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平成２２年第３回浦幌町議会定例会（第３号） 

 

平成２２年９月１３日（月曜日） 

開議 午前１０時００分 

延会 午後 ４時５８分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議案第７９号 平成２２年度浦幌町一般会計補正予算 

 日程第 ２ 議案第８０号 平成２２年度浦幌町模範牧場特別会計補正予算 

 日程第 ３ 議案第８１号 平成２２年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予算 

 日程第 ４ 議案第８２号 平成２２年度浦幌町老人保健特別会計補正予算 

 日程第 ５ 議案第８３号 平成２２年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 日程第 ６ 議案第８４号 平成２２年度浦幌町介護保険特別会計補正予算 

 日程第 ７ 議案第８５号 平成２２年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算 

 日程第 ８ 同意第 ２号 浦幌町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ 

いて 

 日程第 ９ 同意第 ３号 浦幌町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ 

いて 

 日程第１０ 認定第 １号 平成２１年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定について 

 

〇出席議員（１３名） 

    １番  中  尾  光  昭     ２番  二  瓶     隆 

    ３番  福  原  仁  子     ４番  森     秀  幸 

    ５番  杉  江     博          ６番  差  間  勝  男 

    ７番  河  内  富  喜          ８番  野  村  俊  博 

    ９番  阿  部     優    １０番  髙  橋  利  一 

１１番  岸  田  武  雄      １２番  岡  田  愛  啓 

１３番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   門  馬  孝  敬 
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    町 部 局 

     総 務 課 長   上  村  健  二 
 
          まちづくり 

鈴  木  宏  昌 
          政 策 課 長  

          町 民 課 長      大  山  則  幸 

     保健福祉課長   広  瀬  明  教 

          産 業 課 長      前  田  治  紀 

     施 設 課 長   賀  下  利  幸 

     上浦幌支所長   小 路 谷  守  昌 

     会計管理者   永  澤  厚  志 

          診療所事務長      菅  原     敏 

          財 政 係 長      原  口  康  紀 

 

    教育委員会 

     教育委員長   岡  崎  浩  明 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   亀  山     昇 

 

    農業委員会 

          事 務 局 長      新  川  寿  雄 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   石  丸  晴  朗 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   泉        初 

     議 事 係 長   中  田     進 
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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。 

 議事に入ります前に、議事堂、大変暑さが予想されますので、上着を自由に外していた

だいて結構だと思います。また、本定例会の中でノーネクタイ、それから上着を外すとい

うことを認めてございますけれども、今後申し上げませんけれども、本定例会中、上着を

外すのは自由に外していただくというようなことで申し添えたいと思いますので、よろし

くお願いをいたします。 

 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７９号 

〇田村議長 日程第１、議案第79号 平成22年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第79号 平成22年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成22年度の浦幌町の一般会計補正予算（第５回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億4,937万4,000円を追加し、歳入歳

出の総額を歳入歳出それぞれ64億1,964万8,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為） 

 第２条 債務負担行為の追加は「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債） 

 第３条 地方債の変更は「第３表 地方債補正」による。 

 平成22年９月６日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 ４ページをお開きください。第２表、債務負担行為、追加、事項、図書館システム賃借

料、期間、平成22年度から平成27年度、限度額1,652万7,000円、この関係については説明

資料29ページから30ページに記載しております。図書館情報システム更新に伴う保守料を

含む新システム機器等のリース料でございます。 

 第３表、地方債の補正、変更、起債の目的、臨時財政対策債、補正前限度額４億700万円、

計７億8,360万円、補正後限度額３億1,090万3,000円、起債の方法、利率、償還の方法は補
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正前に同じです。計６億8,750万3,000円、決定に伴う変更でございます。 

 ５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書は省略させていただきます。総括については

省略させていただきます。 

 次のページをお開きください。２、歳入、８款１項１目地方特例交付金856万を追加し、

1,386万円、１節地方特例交付金856万の追加、決定に伴う追加でございます。説明資料20ペ

ージに記載しております。 

 ９款１項１目地方交付税２億7,627万を追加し、33億8,227万円、１節地方交付税２億

7,627万の追加、普通交付税でございます。説明資料20ページに記載しております。 

 12款使用料及び手数料、１項使用料、６目教育使用料17万4,000円を追加し、535万

1,000円、１節幼稚園保育使用料17万4,000円の追加、幼稚園保育使用料の追加でございま

す。20ページに記載しております。 

 14款道支出金、２項道補助金、１目総務費道補助金８万円を追加し、65万1,000円、１節

総務費補助金８万円、消費者行政活性化事業補助金の追加でございます。説明資料22ペー

ジに記載しております。 

 ３項委託金、３目農林水産業費委託金244万1,000円を追加し、1,548万1,000円、１節農

業費委託金244万1,000円追加、中山間地域等直接支払交付金193万1,000円追加、農業者年

金業務委託金51万の追加でございます。いずれも説明資料25ページ、26ページに記載して

おります。 

 16款１項寄附金、１目一般寄附金20万を追加し、20万1,000円、一般寄附金20万の追加で

ございます。 

 ２目指定寄附金120万を追加し、225万1,000円、１節指定寄附金120万の追加でございま

す。この関係については、説明資料で歳出のほうで後ほど説明させていただきます。 

 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５万8,000円を追加し、５

万9,000円、１節老人保健特別会計繰入金５万8,000円の追加でございます。 

 ２目後期高齢者医療特別会計繰入金49万1,000円を追加し、49万2,000円、１節後期高齢

者医療特別会計繰入金の49万1,000円の追加です。 

 ３目介護保険特別会計繰入金339万7,000円を追加し、339万8,000円、１節介護保険特別

会計繰入金339万7,000円の追加でございます。 

 17款２項１目基金繰入金1,816万7,000円を更正減し、180万円、１節基金繰入金1,816万

7,000円の更正減、財政調整基金繰入金の更正減でございます。 

 18款、同じく繰越金１億6,776万7,000円を追加し、１億6,876万7,000円、前年度繰越金

の１億6,776万7,000円の追加でございます。 

 19款諸収入、５項１目雑入300万を追加し、１億6,850万9,000円、２節釧路産炭地域基盤

整備事業補助金300万の追加でございます。この関係については、運用益の追加内示がござ

いましたので、説明資料31ページの給食センターの備品購入に充てるものでございます。 

 次のページ、８ページ、20款１項町債、１目総務債9,609万7,000円を減じ、３億2,330万
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3,000円、１節総務債9,609万7,000円を更正減、臨時財政対策債の更正減でございます。説

明資料20ページに記載しております。 

 ３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費140万を追加し、２億8,345万

2,000円、15節工事請負費140万の追加でございます。説明資料21ページに記載しておりま

す。 

 ２目情報化推進管理費63万を追加し、8,042万9,000円、13節委託料63万の追加、ネット

ワークコンフィグレーション運用管理保守業務委託料の63万の追加です。説明資料21ペー

ジに記載しております。 

 ６目財政調整等基金費３億6,882万1,000円を追加し、６億208万7,000円とする。15節積

立金３億6,882万1,000円、財政調整基金の積立金でございます。 

 ７目企画費51万8,000円を追加し、3,711万円、11節需用費10万円、修繕料、15節工事請

負費23万4,000円、18節備品購入費18万4,000円、これらについては説明資料22ページに記

載しております。厚内ミニサテデジタル送信設備の整備の関係でございます。 

 10目生活安全推進費８万を追加し、3,229万5,000円、18節備品購入費８万の追加、備品

購入費でございます。説明資料22ページに記載しております。 

 13目諸費５万円を追加し、5,358万4,000円、８節報償費５万円の追加、賞賜金でござい

ます。叙勲受章者の受章賞賜金の１名の追加でございます。 

 ２款２項徴税費、２目賦課徴収費60万を追加し、1,278万円、23節償還金、利子及び割引

料60万の追加、還付金でございます。法人税の還付金でございます。説明資料23ページに

記載しております。 

 次の10ページをお開きください。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費

3,707万2,000円を減じて、２億6,961万8,000円、18節備品購入費10万の追加、説明資料23ペ

ージに寄附金を充てる関係でございます。28節繰出金3,717万2,000円の更正減、国民健康

保険事業特別会計繰出金3,717万2,000円の更正減でございます。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費5,000円を追加し、1,353万3,000円、23節償還金、

利子及び割引料5,000円の追加でございます。償還金でございます。説明資料23ページに記

載しております。 

 ３項老人福祉費、４目老人ホーム費19万6,000円を追加し、１億6,481万7,000円、11節需

用費19万6,000円の追加でございます。修繕料でございます。説明資料24ページに記載して

おります。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、５目医療対策費538万2,000円を減じて、１億3,758万

8,000円、18節備品購入費54万4,000円の追加、説明資料24ページに記載しております。28節

繰出金592万6,000円の更正減、浦幌町立診療所特別会計繰出金の更正減でございます。 

 ８目保健福祉センター管理費11万円を追加し、1,337万3,000円、11節需用費11万の追加、

修繕料でございます。説明資料24ページに記載しております。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費51万を追加し、3,194万4,000円、７
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節賃金36万6,000円の追加、11節需用費14万4,000円の消耗品の追加、説明資料25ページに

記載しております。 

 ３目農業振興費258万1,000円を追加し、6,638万7,000円、11節需用費２万円の更正減、

消耗品の更正減でございます。19節負担金、補助及び交付金260万1,000円の追加、中山間

地域等直接支払交付金の追加でございます。説明資料25ページ、26ページに記載しており

ます。 

 ７目飲料営農用水対策費40万を追加し、41万9,000円、19節負担金、補助及び交付金40万

の追加、簡易給水施設設置事業補助金40万の追加、説明資料26ページに記載しております。

対象地区につきましては宝生地区でございます。 

 ２項林業費、２目林業振興費４万1,000円を追加し、3,653万2,000円、19節負担金、補助

及び交付金４万1,000円の追加、森林整備担い手対策事業負担金４万1,000円の追加でござ

います。説明資料27ページに記載しております。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費20万4,000円を追加し、3,547万円、11節需用費20万

4,000円、消耗品費の追加でございます。説明資料27ページに記載しております。 

 ８款土木費、３項河川費、１目河川管理費700万円を追加し、1,499万3,000円、15節工事

請負費700万の追加、工事請負費でございます。説明資料27ページに記載しております。 

 次の12ページをお開きください。10款教育費、３項中学校費、２目教育振興費140万を追

加し、1,215万円、18節備品購入費60万円、説明資料27ページから28ページに記載しており

ます。歳入の寄附金をもって充てるものでございます。19節負担金、補助及び交付金80万

円、対外競技出場交付金80万の追加、説明資料28ページに記載しております。 

 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費３万円を追加し、7,160万7,000円、14節使用料及び賃

借料３万円、土地借り上げ料３万円の追加でございます。説明資料28ページに記載してお

ります。 

 ５項社会教育費、７目図書館管理費87万6,000円を追加し、3,340万9,000円、11節需用費

32万5,000円、修繕料の追加でございます。説明資料29ページに記載しております。14節使

用料及び賃借料55万1,000円の追加、図書館システム賃借料55万1,000円の追加でございま

す。29ページ、30ページに記載しております。 

 ６項保健体育費、１目社会体育総務費５万5,000円を追加し、786万3,000円、19節負担金、

補助及び交付金５万5,000円の追加、青年等対外競技出場奨励費補助金の５万5,000円の追

加でございます。説明資料30ページから31ページに記載しております。 

 ３目給食センター管理費437万8,000円を追加し、8,851万1,000円、15節工事請負費400万

の追加でございます。18節備品購入費37万8,000円、備品購入費の追加です。いずれも説明

資料31ページに記載しております。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金194万3,000円を追加し、196万3,000円、23節償還

金、利子及び割引料194万3,000円の追加でございます。平成21年度障害者自立支援給付費

等国庫負担金返還金132万7,000円、同じく道負担金返還金15万2,000円、平成21年度障害者
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医療費道負担金返還金９万円、平成21年度女性特有のがん検診推進事業補助金の返還金

37万4,000円となっています。説明資料31ページから32ページに記載しております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

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。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 ２点ほどお伺いをいたします。 

 一般管理費のクーラー、140万円載ってございます。壁かけ用のクーラーが140万円、余

りにも高いというふうな認識を私は持つのですが、これは一般の家庭のクーラーとはちょ

っとわけが違いますから、出力が大きいわけですから。しかし、一般の家庭用のクーラー

にしますと、例えば帯広とか、よくチラシでしか僕は見ませんけれども、もう５万、６万

の世界ですよね、普通の小さいやつでしたら。そのレベルからすると、それとは一緒にな

らないというのはわかりますよ。わかりますけれども、140万というのは余りにも高過ぎな

いかなという気がいたしますが、ここら辺の説明をちょっといただきたいというふうに思

います。 

 それと、もう一点伺いますが、幼稚園費、これは同僚議員が前回質問の中で安全のため

に駐車場の確保というような質問をしておりました。その対策として３万円の借り上げを

したと。これは、１年間というようなことでいいのか、ちょっとその辺の内容、今補正で

上がってきていますので、例えば来年の３月までが３万円ということなのか、その３万円

の内訳の説明をまず求めたいと思いますし、また金額で言うところのその３万円というの

が大きいか少ないかというような議論もあろうかと思います。さほどの金額でないという

議論もあろうかと思います。しかし、この３万円、要するにお金をかけない対策はできな

かったのかなというような気が私はいたします。たしか前回小学校のバスとの絡みがあっ

たりとか、いろんな部分の中でこういう対策をとったのですが、そういったお金をかけな

いような対策というものがとれなかったのかどうなのか、この辺の部分も、この２点につ

いて説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 １点目の役場庁舎電算室の関係の冷房機の関係でございますが、壁かけ

式冷房機４馬力ということで4.33キロ１台を設置すると。既設のやつが今もう作動がなか

なかできない状態、この暑さによってかなり、昭和57年製のものから入れかえてもらうと。

その中で、一応担当のほうで見積もりをとっていただいたところ、総体で設計の中では

140万ほど予算をとってほしいという関係でございます。私も詳細の見積もりは見ておりま

せんけれども、設計の段階で140万という形で上がっています。ただ、高いという関係でご

ざいますが、かなり大きな出力のものが必要だということで、一般家庭のものとは異なる

ということでございますので、その辺ご理解を願いたいというふうに思っています。 

〇田村議長 保健福祉課長。 



 － 8 － 

〇広瀬保健福祉課長 土地借り上げ料の３万円の関係でございますけれども、年額という

ことでご理解をいただきたいと。年額３万円ということでご理解をいただきたいというふ

うに思っております。また、契約の部分につきましては、毎年更新というふうな関係で契

約を取り交わしております。 

 また、２点目にお金をかけない方策ということでご指摘を受けたところですけれども、

園の周りの駐車できるスペースといたしましては園の裏側と園の東側にスペースがありま

したけれども、園の裏側の部分につきましてはなかなか使い勝手がうまくいかないような、

出入り口が狭いというふうなこともありまして非常に難しい部分もありました。また、東

側の部分につきましては今整備しておりますけれども、大体７台ぐらいしかとまらないと

いうふうな中から、園児は34名今通っておりますけれども、そこの部分うまく譲り合って

利用したとしてもそこだけでは到底難しいのではないかというふうなことで、前にご説明

させていただきましたけれども、住吉会館の隣接地で行政区で駐車場として借り上げてお

られるところの部分を所有者のご了解をいただいて借り上げたというふうな状況ですの

で、その借り上げた部分と東側の駐車場というふうなところをこれからもうまく利用して

いただくように父兄のほうには働きかけていきたいというふうには思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、先ほどのクーラーの部分、そういう見積もりが上がってくれば、これ

はやむを得ないのかなという部分もありますけれども、ただこの辺の部分は当然地元の業

者のほうで見積もりもとっているということでしょうし、この辺について当然地元が向こ

うの帯広のほうと一緒にならないという部分もこれは当然わかります。ただ、今やはりい

ろんな実勢価格を踏まえたときに、余りにもかけ離れているのではないかなというような

気が私は余りにもするものですから、極端に言ったらけた１つ違うのではないかなという

ような気がするのです、私は。ですから、やっぱりこの辺の部分については、私は基本的

に地元優先というこの部分について、すべての購入について地元優先というこの気持ちは、

これは私もそのとおりなのですが、余りにもというこの部分の精査というものはやはりひ

とつ必要な部分があろうかと思いますので、この辺については配慮をいただきたいと思い

ます。これについては答弁要りません。 

 それと、幼稚園の部分、今言われるように今のいる人方の部分でそういう今の場所では

足りないので借りたということ、これ自体は、今年額３万円ということですから、本当に

月に直すと3,000円にもならない金額ですから、本当に所有者の方についても配慮をいただ

いてお安くお貸しをいただいたということでありますから。ただ、私が思ったのは、前回

同僚議員が言われたかと思いますが、やはり小学校とのスクールバスとの兼ね合い、この

辺の対応でクリアできる部分があったのではなかろうかなというのが、私が思うところは

そこなのです。だから、それがだめであるならばもうここしか、そういう形しかなかった

のかなと。その中では、本当に良心的な値段でお貸しをいただいているということであれ
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ば、このことについては私はあれなのですが、やはりそういった部分の検討がされていた

のか。もうあくまでも小学校は小学校、幼稚園は幼稚園というような形の中で、でも町と

しては１つですから、その辺はお互いの部分を大枠で見た中での配慮というか、検討とい

うものが必要ではなかろうかなという部分で、その辺の検討がされているものなのかどう

なのか、この辺についていま一度説明を求めたいと思います。 

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 今回の駐車場の確保の部分につきましては、１つには進入禁止、進

