませんかということを申し上げたいのであります。

また、公債費比率についても、町長言われるように３年平均なのですから、今公債費の額

が８億円ぐらいに減りました。８億円でもう一年続けば大体14％ぐらいの公債費比率にな

るのではないかなと思います。しかし、一時的になりますけれども、この後、今学校の借

り入れ、それから交付金事業、それぞれ事業やっていますから、そういうのの支払いが入

れば、またそこから下がらない事態になるというようなことを心配しているのです。です

から、常に積むことは積んでいかなければならないけれども、しかし積んでばかりいても、

預金が例えば15億になりました、財政調整基金だけでいいますとですよ、15億になった、

20億になったといっても、町民いなくなってしまうのでは意味がないのです。ですから、

ある程度のところで積み立ては何とかやりくりできるなということになったときに、産業

振興、町の振興のためにお金を普通建設事業あるいはまちづくりのために使っていくべき

だというふうに思っているのです。このことについて答弁いただいて、終わりにします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員言われる、まさにそのとおりだと私も思っています。今大型事業を

国の臨時交付金の中で行っています。中学校改築事業、また光ファイバーの敷設事業、ま

さに10億台の事業が２つ、大きな事業があります。また、まちづくり交付金事業も当然行

っております。そういう中で、事業を行う中でも財政指数を見ながら、これで大丈夫だと

いう指数を見ながら、勘案しながら今事業を進めているところであります。大きな事業を

やって財政指数が悪化するということになれば、またもとのもくあみになってしまいます

から、そういうことのないように長期の公債費比率を見ながら行っていっておりまして、

今度の中学校の改築事業を行ったとしても、今の指数より悪くならないという判断のもと

に行っているところであります。そういう意味では、まさに今杉江議員が言われるように

財政調整基金につきましても少しずつでもいいから積み上げていきながら、そしてなおか

つ普通建設事業費については今国の大型事業がありますから、21年度事業でも大きく伸び
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ました。これが来年伸びるという保証はありませんけれども、少なくとも町が活力を失わ

ない事業を今後とも進めてまいりたいというふうに思っています。これは、あくまでも財

政指数を見ながら、そして町の財政を見ながらやっていかなければならない事業だろうと

いうふうに思っていますし、ご指摘の議員言われる、まさにそのとおりの考え方で私も同

感でありますし、そのように今後とも進めてまいりたい。そして、町民の皆さんに本当に

浦幌に住んでよかった、安心して住める、そういうまちづくりと同時に財政も安心しても

らえる、そういうまちづくりを今後とも進めてまいりたいというふうに思っています。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 私は、20ページの道支出金、１款の総務費道補助金の中の節のところの消費

者行政活性化事業補助金51万2,000円、このことについての内容的なものをお伺いしたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 私のほうから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。 

 このことにつきましては、歳出にかかわりまして総務費、総務管理費の生活安全推進事

業の中でその事業を組んでございます。その消費者行政の事業にかかわりまして、国から

北海道を通じて補助金ということでこの51万2,000円が町のほうに交付される内容となっ

ています。その内訳といたしましては、先ほどの生活安全推進費の中での旅費の関係、そ

れから需用費、パンフレットの印刷製本なのですけれども、それから委託料、これには消

費生活相談員の養成にかかわる委託料、それからそれらの研修にかかわる委託料等々が入

ってございます。それら合わせまして51万2,000円ほどの金額になる中で、その金額10割と

いうことで国のほうから補助がされるというふうになってございます。そのほかに別途委

託料といたしまして、町の単独の予算で、これは町長の執行方針の中でも述べております

けれども、町の消費者協会さんのほうに委託をお願いして、消費者相談業務を行っていた

だくという予定で組んでございますので、この内容でご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 委託料ということで、また町単独の予算を。受ける側としても多分責任が非

常にかぶさってくると思うのですが、委託するについての契約というのでしょうか、そう

いったものも当然なされることだと思いますが、その件についてはどのような時期にどの

ような状態で契約を結ぶのか、お伺いしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 そのことにつきましては、こちらの積算、基礎的には週に４回、年にし

ますと48回になりますけれども、それのうちの１日４時間という形で積算根拠的に考えて



 － 50 － 

ございました。ただ、先ほど申しましたように消費者協会ということなものですから、ほ

とんどボランティア組織でございます。中には、なかなかその部分で都合がつかない部分

もあろうかというふうにも考えてございますので、あくまでその金額につきましては最大

限ということで、その委託の内容につきましては実績的に時間単価的な中で実施した分だ

けの支出という形で今回テストケース的になりますけれども、行っていきたいというふう

に考えてございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 内容はわかりました。あと、相談員の研修ということで予算も入ってくると

いうことです。前から私も、できれば職員の中でもきちっとした研修を受けた、資格を持

った職員を養成してほしいというのをお願いをしてきました。この件については、今後の

町としての姿勢というか、お伺いをしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 一般質問等の中でのお話も伺ってはございます。ただ、現状の職員の定

数上のこともございまして、今の現状での人数になっております。その中で、研修を受け

ながら相談員取得をして進めていくという状況には、仕事の分の兼務状況がかなり多くな

ってございますので、それらにかかわる時間もなかなかとれないというふうな事情もござ

いますので、今回はそういう形でお願いし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 23ページ、財産収入、この中の土地建物売払収入10万円、これについての内

容説明をまず求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 10万円の根拠については、特に持っていません。ただ、毎年10万円とい

う形でこの目を立てさせていただいていると、そういう中で不動産売り払いが出たときに、

その中の補正をしてやらせていただいているという中身でございますので、よろしくお願

いします。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 これも先ほどの災害費と同じような感じで、とりあえず10万円というような

ことだと思います。それで、町の財産、土地建物の関係の有効活用というようなことで、

私も質問を前回させていただいている経緯もございます。その辺で、町としても実際にあ

の後、例えばホームページ、いろんな部分見ましても町の財産、要するに今後使用する計

画のない財産を積極的に売り払いして、そうすると収入にもなるわけですし、そうするこ

とによってまた民間の活力をというような質問を私させていただいて、そういう形だよと

いう答弁もいただいているというふうに私は認識しているのですが、しかし今回ももっと
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計画的に、一遍に全部とはいかなくても今年はこれぐらいを売り払いたいと、それが全部

売り払いがうまくいけばこれだけだよというような形のもっと計画的な形というのでしょ

うか、実際あの後見てきましてもそういうような姿勢というものは見えていないというふ

うに、私はそういうふうに感じているのですが、その辺の町の財産の有効活用という意味

からのこの辺の考え方についていま一度説明求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 その関係につきましても、昨年の12月から内部で財産の有効活用につい

て今どの程度と、全部すべて洗い出しをした中で有効利用について検討していかなければ

ならないと進めている中で、今回予算の中で財産の中で２棟４戸の教員住宅をまず改修し

ようということと、１棟の住吉町のところを解体して、すぐ売れるかどうかわからないの

ですが、一応売りに出そうという考えの中でとりあえず今進んでいる中身であります。ま

た、将来的にわたる財産の有効利用というものも含めた中で今内部で検討を進めている段

階でございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今内部で検討ということですから、当然積極的に。今言われたように教員住

宅等についてはそういう説明は聞いていますので、その辺を含めて。ただ、使っていない

土地とか、そんなに難しく考えなくても目につくところだけでも結構あると思うのです。

だから、その辺は今後のまちづくりの部分で使用する可能性があるのであれば、それはや

っぱりうまくないですけれども、そうではないものについては積極的に。だから、この辺

もぜひ次の６月とか早い段階でこういった形で町の売り払いしてもいい候補をばっと載せ

て、町内、逆に言ったら町外でもいいですよね、ぜひこういう形で有効に使ってくれと、

これについては幾ら幾らだよというような、そこまでの形をぜひ早目にとっていただきた

いと。検討、検討と言っているとなかなか、いつまでもそういう形になりますので、今回

の教員住宅のように具体的に一歩前へ進めていただきたい。次の６月ぐらいまでには、定

例会ぐらいまでにはある程度の形をつくっていただきたいものだなというふうに思うので

すが、この辺の時期も含めていかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 予算がついた後、４月以降教員住宅については早い段階で解体をし、早

い段階で売れるものであれば、そのような手段をとっていきたいというふうに思っていま

すので、ご理解を賜りたいと思います。 

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） 

〇田村議長 以上で歳入の審議を終了いたします。 

 議案第31号 平成22年度浦幌町一般会計予算の全体を通じての質疑を受けたいと思いま
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す。なお、質疑につきましては、質疑漏れの中で質疑をお願いしたいと思います。質疑は

ありませんか。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 総務管理費の諸費の中で１点お伺いいたします。 

〇田村議長 何ページですか。 

〇阿部議員 38ページの諸費の中の役務費という中で、社会活動総合補償保険料80万とい

うことについて、これの経緯等をちょっとご説明いただきたいのです。 

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 ただいまの質問の社会活動総合補償保険という形でございま

すけれども、ご説明申し上げたいと思いますが、目的につきましては地域活動の活性化及

び生活環境の改善等を図るために住民等によって組織されたいろんな団体、行政区ですと

か、いろんなＮＰＯですとか、社会教育関係団体ですとか、いろんな団体も含めますけれ

ども、そういう団体によるいろいろな活動の中で地域ボランティアですとか、コミュニテ

ィ運動ですとか、そういう活動の中で生じた傷害に対して保険料をお支払いしようという

形の中の総合補償的な形でございます。そのような形の中で、一応全町民を対象としてか

けさせていただいて、１年間にわたって補償をさせていただこうという事業でございます。

掛金につきましては、全体で80万円を考えてございます。死亡につきましては１件当たり

200万円、けがによる入院につきましては１日3,000円、通院につきましては１日2,000円、

あと賠償ということもあります。いろいろと指導している過程の中で何らかの賠償責任を

生じた場合には、１名につきまして１億円という形でございまして、現在予算が通りまし

てから保険会社のほうとも詳しく協議を進めながら内容について精査していこうと考えて

ございますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今全町民を対象というのですが、あくまでボランティア活動、ボランティア

とは限らないのですけれども、そういうことで活動する方だと思うのですが、これはそう

いう団体を対象としているのか、個人を対象としているのか、まずちょっとお聞きします。

それから、何名ぐらいを対象としているのか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 全町民ということで、幼児からお年寄りまでという形の中で

全員を対象とさせていただきます。よろしいでしょうか。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 活動される両方ともこれはあれしているのですね、対象は。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 
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〇佐藤まちづくり政策課長 よく行政区の中で草刈りをしたりとか、いろんなボランティ

ア活動もやっていらっしゃると思いますけれども、そういう中で草刈りをしているときに、

そのそばに子供が寄ってきて、けがをさせてしまったりとか、あと町内会のイベント等も

よくやられると思いますけれども、そういうところで何らかの形で事故が起きた場合にそ

れらを補償するという形の中で全町民、要するにそこには子供も参加しておりますし、お

年寄りも参加しておりますし、そういう中でどなたでも対象になるという形の中で考えて

いるところでございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 何となくわからないわけではないのですけれども、いまいち。あくまで町内

でやる、極端なこと言ったら花見でもかかるのかななんて感じもしないわけではないので

すけれども、極端なこと言えばですよ。だから、そういうことであって、あくまでボラン

ティアとか何だとかという形でなくてすべて、自損にかかわらず、他損にかかわらずかか

る保険なのかなという感じがするのですけれども、余りにも対象があいまいな感じもいた

すのですけれども、その辺どうなのでしょう。 

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 先ほども申しましたけれども、あくまでも地域のボランティ