行禁止という規制の時間帯のところも含めて問題としてあったところでございます。スク

ールバスの場所の部分につきましては、前回の定例会の中でバスの移動の部分については

難しいということで教育のほうから返答があったと思いますけれども、私たちのほうとし

ましてはスクールバスに関係なく規制の時間帯が幼稚園の退園等の時間帯に重なっていく

というふうな中から、迎えに来れない時間帯、通行できない時間帯をどうクリアするかと

いうふうなところで、先ほど言いましたように園の東側の駐車場の部分だけでは駐車面積

が少ないというふうなことで、どこかに安全に車をとめて迎えに来れるような場所を確保

するしかないというふうな観点の中で一番近い、迎えに利用のしやすい土地をというふう

なことで先ほど説明した土地を確保させていただいたということでご理解をいただきたい

というふうに思います。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 補正予算の12ページ、13ページにわたってお伺いをいたします。 

 まず、給食センターの工事請負費400万についてですが、現場へ行って私も金額が大きい

ので見せていただきました。確かに本当に17年も経過している古いボイラーということで

納得をして帰ってまいりましたが、たまたまここで釧路産炭地の整備のお金が300万あった

から交換できるのかなというふうに思っていますが、こういう大事な部分についてはもう

当初予算に組み入れてできないものかなとちょっと思ったものですが、この件についてお

聞きいたします。多分これだけ直しても次々、次々と何かふぐあいが出てくるのではない

かなというふうに思って見てまいりました。 

 それと、冬に目がけてのボイラーでございますが、現状今年物すごく暑い状態で皆さん

お仕事をなさっておりました。本当にクーラーも部分的に置かれているだけで、全体の仕

事の内容からいいましても非常に暑い状態で厳しい条件のもとで皆さん働いていると思い

ます。この辺、暖房もさることながら冷房など働きやすい環境にこれからも考えていける

かどうか、この点もお伺いしておきたいと思います。 

 それと、人事のことというのでしょうか、道派遣の学校栄養職員が来年の３月いっぱい

で定年退職ということでございます。それで、この食育を含んだ子どもたちに教育を施し

ていく上でも大変重要な立場の栄養士の方だと思いますので、この辺の今後の取り扱いと

いうのでしょうか、どのようにお考えになっているかお伺いしておきたいと思います。本
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当に内容的にもこれは新規の方をぽっと持ってきてもなかなか大変だろうなということ

で、ずっと何年か眺めてまいりましたので、この点についてもお聞きしておきたいと思い

ます。 

 それと、13ページの過年度支出金、平成21年度女性特有のがんの検診率の推進事業補助

金返還金37万4,000円ですか。これにつきましてちょっとお伺いしておきたいと思います。

返還するということは、受診率がよくなかったのかなというふうに見ております。この女

性の対象者数とか、それから内容とか受診率、おわかりになる範囲内で答弁をいただきた

いと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 ただいま教育委員会関係としては３点ほどのご質問であったかと思いま

すが、まずボイラーの整備について、これを当初予算で組むことはできなかったのかとい

うことでございますが、やはり年数的には一応耐用年数は15年ということの中で、では耐

用年数が来たらすぐ壊れるのかというと必ずしもそうではないわけです。ボイラーにつき

ましては、特に長くもつものは本当に長く、家庭用なんかを考えると長くもつものは長く

もちます。ただ、場合によっては耐用年数以内でも壊れてしまう場合もあります。ただ、

そういうことの中で当初予算の中で耐用年数15年過ぎているからということで、今回はす

ぐ取りかえるということの中では判断はしておりませんでした。ただ、６月に入りまして

不着火等がありまして、今現在もやはりだましだまし使っているような状況でございます。

そういう中で、今回の補正をお願いして何とか取りかえたいというふうに考えております。

ただ、これは釧路産炭地の補助金があるからできるとかできないとかという問題ではござ

いません。これは、本当にとまってしまったら給湯も暖房もできないということで、それ

は丸々単費でもやる覚悟ではございます。そこの辺は、たまたま300万については財源的な

手当てができたということで考えております。 

 次に、働いている方の状態をごらんになったということでございますが、まさにそのと

おりでございまして、今年は特に調理場の中が温度上がっております。もちろん作業上、

温度が上がるということもございますし、また日中の気温が高いということもございます。

それと、過去にあそこにクーラーを設置しようという考えはありました。しかし、非常に

片屋根で天井が高いということの中で、その対応はできないという結論が出ております。

それで、現在はスポットクーラーといいますか、手元で作業をするときに、本来の目的は

揚げ物や煮物を冷やすということに使うクーラーなのです。これを置きながら作業をして

いる人も多少冷たい空気に当たれるかなというのが２台あります。今後の対応についてな

のですが、やはりこれについては新年度予算にかかわってはきますけれども、やはり今後

作業、地球温暖化という中で作業をされる方も非常に過酷な条件の中で仕事をしていると

いうことはセンターの所長からも重々聞いておりますので、この辺については新年度予算

の中で検討していきたいというふうに考えております。 
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 次に、現在いる管理栄養士の定年退職後の状況をどのようにするかということについて

でございますが、これにつきましては、定年退職後につきましてはもう給食センター配属

の栄養士という形はとれなくなりました。これは、もう完全に学校に配備される栄養教諭

というふうな形の中で食育を担うというふうな形になっています。その一方で、献立だと

かというふうなことを担う部分もあります。ですから、共同調理場にも派遣されます。２

つの職場を行ったり来たりというふうな形の制度になると。もう栄養教諭しか配属されま

せん。これは道費で、いわゆる先生として配属されてくるということになります。それで、

その中で給食センター専属というわけには、今までのようなわけにはいかないということ

の中で、これについても今後どういうふうな方法がいいのかということは人的な配置を含

めて現場の給食センターとも詰めながら、また当然人的なことを考えた場合に予算等のこ

ともございますので、町理事者のほうとも協議させていただきながら、どのような対応を

していけばいいのかというところについては今後また検討していきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 女性特有のがん検診の関係でございますけれども、子宮頸がんの対

象者、20歳から40歳までの方を対象として５歳刻みの年齢の該当者ということで114名の方

を対象としております。当初国のほうに予算のほうで予定していた人数につきましては、

約半数が受けるだろうということで57名の予算を要求していたところですけれども、実際

に受診された方は36名というふうなことで対象者に対する受診率としましては32％と。乳

がんの部分につきましては、40から60までの方を対象にした５歳刻みの方でございますけ

れども、対象者189名がおりまして、これも当初半数は受検されるだろうというふうなこと

で94名の予算を国のほうに要請していたところですけれども、実際に受検された方につき

ましては67名ということで36％の受診率でした。ただ、今回こういう国の受診の進めがあ

りまして、子宮頸がんでは新規に受けた方が19名おられましたし、乳がんのほうでも新規

に37名の方が受診をしたところです。啓発等の部分につきましては、広報等で再度の受診

をするように啓発をしてきたところです。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 学校のほうの職員ということで、今後浦幌町の給食センターの栄養のほうの

管理はまた別問題というふうに受け取ってよろしいでしょうか。その点、１点聞いておき

ます。 

 それと、非常に今年は異常な暑さで、つらい思いをして仕事をしている方がたくさんい

たということで、全員の方が本当に大変な面でお仕事をなさっていたと思います。ただ、

保健所の対応で非常に指導がきつくなっているというか、食中毒を起こさないために上か

らの指導が厳しくて、床上から60センチ以上の高さのところで食材を移動させたり缶に入
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れたりなんかということで、非常に働いている人の負担になっている行為がふえてきてい

るというふうにお話を伺っております。よその給食センターを見てきたわけではございま

せんが、もっともっと何か改善される余地があるのではないかなというふうに行って現場

で見てまいりました。なるべく食中毒等が発生しないような状況で、また働きやすい環境

をつくってあげたほうが私は子どもたちにも安心した給食が配られるのでないかなという

ふうに思っていますので、その辺を再度お聞きしておきたいと思います。 

 それと、女性特有のがんの検診の推進事業の一環として、当初の人数より半分というこ

とで、例年の例を見ていますと多分そのぐらいで押さえていかなければならないのかなと

いうふうには思いますが、やはりもっともっと啓蒙、啓発運動を深めながら、せめて本当

に対象者の半分ぐらいは受検できるような体制、毎年思うのですが、何とかならないかな

というふうに思っているのですが、対象年齢もありますけれども、これからいろいろと子

宮頸がんのワクチンなんかも含めて、これから町もいろいろと考えていかなければならな

いと思いますが、この辺の対応について新年度に目がけてどのようにお考えになっている

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 まず、１つ目でございますが、栄養士から栄養教諭になった場合の栄養

の管理の問題についてですが、これにつきましてはやはり栄養教諭が給食センターへ来て

毎月の献立を決めていただきます。そして、カロリー計算も当然やっていただきます。そ

ういう中で、日々の作業の指示も、調理作業員に対する指示もしていただきます。ただ、

今までと違うのはやはり食材の発注だったり受け入れ、いわゆる検収、納品になったもの

の検収だとか、そういうことが実際にはできなくなるだろうということが、やはり栄養教

諭になると学校での部分という部分もありますので、それだけ給食センターにすべてかか

り切りということにはならないというふうには押さえております。その部分について、何

とか人的なことも含めて考えていきたいなというふうには、教育委員会内部では考えてお

ります。ただ、これは町理事者とも人件費もかかってくるというふうなことの中でご相談

を申し上げながら進めていかなければならないというふうに思っております。 

 次に、保健所の指導が厳しくて作業されている方が負担になっているのではないかとい

うことで、改善の余地はないのかということでございますが、ただ保健所の指導というの

はやはり食中毒予防が大前提でございます。給食センターとしてもそこが大前提で、安全、

安心な給食を児童生徒の皆さんにお配りすると、ここの視点がなければいけないわけです。

働いている人の労働条件だけを考えるわけにはいかない。それが第一です。ですから、多

少のことはやはり、改善すべき点なり改善できるところがあれば、そこは改善はしていき

たいと思いますが、何としてもこういう施設でございますので、給食センターという大事

なお子さんたちに給食を供給するという施設ですから、食中毒が発生しないように保健所

から指導を求められていることについては完全に遵守した上で、何も給食センターとして
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は問題がないという状況は常につくり続けていかなければならないというふうに考えてお

りますので、その点ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 女性特有のがんの受診率のアップでございますけれども、当然広報

等でも周知はしていくようにはしますけれども、今年国の事業で初めて女性の方で検診を

受けたというふうな方もおりますので、そういう人方の部分については今後も引き続き受

診するような形の働きかけも継続してやっていきたいというふうに思いますし、それ以外

の方についても個別対応というふうな形になるかなとは思いますけれども、引き続き啓蒙

をしながら受診のほうの理解というか、そういうのを高めながら受診率のアップにつなげ

ていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

（「子宮頸がんの件」の声あり） 

〇広瀬保健福祉課長 子宮頸がんワクチンの来年以降の考え方というふうなことであった

と思いますけれども、今まちづくり計画の３期の計画で検討しております内容としまして

は、中学生を対象にして全額町費で補助を来年から実施していきたいというふうな考え方

でおりますけれども、まだ具体的な中身の部分についてはこれから検討というふうなこと

で、今の段階ではそういう計画段階にあるということでご理解をいただきたいと思います

が。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 給食センターの実情もわかりましたが、本当に網戸もあけられない、本当に

暑いところでお仕事をなさっている方につい同情を私も禁じ得なくてこういう質問をしま

した。本当に働いている時間内に１度行ってみたらよろしいのではないかなというふうに

思っております。 

 それと、子宮頸がんのことも含めてですが、計画中だということですので、全く無視は

しないで何とかやっていただけるかなというふうに思っております。ぜひとも我が町もそ

ういう、予算的には本当に何百万、200万もかかるかかからないかぐらいかなというふうに

思っておりますので、ぜひとも確定をしていっていただきたいというふうに思っておりま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 給食センターの働いている方々の様子でございますが、私どもも特に今年

は暑かったものですから視察に行っております。今議員がおっしゃったような実情も全部

把握しております。今年は、特段に暑いものですからこういう問題が起きておりますが、

例年であれば何とかこれをしのいでいけるのかなと思っております。私も最初は網戸をあ

けて扇風機を回せばぐらいに考えていたのですが、網戸をあけますとやはり微粒の風にま

じって砂が入ってくるということがありますので、それは食品衛生上できないことになっ

てございます。それで、今調理中に食材を冷やす、その近くで仕事をしていただいている
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ものですから、それを一緒に活用していただいて、例年はそれで乗り切っておりましたが、

今年は特別な年であったということで議員のようなご質問があったというふうに認識して

おります。 

 それから、栄養教諭につきましては今年、平成23年度から私たちの町含めて３町が同じ

ように栄養士さんが退職なさると。ならばどうするのかということで既に、これは平成17年

にこの学校教育法が変わりまして栄養教諭というのが新たにできております。資格も新た

に認定されておりまして、栄養士と、それから学校教諭の両方の資格を持つということで、

採用される方はどちらかというと本当に新採用というか、経験を持たないで資格を持って

いる方というのが多いようでございます。管内も既に三、四町聞いておりますが、入れて

いるということで、来年度は私も含めて３町でございます。それで、従来の形では対応で

きないということで、新しい方が入られてもなかなか急に栄養士の仕事と、それから学校

配置になりますので、食育を担わなければならないということで難しい。他町も同じ悩み

を抱えておりまして、交流をしながら既に理事者とはこの話に入っております。何とかこ

れを乗り切っていくためにもいい形をとっていきたいなというふうに、これについては鋭

意努力してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 子宮頸がんワクチンの実施の関係でございますけれども、まちづく

りのほうでは計画ということでございますけれども、私のほうとしましては計画を実現で

きるようにこれから関係機関も含めてですけれども、協議のほうに入っていきたいという

ふうに思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 ３点お聞きしたいと思います。 

 まず、財政調整基金についてですが、うれしいことに３億6,800万の補正をできて、今年

６億の金額を積めるということです。先月までの基金残高13億4,800万ですから、これほぼ

20億に届く基金になるなということになります。そこで、私はよく町長に申し上げている、

最初には財政調整基金が４億ぐらいになったときに申し上げているのですが、一時借入金

の額、浦幌町は今10億としています。ですから、とりあえずは無難なところに届くのは10億

だなということを目標に私は積めばいいというふうに申し上げてきたと思うのですが、一

挙に20億に届くようになったと。貯金たくさん積んで、後ろを振り返ったら住民がいなく

なったということでは、これは困ると思うのです。今第３期のまちづくり計画、一生懸命

策定されていると思うのですが、その辺のことも含めて十分使い道も検討してほしいなと。

調整基金、積むことを多少抑えれば、相当な金額がまたこれ地元の建設的な資金に使える

ということになると思います。その点が１点です。 

 それから、11ページの営農用水対策で40万の補助をするという補正が出されております。

この点について、ちょっともう少し概要、どの地域でどういう状況でこれをしなければな

らないかということだけ伺いたいと思います。 
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 それから、もう一点は、12ページにあります幼稚園費、先ほど同僚議員が質問されまし

たけれども、私も一般質問をした立場から再度漏れていることについて確認をしたいと思

いますが、先ほど答弁で３万円が年額だと申されましたね。それで、契約をしたときから

今年度３月までの年額なのか、その辺。年額といったら12カ月のことですが、多分町の予

算ですから３月までなのかなというふうに私は思っているのですが、その辺の確認。 

 それから、この借り上げに対してその場所は何台とまれるのか、それからもう一点、今

後の契約、まさか今年度だけでないと思うのですが、例えば来年度も３月から借りるとす

れば、それは12カ月で今後も３万円で借り上げできるのか、この点について。 

 以上、３点伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 議員の質問ありました財調、財政調整基金でありますけれども、政府の20年、

21年、交付金事業も含めて大変大きな補正予算を組ませていただきました。これについて、

普通建設債を含めて大変大きな事業が今なされています。そういうことで、一般財政のそ

れほど必要なしの中で建設事業が行われているということで、この財政調整基金を積み上

げることができました。 

 幾らになったらいいのかという考えですけれども、確かに今20億ぐらい近くになりまし

た。ただ、管内平均は大体27億というふうに押さえています。この平均までいけばいいの

かどうかということでの問題はありませんで、ただ実質公債費比率とか、そういうものを

含めてその数字を見ながらやっていかなければならないのではないかなというふうに思っ

ています。来年度以降、国の政策的なものが今新たに補正予算も組むというような話も出

ていますけれども、来年度以降の地方交付税の動向は当然見なければならない。国の財政

状況が大変厳しいという状況の中で、地方交付税がどうなっていくのかということは、当

然心配をしながら町の予算づけをしていかなければならないというふうに思っています。

今まさに貯金を積んで後ろを振り向いたらだれもいないというような状況には、今現在の

ところ普通建設債を含めて、そういう状況で今町の予算づけをしているつもりはありませ

ん。基本的には、やはりそういう公共投資等も使いながら予算編成をこれからもしていか

なければならないのではないかなというふうに思っています。おかげさまで実質公債費比

率が大変３年平均、単年度でいえば13％台に落ちてまいりました。３年平均でも16％とい

う状況になって大変財政状況は好転はしているのかなというふうに思いながら、しかし国

の動向によっては一気にまた財政状況が悪化するということも当然考慮に入れながら進め

ていかなければならないのではないかというふうに思っているところでありまして、今度

の第３期まちづくり計画についてもそういう財政計画もきちんと立てながら、今計画づく

りをしているということでありますので、町の財政はきちっと行いながら財政調整基金、

また建設事業等も含めてしっかりやっていきたいなというふうに思っています。 

〇田村議長 施設課長。 
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〇賀下施設課長 ２点目の飲料営農用水対策費の補助についてご説明させていただきま