ア活動、それからコミュニティ活動という形の中で、わかりやすく言いますと、町内会の

活動も含まれますので、そういう中ですべて個人にかかわる、行政区の中でもし主催事業

で行っている場合にはそこに参加した個人が対象になるという形でございますので、ただ

詳しい点につきましてはまた保険会社のほうとももっと詰めなくてはいけない部分があり

まして、この内容の中で今現在進めているところでございます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 私もちょっとその辺の理解がはっきりわからないものですから、それはまず

保険会社との検討があったりした中で、まずいろいろなことを、こういうものだよという

ことをお示しいただけるということがあります。それから、この保険については、あるの

はわかったのですけれども、これは例えばこれから後広報によってとか、それから地域の

行政区などに対していろいろな形で広報だとかあるというふうに私感じるのですが、そう

いうこともやりますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ご案内につきましては、基本的に５月１日から保険をかけよ

うと考えておりまして、５月１日から来年４月30日までという形の中の１年間を考えてい

ます。４月になりましてから、行政区長会議等もございますので、そういうところで周知

しながら、また広報等でも周知させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 
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〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 あくまで地域の中のボランティア活動だけに限定しているのでなくて、例え

ば町内の中で婦人団体、それからほかのいろいろなＮＰＯ団体が活躍していますよね、そ

れらの人たちが何かで出ていって、例えば花を、ああいうときになったことも同じような

ことを理屈として考えてよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ただいまお話しいただきました、そのような活動も対象にな

ってまいります。 

〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 ページ数の40ページ、総務費の関係で高等学校等の就学費補助金417万という

中で、これ説明をもう一度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、40ページの高等学校等就学費補助金417万円という内

容につきまして私のほうから説明させていただきます。 

 このことにつきましては、浦幌高等学校が３月末で廃校になるという部分もございまし

て、通学にかかわる経費の部分として、保護者がいろいろ経費がかかるという部分で、教

育的な経費がかかるという部分に対しての思いから補助を行っていきたいという考えでご

ざいます。この内容につきましては、試算的には139名の方に年額３万円。と申しますのは、

現在押さえていますのは150名の方が新年度から通学されると、管内、管外的にあろうかと

思います。その中で、現在教育委員会のほうで進めてございます、その下にございます高

等学校生徒遠距離通学費等補助の事業がございます。この方の該当を除いた中で、139名と

いうふうなことで試算をしております。このことにつきましては、現在の第174回の国会で

審議されてございまして、その審議の中で高等学校等の授業料の公費にかかわる授業料の

無償または私立高等学校等の支援というような中身で審議がされてございます。ほとんど

その法律に沿った中で進めていきたいなというふうには考えてございますけれども、その

法案の中でも国の政府のほうでは各種学校の扱いの中で附則に今後盛り込んでいくという

ような検討もされるというようなことも聞いてございますので、それらの動向を見きわめ

ながら詳細にわたっては今後詰めていきたいと思っておりますけれども、基本的には先ほ

ど申し上げました高等学校等にかかわる通学もしくは下宿、寮にかかわる就学にかかわる

補助という考えで、この１年当たり３万円ということでの考えを持ってございます。これ

につきましては、１年間基本的には勉学に励んだお子さんの保護者に対して補助を行いた

いというふうに考えているところでございます。 

 以上であります。 

〇田村議長 10番、髙橋議員。 
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〇髙橋議員 高等学校の就学費補助金につきましては、内容わかりました。 

 もう一点、人づくり、まちづくり、地域コミュニティ推進事業の支援補助金の関係の金

額出ました。この関係とやかく言えないわけでございますけれども、町民にわかるような

形というのは、やはり町の広報。恐らく広報にもこの関係については載っていなかったよ

うに記憶してございます。あるいはまた、たまたま昨日私勝毎の関係言ったわけでござい

ますけれども、そういった身近に、町内の老若男女にかかわらない人たちが勝毎について

は非常に愛読しているようでございます。そういった関係も使いながら、広く町民に周知

をしていく必要性があると思います。本年の地域活動推進補助金100万円の関係ございま

す。これも恐らく課内できちっと対応しながら、内容の不足、あるいは要綱等を確認しな

がら、決まり次第町の広報、当然です。これは、まちづくり政策課の中では今本当に若い

女性でございます栗本君がしっかり頑張っています。そういう中にも載せていく、さらに

はまた勝毎さんにも、それから道新さんにもお願いしながらそういった周知をしていくよ

うなことも大事かなと思います。その辺についてどのように考えているか、ひとつお願い

申し上げたいと思います。 

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 地域活動推進補助金に関しまして、今議員のほうからお話あ

りましたとおり、内容につきましてわかりやすく町民の方にご理解していただくように、

先ほども申しましたけれども、４月にも行政区長の会議等もございますので、そういうと

ころで説明させていただいて進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今まちづくりの課長のほうからそういった見解、しっかり町民に、上の川上

から下の浦幌の川の流れのごとくすべてにわかるような周知徹底をお願いしたいと、この

ように思うわけでございます。そんな関係で、先ほど言いましたように周知方法としては

当然浦幌の広報もございます。さらには、さっき言ったように本当にすばらしい浦幌の対

応について逐次書いていただけるような大笹さんもございます。その辺をうまく活用しな

がら、十分町民一円にわたってわかるような状況をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 私39ページの総務管理費、13目諸費の中の19節負担金、補助及び交付金のと

ころで、昨年とは新たなバスの運行維持補助金というのですか、そういったものが生じて

おります。それが650万、それとその上の本別生活路線バス運行補助負担金100万、それと

留真本別高校通学生バス回数券等負担金40万、この一連の関係についての説明を求めます。 

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 生活交通バス運行維持費補助金650万の関係でございますけ
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れども、これは昨年も実績の中で補正させていただきましたけれども、留真本別線の生活

路線バスの運行に伴う補助金でございます。近年利用者も若干ずつ上がってまいりまして、

この補助金も若干ですけれども、少な目になってきてございます。それから、上の本別生

活維持路線バス運行補助負担金の100万円でございますけれども、現在本別と浦幌市街間に

夜間の部分で、これまた足の確保ということで現在バスを運行していただいております。

その中身で、昨年は50万円だったのですが、今年は50万円プラスしまして、今までは平日

の夜の予約先行での利用状況だったのですけれども、それとプラスアルファして今年から

は土日も運行しようということで考えてございまして、50万の追加で100万という形でござ

います。それから、都市間特急バスの関係でございます。都市間特急バスの運行補助負担

金につきましては、釧路帯広間の都市間バスを現在浦幌町内に停留所を設けさせていただ

きまして利用させていただいておりますけれども、１日２便でございますが、釧路バス

35万、それから十勝バスに35万という形の中で補助金、負担金をお支払いして、そういう

中で町内の皆さんの足を確保させていただいているというところでございます。 

 以上でしょうか。 

（「いいえ、高校生の通学バスのところ」の声あり） 

〇佐藤まちづくり政策課長 それから、留真本別高校通学生バス回数券等の負担金という

ことでございますけれども、これも留真、それから本別間の生活路線バスを残すという形

の中で、援助という形の中で以前から支出させていただいておりますけれども、本別高校

に通う子供たちに対しまして回数券等の援助をさせていただいている内容でございまし

て、現在40万円の負担金で支出させていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 650万の件なのですが、これ実績がどのような感じでしょうか、昨年度の実績

をお伺いします。それと、一挙に留真本別線の関係、浦幌駅までの関係でこの予算がふえ

ていました。以前は過疎の町に対して国から補助が出ていたと思うのです、生活路線バス

については。現在はどのような形になっていっているのか、その点と、きのうが高校生の

合格発表ということで、現在は３人の子供さんが本別高校に通っております。多分あと６

人がふえる予定です。番号でしかわかりませんので、個人名はわからないということで、

ちょっとけさ調査してきたのですが、全部で９人ということで、本別高校に通われるお子

さんがふえたということで、当初の40万では多分足りなくなると、これのまたいろいろな

補正なども組まれていかなければならないと思うのですが、その件についてもお伺いして

おきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 １点目の予算書39ページの諸費の中の19節負担金、補助及び交付金の一

番下から２番目の生活交通バス運行維持補助金650万の関係でございますが、本年は新規に
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予算計上しています。毎年十勝バスとの中で、留真本別線に対して補助金を出している。

その中身で昨年の実績が補正で対応し、657万5,000円を出している。その関係で、本年に

ついては当初から650万の計上をお願いしている中身でございますので、よろしくお願いい

たします。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 本別生活維持路線バスの運行補助金の関係で、利用状況とい

うことかなと思いますけれども、平成21年度で145回、366人の方が使ってございます。そ

れから、留真本別高校通学生バス回数券の負担金の関係でございますけれども、これはま

だ１月末での数字でございますけれども、９名の方が46セットということで、１セット10枚

なのですが、要するに460枚の回数券を使ってございます。ただ、まだ１月末ということで、

冬場ですので、２月、３月で利用される方がまたふえていらっしゃるとは思いますけれど

も、まだ数字つかまえてございませんので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 26ページ、雑入のところでお聞きしたいと思います。２節の釧路産炭地基盤

整備事業補助金１億1,440万円載っているのですけれども、これ毎年使わせていただいて、

旧基金ということで、たしか私の記憶では５年間だったと思うのですけれども、たしか19年

からの記憶でいるのですけれども、３億数千万、たしか基金の活用が可能であったと記憶

しているのですけれども、今後残された年数は、今年が22年ですから、今年、来年という

ことかなと考えております。それと、配分可能な基金残高というか、それについてお聞き

したいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 私のほうで答弁させていただきます。 

 当初３億2,251万3,000円の取り崩しが浦幌の割り当て事業でございます。平成19年度か

ら平成23年度の５年間でこの関係について取り崩しができて、この助成金をいただくこと

になっております。本年１億1,440万という形でございます。来年残り、現在予定している

残り分が900万ということでございます。ちなみに、平成19年度が5,960万円、平成20年度

が5,300万円、平成21年度が8,640万円、平成22年度が先ほど申しました１億1,440万円、平

成23年度が900万円という考えでこの助成金を申請してまいりたいというふうに思ってい

ます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

これより議案第31号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時００分  休憩 

午後 ３時２０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第２ 議案第３２号 

〇田村議長 日程第２、議案第32号 平成22年度浦幌町町有林野特別会計予算を議題とい

たします。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 議案第32号 平成22年度浦幌町町有林野特別会計予算。 

 平成22年度浦幌町の町有林野特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億2,225万6,000円と定める 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成22年３月８日提出、浦幌町長。 

 ２ページ、第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページをお開きください。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は省略させていただ

きます。 

 この町有林特別会計につきましては、3,875ヘクタールの管理及び造成をするための特別

会計でございます。 

 ６ページをお開きください。２、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助、

本年度予算額6,306万8,000円、１節造林補助、２節野そ駆除補助、３節森林整備加速化・
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林業再生事業補助金、これらにつきましては説明資料32ページに記載のとおりでございま

す。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、本年度予算額41万1,000円、土地

貸付収入でございます。 

 ２目利子及び配当金、本年度予算額13万円、利子及び配当金、基金利子でございます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、本年度予算額2,680万円、１節立木売払収入、

これにつきましては説明資料32ページに記載のとおりでございます。前年に比べまして減

っておりますが、伐採面積と売り払い単価の減によるものでございます。 

 ２目素材売払収入、本年度予算額977万円、１節間伐材売払収入、これにつきましては森

林整備加速化・林業再生事業による間伐で増となっております。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額370万円、一般会計

繰入金でございます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額1,837万5,000円、基金繰入金でございます。 

 ４款１項１目繰越金、本年度予算額1,000円、前年度繰越金でございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入、本年度予算額1,000円、これにつきましては雑入でございま

す。 

 ８ページをお開きください。３、歳出、１款１項１目財産管理費、本年度予算額1,623万

5,000円、この目につきましては町有林の維持管理に係る経費でございます。増の主なもの

につきましては、委託料でございます。12節役務費につきましては、侵食の森林国営保険

で10年間保証の保険料でございます。13節委託料につきましては、町有林28団地の管理業

務を森林組合に委託するものでございます。また、用地境界ぐい埋設の委託料でございま

す。説明資料33ページに記載のとおりでございます。14節使用料及び賃借料につきまして

は、町有林管理用の道路維持に係る機械借り上げ料でございます。16節の原材料費につき

ましては、管理用道路の保護資材費でございます。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費、本年度予算額9,615万9,000円、この目につきまして

は町有林の造成に係る経費でございます。増の主なものにつきましては、工事請負費、原

材料費でございます。13節委託料、15節工事請負費、16節原材料費につきましては、説明

資料33ページに記載のとおりでございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額726万2,000円、23節償還金、利子及び割引料、

長期債償還元金でございます。 

 ２目利子、本年度予算額255万円、23節償還金、利子及び割引料、長期債償還利子でござ

います。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額５万円でございます。 

 次のページをごらんください。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高見込みに関する調書でございます。区分、公有林整備事業債、

前々年度末現在高１億1,153万9,000円、前年度末現在高見込額１億55万4,000円、当該年度
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中元金償還見込額726万2,000円、当該年度末現在高見込額9,329万2,000円となっておりま

す。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議お願いいたします。 

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 質疑なしと認めます。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

これより議案第32号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３ 議案第３３号 

〇田村議長 日程第３、議案第33号 平成22年度浦幌町模範牧場特別会計予算を議題とい

たします。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 議案第33号 平成22年度浦幌町模範牧場特別会計予算。 

 平成22年度浦幌町の模範牧場特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億732万7,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成22年３月８日提出、浦幌町長。 

 ２ページの第１表、歳入歳出予算は省略させていただきます。 

 ４ページをお開きください。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は省略させていただ

きます。 

 この会計につきましては、模範牧場における乳用牛預託経費及び放牧地、採草地の維持

管理を行うための特別会計でございます。 

 ６ページをお開きください。２、歳入、１款使用料及び手数料、１項使用料、１目牧場

使用料、本年度予算額１億386万4,000円、夏期入牧料につきましては１日当たり750頭を予

定しておりまして、延べ12万3,750頭、昨年と同じ頭数でございます。冬期預託につきまし

ては、１日当たり550頭を予定しておりまして、昨年に比べ１日当たり20頭の増でございま
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す。延べ11万頭でございます。哺育預託につきましては、１日当たり150頭を予定しており

まして、延べ５万4,750頭で、昨年と同様でございます。 

 ２項手数料、１目捕縛手数料、本年度予算額230万円、人工授精捕縛料が700頭、１頭当

たり2,000円で前年と同様でございます。入退牧捕縛料900頭、１頭当たり1,000円で前年と

同様でございます。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額10万円、模範牧

場基金利子でございます。 

 ３款１項１目繰越金、本年度予算額10万円、前年度繰越金でございます。 

 ４款諸収入、１項１目雑入、本年度予算額96万3,000円、これにつきましては入牧牛750頭

の駆虫薬剤でございます。 

 基金繰入金は、廃目整理でございます。 

 ８ページをお開きください。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額1,546万8,000円、この目につきましては模範牧場に係る人件費及び事務諸経

費並びに各団体負担金でございます。１の報酬につきましては、説明資料35ページに記載

のとおりでございます。14節使用料及び賃借料につきましては、事務機械借り上げ料でご

ざいます。 

 ２款施設費、１項１目施設管理費、本年度予算額9,180万9,000円、この目につきまして

は牧場における乳用牛預託経費及び採草地の維持管理を行う経費でございます。減の主な

ものにつきましては、賃金と備品購入費でございます。18節備品購入費につきましては、

説明資料35ページに記載のとおりでありまして、軽トラックの老朽により更新をするもの

でございます。増の主なものにつきましては、需用費と使用料及び賃借料でございます。

11節需用費の増につきましては、肥料費の増によるものです。また、14節使用料及び賃借

料の増につきましては、草地借り上げ料の増でございます。 

 ３款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備費でございます。 

 予算の内容は以上でありますが、町長が執行方針で述べたように模範牧場の運営管理指

定管理者制度導入による外部委託を考えているということでございます。今後指定管理の

方向性が決まり次第、条例、また関連する補正予算を提案させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議お願いいたします。 

〇田村議長 大変申しわけありません。 

 先ほど平成22年度浦幌町町有林野特別会計予算をそれぞれ可決されましたけれども、議

案第31号と申し上げたという申し出がありましたので、訂正させていただきたいと思うの

ですが、よろしいでしょうか。32号に訂正をさせていただきたいと思います。よろしいで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 模範牧場につきましては、今も説明ありましたように指定管理者の部分のお

話がございました。これにつきましては町長の執行方針の中にも、外部委託をかねてから

検討しており、模範牧場の運営委員会に諮り、委員会から外部委託すべしという答申があ

ったということでございます。今までずっとこういう形でやってきた中で外部委託を検討

したという部分ですが、この辺どういう経緯をもって外部委託の検討が始まり、模範牧場

の運営委員会の審議もどういう審議の状況により外部委託ということになったのか、この

辺の詳しい説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 模範牧場の指定管理者制度の委託につきましては、運営委員会に諮問をして

おりまして、先日執行方針の中でも、かねてから指定管理者制度による外部委託を検討さ

れてきたところでありますが、運営委員会に諮問し、管理委託すべく回答を得ましたので、

答申内容に沿って進めてまいる考えでおりますという執行方針をさせていただきました。

近年の公営模範牧場につきましては、特に民間への委託というのが管内の市町村でも進ん

でおりまして、特にこのたびの飼料の高騰によりまして、それに対する国の補助制度も民

間でなければ補助しないという国の流れがあります。というのは、国としては全体的に町

が運営するということは町財政に余裕があるだろうということから、その補助をしないと

いう流れになっておりまして、そういうことも含めて民間委託に移行したいということも

あるわけであります。 

 ただ、公共牧場の本来の目的を達成するためには、やはり運営主体、運営方法、業務内

容、そういう従来のものからさらに発展をさせて、利用していただいている酪農家の皆さ

んに特に経済活動への参加をしていただくということも一つの目的であるというふうに考

えています。運営委員会の中では、今の公共牧場から民間指定管理になって不安な面もあ

るというご指摘もいただきました。それは、今のままの体制がとれるのかどうかというこ

とが主な心配要因でありました。私どもとしては、今の模範牧場の運営体制をそのまま継

続できるような形で指定管理者制度に移行したいということを申し上げさせていただきま

した。利用していただいている酪農家の皆さんが今までより以上に使いやすい、そして安

心して牛を預託できる、そういう体制づくりを今後とも進めてまいりたいし、そういう指

定管理者へ委託をしたいということを申し上げてまいりました。そういう体制をつくるべ

く今進めていこうということで、指定管理者制度に移行するという答申をいただいた。こ

の答申に沿って進めてまいりたいというふうに今考え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 その審議の内容について、不安があるというような審議の内容、ただそれも

町のほうとは、今の現状をきちっと確保するというのでしょうか、そういう形の中の答弁

があって、それであれば指定管理のほうに民間委託をというようなお話だったのかなと思
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います。ただ、私は、国の方針も結局町でやるべきものではないというように国の形も変

わってきたと、それで時代も変わりまして、もともと畜産振興という何といっても一番の

大名目があって、この模範牧場の運営をされているのだと思うのです。しかし、その上で

いろんな審議会の中で、運営委員会の中で委託すべきかどうかという話をしたということ

なのですが、この模範牧場を国の方針も変わってきた中でこのまま町が持って、委託しな

がら、施設は町のものなわけですから、本当に畜産振興という役割を今後もまだ町として

していかなければならないのかどうなのか、やっぱりこういった観点の検討というものも

私はすべきであったのではなかろうかと。国の方針も民間をということであれば、浦幌町

でいえば農協さんなりがしっかりとそういう形をとると、私はそういうべきだと思います。

その上では、町としても何らかの支援をすることは必要かと思いますが、私はそういうよ

うな観点で、今まだどういう形で畜産振興していかなければならないのかというような観

点というのでしょうか、運営委員会ですから、当然農業に携わっている方、畜産に携わっ

ている方々の意見でそれが始まっているわけですから、そうではなく、その意見も大事で

すが、もっと広い視野で本当に今後も模範牧場というものを浦幌町が持っていくべきなの

かどうなのか、そういう観点が私は抜けているのではないかなというふうに思います。そ

ういった議論もしっかりした上で、本当に浦幌町に模範牧場を今後も残すのかどうなのか

というような検討を私はすべきだというふうに思いますが、その点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 この模範牧場を運営していく中身では、畜産振興を主体にしていくというの

は当然でありますし、今までもそういう観点からこの運営をしてきました。この運営委員

会には農協の理事も当然入っているわけでありますし、実際に酪農家の皆さんも入ってい

ただいています。運営に関していろんなお考えをいただきながら、今までも運営してまい

りました。町としては、今後この模範牧場を指定管理者制度に移行すべく諮問をいたしま

した。そして、諮問している中で運営委員会としていろいろの協議をしていただいて、そ

して答申をいただいたということであります。その中では、諮問に当たっては町の考え方

も運営委員会の中に出させていただきました。町の考え方を出させていただいて、その考

えに沿って運営委員会の中でいろいろ協議をしていただいて、そして最終的な諮問をいた

だいたということであります。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 要するに、委員会にしてみたら、町としては外部委託、指定管理者にしたい

のだけれども、どうですかと言ってやっているわけですから、当然それはそういうような

観点が入らないのは当たり前ですよね。であるならば、委員会ではなくて町がそうしてい

く上で、今の全体の管内の流れも外部委託、指定管理者というような流れになっているか

らというようなことだけで、この模範牧場というそもそも論が私は抜けているのではない

のかなというふうに思うのです。やはりそこをきちっとした上で、私は諮問をすべき。だ
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から、町長が言われる委託すべきという決定をして、それで諮問するのであれば、委託す

べきかどうなのかということをまず検討することが必要だったのではないかなというふう

に思いますが、この点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 町として決定して諮問したというわけではありません。諮問は、あくまでも

町としては指定管理者制度に移行したいのだけれども、運営委員会の中で協議していただ

きたいという諮問でありますから、町が決定して、それに従ってくださいというような諮

問なんてありませんから、そのようなことは誤解をなさらないでいただきたいというふう

に思います。酪農振興につきましては、この模範牧場を継続的に運営していくためにどう

したらいいのかという観点から町として諮問させていただきました。先ほど申し上げまし

たとおり、この諮問が公共性、そして今後とも継続的に、今行われている模範牧場のあり

方、こういうものを含めて町で直接運営するよりは指定管理者制度にして、指定管理者の

しっかりした組織の中で今後とも継続して今の公共牧場的な役割を果たしていただきたい

し、畜産振興に寄与するもので今後ともあっていただきたいということで諮問をさせてい

ただきました。その諮問内容に応じて、運営委員会としては答申をしていただいたものだ

というふうに理解をしています。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も町が決定をしてということではないですが、ただ方針としては外部委託