す。 

 地区は、宝生高台の地区でありまして、現在水道利用組合から水を供給しておりますが、

水の量が少ないということで営農用水になかなか量的な不足が生じまして、どうしても別

ルートで、新規ルートで水道の水を営農用水に引きたいということで申し込みがありまし

た。それにつきましては、簡易水道区域以外の区域でありますので、実際取水施設という

ものをつくらなければならないという状況がありまして、取水施設には多大なる負担がか

かってきますので、その部分につきましてこのような補助の要綱がありますので、これに

基づいて農業者の申請をもって補助していくということで考えております。大体工事費の

10分の４ということで、限度額として40万ということで考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 土地の借り上げ料の３万円につきましては、年額というふうなこと

でご理解いただきたいと思いますが、本年度の部分につきましては12カ月ということには

なりませんけれども、３月までの期間３万円ということでお借りしております。次年度以

降につきましても年額３万円という形で借りるようなことでお話をさせていただいており

ます。 

 あと、借りた土地の部分で駐車できる台数につきましては、白線等は引いておりません

けれども、10台はとめれるというふうに思っております。あと、あわせて先ほども説明さ

せていただきましたけれども、東側に７台とめれる駐車場も整備させていただきましたの

で、これらをうまくお互いに譲り合って利用していただくような形で父兄のほうにはお願

いをしているところでございます。 

 あと、契約の関係ですけれども、１年１年の契約ですけれども、今後も継続して契約を

続けていきたいというふうには思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 １点目の基金の関係ですけれども、町長今お話ありましたように今後の国の

財政状況、交付金の状況どうなるかわからないと。ご承知のように民主党の代表選、もし

小沢さんがなれば総額を減らして、地方で自由に使えるお金が減額はするけれども、自由

に使える範疇はふえるだろうと言われているのですけれども、どうもまやかしのような気

がしております。その辺のこともありまして、非常に今後の交付税の予測は立たないわけ

ですけれども、そういう面ではしっかりと基金も蓄えて、そういう中で町の発展につなが

るような投資もぜひ考えていってほしいなと思っております。そのために町長は、しっか

りと今積んでいるのかなというふうに思っていますけれども、先ほど申しましたように町

民が減らないような対策を早くしていってほしいと思っております。 

 次に、営農用水関係ですけれども、今説明ありました40万を限度としてのこれは町の規
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定ですから、それで仕方ないと思いますし。ただ、今年のような非常に干ばつといいます

か、好天で小さな施設は渇水状態にあるのです。ですから、こういう緊急の支援も上から

下まで営農用水対策やっていただいておりますけれども、緊急の対策もやっぱり十分施し

ていってもらわなければならないというふうに思っています。 

 それから、駐車場、幼稚園の関係ですけれども、先ほどから説明ありますが、十分では

ないかもしれませんけれどもということですね。状況を見ていますと、何とかいろんな形

で啓蒙したというか、ある程度整然と車もとまれるようになり、また道道側ですか。本通

り側も舗装もしてしっかりと車もとめて、少し状況がよくなったかなというふうに見えて

いますけれども、私が一般質問でちょっと申し上げました住民、学校、親たち含めてどう

いう対策がとれるか協議をしてほしいというお願いをしました。この点について、どうい

う対応をしてきたのか再度確認をしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 幼稚園の駐車場等の関係でございますけれども、地域住民の方々、

沿線の方々には個々に今の幼稚園として平日の対策を説明をさせていただいてきたところ

でございます。駐車場の確保をしながら、送り迎えのスペースを確保していくということ

と、あわせて３時で保育が終わりますけれども、３時以降の迎えもいいですというふうな

ことで幼稚園としては対応していきたいというふうなことも平日の部分につきましては説

明をして学校、地域の方々、あと幼稚園父母の会の役員の方々にもそういうふうな形で説

明をして、そこの部分については特にそういう対応の中で問題ないのでないかというふう

なことでご意見はいただい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 先ほどお聞きした住民と学校、それから親たち、そういうところを含めて何

か協議したのかというふうに伺ったのですが、一般質問のときにもそういうお話をしてい

ます。その点について説明ないので、今住民には個々に説明して了解を得たというような

説明ですけれども、ほかの人たちとはどういう協議をしたのか、していないのか。 

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 先ほど言いました方々としか協議はしておりません。個々の対応で

ございますけれども、学校と、あわせて地域の方々、あと幼稚園父母の会役員の方々と個々

ではありますけれども、協議はさせていただいております。合同の会議は開いておりませ

ん。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

これより議案第79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79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０３分  休憩 

午前１１時１５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８０号 

〇田村議長 日程第２、議案第80号 平成22年度浦幌町模範牧場特別会計補正予算を議題

といたします。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 14ページをお開きください。議案第80号 平成22年度浦幌町模範牧場特

別会計補正予算。 

 平成22年度浦幌町の模範牧場特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ747万8,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ１億1,480万5,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成22年９月６日提出、浦幌町長。 

 次ページをごらんください。第１表、歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 

 次のページをお開きください。歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括は省略させて

いただきます。 
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 今回の補正につきましては、冬期舎飼前期及び哺育育成牛の頭数増加による牧場使用料

と前年度繰越金の確定による歳入追加補正並びに預託頭数増加に伴う飼料費及び牧草収穫

機の修繕料と機械借り上げ料の追加補正でございます。説明資料33ページに記載をしてお

ります。 

 17ページをごらんください。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573万5,000円を追加し、１億959万9,000円、１節牧場使用料で冬期舎飼料308万

4,000円の追加、哺育育成料265万1,000円の追加でございます。 

 ３款１項１目繰越金174万3,000円を追加し、184万3,000円、１節前年度繰越金の追加で

ございます。 

 次の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101万円を追加し、1,647万8,000円、25節積立金、基金積立金の追加でございます。 

 ２款施設費、１項１目施設管理費646万8,000円を追加し、9,827万7,000円、11節需用費

で消耗品費388万8,000円、修繕料158万円の追加でございます。14節使用料及び賃借料は、

作業機械借り上げ料100万円の追加でございます。 

 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。 

 ４番、森議員。 

〇森議員 今酪農家の方が規模拡大を図っているために非常に預託頭数がふえているとい

うようなのが現状だと思います。今年は非常に暑い年でございました。牛の健康管理とい

うのですか、異変が起きたとか、そういうことはなかったのか、それが１点と、もう一点、

先日の条例改正審議の答弁の中で指定管理者の関係です。農地の賃貸料は指定管理者に負

担をさせるという説明でございました。23年から１月から管理委託をすると、４月までの

農地賃貸契約が大体３月までとなっていると思います。その辺につきましてはどんなよう

な対応をなさるのか、その辺をお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 第１点の今年の牛の異変等についてあったかどうかということでござい

ますが、今年は猛暑でありましたけれども、幸いにして事故牛も前年、前々年度に比べま

して少なかったということでございまして、順調に哺育育成ができたのではないかという

ことで現在報告を受けております。 

 それから、指定管理になった場合の土地の賃貸料の関係でございますが、12月までは指

定管理にはならないわけでございまして、１月１日からの指定管理ということになる予定

でございます。それにつきましては、12月までに予算等も現在の内容も精査をいたしまし

て、12月に補正をさせていただきまして、賃貸料の関係につきましても町で見る分、それ

から指定管理者で見てもらう分をそれぞれ精査をして補正をしていきたいなというふうに

考えております。方法といたしましては、今町が払っている分について指定管理委託料と
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して後で指定管理者から納入していただくとか、いろいろちょっと今考えておりますので、

12月までの補正で精査をさせていただければというふうに思っておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、この扱い頭数の増加によってこの金額が変わってきたということでご

ざいますが、この増加した部分について町内の農家さんの牛がふえたということなのか、

町外からも入っているということでございますけれども、町外なのか。ここら辺の内訳を

まずお教えいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 今回のふえた分の頭数につきましては、当初予算では150頭ということで

予算を見ておりました。そのうち実績といたしまして、90頭が町外から入牧をされており

ます。これについては豊頃町の牛ということでございます。そして、新たに30頭ふえてお

りますけれども、これにつきましては町内のみの牛ということでなっておりますので、報

告をいたします。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 当初150頭のうちの90頭、半分以上が町外であると。その上で、今回町内から

30頭の部分があったと。当然町内をけって町外が入るということにはなりませんから、当

然それだけの余裕があるということでありますね。それこそ前回の条例改正の部分も私考

えていたのですが、結局浦幌町内の酪農、畜産の関係、畜産のそういう部分について、実

質本当に浦幌町の模範牧場としては町内のことだけを考えると何頭いるべきものなのか。

要するに今の町内の今までの施設というものはもう既存にあるわけですから、その上で牛

が例えば受ける頭数が減ってくる部分については、そのあいているスペースを町外の牛を

入れるということは整合性がとれるというふうに思うのです。しかし、今後設備投資もし

ていくという中において本当に町内の牛が何頭なのか。必要な頭数というものは何頭なの

か。それを踏まえないと、その設備投資の部分が今までと同じものをつくればいいという

ことにはならないし、これから設備投資してつくるのであれば必要なスペースのものをつ

くればいいというふうに思うのです。必要以上に今と同じものをつくる必要はないという

ふうに、私はそういう認識を持ちます。その上で、町内の30頭が今回入ったということで、

今の浦幌町の施設でいきますとこの預託、この部分、いろんな部分については30頭以上ま

だまだ余裕があると。ですから、90頭も町外のものを入れておいてもまだまだ町内からそ

ういう希望があったときには迷惑をかけることなくいけるというようなことだと思うので

すが、その部分の数字について、町内の農家さんには一切迷惑をかけないというこの数字

については何頭までというふうになっているのか、この辺を教えていただきたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 産業課長。 

〇前田産業課長 現在の模範牧場の受け入れ可能頭数といたしましては、夏期預託分につ

いてはマックス750頭程度ということで考えておりまして、冬期預託については530頭程度、

それから哺育預託については150頭程度ということで現在受け入れ態勢をとっております。

いずれにいたしましても、この予算計上をするに当たりましては、すべて町内牛を受け入

れをするということで予算を計上しております。年度１年間通しまして町内牛を予定をし

ておりましたけれども、その予定以内で町内牛がおさまった場合については町外牛を受け

入れるということで現在やってきております。今後につきましては、現在受け入れ預託戸

数は三十七、八戸、40戸ぐらいをめどにということで今実績はなっておりますけれども、

今後どれぐらい設備投資をして多くしていくのかということでございますけれども、今の

頭数以上にも受け入れをしたいということもある程度予想をしていかなければならないの

かなというふうには思っておりますし、そういう声もありますし、酪農振興からいいます

と現在の頭数、預託戸数だけでは対応し切れない部分も出てくるかなという可能性も含め

て設備投資もしてい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 設備投資の部分につきましてはまたこの次の、今回は補正ですから、この次

の部分でまた質問させていただきたいと思いますが、まず最後に確認しておきたいのは、

先ほども言いましたけれども、頭数でいったら750頭ですとか、この今の規模的にはまだま

だ余裕がある、要するに今90頭や100頭ぐらいよその牛を入れてもまだまだ余裕のある施

設、建物的にはまだまだ余裕があるということだというふうに思います。しかし、働いて

いる人方というのは、当然今入っている牛に合わせての人数だと思うのです。建物が余裕

があっても、ではふえたからすぐまた１人募集してふやしてというような、なかなかそう

いうことにもならないのかなと思うのです。ですから、実際に今のいる、今現在浦幌町と

して模範牧場としてやっている上においても今この30頭については今の人員、施設は問題

ないということはわかりましたので、人員についても問題がないということなのでしょう

けれども、あとその人員とか、それについてはもろもろ、いろんな機械とかもいろんなも

のがあろうと思いますが、その部分も含めてこの30頭以外についてもどのぐらいの余裕を

持った中でのこの運営をされているのかということ、この部分について最後お聞きをした

いと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 現在の預託頭数については、あくまでも現在のスタッフのできる範囲内

ということでやっておりまして、これからもしふえてきた場合については、当然そのスタ

ッフもふやしていかなければならないだろうと思いますし、そこら辺につきましては今後

の指定管理者等の考え方等もありますけれども、町といたしましては現在のこの預託頭数



 － 22 － 

の範囲の中でやってきた経緯から、今後のその余裕につきましては設備投資をした段階で

もまた検討をしていかなければならない事項かなと思っておりますので、ご理解を願いた

いと思います。 

（「ちょっと聞いていることが違う」の声あり） 

〇田村議長 施設の余裕頭数ってどのぐらいあるのかと言っているの。現在の時点でどれ

だけの余裕があるかと。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 先ほど申しました預託可能頭数でございますけれども、この頭数に対し

まして現在の受け入れ頭数については、冬期預託頭数が約100頭ほど余裕は持っておりま

す。それ以外については、ほぼ満杯の状態ということでございますし、機械等、それから

人員等についても現在の預託頭数の能力ということで、それ以上のふえた場合については

少し足りないのかなというふうに考えてはおります。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

これより議案第80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80号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第３ 議案第８１号 

〇田村議長 日程第３、議案第81号 平成22年度浦幌町国民健康保険事業特別会計補正予

算を議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 19ページをお開き願いたいと思います。議案第81号 平成22年度浦幌町

国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 平成22年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ457万1,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ９億1,974万3,000円とする。 
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 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成22年９月６日提出、浦幌町長。 

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させてい

ただきます。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書、第１、総括についても省略させていただきます。 

 本補正予算につきましては、国保保健指導事業が採択されたことに伴います予算の組み

替えと事業に要する費用の追加及び平成21年度医療給付費等負担金等の精算に伴う補正内

容でございます。 

 22ページをごらんいただきたいと思います。２、歳入、２款国庫支出金、２項国庫補助

金、１目財政調整交付金86万1,000円を追加し、4,191万1,000円、１節財政調整交付金86万

1,000円の追加、これにつきましては国保保健指導事業分の追加でございます。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金3,717万2,000円を減額し、6,493万

9,000円、３節その他一般会計繰入金3,717万2,000円の更正減でございます。これは、一般

会計からの繰入金の更正減でございます。 

 ２項１目基金繰入金1,035万4,000円を減額し、4,797万6,000円、１節基金繰入金1,035万

4,000円の更正減でございます。これにつきましては、国民健康保険事業基金繰入金の減額

でございます。 

 ９款１項１目繰越金5,123万6,000円を追加し、5,623万6,000円、１節前年度繰越金

5,123万6,000円を追加する内容でございます。これにつきましては、前年度よりの繰越金

でございます。 

 ３、歳出、８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費62万円を減額し、576万円、

７節賃金32万6,000円の更正減、８節報償費16万3,000円の更正減、11節需用費５万3,000円

の更正減、13節委託料７万8,000円の更正減でございます。これらにつきましては、国保保

健事業の採択に伴いましての予算でございまして、保健衛生普及費に組みかえる内容でご

ざいます。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費102万円を追加し、287万5,000円、７節賃金38万

6,000円の追加、８節報償費21万8,000円の追加、11節需用費５万8,000円の追加、13節委託

料７万9,000円の追加、18節備品購入費27万9,000円の追加、本保健衛生普及費の追加につ

きましては国保保健指導事業費の内容でございます。国保保健指導事業につきましては、

特定健診の結果等から、このままでいくと数年以内に特定保健指導の対象になる可能性が

高い方や糖尿病、高脂血症等の指導に移行する可能性の高い方に保健指導、栄養指導を継

続的に行う事業でございます。事業といたしましては、特定健診の結果により再検査等が

必要な方に個別に結果を指導し、体の代謝のメカニズム等を理解してもらうため保健師、

栄養士による指導、健診から６カ月後に生活改善の成果や過程の確認、結果に基づく個別

指導を行い、１年後の特定健診時の改善を指導するものでございます。７節の賃金につき
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ましては、臨時保健師、看護師等の賃金でございます。８節の報償費につきましては、栄

養士等の講師謝礼となってございます。11節需用費につきましては、事業用事務用品とい

たしまして管理用ファイル等でございます。13節委託料につきましては、改善の状況を確

認するための検査委託料でございます。18節備品購入費につきましては、体組成計１台を

購入する内容でございます。 

 次、９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金417万1,000円を追加し、467万

1,000円、23節償還金、利子及び割引料417万1,000円の追加でございます。これにつきまし

ては償還金でございます。 

 本補正予算の内容につきましては、説明資料34ページ、35ページに記載のとおりでござ

いますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「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81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81号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第４ 議案第８２号 

〇田村議長 日程第４、議案第82号 平成22年度浦幌町老人保健特別会計補正予算を議題

といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 24ページをごらんおき願いたいと思います。議案第82号 平成22年度浦

幌町老人保健特別会計補正予算。 

 平成22年度浦幌町の老人保健特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11万円を追加し、歳入歳出総額を歳入

歳出それぞれ62万1,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成22年９月６日提出、浦幌町長。 
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 第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総

括についても省略させていただきます。 

 本補正予算につきましては、平成21年度の支払基金医療費交付金、国庫負担金、道費負

担金の額の確定に伴います補正内容でございます。 

 ２、歳入、５款１項１目繰越金11万円を追加し、11万1,000円、１節前年度繰越金11万円

の追加でございます。 

 次、３、歳出、２款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目償還金５万2,000円を追加し、

５万3,000円、23節償還金、利子及び割引料５万2,000円の追加でございます。償還金の追

加でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金５万8,000円を追加し、５万9,000円、28節繰出金５万