というような方針を伝えた上で、それを委員会が受けて検討、諮問されているということ

ですから、その上での今町長が言われた町の考えは一応こうですと、外部委託ですという、

まずこの考えというものはどの段階で、どういう形の中でこれが、まず町としてはこうい

う方向でいきたいなという、ここはまずどういう考えで、町長が一人で判断しているのか、

どの段階なのか、そこら辺のいろんな町長が判断した上でのまず第一歩目というのはどこ

ら辺でどういう形になっているのか、それはどうなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 先ほどから申し上げましているとおり、今主体的に直接町が運営するという

よりは、指定管理者制度を導入しながら、機能的な牧場経営のあり方、そういう方向に今

進んでいるということでありますし、浦幌町としても今後今の模範牧場の体制を継続して

いくためには、職員でやるよりは指定管理者の民営の考え方を生かしながら畜産振興を図

っていくという方向が正しいだろうということでありまして、今牧場長以外は準職員の体

制で行っておりますけれども、この体制をずっと継続していくこと、これは大変困難だと、

当然定年制もありますし、これを継続していくことは難しいという観点から、組織として

指定管理者の組織の中で受けていただきたい。そして継続的な、先ほどから繰り返します

けれども、模範牧場の運営を続けていただきたいということでお願いをしております。準
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職員体制でやるとどうしても町のものという感覚で、経営的にそれ以上先に進まないとい

う部分がどうしても出てきます。そういう意味では、民間の指定管理者の皆さんに経済観

念も含めてやっていただきたいということであります。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。町長のそういう思いの中で、民間にするほうが。たしかにそ

うですよね、行政の模範というよりは、確かに民間一企業になったほうがいろんな部分で

の経済観念も出てくるということはそのとおりであろうというふうに思います。そこで、

町長にお伺いしますが、畜産振興のこの部分について、やはり行政としても今の施設等の

部分を今後考えたときに、施設は町のものということになりますと、それなりの設備につ

いては町としても出資をしていかなければならない部分は当然あろうというふうに思いま

す。だから、その部分というのでしょうか、そこら辺の考え方というものもしっかりと示

していただく、そしてそれによって畜産のあの部分でどの程度、何軒の農家さんがいて何

軒の部分がというのですか、費用対効果ですよね、その辺の部分というものがもっと一般

町民にも目に見えるような形で、だから指定管理者に任せながらでも畜産振興のこの部分

というものは継続していくのですよというようなものがしっかりと見えてこなければ、な

かなか町民の理解が得られづらいのではないだろうかというふうに思いますが、その点は

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 施設の更新等につきましては、老朽化している部分もありますから、あくま

でも町の施設でありますから、この施設の更新については年次計画を持って更新をしてい

くということで運営委員会の中でも説明をさせていただきました。費用対効果といいます

か、今運営している中身では特別会計の中でもそれほど赤字になっているわけではありま

せんので、この継続をしていきたいと。前回委託料も値下げをさせていただきました。こ

れも、民間になってくればより機能的な経済効果の中でもっと発揮ができる部分もあるの

ではないかというふうに思います。細かい数字を出せというお話なのかどうかわかりませ

んけれども、今どのぐらいいて、どのぐらい預託をしてどのぐらいの中身というのについ

ては、担当課のほうから答えさせていただきたいと思います。 

〇田村議長 産業課長。 

〇前田産業課長 現在預託数につきましては、実績でございますけれども…… 

（「細かい数字はいいですよ」の声あり） 

〇前田産業課長 新年度の予算に今回のせておりますけれども、預託頭数については先ほ

ど説明したとおりの予定をしております。利用戸数につきましては、正確にちょっと今手

元にないのですが、40戸程度の戸数ということで今考えております。細かい数字につきま

しては、これから十分精査をして、施設の関係についてもどういう財産があるかとか、そ

ういうものについて細かくこれから精査をして、整い次第公募できるような体制をしてい
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きたいというふうに考えております。スケジュールについては、それが整い次第やってい

きたいと思っておりますので、ご理解を願いたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 町内40戸の畜産農家の利用の中で、この40戸、浦幌町の40戸の農家の方々の

畜産振興のためにこの模範牧場を浦幌町は今後も管理をしていくということですよね。今

言うように、実際に管理運営の部分については今までも町長言われましたようにそんなに

赤字をしているわけではありませんから、やってはいけるということなのでしょうが、設

備投資ですか、この部分についてある程度、施設をずっと管理しているわけですから、今

後年次計画を持ちながらということですが、どの程度、総体でですよ、大体何年間で幾ら

ぐらいというようなぐらいの数字はつかまえていると思うのですが、その点はいかがです

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 答申内容につきましても、整備計画を十分検討した上で指定管理するこ

とが望ましいという答申をいただいております。これらにつきましても、今何ぼぐらいと

いう数字は出ておりませんけれども、今後そういうことを十分精査をしていかなければな

らないなというふうに考えておりますので、ご理解願いたいというふうに思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうしますと、今の現状では今後この模範牧場について設備を更新していく

上では、今後ずっと続けていくためには当然そうなのですから、その設備の更新のことを

考えないと前回の浦幌乳業みたいなことになってしまうわけですから、設備ができないか

らということになってしまいますから、当然そんなことを考えるのは当たり前の話で、し

かしその中で今後もこの規模のものを維持していく上で幾らぐらいかかって、それに対す

る費用対効果で、町内40戸の農家の方々のためにこれを特別会計まで設けてこういう形で

やってきましたけれども、これがどういう形になるのか、それによって浦幌町にどういう

経済効果が与えられるのかと、その辺をしっかりと示していただかなければならないと思

います。だから、この辺については数字が今見えていないということですから、この辺を

早い段階で見つけていただいて、そういうような部分の全体が見えてきた中で畜産振興と

いうことだけでその金額を本当に投じていいのかというのは、そこでまた新たな疑問が出

てくるのでなかろうかなというふうに思います。 

 私は、決して農業をないがしろにすればいいというものではないと思います。ただ、今

回も予算全部見てきましたけれども、全体を通して浦幌町は１次産業、農林水産業ある中

でやはり農業のウエートって大きいですよね、全体的に。このバランスというものが本当

にこの状況がいいものなのかどうなのかという議論はまた別としましても、ただ現実的に

国のいろんな補助制度もありますから、収入がありますので、それに関連づけてという部

分はありますが、どう見ても農業が多いということも事実だと思うのです。その上で、こ
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の模範牧場についても町が多額の設備投資をかけて40戸の農家さんのために管理運営をし

ていくということになったときに、その辺の整合性というのですか、そういう農家さんを

守ることが町にとってこれだけのメリットがあるのだと、だから畜産を守るためには浦幌

町にとってこういう設備投資はしていくのだというような説明がしっかりとなされなけれ

ばならないというふうに私は思うのです。だから、その部分の数字をしっかりと出した上

で、経済効果の部分を含めてしっかりと町民に説明いただきたいというふうに思いますが、

いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 この模範牧場につきましては、今酪農経営が大規模化している中で、預託す

るという意味では必ず必要な牧場であります。今中尾議員が言われる費用対効果、これに

ついては私はいかがなものかなというふうに思います。何でもかんでも費用対効果で出さ

ないとだめだということにはならない。農業振興にしても、酪農振興にしても、商業振興

にしても、町として地場産業を育成していくという観点は必ず必要だろうというふうに思

っていますし、その観点からやっていかなければならないというふうに思っているところ

であります。民間の観点からこれを運営していくということになれば、単なる預託という

ことだけでなくて、違う観点から多角的な経営も１つはできるというふうに思っています

し、その中で例えば今この畜舎や何かの更新も当然、これは民間に委託しなくても、町が

今直接経営していてもこれは必要になってくるわけでありますから、それについて蓄積し

た部分で自分たちでできる部分も黒字になればできてくるということもあわせて、私はや

っぱり民間に委託したほうがいいというふうに判断しているところであります。 

 私は今一番、後継者の問題も含めていろいろ議員の皆さんからもご指摘ありましたとお

り酪農経営は大変厳しい状況になっておりますから、酪農経営の手助けになるこの牧場と

いうのは絶対必要なのだと、これは継続的にやらなければならないというふうに思ってい

ますので、委託制度を活用したいというふうに思っています。審査会の中でも、一番心配

なのは本当に今までと同じような形でできるのかというふうなことがよく言われました。

私は、そのためには指定管理者の受け皿をしっかりつくるということが大切だろうという

ふうに思っていますので、指定管理者の受け皿をしっかりつくりながら、民間委託、指定

管理者制度に乗せていきたいというふうに思っていますので、その点はご理解をいただき

たいというふうに思います。私は、費用対効果で黒字でないとだめだというのは、もちろ

ん中尾議員もそう思っているだろうと思いますけれども、単にそれだけではないというふ

うなこと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 町長言われますように、私も当然そう思います。費用対効果だけではないと

いうふうに思います。畜産農家の振興というものも、私は浦幌町にとってそんなことをす

る必要がないなんていうふうには思っていません。畜産農家も大変で、そういった部分を
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振興して助けていかなければならないというのも、それもわかります。ただ、大変なのは

畜産だけではないのです。林業だって大変だろうし、地元で商売している人みんな大変な

のです。それは、今厳しい時代ですから、みんな大変なのです。おのおの農家さんだって

企業だってみんな商売ですから、大変な中でみんなやりくりしてやっているわけですから、

その中で畜産、模範牧場をこういう形で農家のウエートが高いと私先ほど申し上げました

が、高いといっても浦幌の１次産業、浦幌は１次産業の中でも農業がやっぱり１番です。

だから、この農業をしっかりすることによって浦幌町の産業がしっかりするのだと、こう

いった購買だとかいろんな部分でしっかりしていくのだという、そういう説明がなされな

ければ、補助金だとかこういう手助けはするけれども、農協、農家に対して補助金だとか

そういうものはしっかりするけれども、受けたほうが地元にもっと経済効果与えるという、

お互いさまのそういう形がなければ私は成り立っていかないというふうに思うのです。だ

から、言われたように費用対効果だけではないということもわかりますが、しかし浦幌町

の経済をやっていく上ではやはりそういった観点も私はまるっきり無視はできないという

ふうに思うのであります。ですから、今の町長の言われる今後続けていく上では民間に渡

したほうがいいという、その町長の方針もわかりますが、町民に対するその辺の部分の経

済的な説明というものを、これは費用対効果ではないからそれは関係ないということには

私はならないというふうに思うのですが、いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 費用対効果だけではないということはご理解いただいたということでありま

すけれども、酪農振興、これは先ほども申し上げました。酪農だけではない、農業だけで

はない、林業もあれば商業もある。もちろんであります。漁業もあります。すべての町の

つかさどる産業、あらゆる産業に対して振興していくというのが町の基本的な考え方です

し、そのために何が今有効なのかということは考えていかなければならないと。これは、

費用対効果ではなくて産業を育成するための有効な策をどうやって講じていくかというの

が、これが町の行政のあり方だというふうに思っています。そういう意味では、今直接模

範牧場を経営するよりは指定管理者制度にして民間でやっていくと。まだはっきり固まっ

ていないわけですから、これからどういうふうにやっていくかということでありますけれ

ども、指定管理料を払って云々ということでは決してありませんので、そういうことでは

なくて、町民の皆さんが納得できるような形の指定管理者制度をこれからつくっていこう

という話でありまして、今回具体的なものについて出していくというのではなくて、今後

そういうものも含めていろいろ指定管理者の組織づくりから始まって、いろんなものにつ

いて論議をしていかなければならないというふうに思っているところであります。何とい

っても、民間の視点、そして産業振興というものをやっぱり中心にしていただくというこ

とは当然なことでありまして、今後とも酪農は我が町にとっても必要であります。それは

全部の産業が必要なのですけれども、産業一つ一つに有効な策を出していくというのが行
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政に与えられた使命だろうというふうに思います。そういう面で、指定管理者制度を使い

ながら、酪農家の皆さんが絶対必要としている模範牧場でありますから、この模範牧場の

運営について、使われている酪農家の皆さんに安心していただけるような、そういう指定

管理者制度を今後ともつくってまいりたい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 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほど町長のほうから、昨年の肥料、飼料の高騰に対する公の施設に対する

支援はないという説明がありました。これは、私も前に質疑させていただいておりますけ

れども、中山間地の事業にも加われない、このことも含めてそのようであります。そこで、

私の情報によりますと、赤字の経営体だけなのかわかりませんけれども、十勝管内でも複

数そうした申請をすることによって交付金で補てんを受けられるということの話を聞いて

おります。浦幌はその辺の対応が赤字の事業体だけだったかどうか、そのことは私確認で

きておりません。このことについて伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今杉江議員のほうからお話がありましたように、肥料対策の関係で公営の

公共牧場については当初それについては該当にならないということでありました。それに

ついて、全国的な形だと思いますが、それぞれの公共牧場を抱えている自治体から国に対

しての要望活動をしていったという中で、今お話ありましたように肥料対策にかかわるも

のについては一定程度申請をする中で該当になるというような形に変更になったというふ

うに聞いております。また、中山間の関係で、模範牧場については本来ですと中山間の地

域に入っているのですが、やはり公共牧場ということでそれに該当にならないということ

でありますが、これが指定管理者になったときにはその支給の対象になってくるというふ

うには聞いております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

これより議案第33号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 
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    ◎日程第４ 議案第３４号 

〇田村議長 日程第４、議案第34号 平成22年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算を

議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 議案第34号 平成22年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算。 

 平成22年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億1,744万3,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成22年３月８日提出。 

 この特別会計予算につきましては、加入世帯1,025世帯、被保険者2,250人にかかわりま

す国民健康保険の運営及び医療費収支会計を処理する特別会計でございます。本特別会計

予算説明資料につきましては、36ページから39ページまでに記載をしてございますので、

あわせてご参照願います。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算については省略をさせていただき

ます。 

 ６ページをお開き願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括については省略をさ

せていただきます。 

 ８ページをごらんおき願います。２、歳入、１款１項国民健康保険税、１目一般被保険

者国民健康保険税、本年度予算額２億930万円、２目退職被保険者等国民健康保険税、本年

度予算額550万3,000円、これらの目につきましては一般被保険者及び退職被保険者に係る

医療給付費分、後期高齢者支援分、介護納付金の現年課税分及び滞納繰越分の国民健康保

険税でございます。 

 次のページに移りまして、２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、

本年度予算額２億702万6,000円、この目につきましては療養給付費及び介護納付金負担金

でございますけれども、一般会計からの基盤安定化繰入金の２分の１を除いた保険給付費

等に対して国が100分の34交付される内容のものでございます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、本年度757万6,000円、この目につきましては北海道国

保連との共同事業拠出金に対して国が４分の１交付されるものでございます。あわせまし

て、この目におきましては歳出の７款１項共同事業拠出金、１目高額医療共同事業拠出金

に充当するものでございます。 

 ３目特定健康診査等負担金、本年度予算額81万円、この目につきましては町が実施する

特定健康診査等に要する経費でございます。歳出予算額のうち243万円に対しまして、国が
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３分の１、道が３分の１の交付で、町の負担が３分の１となってございます。この目にお

きましても、歳出の８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業に充当するものでござ

います。 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額4,000万円、この目につきましては

市町村間における財政力の不均衡を調整するため国が交付するものでございます。 

 ２目介護従事者処遇改善臨時特例交付金、本年度予算額38万6,000円、この目につきまし

ては平成21年度から介護従事者の処遇改善に伴う介護報酬が引き上げられたことにより介

護納付金が上昇したため、その抑制措置として国が特例交付金として負担するものでござ

います。 

 ３目出産育児一時金補助金、本年度予算額26万円、この目につきましては一時金の支給

額が38万円から42万円に引き上げられたことによる差額１件当たり４万円に対する措置分

として、補助率６分の３が交付される内容でございます。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金、本年度予算額2,387万円、この目につきましては療養

給付費等に対し、社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。 

次のページをお開き願います。４款１項前期高齢者交付金、本年度予算額8,427万円、こ

の目につきましては前期高齢者、65歳から75歳未満の方ですけれども、前期高齢者の加入

者の割合に係る保険者間の負担の不均衡調整のため、社会保険診療報酬支払基金から交付

されるものでございます。 

 ５款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金、本年度予算額757万

6,000円、この目につきましては国庫負担金と同様に共同事業拠出金の４分の１が道から交

付されるものでございます。 

 ２目特定健康診査等負担金、本年度予算額81万円、この目につきましては国庫負担金と

同様に特定健康診査等事業に要する経費の３分の１について道から交付されるものでござ

います。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額3,653万4,000円、この目につきまし

ては市町村間における財政力の不均衡を調整するため、道から交付されるものでございま

す。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額12万円、新たな

項目でございますが、平成21年７月開会の第４回町議会臨時会で補正予算のご議決をいた

だきました前期高齢者交付金精算還付金に係る準備積立金5,821万円の預金利子でござい

ます。 

 ７款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金、本年度予算額2,300万円、こ

の目につきましては高額医療費に係る保険者間の財政運営の不安定化を緩和するため国保

連から交付されるもので、その財源は各保険者からの拠出金をもってなされているもので

ございます。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金、本年度予算額１億100万円、この目につきましては
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市町村国保保険者間の保険料平準化と保険財政安定化を図るため国保連から交付されるも

のでございます。レセプト１件当たり30万円を超える給付費が対象となってございます。

その給付から総額100分の59相当額の高額医療共同事業交付金を控除した額が交付される

ものとなってございます。 

 11ページに移りまして、８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度

予算額１億543万2,000円、この目につきましては一般会計からの繰入金でございますが、

１節保険基盤安定軽減分繰入金2,596万5,000円となってございます。この節につきまして

は、国民健康保険税の軽減分2,596万5,000円の繰り入れにかかわり、一般会計において道

負担金がそのうち交付率４分の３、額にして1,947万3,000円と町一般財源649万2,000円を

充当し、保険基盤安定軽減分繰入金となっているものでございます。２節保険基盤安定支

援分繰入金、この２節につきましては低所得を多く抱える保険者間の財政安定化を図る支

援分として585万7,000円、これは一般会計において国庫負担金がそのうち交付率２分の１、

額にして292万8,000円、道負担金が交付率４分の１、額にして146万4,000円が交付される

ものでございます。３節のその他一般会計繰入金、この節につきましては7,361万円、その

内訳といたしましては職員の人件費、出産育児一時金346万6,000円、普通交付税措置とし

て1,000万円、前期高齢者交付金精算分2,115万9,000円、赤字補てん分として1,601万

2,000円の内容となってございます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額5,833万円、この目は前期高齢者交付金精算還付金準

備積立金5,821万円及び利子分12万円でございます。 

 ９款１項１目繰越金、本年度予算額500万円、この目につきましては前年度からの繰越金

でございます。 

 10款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、本年度予算額10万

円、２目退職被保険者等延滞金、本年度予算額1,000円、これらの目につきましては国保税

に係る延滞金の科目でございます。 

 次のページをお開き願います。３目一般被保険者加算金、本年度予算額1,000円、４目退

職被保険者等加算金、本年度予算額1,000円、これらの目につきましては返還金に対する加

算金でございます。 

 ５目過料、本年度予算額1,000円、過料を科した場合の科目としてなってございます。 

 ２項受託事業収入、１目特定健康診査等受託料、本年度予算額1,000円、この目につきま

しては社会保険等の被扶養者分の特定保健指導を浦幌町保健センターに委託された場合に

係る受託事業収入として見込んでいるものでございます。 

 ３項雑入、１目一般被保険者第三者納付金、本年度予算額10万円、２目退職被保険者等

第三者納付金、本年度予算額５万円、これらの目につきましては交通事故等の第三者行為

による納付金でございます。 

 ３目一般被保険者返納金、本年度予算額1,000円、４目退職被保険者等返納金、本年度予

算額1,000円、これらの目につきましては被保険者の資格喪失後等の理由により医療費給付
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が受けられない場合に係る返納金でございます。 

 ５目雑入、本年度予算額38万3,000円、この目につきましては平成20年度老人保健拠出金

精算に伴い社会保険診療報酬支払基金から納付される拠出金35万8,000円及び健康実態評

価検査自己負担２万5,000円で、老人保健拠出金精算につきましては２年後という形になっ

てございまして、35万8,000円が返納ということで組んでございます。平成19年度老人保健

拠出金精算に伴う社会保険診療報酬支払基金から納付される拠出金が精算されたため、

1,292万7,000円が主な減額でございます。 

 次のページに移りまして、３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度2,886万7,000円、この目につきましては特別会計に係る３名の人件費及び事務費の

経費でございます。主な増減といたしましては、人件費で40万9,000円の減、国が電子政府

の一環として進めています平成23年度から始められるレセプト処理の電算化及び温暖化に

係る北海道国民健康保険団体連合会に拠出する19節負担金、補助及び交付金のレセプトシ

ステム最適化負担金の40万円及び次のページでの前期高齢者交付金精算還付金準備積立金

の預金利子における25節積立金の12万円増でございます。 

 次のページに移らせていただきます。２目連合会負担金、本年度予算額22万8,000円、こ

の目につきましては北海道国民健康保険団体連合会に対する負担金でございます。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、本年度予算額131万4,000円、この目につきましては国保

税の賦課及び徴収に係る事務経費でございます。19節負担金、補助及び交付金につきまし

ては、説明資料39ページに記載のとおりでございます。 

 ３項１目運営協議会費、本年度予算額16万9,000円、この目につきましては町国民健康保

険運営協議会に係る経費でございます。 

 次のページに移りまして、２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付

費、本年度予算額５億400万円、２目退職被保険者等療養給付費、本年度予算額2,400万円、

これらの目につきましては保険者が負担する医療費の７割分について北海道国保連合会に

支払う費用でございます。そのうち各医療機関への支払いにつきましては、北海道国保連

が行うものでございます。 

３目一般被保険者療養費、本年度予算額300万円、４目退職被保険者等療養費、本年度予

算額24万円、これらの目につきましては整骨院、はり、きゅうにかかったとき、もしくは

保険証を持たずに診療機関で治療を受け10割を被保険者が支払ったときに保険者負担の７

割を被保険者に支払う費用でございます。 

 ５目審査支払手数料、本年度予算額160万9,000円、北海道国保連が行う審査の手数料で

ございます。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、本年度予算額6,000万円、２目退職被保

険者等高額療養費、本年度予算額360万円、これらの目につきましては１カ月に支払う医療

費の負担限度額を超えた額を支払う費用となってございます。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費、本年度予算額100万円、次のページでの４目退職
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被保険者等高額介護合算療養費、本年度予算額10万円、これらの目につきましては医療費