8,000円を追加する内容でございます。これにつきましては、一般会計への繰出金の追加で

ございます。 

 本補正予算の内容につきましては、説明資料36ページに記載してございますので、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82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82号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第５ 議案第８３号 

〇田村議長 日程第５、議案第83号 平成22年度浦幌町後期高齢者医療特別会計補正予算

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 28ページをごらんいただきたいと思います。議案第83号 平成22年度浦

幌町後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 平成22年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）は次に定めるところに

よる。 
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 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ49万1,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ7,060万3,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成22年９月６日提出、浦幌町長。 

 第１表、歳入歳出予算補正につきましては省略させていただきます。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総

括についても省略させていただきます。 

 本補正予算につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合からの保険料の還付等と一

般会計への繰出金に伴う補正内容でございます。 

 ２、歳入、３款１項１目繰越金45万7,000円を追加し、45万8,000円、１節前年度繰越金

45万7,000円の追加、これは前年度繰越金でございます。 

 ４款諸収入、２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金３万4,000円を追加し、８万

4,000円、１節保険料還付金３万4,000円の追加内容でございます。 

 ３、歳出、３款諸支出金、２項繰出金、１目他会計繰出金49万1,000円を追加し、49万

2,000円、28節繰出金49万1,000円の追加でございます。これは、一般会計への繰出金の内

容でございます。 

 本補正予算の内容につきましては、説明資料37ページに記載しておりますので、ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 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83号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第６ 議案第８４号 

〇田村議長 日程第６、議案第84号 平成22年度浦幌町介護保険特別会計補正予算を議題

といたします。 

 説明を求めます。 
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 町民課長。 

〇大山町民課長 32ページをごらんいただきたいと思います。議案第84号 平成22年度浦

幌町介護保険特別会計補正予算。 

 平成22年度浦幌町の介護保険特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,041万4,000円を追加し、歳入歳出の

総額を歳入歳出それぞれ５億8,769万7,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成22年９月６日提出、浦幌町長。 

 第１表、歳入歳出予算の補正につきましては省略させていただきます。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総

括についても省略させていただきます。 

 本補正予算につきましては、平成21年度介護給付費負担金、介護給付費交付金等の精算

に伴う補正内容でございます。 

 ２、歳入、４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金218万8,000円を追加し、１

億5,644万9,000円、２節過年度分218万8,000円の追加でございます。これにつきましては、

介護給付費交付金過年度分の追加でございます。 

 ６款繰入金、２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金345万3,000円を減額し、合計

でゼロでございます。１節介護給付費準備基金繰入金345万3,000円の更正減でございます。

これは、準備基金に対する繰入金の減額内容でございます。 

 ７款１項１目繰越金1,167万9,000円を追加し、1,170万9,000円、１節前年度繰越金

1,167万9,000円の追加でございます。これにつきましては、前年度よりの繰越金でござい

ます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。３、歳出、５款１項基金積立金、１目介護給

付費準備基金等積立金283万8,000円を追加し、293万8,000円、25節積立金283万8,000円の

追加でございます。介護給付費準備基金積立金の追加でございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金417万9,000円を追加し、418万円、

23節償還金、利子及び割引料417万9,000円の追加でございます。これにつきましては、償

還金の追加内容でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金339万7,000円を追加し、339万8,000円、28節繰出金339万

7,000円の一般会計繰出金の追加でございます。 

 本補正予算の内容につきましては、説明資料38ページに記載のとおりでございますので、

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） 
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〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第84号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第７ 議案第８５号 

〇田村議長 日程第７、議案第85号 平成22年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 37ページをごらんいただきたいと思います。議案第85号 平成22年

度浦幌町浦幌町立診療所特別会計補正予算。 

 平成22年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計補正予算（第２回）は次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ58万5,000円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ２億8,305万6,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成22年９月６日提出、浦幌町長。 

 38ページをごらんいただきたいと思います。第１表、歳入歳出予算補正は省略させてい

ただきます。 

 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましても省略させていた

だきます。 

 今回の補正予算の主な内容につきましては、放射線検査技師が６月末日をもって退職い

たしましたので、その後任について募集を行いましたが、採用に至らなかったため、本年

度に限っては放射線検査業務を委託業務としたことにより人件費等の組みかえを行うもの

と病棟処置室の心電図装置の更新を図る内容でございます。 

 40ページをごらん願います。２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金680万1,000円を減額し、１億2,856万8,000円、１節一般会計繰入金680万1,000円の

減額です。 
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 ２款１項１目繰越金738万6,000円を追加し、788万6,000円、１節前年度繰越金738万

6,000円の追加で、前年度繰越金の確定による追加でございます。 

 ３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費27万3,000円を追加し、4,377万1,000円、

11節需用費27万3,000円の追加、施設設備等の修繕でございます。 

 ２目医業費31万2,000円を追加し、１億9,509万9,000円、２節給料283万1,000円の更正減、

３節職員手当等93万1,000円の更正減、４節共済費127万3,000円、７節賃金80万円の追加、

13節委託料347万6,000円の追加、以上放射線技師退職に伴います人件費等の振りかえでご

ざいます。18節備品購入費107万1,000円、心電図自動解析装置の更新でございます。説明

資料につきましては39ページになります。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、放射線の技師が６月30日付で退職をされたということでございますが、

この退職の理由というのでしょうか、その辺について可能な部分、個人情報的な部分もあ

ろうかと思いますけれども、可能な部分までお教えをいただきたいというふうに思います。 

 また、それとそれに伴って給与、賃金等の組みかえをということでございますが、それ

によってこの給与もろもろがかなりの額が減額になっておる。そこによって80万円の技師

賃金ということでプラスされている。しかし、この委託料がまたふえているという、この

兼ね合いというのでしょうか。結局今後その辺のちょっと細かい部分、こうなることによ

って結局トータルではマイナスになっているというようなことになるのかなというふうに

思いますけれども、この辺ちょっと済みません。わかりやすく精査した中で説明をいま一

度いただければと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 まず、１点目の退職理由の関係でございますが、これはあくまでも

本人のプライバシーの問題もありますけれども、とりあえず簡単に言いますと郷里に就職

先が見つかったと、生まれ故郷に。そういうことで、この機会を逃しますと二度と戻れな

いということで今回何とかお許しをいただいて退職させていただきたいという理由でござ

いました。 

 それから、給料等の組みかえの内容でございますが、２節の給料から４節の共済費につ

きましては従前のレントゲン技師の人件費でございます。７節賃金、それから13節の委託

料につきましては追加ということになっておりまして、今回先ほど申し上げましたけれど

も、公募をしまして採用を考えていたのですけれども、採用には至らなかったという経過

がございまして、時期が７月から採用ということでありましたので、ちょうど一般的には

就職して３カ月たったころということで人材もなかなかいないという状況がございまし

た。そんなことで、今後追加募集をしてもなかなか希望者がいないということを見込みま
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して、本年度につきましては昨年から代替さんで来ていただいていました以前町立病院で

レントゲン技師をされている方に昨年まで代替の業務をお願いしたのですけれども、その

方が平日であればお手伝いできますよという返事をいただきましたので、その方は土日に

つきましてはほかの病院で勤務されていますので、そういう意味ではちょっとうちのほう

でも職員としては採用できないということで、そうしたら委託業務でお願いしたいという

ことで委託料の追加をお願いしております。それから、賃金につきましては日曜日の休日

の場合、これにつきましてもレントゲン技師が当日出勤いたしまして対応するのですけれ

ども、これにつきましては委託業務でお願いする方がほかの病院に行かれるということで、

これにつきましては帯広市の医療機関からレントゲン技師をお願いしまして代替職員とし

て来ていただくと。従来につきましては、もとの職員が時間外手当で勤務していたという

内容でございますので、本年度につきましては賃金で帯広市の医療機関から来るレントゲ

ン技師の経費を予算措置しているという内容でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 医師が郷里に帰るということであれば、これはいたし方のない、町にとって

は何とか引きとめたいところでもあったのでしょうけれども、これもいたし方のないとこ

ろなのかなというふうに思います。また、６月30日付でということになって７月からとい

うことで、なかなか時期的に半端な部分があったということですけれども、この部分につ

いて、ちょっと私も記憶しておりませんが、浦幌町にとって退職する、６月30日付だと退

職する何カ月前に退職のそういう部分、願いというのでしょうか、そういうものがあろう

と思うのです。事が事ですから、そんな急に言って急にという話にもならないと思います

から、ちょっとその辺の部分、その間の一応は公募をしたということで、その公募の仕方

というのでしょうか、どういうような形での募集のかけ方をしているのかという部分、そ

この部分についてはそれを最後に確認をしておきたいと思います。 

 それとまた、委託料、賃金、要するに平日、この委託料は平日の経費がこれだけかかっ

て、その80万は祭日だよと、簡単に言うとこういうようなことだろうというふうに思いま

す。金額的にもかなりの高いものになってしまうということなので、何とかこれは、今年

度はもうやむを得ずというのでしょうか、応急処置的な要素で割高になってもやむを得な

い、これはいないというわけにいきませんので、あれでしょうけれども、これ何としても

来年度からは、これまた来年度もいなければ結局またこの方法をとらざるを得ないという

ことでしょうから、やはりこの辺について、これ技師もそうですし、医師もそうですけれ

ども、これは本当に町長も前からいろいろとご苦労をされているということは認識してお

りますが、やはりその部分がすぐこの金銭的な部分に直結するということにおいては、や

はりこれまた何らかの方策はとっていかなければならないのかなと。ただ募集しました、

いませんでしたということにはなかなかならないのかなと思うのです。ですけれども、こ

れもやむを得ないところもあるのですけれども、やはりこの辺の考え方について、これに

ついても最後もう一度お聞きをしたいと思います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 採用、公募の関係でございますけれども、本人から申し出がありま

したのが５月の10日ごろだったと思います。６月いっぱいでやめたいということで１カ月

半ぐらいの期間があったのですけれども、その間で早急にこれは募集かけなければならな

いということで、町の広報あるいは町の回覧で公募をしまして、新聞広告も出しましたけ

れども、応募者が１人おりました。その方を面接しましたけれども、採用に至らなかった

という経過でございます。 

 それから、今後のことですけれども、お医者さんにつきましてもレントゲン技師さんに

ついても特殊な業務ということで、確保するためには非常に難しいことがございます。お

医者さんのほうは、町長のほうでも日ごろから努力されましてお話等は、いろいろ考えて

はいらっしゃると思いますけれども、レントゲン技師に限って私のほうから申し上げます

と、議会の定例会が終わりましたら早急にまた来年４月からの公募をかけまして、あとい

ない場合等も想定されますので、十勝にある検査技師会の協会もございますので、そうい

う協会等もちょっと照会をしながら、何としても４月１日から採用していきたいと、そう

いうふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 いろいろご苦労されることはわかりますが、何としても来年の４月からの部

分については、いろんな手づるを使いながら何とか確保するように私のほうからもお願い

をしておきたいと思います。 

 それで、最後に１点気になった部分が、５月10日にあって要するに６月末ですね。先ほ

ど言われたように１カ月半、これ余りにも短くないのでしょうかね。浦幌町の規約みたい

な形の中で、最低１カ月というような部分もありますけれども、この部分、この医師とか

こういった部分について、これはどうなの。浦幌町は１カ月ということになっているので

すかね。この辺の採用する上において、その辺はどうなっているのですか。この技師とか

医師とか、こういう部分で１カ月半というのは余りにも普通の一般の労働の部分とはちょ

っと違いますので、この１カ月半というのは余りにも短いというような認識を持つのです

が、町の規約、ちょっと済みません。私は認識していなかったのですけれども、今後採用

する上でもやはりそういった部分、こういうことは考えられますよね。実家に帰るだけで

なくてもいろんな部分、退職の部分というのは考えられますので、この辺というのは精査

しておく必要があるのかなと思いますので、今現在はどういうふうになっているのか、ま

たその辺の今後の考え方について、この部分について最後お聞きをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 医師につきましては、おおむね３カ月というふうで押さえております。
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レントゲン技師については町の職員でございますので、30日と押さえております。町の職

員については30日以内に言っていただくというふうになっております。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第85号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

〇田村議長 挙手多数であります。 

 よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第８ 同意第２号 

〇田村議長 日程第８、同意第２号 浦幌町教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについてを議題といたします。 

説明を求めます。 

町長。 

〇水澤町長 同意第２号 浦幌町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て。 

 浦幌町教育委員会委員松田泰一は、平成22年９月30日をもって任期満了となるので、浦

幌町教育委員会委員に次の者を任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第１項の規定により議会の同意を求める。 

平成22年９月６日提出、浦幌町長。 

松田泰一教育委員の再任につき同意を求めるものであります。生年月日、住所、職業、

略歴につきましては、再任でありますので省略をさせていただきたいと思います。任期に

つきましては、平成22年10月１日から平成26年９月30日までであります。どうぞ同意いた

だきますようよろしくお願い申し上げます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑、討論を省略し、同意第２号を採決

いたします。 

 この採決は、起立により行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、同意第２号は同意することに決定をいたしました。 
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    ◎日程第９ 同意第３号 

〇田村議長 日程第９、同意第３号 浦幌町教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについてを議題といたします。 

説明を求めます。 

町長。 

〇水澤町長 同意第３号 浦幌町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て。 

 浦幌町教育委員会委員木下容子は、平成22年９月30日をもって任期満了となるので、浦

幌町教育委員会委員に次の者を任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第１項の規定により議会の同意を求める。 

平成22年９月６日提出、浦幌町長。 

本件は、木下容子現教育委員の再任に同意を求めるものであります。再任でありますの

で、生年月日、住所、職業、略歴については省略させていただきます。任期につきまして

は、平成22年10月１日から平成26年９月30日までであります。どうぞ同意いただきますよ

う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、これより質疑、討論を省略し、同意第３号を採決

いたします。 

 この採決は、起立により行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立多数であります。 

 よって、同意第３号は同意することに決定をいたしました。 

 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。 

 

午後 ０時０９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。 

 

    ◎日程第１０ 認定第１号 

〇田村議長 日程第10、認定第１号 平成21年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定につい
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てを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 平成21年度の一般会計及び10特別会計につきまして提案させていただきま

す。説明資料につきましては、できるだけ詳細なものと心がけたつもりでありますので、

どうぞご審議いただくようお願い申し上げます。また、各決算書につきまして、決算書の

中身につきましては担当課長より説明させますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 総務課長。 

〇上村総務課長 認定第１号 平成21年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定について。 

 平成21年度浦幌町一般会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を求める。 

 平成22年９月６日提出、浦幌町長。 

 それでは最初に、地方自治法第233条第５項に基づく平成21年度予算執行の実績及び主要

な施策の成果報告書について説明いたします。 

 １ページをお開きください。平成 21年度会計別決算総括表。 

 予算現額、収入率、歳入歳出差引額は省略いたします。一般会計、歳入決算額 66億 881万

650 円、歳出決算額 64億 2,466万 1,239円、執行率 74.8％、繰越事業費繰越財源 1,538万

2,000円、実質収支額１億 6,876万 7,411円。 

 町有林野会計、9,496万 87円、8,906万 522円、99.6％、589万 9,565円。 

 模範牧場会計、１億 4,610万 9,974円、１億 4,426万 6,151円、99.7％、184万 3,823円。 

 国民健康保険事業会計、10億 4,349万 1,603円、９億 8,725万 5,033円、97.4％、5,623万

6,570円。 

 老人保健会計、435万 4,846円、424万 3,979円、97.5％、11万 867円。 

 後期高齢者医療会計、6,805万 3,346円、6,759万 4,988円、96.3％、45万 8,358円。 

 介護保険会計、５億 6,906万 6,548円、５億 5,735万 6,604円、95.7％、1,170万 9,944円。 

 浦幌町立診療所会計、３億 3,516 万 5,637 円、３億 2,727 万 9,247 円、98.9％、788 万

6,390円。 

 公共下水道会計、６億 5,974万 5,735円、６億 5,850万 7,363円、99.9％、123万 8,372円。 

 個別排水処理会計、5,162万 2,717円、5,090万 1,921円、99.0％、72万 796円。 

 簡易水道会計、４億 5,513万 1,122円、４億 5,311万 6,144円、96.9％、201万 4,978円。 

 計 100億 3,651万 2,265円、97億 6,424万 3,191円、81.3％、1,538万 2,000円、２億

5,688万 7,074円、以上の内容であります。 

 次に、２ページをお開きください。平成 21 年度、20 年度一般会計款別収入比較表。平

成21年度収入済額をもって説明しますので、よろしくお願いいたします。町税５億7,400万

417円、102.3％。地方譲与税１億 1,553万 2,881円、101.3％。利子割交付金 213万 6,000円、

89％。配当割交付金40万3,000円、100.8％。株式等譲渡所得割交付金17万2,000円、172％。

地方消費税交付金 5,846万 7,000円、106.3％。自動車取得税交付金 2,288万円、117.3％。
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地方特例交付金 707万 2,000円、100％。地方交付税 33億 4,554万 5,000円、102.2％。交