が高額となった世帯に介護保険の受給者がいて、国保医療保険と介護保険それぞれの限度

額を適用後、年間の自己負担額を合算して限度額を超えた場合その超えた分を支払う費用

となってございます。平成21年４月から健康保険法施行令の一部改正により適用となって

いるものでございます。 

 ３項移送費、１目一般被保険者移送費、本年度予算額５万円、２目退職被保険者等移送

費、本年度予算額３万円、これらの目につきましては医師の指示で被保険者が別の医療機

関に移送されたときの経費でございます。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、本年度予算額546万円、被保険者の方が出産し

た場合の一時金ですが、平成20年12月開会の第４回町議会定例会、平成21年７月開会の第

４回町議会臨時会で健康保険条例の一部改正にかかわりそれぞれご議決をいただき、その

一時金について35万から38万、そして48万に現在至っている内容でございます。 

５項葬祭諸費、１目葬祭給付費、本年度予算額25万円、被保険者の方が亡くなられた場

合１万円支払う費用となってございます。 

 次のページに移りまして、３款１項１目後期高齢者支援金、本年度予算額9,290万

6,000円、２目後期高齢者関係事務費拠出金、本年度予算額１万5,000円、これらの目につ

きましては後期高齢者医療制度に対する支援で、社会保険診療報酬支払基金が算出した額

を同支払基金に支払い、同支払基金が広域連合に支払う経費となってございます。あわせ

て事務経費も含まれてございます。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金、本年度予算額16万2,000円、２目前期高齢者関係事務費

拠出金１万4,000円、これらの目につきましては65歳から74歳までにかかわるもので、社会

保険診療報酬支払基金が交付する前期高齢者交付金にかかわり負担するものでございま

す。 

 ５款１項老人保健拠出金、１目老人保健事務費拠出金、本年度予算額１万円、これらの

目につきましては、老人保健事業事務に係る費用でございます。 

 次のページをごらん願います。６款１項１目介護納付金、本年度予算額4,812万7,000円、

この目につきましては介護保険事業に係る第２号被保険者分として社会保険診療報酬支払

基金に納付する費用でございます。 

 ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業拠出金、本年度予算額3,030万

5,000円、この目につきましては過去３年間の推移を見て全道対比で保険者が拠出する費用

となってございます。 

 ２目退職者医療事務費拠出金、本年度予算額1,000円、この目につきましては退職者医療

事務の共同処理に係る費用でございます。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金、本年度予算額１億220万1,000円、この目は市町村

国保保険者の保険料の平準化と保険財政の安定化を図るための事業に保険者として拠出す

るために要する経費でございます。 
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 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、本年度予算額638万円、この目につき

ましては外来、入院医療にかかわります医療給付費対応として糖尿病、高血圧、高脂血症

の予防に特定健康診査、特定保健指導を行うことにより、生涯にわたって生活の質を維持

向上させるための事業費用となってございます。主な増額内容につきましては、７節賃金

におきまして臨時保健師及び臨時看護師による保健指導等による59万2,000円の増、８節報

償費におきましては栄養士による栄養指導講師謝金22万6,000円、13節委託料につきまして

は基本健診、詳細健診、それら700名につきましては２次健診の内容となってございます。 

 次のページに移らせていただきます。２項保健事業費、１目保健衛生普及費、本年度予

算額185万5,000円、この目につきましては被保険者の総合健診事業に要する費用でござい

ます。特定健診、40歳からの受診への誘導と30歳から65歳までの節目の年齢を迎えた方を

対象にした定額負担での人間ドックの受診の実施継続という内容になってございます。主

な増減内容につきましては、ヘルスアップ事業が21年度で終了したことにより賃金192万

4,000円、報償費33万円は廃節により減となってございます。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金、本年度予

算額50万円、２目退職被保険者等保険税還付金、本年度予算額５万円、過年度にさかのぼ

って、資格を喪失した場合に過納となった保険税を還付する費用でございます。 

 次のページをお開き願います。３目償還金、本年度予算額50万円、過年度の療養給付費

等交付金の精算に要する費用でございます。 

 10款１項１目予備費、本年度予算額50万円、予備の支出に備えるための費用となってご

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 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第34号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第５ 議案第３５号 

〇田村議長 日程第５、議案第35号 平成22年度浦幌町老人保健特別会計予算を議題とい

たします。 
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 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 議案第35号 平成22年度浦幌町老人保健特別会計予算。 

 平成22年度浦幌町の老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ51万1,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成22年３月８日提出。 

 次のページをおめくり願います。この特別会計予算につきましては、老人保健医療制度

に係る医療収支の会計を処理する特別会計でございます。平成20年３月診療分までの医療

費に係るものでございます。なお、老人保健法により事業終了年度であります平成19年度

から３年後の平成22年度までは本特別会計を設置するものとなってございます。 

 ２ページの第１表、歳入歳出予算につきましては省略をさせていただきます。 

 次のページをおめくり願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括につきましては

省略をさせていただきます。 

 ６ページをお開き願います。２、歳入、１款１項支払基金交付金、１目医療費交付金、

本年度予算額30万円、この目につきましては窓口負担３割の方にかかわる医療費と窓口負

担１割の方にかかわる医療費の12分の６に対する社会保険診療報酬支払基金から交付され

る交付金でございます。 

 ２目審査支払手数料交付金、本年度予算額5,000円、この目につきましては過年度分の審

査支払手数料でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目老人医療費負担金、本年度予算額13万3,000円、

この目につきましては窓口負担１割の方に係る医療費に対する国庫負担金でございます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目老人医療費負担金、本年度予算額３万4,000円、この

目につきましては窓口負担１割の方に係る医療費に対する道負担金でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額３万5,000円、窓口

負担１割の方に係る医療費に対する一般会計からの繰入金でございます。 

 ５款１項１目繰越金、本年度予算額1,000円、前年度の繰越金でございます。 

 ６款諸収入、１項延滞金及び加算金、１目延滞金1,000円、この目につきましては過誤請

求等があった場合、期日までに納付されなかった場合に係る延滞金の科目でございます。 

 ２項雑入、１目第三者納付金、本年度予算額1,000円。 

 ２目返納金、本年度予算額1,000円。 

 次の８ページをおめくり願います。３、歳出、１款１項医療諸費、１目医療給付費、本

年度予算額40万円、この目につきましては老人保健受給者の自己負担の残りの費用を負担

する科目となってございます。 
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 ２目医療支給費、本年度予算額10万円、この目につきましては老人保健受給者が全額自

己負担した場合等、自己負担額を除いた額の支払いに係る経費でございます。 

 ３目審査支払手数料、本年度予算額5,000円、この目につきましては診療報酬明細書の審

査機関に支払う審査手数料でございます。 

 ２款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目償還金、本年度予算額1,000円。 

 ２目還付金、本年度予算額2,000円。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円。 

 ３款１項１目予備費、本年度予算額2,000円でございます。 

 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 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第35号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第６ 議案第３６号 

〇田村議長 日程第６、議案第36号 平成22年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算を議

題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 議案第36号 平成22年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算。 

 平成22年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,011万2,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成22年３月８日提出。 

 この特別会計予算につきましては、被保険者数1,080名にかかわります後期高齢者医療制

度による後期高齢者医療広域連合に対する収支会計を処理する特別会計でございます。な

お、予算説明資料につきましては42ページ、43ページに記載をしてございますので、ご参
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照願います。 

 次のページをおめくりいただきたいと思います。第１表、歳入歳出予算につきましては

省略をさせていただきます。 

 次の４ページをお開き願います。歳入歳出予算事項別明細書の１、総括につきましては

省略をさせていただきます。 

 ６ページをお開き願います。２、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料、本年度予

算額3,964万6,000円、この目につきましては75歳以上の高齢者及び65歳以上75歳未満で一

定の障害者の方からいただく保険料でございます。本年は保険料の改定年に当たってござ

いまして、予算編成時には保険料率等を決定する北海道後期高齢者医療広域連合において

試算中のため見込みで計上してございまして、このたび平成22年２月19日開会の北海後期

高齢者医療広域連合議会におきまして保険料率等に係る条例の一部改正案が議決された旨

通知があり、その内容も所得割10.28％、均等割４万4,192円となり、本予算の内容と異な

りますので、今後は被保険者数の異動等による保険料の把握に努め、予算額の変動がござ

いましたら補正予算のご提案をさせていただきますことをお許しをお願い申し上げたいと

思います。 

 それでは、説明に戻らせていただきます。１節現年度分でございますけれども、この現

年度分につきましては全体で保険料6,118万5,000円に対し、軽減分が2,154万円となり、そ

の差をもって保険料3,964万5,000円となってございます。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額3,041万2,000円、

この目につきましては保険料軽減措置による軽減額2,154万円を一般会計から繰り入れす

るものと事務費繰り入れに係る内容でございます。その中で第１節事務費繰入金887万

2,000円、この事務費繰入金につきましては広域連合の共通費、事務費と１人分の人件費と

なってございます。２節保険基盤安定繰入金2,154万4,000円、この保険基盤安定繰入金が

軽減額に対する繰り入れとなってございます。この財源といたしましては、一般会計上で

道負担金が交付率４分の３、額にして1,615万5,000円、町が残りの４分の１、額にして538万

5,000円となってございます。内容につきましては、予算資料43ページのとおりでございま

す。 

 ３款１項１目繰越金、本年度予算額1,000円、この目につきましては本特別会計における

前年度繰越金の科目を設置するものでございます。 

 ４款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円、この目に

つきましては保険料が納付期日までに納付されない場合に係る科目でございます。 

 ２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額５万円、２目還付加算金、

本年度予算額1,000円、これらの目につきましては保険料について町を経由して広域連合へ

納付する仕組みでございますけれども、過誤納があった場合広域連合から納付されるもの

でございます。 

 ３項雑入、１目雑入、本年度予算額1,000円。 
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 次の８ページをごらんおき願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一

般管理費、本年度予算額533万3,000円、この主な増減内容につきましては人件費で17万

2,000円の増と12節役務費における通信運搬費41万8,000円の減でございます。13節委託料

につきましては、後期高齢者医療システム保守業務委託料となってございます。 

 ２項徴収費、１目徴収費、本年度予算額74万9,000円、この目につきましては後期高齢者

医療保険料の賦課及び徴収に係る事務経費でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額6,397万7,000円、この目に

つきましては広域連合に納付する納付金で事務費、保険料軽減に係る保険基盤安定分及び

保険料並びに延滞金に係るものとなっており、内容につきましては予算説明資料43ページ

のとおりでございます。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額５万円、

２目還付加算金、本年度予算額1,000円、これらの目につきましては保険料の過誤納があっ

たときの還付金及び加算金でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円、一般会計への繰出金の内容でご

ざいます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額1,000円、予備の対応とするものでございます。 

 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 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第36号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第７ 議案第３７号 

〇田村議長 日程第７、議案第37号 平成22年度浦幌町介護保険特別会計予算を議題とい

たします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 議案第37号 平成22年度浦幌町介護保険特別会計予算。 

 平成22年度浦幌町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
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 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５億7,222万8,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成22年３月８日提出、浦幌町長。 