通安全対策特別交付金 132万 7,000円、110.6％。分担金及び負担金１億 8,469万 3,678円、

97.0％。使用料及び手数料１億4,394万5,639円、101.3％。国庫支出金９億4,264万1,276円、

34.8％。道支出金２億 688万 5,047円、98.4％。財産収入 4,506万 2,493円、102.8％。寄

附金1,874万5,359円、106.9％。繰入金519万132円、94.8％。繰越金１億6,536万7,607円、

100％。諸収入２億 9,520万 1,121円、100.3％。町債４億 7,354万 3,000円、61.1％。合

計 66億 881万 650円、77.0％、以上の内容であります。町民１人当たりの収入済額につい

ては記載のとおりでございますので、後からごらんおき願いたいと思います。 

次に、３ページ、平成 21年度、平成 20年度町税収入比較表。平成 21年度の収入済額を

もって説明いたしますので、よろしくお願いいたします。町民税、現年度課税分２億

5,860万 6,395円、98.9％、滞納繰越分 162万 3,295円、18.7％、計２億 6,022万 9,690円、

96.3％。固定資産税、現年度課税分２億6,186万9,000円、99.6％、滞納繰越分110万1,613円、

13.5％、計２億 6,297万 613円、97.1％。軽自動車税、現年度課税分 1,145万 3,800円、

100％、滞納繰越分８万 693円、60.1％、計 1,153万 4,493円、99.5％。町たばこ税、現年

度課税分 3,926万 5,621円、100％。計、現年度課税分５億 7,119万 4,816円、99.3％、滞

納繰越分 280万 5,601円、16.5％、計５億 7,400万 417円、97.0％の内容でございます。 

 次に、４ページをお開きください。平成 21年度、平成 20年度一般会計款別支出比較表。

平成 21年度の支出済額をもって説明いたしますので、よろしくお願いいたします。議会費、

支出済額 6,236 万 8,578 円、執行率 99.5％。総務費 19 億 732 万 5,292 円、61.2％。民生

費９億 7,568万 4,014円、98.4％。衛生費４億 9,308万 1,572円、99.1％。労働費 563万

3,596円、98.9％。農林水産業費４億 1,464万 7,946円、99.2％。商工費１億 683万 4,340円、

97.0％。土木費５億 2,985万 5,836円、98.5％。消防費２億 9,175万 6,654円、99.4％。

教育費７億 615万 7,604円、43.6％。災害復旧費 4,425万 8,390円、99.1％。公債費８億

8,705 万 3,417 円、99.8％。諸支出金 4,000 円、16.7％。予備費はゼロでございます。合

計で 64億 2,466万 1,239円、執行率は 74.8％となっています。 

 次に、５ページをお開きください。平成 21年度、平成 20年度一般会計節別支出比較表。

21 年度の支出済額をもって説明しますので、よろしくお願いいたします。報酬 7,078 万

7,950円、増減率 1.9％の増。給料４億 9,312万 7,714円、0.2％の増。職員手当２億 5,757万

3,289円、0.4％の増。共済費２億 7,357万 9,199円、9.7％の増。賃金 7,828万 2,625円、

6.1％の増。報償費 1,046万 7,978円、26.4％の増。旅費 1,125万 7,425円、7.7％の増。

交際費14万7,720円、29.6％の増。需用費２億7,206万5,220円、0.4％の増。役務費4,439万

2,606 円、12.4％の増。委託料４億 8,312 万 5,601 円、24.4％の増。使用料及び賃借料１

億 662万 7,048円、36.0％の増。工事請負費８億 891万 3,087円、146.8％の増。原材料費

667 万 9,929 円、143.8％の増。公有財産購入費 524 万 4,883 円、350.3％の増。備品購入

費１億 3,965万 875円、806.8％の増。負担金補助及び交付金 10億 5,599万 151円、39％

の増。扶助費２億 5,209万 9,965円、9.7％の増。貸付金 4,000万円、64.9％の減。補償補
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てん及び賠償金 635万 1,000円、22.5％の減。償還金利子及び割引料９億 862万 9,105円、

15.3％の減。投資及び出資金ゼロ、皆減ゼロです。積立金４億 1,123万 1,439円、48.4％

の増。公課費 155万 3,200円、22.3％の減。繰出金６億 8,688万 3,230円、0.6％の増。合

計 64億 2,466万 1,239円、18.3％の増になっています。 

 次に、６ページをお開きください。平成 21年度普通会計の収入の状況であります。これ

につきましては、臨時的経費と経常的経費に仕分けされていますが、それぞれ事業費の財

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

は、地方交付税の欄ですが、臨時的経費として取り扱われるものにつきましては一般財源

欄の２億 6,263万円が特別交付税でございます。経常経費として取り扱われるものについ

ては、一般財源欄の計の 30億 8,291万 5,000円については普通交付税であります。以降、

中段から分担金及び負担金から諸収入まで同様に仕分けされておりますが、表の下から２

行目の地方債の欄の臨時的経費の一般財源２億 7,184万 3,000円につきましては臨時財政

対策債でございます。これにつきましては、歳入合計欄の経常経費の一般財源欄 38 億

8,340 万 6,000 円とただいま申し上げました地方債の２億 7,184 万 3,000 円を足したもの

が経常経費に使える一般財源として取り扱われるものになっています。 

 次に、７ページの普通会計支出の状況でございますが、これにつきましても人件費の臨

時的経費は指定統計費、選挙費などの特定財源、国の補助基準を上回る部分の一般財源の

臨時的経費になり、ほかには経常経費となります。物件費以下につきましてもその年に起

こり得るもの等が臨時的経費として、またそれ以外が経常経費として取り扱われます。表

の中段より少し下の列に投資的経費につきまして臨時的経費として取り扱われ、12ページ

の平成 21 年度普通会計投資的経費内訳欄の一番上の２款１項２目情報推進管理費の庁内

ネットワークシステム機器更新事業の 2,971万 5,000円から 21ページの１目のその他公共

施設等災害応急費の６万 9,000円までの合計欄でこのページの中の太い線で囲んでありま

す投資的経費の合計が 14億 6,216万 7,000円で、この金額が７ページに戻りまして投資的

経費の決算額 14億 6,216万 7,000円と、これと同額になります。 

 次に、表の右端から５列目の経常収支比率でありますが、中ほどの表の支出合計の経常

経費の一般財源合計 34 億 7,467 万 3,000 円を歳入合計欄、経常経費の一般財源欄 38 億

8,340 万 6,000 円と地方債の一般財源２億 7,184 万 3,000 円を足したものを割ると経常経

費比率 83.6％になります。以上の内容でございます。 

 次に、８ページをお開きください。平成21年度末の地方債の状況でございます。一般会

計合計で申し上げます。平成20年度末現在高72億9,448万3,000円、21年度発行額４億

7,354万3,000円、平成21年度末現在高69億9,729万。次に、特別会計と一般会計を合計した

もので申し上げます。総合計でありますが、20年度の現在高が121億7,304万2,000円、21年

度の発行額が10億2,407万3,000円、元利償還額が17億4,839万5,000円、21年度末の現在高

が116億8,688万8,000円となっております。 

 次に、９ページでございますが、平成21年の基金の状況でございます。これにつきまし
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ても一般会計の合計で20年度末残高が11億1,051万9,000円、21年度末残高が15億1,995万

円、特別会計を含めた総合計が20年度末残高で11億9,034万6,000円、21年度末残高では16億

5,088万9,000円となっております。 

 次に、10ページをお開きください。債務負担行為の状況でございますが、平成21年度の

支出額が合計で１億9,800万6,000円、平成22年度以降支出予定額が５億9,101万9,000円と

の内容となっております。 

 次に、普通会計の財政指標の推移でございますが、11ページでございます。平成21年度

で申し上げます。標準財政規模、平成21年度41億706万4,000円。基準財政収入額６億944万

6,000円。基準財政需要額36億9,448万2,000円。財政力指数、３カ年平均0.171％、公債費

比率11.7％、起債制限比率、３カ年平均で10.5％、公債費負担比率17％、経常収支比率

83.6％、以上の内容になっています。 

 次に、12ページをお開きください。12ページから21ページにかけましては投資的経費の

内訳でございます。後ほどごらんおき願いたいと思います。 

 次に、21ページの次に水色のページ以降１ページから35ページにつきましては平成21年

度一般会計決算説明資料でございます。36ページから55ページまでについては特別会計決

算説明資料であります。ごらんおき願いたいと思います。また、55ページから次の水色の

ページ以降１ページから27ページまでについては監査委員から提出されました平成21年度

浦幌町各会計決算審査意見書でありますので、ごらんおき願いたいと思います。 

 以上で地方自治法第233条第５項に基づく平成21年度予算執行の実績及び主要な施策の

成果報告書の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたし

ます。 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 平成21年度浦幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定につきましては、本会議での

質疑を３回までとする会議規則第55条の規定を適用しないで審議を進めたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、平成21年度浦幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定については、会議規

則第55条の規定を適用しないで審議を進めることに決定いたしました。 

初めに、平成21年度浦幌町一般会計歳入歳出決算書、実質収支に関する調書の説明を求

めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 平成21年度浦幌町一般会計歳入歳出決算書、実質収支に関する調書。 

 区分、１、歳入総額66億881万650円、２、歳出総額64億2,466万1,239円、３、歳入歳出

差引額１億8,414万9,411円、４、翌年度へ繰り越すべき財源、（２）繰越明許費繰越額1,538万

2,000円、計、1,538万2,000円、５、実質収支額１億6,876万7,411円、６についてはござい
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ません。 

 以上で終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 審議に当たりましては、便宜上歳出から入りたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、歳出から審議に入ります。 

 説明につきましては、決算書の説明要領によりお願いをいたします。なお、質疑、答弁

は簡潔かつ的確にお願いをいたします。 

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

 議会事務局長。 

〇泉議会事務局長 決算書16ページをお開き願います。歳出、１款１項１目議会費、この

科目につきましては議会の運営に係る経費であります。特に説明を加える事項はありませ

ん。 

〇上村総務課長 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、この科目につきまして

は総務所管事務に係る経費及び庁舎管理、事務機械借り上げ等に要した科目であります。

補正の主なものにつきましては、人件費等の追加の内容であります。11節需用費、13節委

託料、14節使用料及び賃借料は、説明資料８ページに記載しております。 

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

政情報システム、庁内ネットワークシステム等に要した科目であります。補正の主なもの

につきましては、税務情報システム改修委託料、戸籍電算システム構築委託料の追加内容

であります。13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費につきましては、説明

資料８ページから10ページに記載しております。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ３目文書広報費、この科目は毎月１回発行している「広報う

らほろ」に係る費用でございます。執行率97.0％でございます。19節負担金、補助及び交

付金におきまして、札幌市で開催されました広報広聴技術研究会に出席した負担金を支出

しておりますが、本年度も同様に出席し、なおかつ北海道広報コンクールにおいて応募し、

広報写真の分で北海道町村会長賞に入選を果たしてございます。 

 以上でございます。 

〇賀下施設課長 ４目自動車管理費、この科目につきましては施設課で維持管理している

車両40台の経費でございます。車両内訳及び18節備品購入費につきましては、説明資料10ペ

ージに記載のとおりでございます。11節需用費につきましては、修繕費及び燃料費が主な

ものでございます。なお、不用額につきましては執行残によるものでございます。 

（「議長」の声あり） 

〇田村議長 ６番、差間議員。 
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〇差間議員 説明する場合、きちっとページ数を言ってほしいのですよ。ようやく見つけ

たら、もう次にいっていますから、何が何だかわかりませんから、お願いします。 

〇田村議長 それでは、説明員の方、そのようなことでひとつよろしくお願いいたします。 

〇上村総務課長 決算書を今説明していますので、よろしくお願いします。17ページ、５

目財産管理費、この科目につきましては公有財産の管理に要した科目であります。特に説

明する事項はありません。 

 ６目財政調整等基金費、この科目につきましては基金の積み立て等に要した科目であり

ます。特に説明はありません。 

〇鈴木まちづくり政策課長 18ページをごらんおき願います。７目企画費、この科目は第

３期まちづくり計画策定及び企画振興、町懸案事項、地域情報通信基盤整備事業、釧路産

炭地域新産業創造等事業助成に係る費用等でございます。15節工事請負費のうち10億590万

円につきましては、平成22年度に繰り越して執行されるものでございます。13節委託料、

19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料10ページに記載してございますの

で、ごらんおき願います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、企画費、第３期まちづくり計画についてお伺いをいたします。今は、

もうほとんど仕上げの段階まできているということだと思います。これに当たりまして、

私前にも質問させていただいた経緯がございますが、今もう制作、でき上がる段階におい

て各町民五十数名ですか、の委員があり、またそこからいろいろ分かれた中でのという話

を伺っておりますが、その今までの出席状況等、各委員会とか全部あると思いますが、こ

の辺の委員さんがどれだけの出席があっての今回のこの策定に当たっているのかというこ

と、まずこの辺をお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問に関してご説明をさせていただきたいと思

います。平成21年度におきましては、ただいまご指摘ございました審議会にかかわりまし

ては50名の方が委嘱をお願いし、携わっていただいてございます。その中で構成といたし

ましては、審議会全体の会議と、それから各部会、部会につきましては４部会ございまし

て、その部会構成の中で審議をいただいているという内容でございます。全体の審議会に

つきましては、平成21年度におきましては全体で３回、部会につきましては15回の開催を

見てございます。ただいま出席率につきましては、細かな数字は持ってきておりませんの

で、申しわけございませんけれども、ただ出席率につきましては非常に高い部分だという

ふうに聞いてございますので、ただいま申し上げました審議会３回、そしてなおかつ各部

会15回、それぞれ慎重な審議と議論を重ねていただいたということでございます。 
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〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 細かい数字は……そうですね。ということで、ただどうなのでしょうか。報

酬でいいますと、当初予算されている報酬ありますよね。当然その50名が全部出席すると

いうことが前提で報酬がされていると思うのです。その辺を考えると、大枠でもざっと６

割、７割とかというような部分というのはつかめるのではないかと思うのですが、いかが

ですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 企画費の報酬の関係で見ていただきたいのですけれども、予

算額58万1,000円に対しまして55万3,500円ということで執行率95.3％の執行を見てござい

ます。この数字でおわかりいただけますとおり、予算的にも当初の計画どおりの執行がで

きたということで、70％、80％以上の出席ではなかったのかなというふうにはとらえてお

ります。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 第２期まちづくり計画のときに比べると、第３期の部分については出席率が

大分いいのではないかなというふうに思っております。どういう形で出てくるのかという

部分がありますが、この辺についてはそういう出席率の中でまとめられているということ

でありますので、わかりました。 

 ただ、この部分の意見、出席された部分などの意見が、出てきたものに対したときの少

数意見というものも多々あろうかというふうに思っております。なかなか私たちには、で

き上がったものしか見えてこない部分があって、その審議の過程というものが見えてこな

いというところがあろうかというふうに思います。今後議会のほうに諮られますので、そ

の中でるる説明があろうかというふうに思いますが、ぜひその説明の中においてそういっ

た過程の部分というのでしょうか。できる限り詳細な部分、その辺の説明も求めたいとい

うふうに思いますので、これについてはまた今後出てきた、上程された時点でまた質問を

させていただきますので、その辺についてまずお願いをしたいというふうに思います。 

 続けてよろしいですね。それと、続いてもう一つ、企画費の部分で新産業の部分です。

これは、農協さんの雪室と木質ペレット、エムケイさんの部分とあります。これについて

も当初の金額と変わっている部分があろうかと思います。この金額が変更になっている部

分、減額になっているというふうに思いますが、この減額の内訳、内容について説明を求

めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまご質問があったとおりでございまして、当初の予定

と実績確定の中ではやはり差がございまして、助成金の額で申し上げますと当初は農協さ

んとエムケイさんと両者合わせまして１億5,310万円の助成金の当初の予定でございまし
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た。それが確定的に申し上げますと１億4,660万ということで約650万ほど落ちた形になっ

ております。 

（「その内訳」の声あり） 

〇鈴木まちづくり政策課長 内訳につきましては、事業費がそれぞれ当初合わせますと約

２億7,500万ほどであったのですけれども、結果、実績は執行によりまして残が生まれた形

で約２億3,950万といった形の事業費になりましたので、これに対する３分の２の助成とい

う形になりましたので、実績に基づいた助成金の確定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 その辺はわかるのですが、要するに当初これを申請するに当たって事業計画

があって、その中で金額が示されていると。要するにそこでそうすると、例えば農協さん

にしろ、エムケイさんにしろ、町から事業計画に基づいてこの事業が決定をされる。そし

て、そのされた上で今度は町ないしエムケイさんが業者にする時点で入札というのですか、

をかけて、その時点でそこで安い、Ａ社とＢ社があったらＢ社の安いほうにいったという

ようなその部分というのでしょうか、そこら辺の内容、当初の事業計画と違ってくる部分

のこの辺の内容をもう少し詳しく説明いただければなというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問の内容につきましてお答えさせていただき

たいと思います。農産物雪氷貯蔵庫の整備事業、１点目ですけれども、にかかわりまして

は農協が事業主体ということで、それに対する助成の内容でございます。このことにつき

ましては、ホクレン系統という中で施工がされたということでなっております。それから、

木質ペレット製造の施設整備につきましては、プラントそのものにつきましては町内では

施工ができないということで、これは町外の方ということでなっております。また、本体

工事、躯体工事、電気工事等々につきましては町内の業者が行っているというようなこと

で、それぞれ見積もり合わせという形になったと思いますけれども、その関係で執行残が

生まれ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 金額が少なくなっているわけですから、これに対しては、少なくなっている

ことに対して何の文句があるわけでもございません。ただ、今言われましたように、もと

もとの当初の事業計画が上がってきて、そこで審査会があってこれが決定をされていって

いるのですけれども、その事業計画の部分と業者との見積もり合わせをしたのかどうなの

か。下がっているからいいのですけれども、そこが事業計画、そもそも余り下がるという

ことになると、そもそもの事業計画というのがどういう形で出てきたのかなというような

疑問が生まれてまいります。 

 それと、それにしても少なくなっているのですから、それにこしたことはないのですが、

あとその事業をこの業者に要するに下請をさせる部分においてなのですけれども、結局こ
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れだけの金額の事業がされた上において、今も例えば木質ペレットについては、ペレット

自体は地元でできないのですけれども、それ以外のものは地元でしているというような部

分の、要するにこれだけの金額がどれだけ地元にお金が落ちて地域に対しての貢献があっ

たのかという部分についてお聞きをしたいと。要するに値が下がっていることはいいので

すけれども、過度な値引きをさせて金額が下がっているということでは本来の意味合いが

変わってくるのではないかなという気が私はいたしますので、そこら辺も含めてこれにつ

いての地元に対する地域の貢献、この辺について金額がどういう形になっているのか、農

協さん、エムケイさん、分けて詳細な説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 実績で申し上げたいと思います。農産物雪氷貯蔵庫整備事業

につきましては、先ほどもお話しさせていただきましたとおりホクレン系統の施工という

ことで全額が約１億2,860万ほどですけれども、実績としてはその額が発注されたという内

容でございます。また、木質ペレット製造施設整備事業につきましては木質ペレットプラ

ント、先ほども申し上げましたプラントにつきましては町外ということでおよそ7,800万、

その以外の残りにつきましておよそ3,300万ほどが町内の中で発注がされたということで

実績の報告をいただいてございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 ペレットのほうはわかりました。7,800万で地元に、要するにエムケイさんが

木質ペレット工場をつくることによって地域に、地元の貢献というのはつくるだけではな

いですから、今後もずっとありますけれども、まずこの建設に当たって地域に金が落ちて

いるというのですか。地域に貢献されたのは、エムケイさんについては300万だということ

ですね。そういうことでよろしいのですね。 

（「3,000万」の声あり） 

〇中尾議員 3,000万ということでよろしいのですね。そういうことですね。農協さんにつ

いては、ホクレン系のということですけれども、そのホクレンさんが受けて地元企業とい

うことの部分について、ホクレンさんにどんと一括でいっていますよね。そこから地元に

どれだけのお金が落ちているのかということ、そこら辺の調査というのはされていないの

でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 先ほどからもお話しさせていただいていますとおり、ホクレ

ン系統施工ということで、それが間接的に下請等の中で回ったかという形の中では、どれ

だけのものという金額も含めてにつきましては調査はしてございません。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 調査をしていないということですから。しかし、これ調査が私は必要だと思
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うのですが、いかがでしょうか。町の産炭の新産業ということで、これ8,000万以上のお金

ですよね。要するに３分の２ですから、浦幌町で１億2,000万からの事業があって、町から

の補助金が8,000万以上のお金が出ているわけですから、当然その中で地元企業に対して地

元でできるものはというような部分の配慮というものは当然必要であろうと思っていま

す。私が担当課長、今は前課長ですけれども、やはりそういった配慮というものは必要で

はないでしょうかというようなお話をさせていただいたときに、当然農協さんのほうにも

その旨のお願いというのでしょうか、その旨のことは言ってありますよというお話は聞い

ておりました。当然だと思うのです、それは。やはり町のお金がこれだけ出ていくわけで

すから。建てるだけが貢献ではないですけれども、当然今建てるに当たっても、今これだ

け厳しい時代に１億2,000万からの事業があるわけですから、そこに町のお金が8,000万以

上出ていくわけですから、それが少しでも地域に貢献されるような使われ方をされていく

ということが私は当然だと思うのです。その上において、今はされていないということで

すけれども、どうでしょうか。逆に言ったら、今後もされる予定はないでしょうか、いか

がでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問に関しまして、確かに下請のいわゆる間接

的に波及があるかどうかという部分について、こちらの部分としても調べたいという部分

は確かにあったと思います。その関係で、金額についてはまだ把握してございませんけれ

ども、２社ほどやはり受注を受けているという事実もございますので、あと発注者側、農

協さんですけれども、農協さんの発注者側としてどこまで押さえているかという部分も含

めて、今後農協さんのご理解とご協力をいただけるのであれば調査をしたいなというふう

に思ってございますし、今後についても同じようなことで進めたく思ってございますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今２社ほど下請がというようなお話がありました。私が聞いている中では３

社ほどあったのだというようなことは伺っております。その金額については、ここでは私

が聞いている部分については何ら根拠があるわけではありませんので、あえてこの議会と

いうこの場で申し上げることにはならないというふうに思っておりますが、余りにも少な

過ぎるというふうに……私のですよ。１億2,000万からの事業があり、町の補助金が8,000万

以上出ているのですよ。その中において地元に貢献される部分というのが余りにも少ない

という現実があるのではなかろうかなというふうに思います。また、中には金額が余りに

も安過ぎて下請ができなかったと、とてもこれではできないといってお断りをしたという

ようなお話も聞いております。これも私はすべて元請さんに、ホクレンさんの元請さんに

行って聞いてきているわけではありませんので、ましてや守秘義務もあるでしょうから。

しかし、こんなことでは、もし本当にこれがそういうことであるなら、これ地域にとって、
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町民にとって、8,000万からのお金が出て地域に貢献がされないということであれば、これ

農協さんが事業やる上でですよ、補助金をもらえば、後は自分だけがよければいいのだと、

地域なんか知ったことではないというようなことであったら、これはとんでもない話だと

私は思うのであります。私は１次産業、農業系についてはいろんな部分で、先ほどの模範

牧場もそうですけれども、いろんな畜産振興だ、農業振興だということで農業に対する補

助金というのは物すごくありますよね。今回の決算でも足したら何ぼになりますか。これ

すごくありますよ。だけれども、これは１次産業、農業振興だということで通ってきてい

るのです。通っているというか、認められるわけです。では、何でその農業振興、畜産も

含めて農業振興で１次産業だといってこれが認められるかといったら、その１次産業とい

う柱があって、この柱に付随してまたいろんな商工業だとか、いろんな部分の産業が成り

立っていく、柱があるから、だからこの柱をしっかり守らなければならないということで

地域の１次産業は守られるのです。その柱である農協さんのこの部分は、１億何ぼの事業

をやっておいて、補助金も8,000万以上ももらっておいて、後は知ったことではないのだと。

もうホクレンに任せたから、後は知らないのだと。地域にどれだけお金が落ちているか知

らないと。そんなことではこの１次産業、農業振興なんていうこんな理屈は通っていかな

いですよ、これは。私は、このことを強く訴えたいと思っているのです。 

 ですから、この部分についても私は今、今後調べたいというお話がありましたけれども、

この辺についてはしっかりと調べていただきたいというふうに思いますし、この状況につ

いてはやっぱりきちっとした場で説明もいただきたいというふうに思っております。やは

りこの部分の根本的な考え方がしっかりなされていないのに１次産業の振興だ、農業振興

だという形でお金をどんどん、どんどんつぎ込む。それに対して波及効果も何もないとい

うのであれば、これは農業にこんなにお金を使うということは賛成できなくなってくるの

ではないでしょうか。結局そういうことが町民からすると、農家なんかという形になって、

農家ばかりに何でそんなにしなければならないのだということに私はなっていくと思うの

です。そういうことがないように、お互いに１次産業という柱をもとにしてやっぱり町が

形成されていくわけですから、やはりそういった意識というものは、これは私はしっかり

持っていただかないと、これからの浦幌は農業が柱であることは間違いないわけですから、

ここをしっかり持っていただかないと一番最後に困るのは、一番最後の末端の農家さんが

そういう目で見られてしまうというような形になりかねないと思いますので、この辺につ

いてはくれぐれも厳しい目を今後向けていただきたいというふうに思います。 

 また、ペレットにつきましては、これは前の質問の中でも私しましたが、ペレットにつ

いては、ペレット自体もそうですが、林業振興にも当たるのだというような説明があった

と思います。要するに町有林の林地残材等を有効に使いながら、山にもいいのだと。山に

そういう林地残材を置かないことが町有林にもいいことになるのだと、それが林業振興に

も関連をしていくというようなお話があったというふうに思います。今現在町有林からこ

ういった形での林地残材の搬出がされて、町有林にとっていい形というのでしょうか、と
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いうのがとられているものなのかどうなのか、その辺の実績等について把握している範囲

でご説明いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 今のご質問の関係なのですが、私の知る限りではペレットの工場が開始

されてから町有林内の林地残材を使ったペレットということは、今の段階では聞いており

ません。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうすると、今現在はそういう状況までないのか。本来は議会でもその工場

の視察ということもちょっと計画はされていたのですけれども、まだしていないのですけ

れども、そうするとどうなのでしょうか。当初の説明では、そういったことも踏まえてペ

レット事業というものは認めていただきたいというような説明があったというふうに思っ

ております。当然だから今後町が、先日も町有林の売り払いの議決がされたりとかしてい

ますけれども、当然そういう中においてそういう林地残材というものが搬出するというよ

うな計画があるのではないのかなというふうに思うのですが、そこら辺いかがですか。そ

いう計画はないのですか。当初はそういう話されていました。そんな話していませんか。

いかがですか。私の勘違いですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 新産業のこの補助の関係につきましては、事業内容の審査については私

どものほうで中身を見ておりませんので、その内容の審査についてはちょっと私は定かで

はないのですけれども、今後林地残材につきましても、どうして使っていないのかなとい

うことでございますけれども、搬出に係る経費がかかるということから、林地残材につい

てはなかなか使いにくいということで今はないのかなと思っております。今後そういう林

地残材が使えるような体制になってくれば、十分使えるものかなと思っております。私の

とらえている段階では、今はそういう段階しかないので、ご理解を願いたいと思いますけ

れども。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も議事録をきちっと全部は見てきていないのですが、たしか課長が言われ

たと思うのですよ、それ。私がこのペレットを認めてくれと。要するにこのペレット工場

7,000万、１億からの事業で３分の２で六千何ぼ、約7,000万からの補助金が出るのだと。

そのときに町としては、例えば留真温泉にも、ではペレット工場、今町の金が7,000万もか

けて工場をつくったって留真温泉に使うわけではない。中学校はちょっと使ってもらうこ

とになりましたけれども、そういう使う予定もない工場に何で7,000万も出さなければなら

ないのですかと。町が今後そのペレットでやったやつを温泉とか、そういうものに使って

いくというのなら、この工場に7,000万も出す意味がわかりますが、そういう計画がないペ
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レットに何で7,000万も出さなければいけないのですかというお話をしたときに、町有林の

そういったものも出していくということは、要するに今までは切ったら木の残骸みたいな

ものが山に残っていて、そういうところに要するにネズミだとかそういうことが、いろい

ろ虫がわいたりとかしてそれで山に置かないのだと。だから、そういったものも搬出する

ということは森づくりにもなるのだと。町の町有林、町の財産のためにもなるのだと。そ

んな観点からもこの事業には意義があるのだというような説明があったと。課長、ちょっ

とこれ私の勘違いなのですかね。ちょっと今首ひねられているので、多分これ以上お話し

してもあれなのかと思います。ただ、どちらにしても私はそういう認識をしておりました。

だからこそ、この町のお金が7,000万も出ていくということに意味が発生するというふうに

思っています。 

 ですから、やはり私はそういった意味で、町が今後このペレットを使う予定がないわけ

ですから、今。温泉もチップですし、それ以外、例えばこの役場だとかこういうところも、

足寄とかの先進的なところは、先駆でやっているところは庁舎のボイラーとかを全部ペレ

ットでやったりとかしているではないですか。今町も何ぼですか、補助金出しましたよね、

太陽光とね。それでいっても、それでも全然間に合っていかないではないですか。だから、

やっぱりそういった部分においては、私はそういったことも必要だというふうに逆にいっ

たら思いますし、やっぱりそういった取り組みというのは、今言われたようにそういうも

のをするということは経費がかかるのです。だから、やっぱりそういったものをやる上で

は、それを売り払いもする上においてそういったものを出すような計画というものもとっ

て森づくり、森林づくりというものとを加味した中でこのペレット工場をうまく利用され

ていかないと、この7,000万のが生きてこないのではないかなというふうに私は思うのです

が、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問に関しまして、町有林がかかわって森づく

りになっていくだろうということで、可能性があるというようなことで説明がされたとい

うふうに思ってございます。 

 １点、この事業がその申請に基づいて行われているかどうかという部分がやはり大きな

部分がございます。このことに関しましては、あくまでも基金でございますので、この基

金にかかわっては国の会計検査の対象にもなっておりますし、また社団法人ですけれども、

北海道産炭地域振興センター、このセンターが随時現況調査を行うというふうになってお

りますので、そのセンターとも連絡をとりながら、この事業申請がそのとおり行われてい

るかどうか、このことについてもやはり今後指導の中でセンターと連絡をとりながら進め

ていきたいというふうに思ってございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 質疑がないようなので、次に18目定額給付金給付事業費までの説明を求めま

す。 

 上浦幌支所長。 

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

ましては上浦幌支所の業務にかかわる経費でございます。特に説明する事項はございませ

ん。 

〇上村総務課長 ９目公平委員会費、この科目につきましては公平委員３名に要した科目

であります。特に説明する事項はありません。 

〇大山町民課長 10目生活安全推進費、この目につきましては交通安全推進事業及び防犯

推進事業並びに消費者保護対策事業を通じて町民の安全、安心を確保するために日ごろよ

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

動の日数につきましては延べ44日、総出動人員につきましては延べ100人、総出動時間につ

きましては207時間の内容でございます。防犯指導員につきましては17名による啓発、巡視、

活動日数につきましては延べ140日、総出動人員につきましては延べ354人でございます。

総出動時間685時間の内容でございます。18節備品購入費につきましては、消費者行政活性

化事業によります消費者相談に係る必要な情報収集の環境を整備するために整備した備品

の購入でございます。内容につきましては、一般会計決算説明資料11ページに記載のとお

りでございます。19節負担金、補助及び交付金のうち補助金につきましては、一般会計説

明資料11ページに記載のとおりでございます。 

〇亀山教育次長 11目成人式費、この目につきましては平成22年成人式に要した経費で、

対象者71名中46名が出席し、出席率は64.8％でございました。 

〇上村総務課長 19ページをお開きください。12目職員厚生費、この科目につきましては

職員の福利厚生、職員研修に要した科目であります。14節使用料及び賃借料は、説明資料

11ページに記載しております。 

 13目諸費、この科目につきましては行政区の振興、地域会館及びコミュニティセンター

に要した科目並びに各種団体の負担金、補助金等に要した科目であります。補正の主なも

のにつきましては、19節負担金、補助及び交付金、生活交通バス運行補助金、コミュニテ

ィ助成事業交付金の追加内容であります。13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費、

19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料11ページから12ページに記載して

おります。 

 14目開町110年記念事業費、平成21年６月５日実施に係る開町110年記念式典に要した目

でございます。 

〇鈴木まちづくり政策課長 20ページをお開き願います。15目地域活性化・経済危機対策

臨時交付金事業費、この目につきましては地球温暖化対策、少子高齢化社会の対応、安全

安心の実現、将来に向けた地域の実情に応じる事業を積極的に実施できるよう国庫から交

付金が交付される事業でございます。執行率99.9％になってございます。12節役務費から
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19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料12ページ、13ページに記載のとお

りでございます。 

 16目地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費、地方公共団体におけるきめ細かなイン

フラ整備等を支援する交付金として国庫から交付される事業でございます。この科目につ

きましては、平成22年度に繰り越しするものでございます。なお、財源といたしましては

国庫支出金が１億5,350万となってございます。この事業につきましては、31事業の予定と

なっております。 

 17目地域活性化・生活対策臨時交付金事業費、世界的な金融不安やそれらに起因した国

内の景気減速が中小企業や国民生活に不安を広げる中、不安を解消し、地域景気後退下で

の住民の不安に対処するため、住民への生活支援と地域経済活性化を推進するため給付金

を給付する事業でございます。平成20年度からの繰り越し事業でございます。執行率

98.1％、平成20年度実績も含めまして2,474世帯、5,894人の方に給付を行ってございます。

なお、給付に係る19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料15ページに記載

のとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、１点目、諸費の行政区長、行政区の関係につきまして、前回もこれに

ついては行政区の合併等について私は質問をさせていただきました。そのときに、今後も

これについては推進をしていくのだというようなお話がありました。それから状況を見ま

すと、今のところは何も動いていないというような形だと思いますし、私もあえておさま

っているものを無理無理ひっつけるということは賛成はしないのでありますが、前回も言

ったのですが、あくまでも町の条例では50という条例が町内あるものですから、やはり前

回したときにその50という条例があるのだよということを言われたので、ああ、それでは

しなければならないのだなといってしたところとしなかったところ、結局ああ、そうなの

だと正直にやったところとやらなかったところというのが、正直者がばかを見るという、

一緒になってばかを見たということではないですけれども、やっぱりそういうことではい

けないと思うのです。だから、やっぱりその辺のことを前回も申し上げて、今言ったよう

に無理無理ひっつけるわけにはいかないけれども、これについては今後も推進をしていく

のだというような前回答弁をいただいたと思うのですが、それからその後の取り組み方に

ついてまず説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 実数的に申しますと、合併にかかわりましては平成19年から