 この特別会計予算につきましては、第１号被保険者1,823人にかかわります介護保険の運

営及び介護給付費の収支並びに地域支援事業に係る経費を会計処理する特別会計でござい

ます。予算説明資料につきましては、44ページから47ページに記載をしてございますので、

ご参照方お願いいたします。 

 次のページをおめくりいただきたいと思います。第１表、歳入歳出予算につきましては

省略をさせていただきます。 

 ４ページをお開き願います。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括につきましては省略

をさせていただきます。 

 ６ページをお開き願います。２、歳入、１款１項介護保険料、１目第１号被保険者介護

保険料、本年度8,137万6,000円、前年度当初比1.0％の増でございます。この目につきまし

ては、65歳以上の第１号被保険者の方から納めていただく介護保険料でございまして、保

険料の段階は第４段階における弾力化を含めて７段階の内容となってございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額8,924万2,000円、

前年度当初比1.3％の増でございます。この目につきましては、保険給付費の20％もしくは

15％が国から交付されるものでございます。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、本年度予算額4,576万3,000円、前年度当初比3.1％の

増でございます。この調整交付金につきましては、原則交付率５％の率でございますけれ

ども、後期高齢者の割合や所得階層による保険者間の格差を解消するための補助金でござ

いまして、本町におきましては交付率8.9％を見込んでいるものでございまして、国が今後

示すものでございます。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額483万5,000円、この目につきましては介護予防

事業にかかわって対象経費の25％、任意事業にかかわりましては対象経費の40％がそれぞ

れ国から交付されるものでございます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額7,787万2,000円、

前年度当初比では3.8％の増でございます。この目につきましては、介護給付費の12.5％も

しくは17.5％について道から交付されるものでございます。 

 ２項財政安定化基金支出金、１目交付金、本年度予算額2,000円、前年度当初予算額と同

額でございます。この目につきましては、保険料収納率の悪化により財源不足が生じた場

合、資金の交付を受ける内容でございます。 

３項道補助金、１目地域支援事業交付金、本年度予算額241万7,000円、この目につきま

しては介護予防事業にかかわり対象経費の12.5％、包括的支援事業・任意事業費にかかわ
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っては対象経費の20％がそれぞれ道から交付されるものでございます。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、本年度予算額１億5,426万1,000円、

この目につきましては保険給付費の30％が社会保険診療報酬支払基金から交付されるもの

でございます。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額231万6,000円、この目につきましては介護予防

事業において対象経費の30％について同じく社会保険診療報酬支払基金から交付されるも

のでございます。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額10万円でござい

ます。 

 次の８ページをおめくりいただきますようお願いします。６款繰入金、１項他会計繰入

金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億948万2,000円、前年度当初比0.4％の増でござ

います。この目につきましては、１節介護給付費繰入金にかかわりましては介護給付費の

12.5％分相当、２節の地域支援事業繰入金につきましては介護予防事業繰入金について介

護予防事業の12.5％、包括的支援事業・任意事業繰入金にかかわりましては事業費の20％

をそれぞれ繰り入れする内容のものでございます。３節の職員給与費等繰入金及び４節事

務費繰入金につきましては、かかる経費についての繰入金でございます。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金、本年度予算額345万3,000円、前年度比254万

5,000円の増でございます。この目につきましては、第４期介護保険事業計画に基づき保険

料算定のために基金を取り崩して繰り入れするものでございます。 

 ２目介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金、本年度予算額107万4,000円、この目につ

きましては保険料平準化のため国から交付された交付金を基金に置き、それを一部取り崩

しての基金繰り入れでございます。 

 ７款１項１目繰越金、本年度予算額３万円、前年度と同額でございます。前年度の繰越

金の内容となってございます。 

 ８款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、本年度予算額1,000円、 

９ページに移りまして、２目第１号被保険者過料、本年度予算額1,000円、それぞれ前年度

当初予算額と同額となってございます。 

 ８款諸収入、２項雑入、１目第三者納付金、本年度予算額1,000円、前年度当初と同額で

ございます。第三者行為にかかわる納付金となってございます。 

 ２目返納金、本年度予算額1,000円、前年度当初額と同額でございます。 

 ３目雑入1,000円、同じく前年度当初額と同額でございます。 

 10ページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額1,149万6,000円、前年度当初比10.4％の減でございます。この目につきまし

ては、事業に係る人件費及び事務経費で、主に人件費129万2,000円の減額内容となってご

ざいます。 

 ２項賦課徴収費、１目賦課徴収費、本年度予算額64万7,000円、保険料の徴収にかかわる
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費用でございます。 

 11ページに移りまして、３項１目介護認定審査会費、本年度予算額542万3,000円、この

目につきましては東部４町で構成する認定審査会経費の内容でございます。12節役務費に

つきましては、予算説明資料47ページに記載のとおりでございます。 

 ２目認定調査費、本年度予算額87万3,000円、この目につきましては要介護度等の認定調

査に要する経費でございまして、主な減額内容といたしましては13節委託料１万7,000円減

で、予算説明資料47ページに記載のとおりでございます。 

 ４項介護保険運営協議会費、１目介護保険運営協議会費、本年度予算額２万2,000円、委

員６名の運営協議会に要する費用で、予算説明資料47ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをごらん願います。５項１目趣旨普及費、本年度予算額７万3,000円、この目

につきましては第１号被保険者に対する介護保険制度の趣旨を普及啓蒙するための費用で

ございます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス等給付費、本年度予

算額１億2,300万円、２目居宅介護サービス等計画給付費、本年度予算額1,800万円、３目

地域密着型介護サービス等給付費、本年度予算額9,500万円、４目施設介護サービス等給付

費、本年度予算額２億3,000万円、この１目居宅介護サービス等給付費から４目施設介護サ

ービス等給付費までの２目居宅介護サービス等計画給付費を除き、被保険者が指定事業所

から受けたサービス費用のうち９割をこの保険給付費で支払うもので、国保連合会を通じ

て各事業者に支払われる内容となってございます。 

 ５目福祉用具購入費、本年度予算額110万円、６目住宅改修費、本年度予算額250万円、

５目福祉用具購入費及び６目住宅改修費につきましては、原則として被保険者本人が一た

ん費用の全額を支払い、申請により保険給付費分として後から９割を被保険者に支払うた

めの経費でございます。ただし、本町では受領委任払い制度により、本町の契約業者であ

れば被保険者が一たん費用の全額を支払うのではなく、自己負担の１割だけ支払えばよい

という制度を取り入れております。限度額は、福祉用具購入費は総費用で10万円、住宅改

修費は同じく20万円となってございます。 

 ７目審査支払手数料、本年度予算額50万円、この目は国保連合会へ明細書の審査枚数に

応じて支払う手数料でございます。 

 ２項１目高額介護サービス等費、本年度予算額1,200万円、この目は介護保険制度におい

て各世帯の所得状況に応じて１カ月に支払う費用の限度額が定められており、その限度額

を超えた額を高額介護サービス費として保険者が支払う経費でございます。 

 ３項高額医療合算介護サービス等費、１目高額医療合算介護サービス等費、本年度予算

額10万円。 

 ４項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス等費、本年度予算額

3,200万円、この目につきましては居住または滞在費用及び食費の負担が低所得者にとって

過重負担とならないよう、負担軽減を図るための費用でございます。 
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 ３款１項財政安定化基金拠出金、１目財政安定化基金償還金、本年度予算額1,000円、前

年度当初額と同額でございます。 

 次に、14ページをおめくりいただきたいと思います。４款１項地域支援事業費、１目介

護予防事業費、本年度予算額772万円、この目につきましては要支援、要介護認定者を除き、

自立した生活を送られている方を対象に調査を行い、虚弱な高齢者には介護予防サービス

を、一般の高齢者には健康づくりを行うための費用でございます。13節委託料におきまし

ては、予算説明資料47ページのとおりでございます。 

 ２目任意事業費、本年度予算額462万5,000円、この目につきましては家庭内における介

護にかかわり身体的、精神的、経済的負担の軽減を図り、家族介護を継続していただくた

めの支援費用となってございます。20節扶助費につきましては、予算説明資料47ページの

とおりでございます。 

 ３目包括的支援事業費、本年度予算額2,689万5,000円、この目につきましては町地域包

括支援センターの職員人件費及び業務運営に係る費用となってございます。被保険者に対

しての要介護状態等になることの予防、要介護状態になった場合自立した生活を営めるよ

う支援するもので、介護予防支援の実施を図るものでございます。主な増減内容といたし

ましては、人件費として33万円、13節委託料における包括支援業務委託料13万2,000円の増

の内容でございます。１節報酬、13節委託料につきましては、説明資料47ページのとおり

でございます。 

 次の16ページをおめくりいただきたいと思います。５款１項基金積立金、１目介護給付

費準備基金等積立金、本年度10万円の積み立てでございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者還付金、本年度予算額

５万1,000円、この目につきましては過年度にさかのぼって第１号被保険者の資格を喪失し

た場合における保険料の還付金、還付加算金でございます。 

 ２目償還金、本年度1,000円、前年度当初額と同額でございます。この目につきましては、

過年度分の国、道に対する介護負担金等の償還に係る科目でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円。 

 ７款１項１目予備費、本年度予算額10万円、この目につきましては予備にかかわる支出

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。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 いろいろと介護保険のことで説明をいただきました。14ページから15ページ

にわたって包括的支援事業費ということで、13節の委託料のところで包括支援業務委託料

816万4,000円、これはどこに委託をして、これだけの委託料を払っているのか。それから、

内容的に、その上にプランの作成委託料とありますけれども、これもご説明をいただきた

いというふうに思います。 
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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 介護予防プラン作成委託料の部分につきましては、包括支援センタ

ーでできない部分につきまして幸寿会等の部分に委託をする部分でございます。 

（「聞こえないんですけど」の声あり） 

〇広瀬保健福祉課長 済みません。 

 介護予防プラン作成委託料の部分につきましては、地域包括支援センターでできない部

分につきまして幸寿会等のほうに委託をかける部分でございまして、１件当たり4,120円で

３件を12カ月という形で見させていただいております。 

 それと、包括支援業務委託料の部分につきましては、地域包括支援センターの職員の部

分で幸寿会のほうから介護職員を１名派遣していただいておりますので、それらに伴う委

託料として816万4,000円を支出させていただいているところでございます。 

 以上です。 

 

    ◎会議時間の延長 

〇田村議長 審議の途中でございますけれども、ここでお諮りをいたします。 

 会議規則第９条第２項の規定により、本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこ

れを延長したいと思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議時間は延長することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第７ 議案第３７号（続行） 

〇田村議長 審議を続けます。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 説明を聞いただけではちょっと詳しくわからないのですが、できない部分を

幸寿会というところへ１件当たり四千何がしで委託をして委託料を払っていると。できな

い部分というのはどういう内容のものであるか、それから包括支援業務の内容をできれば

詳しく知りたいのですが。 

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 まず、包括支援センターの業務の関係でございますけれども、基本

的な国のほうの流れといたしましては、センターの職員といたしましては保健師、社会福

祉士、主任介護支援専門員等を配置しなさいというふうな形になっておりまして、１号被

保険者、65歳以上の方が2,000人以下の場合はそのうち２名をセンターのほうに配置するこ

とで済むということになっておりますが、センターの業務といたしましては総合相談支援
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事業、虐待防止権利擁護、介護予防ケアマネジメント事業等をそれぞれ業務として担って