20年と２カ年という部分で大きく６つの行政区が合併されております。その後、大きな動

きはないわけでございますけれども、ただ50戸、20戸という中で規則的に縛られた形で画
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一的にはなかなか難しいというふうなことも聞いてございます。また、行政区によりまし

てはいろんな事情があって合併の部分としても少しずつ声が上がっているようなところも

あるというふうに聞いておりますので、やはりある面では行政区の尊重という部分は欠か

せないものでございますから、それらの情報を集めた中で積極的な、矛盾するかもしれま

せんけれども、情報を集めた中で合併再編に向けては事務手続をしていきたいなというこ

とで考えております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 前回もそのような答弁だったというふうに思うのです。確かに実質言ったよ

うに強制的にできないものですから、確かに行政区のほうから、いやいや、実はしたいの

だけれどもというようなことでも言ってくれば、これは町としてもいろんな手だてのしよ

うがあるのでしょうけれども、こちらからあなたとあなたはひっつきなさいというような

ことにはなかなかならないわけですから、これは難しい部分というのも重々わかります。

しかし、実際今現在なかなか膠着状態というようなことも現実的にあると。これお金を出

したからいいということではないのかもしれませんけれども、当初したときには５年間で

したか、補助ありましたね。減額にならないような形でありましたよね。だから、今のエ

コポイントではないですけれども、何がしかのそういった呼び水的な要素を持つことによ

って、またそういうちょっとどうしようかと思っている人方がどうせするならというよう

なこともあるのかもしれませんし、やはり何がしかの町としてもそういうアクションをと

っていく必要というのはあるのかなと。現実的に本当に50戸、20戸という部分もあります

けれども、本当に現実的に行政区がいろんな部分で行政区として賄っていけている形にな

っているのかどうなのかというような調査というものもやはり必要になってくるのではな

いのかなと。だから、やっぱりこうならないので、合併なりという手を打つことが必要で

はないかというようなことで、やはりそういった現状というものの把握もしていく必要が

あるのではないかというふうに私は、待っているだけではなかなか事が相変わらずという

形になろうかなと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問に関して説明させていただきたいと思いま

す。お金のことでいいますと、合併再編がなったところに交付している特例分というのも

確かにございます。ただ、これも期限が規則的に決められております。このこともやはり

いろんな意味で検討しなければいけないかなというふうにも考えているところでございま

す。また、あわせてどういう形態が果たして望ましいのかというなかなか難しい部分があ

りますけれども、地域の実情等も踏まえた中でできる調査が考えられればしてまいりたい

なと思ってございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そういったことで積極的な取り組みを、ぜひ行政のほうからの取り組みを願
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いたいと思います。 

 それと、もう一点、質問が変わりますけれども、プレミアム商品券がありました。第１

弾、第２弾、第３弾という形の中でありました。このプレミアム商品券、この部分につい

ての事業の効果的な部分について町としてどのようにとらえているのか、まずこの点をお

伺いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 プレミアム商品券につきましては、20年度を皮切りに第３弾ということ

でやっております。実績につきましては、第２弾の平成21年４月１日から平成21年６月30日

の販売総額が8,866万5,000円を販売しておりまして販売達成率が65.3％、それから回収率

99.8％ということでなっております。上浦幌地区、それから厚内地区、それから商工会館

等でそれぞれ販売をした中で実施をしておりますけれども、実際どれだけの経済効果があ

ったということでございますけれども、それなりの販売実績があったということで、継続

されるような、そういう事業ではなかったということもありますけれども、その時期にお

いての実績、それなりの商店街の実績があったのではないかというふうにとらえておりま

す。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今それなりのということでございますけれども、やはりこれも商工会を通し

て商工振興ということで第３弾まで、これは国のほうからのいろんな補助の関係もありま

したので、そういったものを有効に使いながらということですが、これなかなかやっぱり

地域の商工業、商店もかなり冷え込んでいる現状の中において、やはりこれもこのプレミ

アムという部分については浦幌だけでなく各いろんな自治体、町村でやられた中で上がっ

ています。 

 それで、やはりただお金を配ってその分を町民に還元をしたのだということだけでは、

これではやっぱり意味合いが薄れていくというふうに思うのであります。商工会にしても

こうやって町で補助をつけてくれるということは、これはありがたい話で決して文句の出

るものではないのですけれども、やはりそういうようなこういったことを踏まえて地元の

購買がどういう形になっていくのか、要するにそういう地域との価格差だけでよそに逃げ

ている部分というものが町内にとどめられる要素があるものなのかどうなのか等々をやは

りこれはお金を出した以上はそういった部分の精査というものも商工会と一緒になって成

果について調査をする必要があろうと。だから、今言われたように八千何がし、もう9,000万

近くのものが町内に出ているわけですから、それなりに効果があったのは間違いないので

す。ただ、そのそれなりをもうちょっと詰めていく必要があるのではないかと。それによ

っては、その効果によっての中身が例えばある一定の業者に固まってしまっているだとか、

そういうような部分があるのであれば、やはりこの事業というものは少し欠点があるよう

にも思えますし、ある程度満遍なくいい形になっているのであれば、これは国の方策を抜
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きにしても町としてもやはり何がしかを考えていくような部分というのはあってもいいの

ではないのかなというふうに思います。だから、そういったことを検討する上でもやはり

せっかくお金を出したから、国から来たからお金を出したからそれで終わりではなくて、

やはりその中身をもうちょっと詰めていく必要というものは、私は商工会を踏まえて必要

性がある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。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 今回のこのプレミアム商品券の販売に関しまして各業種、商店の種類に

よって商工会でそれなりの実績をつかんでいるということで、今手元にはないのですが、

どこが一番販売というか、利用された店というのは、それは確かにつかんでいるというこ

とで、最初の販売であれば家電関係、それから日用雑貨的なものが多かったということを

聞いております。そして、ある程度プレミアム商品券の中でどこでも使えるということで

やっていましたので、借金に使ったということもある程度ちょっと聞いております。そう

いう意味からいうと、借金は別にして町外の流出には非常に効果があったのかなと思って

おります。この第１弾、第２弾、第３弾やっておりますけれども、その後これをどういう

ふうにつながっていくのかということについては、非常に課題がたくさんあるのかなと思

いますけれども、商工会とも分析した中で何か違う方策があればということも協議をしな

がら考えていかなければならないのかなというふうには思っております。 

〇田村議長 11番、岸田議員。 

〇岸田議員 13目の諸費、19節の負担金及び補助金及び交付金のかかわりです。この中の

地方バス路線運行対策事業補助金なのですけれども、釧路、帯広間を通っております都市

間の急行、特急バス運行について利用者がどれくらいおるのか教えてほしいのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 昨年の１年間の実績でございます。という質問だと思います

けれども、釧路から帯広までの都市間急行バス、特急バスと言われております。この件に

つきましては、年間で輸送人員が１万3,263人、１日当たり輸送人員が36.3人、365日での

割り返しですけれども、１便あたり輸送人員が9.1人というふうに十勝バス、釧路バス、双

方からの資料でいただいてございます。ただ、浦幌からの乗車につきましては把握はして

いないということなものですから、その情報は得てはいないのですけれども、一応釧路か

ら帯広の中での数字ということで聞いている数字でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に６項１目監査委員費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 ２項徴税費、１目税務総務費、この目につきましては20ページ、21ペー
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ジをごらんいただきたいと思います。委員３名に係ります固定資産評価審査委員会の運営

に係る経費及び税務業務に携わる職員の人件費等に要する経費でございます。特に説明は

ございません。 

 次に、21ページでございます。２目賦課徴収費、この目につきましては町税の課税、徴

収業務に係る事務的経費等でございます。13節委託料は、一般会計決算説明資料15ページ

に記載のとおりでございます。このほかに固定資産管理システム等に係る保守委託料が

31万5,000円がございます。23節償還金、利子及び割引料は、過納によります過年度分町道

民税４個人及び決算確定に伴います法人町民税15法人に係る還付金及び還付加算金でござ

います。 

 次、３項１目戸籍住民登録費、この目につきましては戸籍住民登録等の窓口業務に係る

経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

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

委員会及び選挙管理委員４名に要した科目であります。13節委託料、14節使用料及び賃借

料、19節負担金、補助及び交付金、説明資料15ページに記載しております。 

 次のページ、22ページ、２目衆議院議員選挙費、この科目につきましては平成21年８月

30日投票の衆議院議員選挙に要した科目であります。14節使用料及び賃借料につきまして

は、説明資料14ページに記載しております。 

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

１目統計調査総務費、本科目に係りましては統計に係る管理費で、主に人件費の内容とな

ってございます。執行率99.9％の内容でございます。 

 ２目指定統計調査費、この科目につきましては法律に基づく指定統計に係る事務費で、

特に説明することはございません。 

 以上でございます。 

〇泉議会事務局長 23ページをお開き願います。６項１目監査委員費、この科目につきま

しては監査の運営に係る経費でございます。特に説明を加える事項はございません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に３款１項７目後期高齢者医療費までの説明を

求めます。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 23ページをごらんいただきます。３款民生費、１項社会福祉費、１

目社会福祉総務費、この目につきましては障害者福祉を含む社会福祉全般に要する経費で

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

つきましては、説明資料16ページに記載しております。13節委託料、19節負担金、補助及

び交付金、20節扶助費の不用額につきましては、身体障害者等に対する給付費等に係る執
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行残です。28節繰出金につきましては、国保会計保険基盤安定軽減分の繰出金でございま

す。 

〇大山町民課長 ２目国民年金事務費、この目につきましては国民年金事務及び国民年金

制度の啓発活動に係る経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

〇広瀬保健福祉課長 ３目厚生委員費、民生委員、児童委員24名の活動に要した経費でご

ざいます。13節委託料につきましては、社会調査委託料として１人５万8,200円、北海道か

らの委託料として支出しております。 

 24ページをごらん願います。４目青少年健全育成費、青少年問題協議会及び少年補導委

員会等、青少年健全育成等の活動に要した経費でございます。 

 ５目社会福祉施設費、浜厚内生活館管理及びアイヌ生活相談員に要した経費でございま

す。 

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

重度心身障害者51名、障害老人137名、ひとり親家庭等の親47名、子ども69名の医療費に対

します助成に要する経費でございます。20節扶助費は、一般会計決算説明資料16ページに

記載のとおりでございます。 

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

負担すべき広域連合への医療給付費負担金及び後期高齢者医療特別会計に対する繰出金に

要する経費で、そのうち保険基盤安定繰出金につきましては北海道から４分の３の率で支

出金が拠出されております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、野村議員。 

〇野村議員 ページ数でいくと23ページの民生費の社会総務費の扶助費、ここに当たるか

と思いますけれども、ちょっとよくわからないので、ここの項目で聞くわけですけれども、

実は今年の２月の28日に津波、チリにおける地震で津波がありまして、町は災害対策本部

を設置して、そして特に厚内、十勝太地区の住民には津波の関係で避難勧告を出されたと

いうことで、なぜこれを保健福祉で私お伺いするかというと、そのときの事例が私も最近

聞いたのですけれども、町が避難勧告を出したと。それで、高台地区だとか津波に対する

避難誘導を町職員、また消防団、また消防職員が出て行われたと。その中で、町民の１人

が在宅でベッドで、はっきり言っていろんな形で個人で動けないという形で、その人たち

の避難についても当然避難勧告ですから行かれたのですけれども、そこでお伺いすると避

難場所には、今現在ベッドで寝たきり老人だということで聞いています。避難場所に行っ

てもそれら施設がなくて、ちょっと移動だとか、また避難場所へ行ったときにそのような

施設がないので避難できないというやりとりがあって、最終的に12時８分に消防車が出動

しまして、そしてはまなす園まで誘導しまして、はまなす園で１日ですか、ショートステ

イというのですか、行ったということで、現場で判断し消防車を要請して、そして施設に
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置いたということはよろしいのですけれども、その後はまなす園から本人のほうに、家族

のほうに１日のショートステイというのですか、この１日泊まった分の費用の請求が入っ

ていたというのです。町が避難勧告を出し、町の指示で避難場所にはそういう施設がない

からということで適当なところへ移しながら、終わった後にその場所、はまなす園から１

日の費用を請求したという経緯があるのです。後に調べますと、本人から町にアピールが

ありまして、町でその経費を負担したということで、それがたしかこの保健福祉の扶助費

のほうに入るのですけれども、これの事実関係、流れから一連の状況をお伺いしたいと思

うのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 社会福祉に入りましたので、完全にこの目については後ほど説明します

老人福祉施設の扶助費だと思いますけれども、質問がございました。今ご指摘があったと

おりの流れでございます。この関係については、対策本部で本人の負担分について事前に

保健福祉課のほうに請求を出す段階に指示をしていなかったという形で、１割負担の分が

本人に請求いったという事実確認はしています。その関係については、ホームヘルパーが

行ったときにこういう請求書が来たという事実の中で、それは災害対策本部で持ちたいと

いうことで本人の了解のもとで請求については私のほうで本部のほうへ出してくれという

ことで社会福祉協議会のヘルパーさんが本人から預かってきたという形でございます。 

 なお、災害対策本部の中で避難勧告をした中身で本人を避難させたのだから、当然本人

の１割負担が請求いくのがおかしいと、それはそのとおりだと私は思っていますし、本人

に不快な迷惑をかけたというのは事実だと思っています。今後これらについては、災害対

策本部の中でそういう公共施設の中の１割負担が生じる場合についてのきちっとした連絡

体制、それから請求体制…… 

〇田村議長 休憩をとります。申しわけありません。地震のようなので。 

 審議の途中でございますけれども、暫時休憩をしたいと思います。 

 

午後 ２時５０分  休憩 

午後 ３時１０分  再開 

 

〇田村議長 審議の途中でございましたけれども、引き続き審議を続けたいと思います。

よろしくお願いします。休憩を解きます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 ２月27日、チリ中部沖地震に際しまして災害対策本部を設置し、それぞ

れ避難勧告した中身で厚内の住民の避難勧告の中ではまなす園のほうを利用された方がい

ます。そういったことで、その費用の負担の関係についてのご質問があったというふうに

とらえております。その関係につきましては、通常ですと公共施設、はまなす園を利用し
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ますと本人負担が１割発生するわけでございますが、本来ですと災害対策本部を設置して

おりまして避難勧告を出している以上は、その１割負担については災害対策本部で持たな

ければならないお金だと思っています。今回その１割負担について、この方は常時施設を

利用している方で、その中で災害対策の部分も含めた中で請求を出してしまったというこ

とに対しては深くおわびをしたいというふうに思っています。今後災害対策本部の中で当

然公共施設、要するに自己負担が生ずる関係については、災害対策本部で持つというもの

を徹底した中で救護班であります保健福祉課と連携を密にした中で誤った請求をしないよ

うな体制づくりをしていきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いいたしま

す。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 質問の途中でタイミングよく地震がありました。今聞いたら津波は起こらな

いということで、まず一安心でございますけれども、今説明あったとおり結局事務的なや

っぱり行政のミスだということは今謝っていただきました。今後についてもこのような事

例があれば、やはり災害対策本部ですべてフォローするのだということでございます。そ

の辺の判断も結局現場に行かなければ、果たして緊急車両が必要なのか、その避難先、た

またま今年もこの災害における防災マップが全町民に配られています。ただ、これについ

ては、こういうときにはこのぐらいの地域に、エリアに災害、水害、それから津波が来ま

すよということで、それからあとどのような対策をとるかということはまだなされていな

いわけですよね。その辺の周知というか、今言ったようにエリアはそんなに広くないわけ

ですから、いざそういう事態のあったときにはどこの地区のだれだれがそのような可能性

があるということに対しては、やはり行政として、また災害本部を立ち上げたこととして

その辺の指示も出しながら、なおかつ今言ったように搬送が必要だということになれば、

やっぱりちょっと搬送するときに当然家族なり本人なり、その辺のきちっとフォローアッ

プもしなければならないと思うのですけれども、この辺の把握と今後の対応についてはど

のような対策を考えてあるかだけ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。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 災害対策の弱者と言われている方については、保健福祉のほうで台帳を

押さえている中身がございます。当然災害対策本部が生じたときに、その救護班の中で台

帳そのものをコピーし、また本部の中で地図を確認しながら現場に行く人間に対しても指

示をしたりしていますが、その中でやはりどこに避難させるかというのが一番問題になる

と思います。特にそういう寝たきり老人の場合、公共施設にその対応をするベッドがあれ

ばいいのですが、ないものですから、今回みたいな公共施設を消防署にお願いして利用す

る形になりました。今後についてもそれらのことを踏まえた中で、やはりその台帳も含め

た中で、この方はこうだというものは確かに持てないのです。その対策本部の中で、そこ

の地域に派遣されて、避難勧告の中で職員を派遣した中で、やはり本人の意思というもの
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があるものです。こういういろんな危険箇所、避難箇所等も当然示した中でマップをして

おりますけれども、やはり本人の意識高揚を含めた中で今後も十分協議していかなければ

ならないというふうに思っております。そういった形で、それらも含めた中で災害対策本

部の中で整理をした中でそういう災害弱者についての今後対応について十分詰めていかな

ければならない問題だなというふうに思っていますので、ご理解を賜りたいと思います。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 今までの対応とこれからの考え方も今お伺いしました。そこで、問題なのは