いるところですけれども、センターの日常的な相談業務やケアマネジメント業務の処理に

追われているところが今の状況でありまして、なかなかケアマネジメントの部分を十分に

処理ができていないというふうな状況でございますけれども、今後の部分につきましては、

町長の執行方針の中でも触れておりますけれども、核家族化、過疎化、高齢化というふう

なことが進んでおりまして、今後につきましては高齢者の虐待とか高齢者をねらった犯罪

等が増加するというふうな傾向にもありますので、虐待の防止や高齢者の権利擁護にも取

り組みを強めていきたいというふうなところで執行方針等でも説明したところでございま

す。 

 あと、ケアプランの作成依頼の状況でございますけれども、先ほど言いましたような包

括支援センターの業務の部分で十分ケアプラン等が包括支援センターのほうでできない部

分、居宅介護サービスの部分については浦幌幸寿会だとか社会福祉協議会、そういうふう

な部分だとかに依頼をしているところでございますし、介護予防サービス計画の部分につ

きましては町の指定している介護予防支援事業所のところで作成をお願いをしているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 私は、浦幌町で具体的にどのような計画を立ててこういう事業をやっている

かということをお聞きしたいのですが、ちょっと今の説明ではわかりづらいのですが、再

度答弁お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時５２分  休憩 

午後 ４時５５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 先ほどの答弁が非常にまずくて、申しわけありませんでした。 

 地域包括支援センターの業務の部分につきましては、多様化する高齢者ニーズを的確に

把握して、介護予防事業、包括支援事業推進の中心的な役割を担うため、介護保険法、関

係法令による人員の適正配置を図りながら専門職の育成、確保を図っていくというふうな

のが地域包括支援センターの一つの業務でもありますし、そのほかに、先ほども言いまし

たけれども、総合相談支援事業、虐待防止権利養護事業、介護予防ケアマネジメント事業

というふうなところの事業を包括支援センターとしてやっていくという形になっておりま
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す。 

 ケアプラン作成の部分につきましては、包括支援センターで介護認定の終わった後にど

ういうサービスを受けるかということの部分につきましてはケアプランナーにお願いして

いるということで、それぞれケアプランナーのいる例えば幸寿会さんだとか社会福祉協議

会さんだとか、そういうところに介護度のついた方のプランをお願いしているということ

でご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 こういう介護が必要な人になるべくならないような予防も多分浦幌町では一

生懸命やっていらっしゃると思うのです。それで、予防のいろいろな住民のニーズにこた

えてということで今課長おっしゃいましたけれども、具体的なことを申しますけれども、

ふまねっとというお年寄りが転倒をしないように、長いネット、８メートルくらいですか、

４メートル、４メートルを去年の町の予算で２つ買っていただきました。それで、町の有

志の方がそのふまねっとを普及させようと思って、今一生懸命、月に１回なのですけれど

も、今はあそこの福祉センターで会場を借りてやっているのです。新年度からは会を立ち

上げて、予防のほうの立場から包括支援センターのほうで取り入れてやっていただけない

かということを話をしたのですが、忙しいことを理由に取り上げていただけないという話

を聞きました。それで、この支援センターの業務内容をどのような形でやっているかとい

うことをお聞きして、本当にできないものであるか、それともふまねっとの月に１遍か２

遍の１時間か２時間で予防をして皆さんに快適な生活を送ってもらうような事業として新

規に取り入れをしていただけるかどうかを聞いてほしいということですので、今聞いてい

るのですが、その点についてはどのような町の考えがあるかお聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 まず、転倒防止等の分で近いうちにふまねっとの会を立ち上げると

いうことでございますけれども、保健福祉課といたしまして介護予防の観点の中で別なサ

イドでいきいき元気教室というふうなことで、要支援だとか要支援に近い方、介護度はつ

いていませんけれども、そういうふうな方を対象にしながら週１回、軽スポーツだとか口

腔機能の維持向上というか、そういうふうなことの事業を週１回開催をしております。私

らのほうとしては、介護予防の部分というところからそういうふうな、ふまねっとを否定

するわけではありませんけれども、そういう会ができるのであれば、そういう会の中でい

ろいろ会員の増加とか普及というふうなことも含めながら会の発展にご努力をいただきな

がら、私らのほうとしてはそういう自主的な団体の部分についてどういうご支援ができる

かわかりませんけれども、いろいろ相談をしながらご支援のほうについては今後協議させ

ていただきたいなというふうに考えているところです。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 端的に言えば検討するということでとらえてよろしいのですか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

〇広瀬保健福祉課長 保健福祉課のほうといたしましては、実施の部分については非常に、

業務等を含めて実施の部分についてはできないというふうな考え方で思っております。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 これを買っていただいた経緯は、本当に予防をする、介護をしなくても予防

をしていこうということで町も予算を８万何がしのお金を昨年とっていただいて、購入し

たという経緯があります。本当に自主的に町民の方がボランティアで今現在やっているの

です。ボランティアをどこまでやっていけるか。結局お金をよこせというのではなくて、

会場とか、いろいろな場所で開催するのにはやはり費用がかかるのです。ボランティアも

限度があるのです。それが認められなかったら、ふまねっとの会はつくらないというよう

な意向でしかないと思うのです。せっかく町もそういう予防医学の観点で買ったものを無

駄にするのではなくて、少しでもボランティア精神のある人方が何とかしたいという気持

ちをそぐような町の方針であっては私は困ると思うのですが、その点について再度確認を

いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員言われますように、ふまねっとの会というのですか、それを立ち上

げて介護予防を図っていこうという、本当に高潔な思想のもとでやっていただいていると

いうことで大変ありがたい話であります。ぜひ高潔な精神を生かしてボランティア活動で

やっていただきたいというふうに思っています。今包括支援センターの中では、先ほど答

弁しましたように月に１回別な軽スポーツを取り入れて介護予防をしているということで

ありますから、そういうものとあわせて介護予防をぜひそういう会の皆さんでやっていた

だければ大変ありがたいのではないかなというふうに思います。そういうためには、ふま

ねっとの２台の寄贈をされたということでありますから、ぜひそれを生かしてふまねっと

の会で介護予防に取り組んでいただければありがたいというふうに思います。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 町長のお話はわかります。でも、入っていくすき間がないというふうに言わ

れたら、とてもではないけれども、町の福祉のほうの関係でそれはやれないのだというふ

うにはっきり言われたら、私たち入っていけないのです。包括支援センターでも予防医学

のほうでも、何かどこかで、ではここの場でぜひともお願いしますというふうに言ってい

ただけるのでしたらまだ話はわかるのです。それをやるには、帯広まで行って資格取って

きて、個人でお金を出して資格を取ってきて、ある程度自主的にやっているのです。今現

在４人の人が資格を持ってやっているのですが、初めに町から買ってもらったから、その

まんま町の動きを見て、私たちが自主的にやらないで町の動きを見てやっていけばよかっ

たのですが、時間的な制約もありまして、どうしてもその日に行かなかったら資格が取れ

ないということで、行ける者が４人いて、取ってきていると。本当は町の職員も行って取
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っていただければよかったのですが、なかなかうまくコンタクトがとれなくて、現在こう

いう形になっているのです。それで、福祉のほうでどうしても取り上げていただけなけれ

ば、せっかく８万円出して買っていただいたふまねっとを私たちもこれ以上やっていくわ

けにはいかないなというふうに、非常に残念な感じがしますが、再度お尋ねします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 昨年私保健福祉課にいまして、予算立ての中でふまねっとをやりたいと

いう会が出まして、私のほうで８万何がしの予算をつけて、町が買わせていただくと。買

った後については、会が自主的に運営していただきたい。また、資格についても多少のお

金がかかる、それらについても自費でお願いしたいという中身でやっています。これは、

釧路で発祥しまして、ただいま池田町で盛んにやっております。これは、生涯学習の中の

一環とした軽スポーツという中で取り入れられています。確かに介護予防にも役立つとい

うことで新聞報道はされていますけれども、私たちのとらえ方はあくまでもお年寄りの軽

スポーツというとらえ方をしているという中で、包括支援センターではタッチをしないと

いう中で進めている関係がございます。ただ、研修を受けて４名なりが今資格を取って、

浦幌町でボランティア的に盛んになっている中では、やはり会場等の中身で当然公民館使

えば使用料かかるだろう、そういうこともありますし、宝町会館でボランティア団体がや

っている団体にいけば、またお金がかかる。そういうことを含めた中で、保健センターの

中で、また地域の中で例えば光南の中の給食サービスとか、そういういろんな団体の中で

普及させていただければありがたいというふうに思っていますので、そういう中身で進め

ております。確かにそういう団体ができてきた中で、保健福祉センターのほうに来て、ら

ちが明かないから社会福祉協議会のほうにお願いしたり、そういう話も聞いております。

ただ、昨年の中身の団体との協議では、そういうような形で自主的なボランティアでやっ

ていただくということが前提で私どもの備品を買っているということを申し添えておきた

いと思います。よろしくお願いします。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 確かに自主的なボランティアといいましても、限度があるのです。私たちも

やってはみましたけれども、いろいろな会場費とかというものがかかりました。結局は、

今３カ所たらい回しです、この件につきまして。協議会行きました、それから福祉課行き

ました、社会教育のほうの体育施設も、結局どこもらちが明かないのです。私たちは、本

当にボランティアで、取っかかりはそうなのですけれども、実際にやってみると費用もも

ちろんかかりますけれども、ほかの町村ではちゃんと福祉で取り上げてやっているまちも

あるのです、転倒の予防ということで。それで、今上村総務課長の言ったことも実際の話

はわかりますけれども、いろいろ自分でやってみて、ああ、これはちょっと浅はかな部分

もあったかなというふうに後悔もしているのですけれども、せっかく町のお金で買ったも

のを無駄にしたくないということで、たらい回ししないで何とか予防医学の観点から転倒
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防止という軽スポーツということで、スポーツにすればまた体育館行ったら使用料がかか

るということで、月１回の割合で100人ぐらいは参加していただいて、いろいろな事業とし

て今現在実施してきていますけれども、ぜひともこれは町のほうで何らかの形で取り上げ

ていただければ、私たちも会員を募って大々的にやっていく、足腰の弱った方の転倒予防

をやっていきたいなというふうに思っているのですけれども、再度。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 ボランティア活動する上で限界があると言われれば、大変なのですけれども、

公民館なり宝町会館でやれば使用料かかるということは確かであります。ただ、福祉セン

ターでやれば使用料はかかりませんので、福祉センターでおやりになることはどうなので

しょうか。私は、せっかくボランティアの会を立ち上げて、町も８万円の助成を出してつ

くったわけですから、こういう介護予防という観点からすれば、ぜひその方たちに、福祉

会館であれば利用料かかりませんので、福祉会館でやることをお勧めをしたいと思います

し、いろんな体育館なりそういうものを使いたいという団体はたくさんありますけれども、

これは有料ということで決められておりますので、ここを使用料ただというわけにまいり

ませんので、介護予防という観点からすれば福祉会館を使うことが一番適当ではないかな

というふうに思いますので、どうぞその点ぜひ福祉会館を使ってふまねっとの会を継続し

ていただければありがたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 どの項目ということではなくて、介護と特定健診、予防医療という面からあ

わせて質問したいわけですけれども、実は常任委員会で特定健診の所管事務調査やらせて

いただきました。その際に、簡易健診を行っていると、その中でせっかく簡易健診を出張

したりしていろんな場所でやっているのですが、血糖値検査、これご承知のように肝炎の

感染とかという問題で中止をしているという中で、そのときの報告で年度中にでも医師と

方法を検討して再開したいという、そういう説明があります。これ再開今できているのか

どうか、もう１年以上たっている前の話なのですが、再開できているかどうか、ちょっと

確認したいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午後 ５時１４分  休憩 

午後 ５時２７分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎延会の議決 
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〇田村議長 答弁調整中でございますので、お諮りをしたいと思います。 

 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18日午前10時から本

会議を開きたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会とし、３月18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 ５時２８分 