私がここで質問をした……正式には申しわけございません。ちょっと科目が間違ったよう

だけれども、何か老人福祉施設費のほうらしいのですけれども、ちょっと早まって申しわ

けないですけれども、今後やっぱりそういう形で災害対策費というのは勘定科目としてあ

りますけれども、実際起こってからの予算づけみたいな形になるわけですね。当然施設的

には、今言ったように町の施設ですから、後でも経理的にはどうでもなるけれども、勘定

科目として基本的には私ここで整理するのはちょっとおかしいのかなと。やはり災害が起

こった全般にかかわる、特に土木工事だとか、いろんなそういうことは当然災害復旧費で

出てくるだろうけれども、こういう人的な問題もやはり災害が起因して起こったことに対

しての会計処理、負担処理ということは今後あるということも前提に置いてこの予算措置

も必要かと思うのですけれども、最後にこれ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。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 本来であれば、災害対策費の中で持たなければならないものでございま

す。そういう中で、応急的な形の中で予算から扶助費というものも当然持っていなかった

というのが事実です。そういったことのやはり本人が避難したときに公共施設なり、そう

いう社会福祉施設に避難した場合の負担が生じるということで、本来的には災害対策費の

中で扶助費の中で１割負担の部分は見なければならないという形だろうと、こういうふう

に思っています。そういったことも含めながら、今回たまたま老人福祉施設費の扶助費の

中で総体的な町の９割負担分が、ショートステイの９割負担分がある中で１日の部分の本

人負担分をそこで賄ったというのはやはり問題が生じるのだろうというふうに思っていま

す。災害が起きたときに、当然後から払うものですから、その科目を補正した中で当然整

理をしなければならないというふうに思っていますので、今後は災害対策費の中でそうい

う整理の仕方をしていきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 私は、全くこの２月28日のチリ沖地震が、同じような中身になるかと思いま

すけれども、この時点でいわゆる厚内、海岸線ですから、避難をしなさいという指導があ

ったと。それで、浜の５区、いわゆる１区から５区まである中で５区は約30名くらいの方

が高台に避難をしていたと。それで、すぐ厚内のほうに行くと、またこの日が公民館まつ

りなのです、厚内の。そして、サイレンはばんばん、ばんばん鳴って、津波警報ですから、
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ラジオ、テレビ等にもどんどん、どんどんそういう情報が入ってきていました。だけれど

も、１年に１回のお祭りですから、消防の方も警察の方もみんな来ていまして、港に近づ

くのでないよという指導をどんどん、どんどんやっていると。そして、浜のほうにはすぐ

避難しなさい、すぐ避難しなさいと、そういう指導もしておりました。そして、この中で

俗に言う市街地区のじいさん、ばあさん３人が公民館に避難したのです。だけれども、公

民館はお祭りの最中ですから、どういうことか皆さん想像すればわかると思いますけれど

も、奥のほうに入って、毛布をしょっていって行ったそうですから、そこで休んでいたと。

私これを聞いて、見て、この津波警報が出て沿岸はもう人は立ち寄ってはだめだと。何か

命令指揮系統がこのときはちょっとどうなったのだろうと。片一方はサイレン鳴っている、

片一方は踊り踊っているのですから。１年に１回のお祭りということもありまして、その

点やはり行政はきちっとした命令系統を持って、万が一、実際チリ津波ですから、上がっ

てしまうので、人が亡くなる可能性があると。そういうこともありまして、これは私が言

うまでもなく、本来ですと消防署長いれば聞きたかったのですけれども、だれかこれに答

えられる人いれば、質問というのは指揮命令系統です。こういうふうになったら、こうな

るというのはどういうのを通じてやるの。サイレン鳴らしてやるのか。最も池田の警察が

来ていまして、浦幌の消防本部も来ていますから、やはりもう少しはっきりした、公民館

まつりをやめれとまでは言いませんけれども、そういうような危険性がはらんでいると。

そういうことをちょっとお聞きしたいと思っています。だれかこれに対して対応できる方

いたら、教えてほしいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 今ご指摘があった関係については、当日厚内公民館まつりが行われたと

いうふうに記憶しております。当然当日は避難勧告を発令させていただいておりますので、

防災行政無線並びに消防の広報車等による広報、また職員による避難勧告により地域に派

遣させたという事態がありました。当然厚内の公民館に、その中で厚内公民館まつりが行

われた中においても地域住民が避難したという形が事実でございます。ただ、祭りの最中

と津波が予想される時間帯のものを総合した中で、祭りを中止させるまではいかないだろ

うというふうな判断を対策本部で持ちました。厚内公民館におられた方の終わってからの

お年寄りはそのまま残っていただき、58名でしたか。当時そのまま残っていただき、避難

勧告に従っていただいたのも事実です。ただ、若い方で一部は終わったからといって後片

づけをして帰った方もいるというふうには聞いていますけれども、災害要援護者という者

はすべてある程度厚内の中で、私のほうで把握しているのは一般の方もおりますけれども、

要援護者は16名程度は厚内のほうにいたと。それから、浜厚内のほうは最終的に12時から

順次集まりまして、12時40分に５名ほど集まりまして、最終的に５時半現在で20名の方が

おられたと。夕食の準備もしなければならないという形で、こちらのほうからお届けをし

た形になります。 
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 そういったことを含めながら、今回のチリ沖地震を含めた中で災害対策本部としても反

省はしなければならない部分は多分にあるというふうに思っていますし、今回この防災マ

ップの中で報道機関の中で浦幌町の中の防災のあり方についても一部指摘がありました。

浜厚内についても、これらについて厚内へ行く川がはんらんしたときには浜厚内に取り残

されるというおそれがあります。そういった形で浜厚内に備蓄の食料品、それからそうい

うマット等、当然毛布等は１人２枚程度の中であるのですが、やはり寝るとなれば床がか

たいということもありますので、それらの対応も急がなければならないというふうに思っ

ていますし、浜厚内の中で当然備蓄した食料品、お米等は置いてあるのですけれども、お

米だけではなくて、お米を炊いて食べればいいというものではなくて、そういう食料品的

なものを３年または５年の災害グッズですか、そういうものも用意していかなければなら

ないなというふうに反省しております。そういったことを含めながら、避難勧告という中

で、当然勧告は指示の前でございますので、強制力というものも極端にあるわけではござ

いませんので、その辺の判断、津波のやはり到達時刻を考えながら厚内のお祭りをせっか

くやっている形を判断した中で中止命令まで出さなかったという形でございますので、ご

理解を賜りたいというふうに思っています。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 確かに課長の言うとおりです。私も実はお祭りを見ていたのです。公民館ま

つりですから、参加していたけれども、そういうような状態になったと。当然チリ津波、

警報ですから、港に入っている船は全部沖に出るのですよ、知ってのとおり。そうしなけ

れば、万が一津波が来たら、みんな船ひっくり返ってしまうという危険があるということ

で全船が沖に出ていましたから、私もそばへ行って見てはいたのですけれども、今後やは

り今巨大地震がどうのこうのという話もないわけではないですから、もうちょっとその辺

機敏に、またお祭りに地震は来ないと思いますけれども、そういうことをよく地域と区長

さん方いますから、そういう人と打ち合わせして万が一に備えていただきたいと、それが

地域の方々のためになりますので、どうかその点もう一度きちっとした対応をできるかど

うか、はっきり確約をしていただきたいと思います。なぜかというと、私その浜のほうへ

行ったら、地域の人方に言われてきたのです。確かに役場の職員が２人いて、番茶を入れ

て皆さんに飲ませていました。ですから、こういう場合はどうするのですかと。私も１つ

課題を預けられたような形になっていますので、その辺はっきりした答えをいただきたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 津波については、500年に１度という形で大地震が発生したときに最大

13メートルの津波が来るという中でこの防災マップもつくられているわけです。そういっ

た中で、厚内、十勝太については当然浸水するところだということで赤い色になっていま

す。そういったことを含めた中で、当然災害対策本部としては避難場所をきちっとした形
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で指示した中で、今後行政区長さんともこれらについての避難のあり方について詰めてい

かなければならない問題もあるのかなというふうに思っていますし、そういった形で整理

をしていかなければならないというふうに思っています。これは、災害はいつ来るかわか

らないので、早急にそういったことも含めながら、この地震、津波の対応についてはもう

一回この教訓を生かしながら検証をしていきたいというふうに思っていますので、よろし

くお願いします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に２項９目子育て応援特別手当支給事業費までの

説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 24ページ、25ページをごらんいただきたいと思います。２項児童福

祉費、１目児童福祉総務費、児童福祉等、保育園、幼稚園の入退園や納付事務に要した経

費でございます。１節報酬につきましては、次世代育成支援後期行動計画策定に伴う委員

の報酬でございます。15名の委員さんで当初５回の開催予定でしたが、３回の開催に終わ

りました。８節報償費、13節委託料につきましては、説明資料の16ページに記載しており

ます。 

〇大山町民課長 ２目児童措置費、この目につきましては小学校修了前までの子どもが対

象となる児童手当支給に関する経費でございます。13節委託料につきましては、平成22年

４月１日に施行されました子ども手当制度に関するシステムの改修に係る経費を22年度へ

繰り越した関係でございます。20節扶助費につきましては、一般会計決算説明資料16ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇広瀬保健福祉課長 ３目認可保育園運営費、しらかば保育園施設管理運営及び園児72名

の保育の運営に要した経費でございます。13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費、

19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料17ページに記載しております。 

 25ページ、26ページにかかりますが、４目へき地保育所運営費、上浦幌ひまわり保育園

の管理運営及び園児12名の保育の運営管理に要した経費でございます。18節備品購入費、

19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料17ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ５目児童館運営費、常室児童館の管理運営に要した経費でございます。18節備品購入費

につきましては、説明資料17ページに記載してあるとおりでございます。 

 ６目児童デイサービスセンター運営費、言葉や心身の発達におくれがある児童の療育の

運営に要した経費でございます。一般療育指導、専門指導事業などで就学前児童延べ266名、

就学児童延べ161名、合計427名が利用いたしました。開設は223日の開設です。 

 27ページをごらんいただきたいと思います。７目学童保育所費、放課後児童対策として
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開設している学童保育所の児童の保育の運営に要した経費でございます。 

 ８目子育て支援センター費、親子の遊び等を通じて子育ての不安や悩みの相談、子育て

情報等を子育てする親のほうに提供をしている支援センター事業の運営に係る経費でござ

います。年間130回開催し、931組、約1,600名の親子が利用いたしました。18節備品購入費

につきましては、説明資料17ページに記載のとおりでございます。 

〇大山町民課長 ９目子育て応援特別手当支給事業費、この目につきましては国が幼児教

育期の子育てを支援するため緊急措置として支給を決定したものでございます。この事業

に係る予算につきましては、繰越明許費をもって事業を実施してございます。59名に対し

まして１人当たり３万6,000円を支給した内容でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

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。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 児童福祉費の児童福祉総務費、委託料、次世代育成支援後期行動計画策定業

務、今説明ですとこれが５回の計画が３回の会議だったというような説明がありました。

これなぜ５回が３回になったのか。３回で十分なものができたのかどうなのか。それと、

その５回が３回になった割には当初の予算からすると減額幅が少ないと思うのですが、こ

の辺もあわせて説明を求めたいと思います。 

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 当初の５回の部分につきましては、具体的にいつの時期にどういう

内容で開催していくかという具体的な計画を持っていたわけではなくて、ただ年間の１年

間の中で意見の集約だとか調整だとかも含めて開催をしていかなければならないのでない

かというふうなことで設定をさせていただいた回数ですけれども、会議等を進める中で実

質的には８月の第１回の開催で前期の行動計画の進捗状況や何かの報告等を受けながら、

次世代の行動計画の概要についてご協議をいただいたところですし、２回目の部分につき

ましては年明けの１月に次世代行動計画の素案の内容について計画をさせていただきまし

た。そういうふうな中で、あとパブリックコメントや何かを含めてどういうふうな中身で

意見を答申をしていくかというふうなことで、３月の開催の中でパブリックコメント等を

受けた中で行動計画の素案の変更等も特に必要になるような点がなかったというふうなこ

とも含めて、当初５回予定していた計画の中が順調に進んで３回で終わったというふうな

ことでございます。 

 また、減額、不用額ということでいいのでしょうか。 

（「委託料」の声あり） 

〇広瀬保健福祉課長 委託料の部分につきましては、これは策定委員会とは別な部分での

事業の委託ということでございますので、ぎょうせいのほうに６月から３月の中で委託を

していきましたけれども、その会議の開催に合うような形で素案の取りまとめだとか、ア
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ンケートの取りまとめ等こちらで当初から計画をしていた事業をやっておりましたので、

委員会の回数が減ったからといって委託料の減額の部分については直接はつながっていか

ないというふうに思っておりますので、ご理解をお願いします。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 委託料につきましては、要するに一式ぼんと任せているので、これはもうそ

れが５回が４回であろうと、３回であろうと、２回であろうと、もう任せたものについて

は請負みたいな形で任せているので、それは変わりがないということだと思うのです。そ

れは、わかりました。 

 ただ、その審議の内容が中身の濃い審議がされまして、当初５回の計画であったものが

３回で済んだということであるならば、これは確かに結構なことなのかなというふうには

思いますが、ただどうなのですかね。基本的な進め方的には、いつも私も前回からいろん

な審議会とか、いろんなことに出ていますけれども、基本的には行政のほうで１回目はこ

う、２回目はこうというような大体青写真的なものというのはできて、その行政の流れの

中というのでしょうかね。いろんなそういった部分にのっとって、いろいろ行われてくる

のかなというふうに私は考えておりました。それにのっとって、こういう委託をするとこ

ろにも１回目はこういう流れでこういうものが出てきますから、だからこのぐらいでつく

ったら、このぐらいの金額で請け負ってくださいよということなのではないかなという気

が私はしていたのです。ですから、５回で十分な審議ができましたと言われたら、確かに

そのとおりでそれ以上言えないというか、結構なのですが、でも当初やっぱりこういう大

事な計画をつくる上では、行政のほうでしっかりと１回目、２回目、３回目、５回目とい

う形の中である程度のそういうテーマを絞ったような形の中で進められていくのかなとい

う気がするのです。それは、今の話ですと当初５回の計画は持っていたけれども、ある程

度その審議委員とかに任せた中で、審議委員の中でどんどん、どんどん順繰り進んでいっ

たので、もう３回で十分な審議がなされたのだと。ですから、私は請け負っているほうだ

って、やっぱり３回の資料と５回の資料だって大分違ってくると思うのですよね、いろい

ろ中身が。だから、そこの辺の部分が確かに間違いない、もう十分だと言われればそれま

でですけれども、そこら辺の考え方、その進め方の部分についてもやはり行政のほうでき

ちっと区分けされていくべき部分があるのではないのかなという気がするのですが、その

点いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 審議会の資料の部分については、当然またぎょうせいのほうに、委

託をした事業者のほうからも提出は求めていくようになりますけれども、回数を少なくし

ていくということになれば、当然そこの中に事業量としてそこにつぎ込む部分については

濃くなってくるのではないかというふうには私としては思っているところです。そういう

部分でいけば、５回でつくらなければならない資料を３回の中で具体的に内容を整備しな
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がら資料を提供してもらったという部分では、委託料の部分とは直接結びつかないのかな

というふうには思っているところですけれども。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかります。今委託料が５回から３回になったから委託料をもっとまけなさ

いということを言っているのではなくて、委託料はあくまでも最初から１回だろうと５回

だろうと、もうこの金額で委託しているわけですから、それは委託料、業者に対しては構

わないことなのだということは、それは私は理解いたしました。最初からそういうこれだ

けのもので請け負わすということですからいいのですが、ただ最初の計画では当初その委

託料を業者と契約する上では、こういう５回の審議会があって、委員会をやって、その５

回のそういう資料とか、そういうもろもろがあってこういうふうになりますよということ

で、行政としてもこういう計画でいきますということがあって５回の資料が来てこの金額

だよという形になっていくのかなと思ったのです。ただ、その審議の中でその中身が濃か

ったので、５回要らなかったのだと、３回でも中身の濃いいい議論ができたのだというこ

とであれば、それはそれで結果としていいものができているのであれば、それは結構なこ

とですから、それはわかりますが、だけれども通常ですと行政のほうで１回目はこういう、

２回目はこうという形になっていくのではないのかなと。やっぱりそのときに本当にきち

っとした議論がされているかどうかということがちょっと私としては心配だなという気が

したのです、この計画をしていく上で。ただ、ぎょうせいというこの業者が、金額につい

てはわかりましたので、結構なのですけれども、その中身の精査、その中身がきちっとし

たものになっているかというこの部分の精査について、これについてはまだまだきちっと

した整理をしていく要素というのが多々あるのではないかなと。このチェックというのは、

本当にこの３回できちっとしたものができ上がっているのだというチェックというのは、

担当の課長がされているのかという気がいたしますが、そこでされているのだと、もう間

違いないのだということであれば、私はそれで結構だと思いますけれども、最後そこの確

認だけさせてください。 

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 策定委員会の開催に当たりましては、こちら側の策定、それぞれの

段階での策定委員会に諮らなければならない議案というか、そういうものも当然こちら側

としての考え方もありますし、ぎょうせいのほうにそういうふうな部分の資料の提出や何

かも当然求めながら、事業所のほうとも策定委員会に諮る内容の資料等も決めながら、そ

れぞれの３回開催した策定委員会の部分に資料を提供しながら、委員さんとしてのご意見

や何かもいただいているというふうに思っておりますので、私のほうとしてはこの３回の

開催の中で委員さんからの意見や何かも十分出た上で答申をさせてもらったというふうに

理解しております。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 
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〇福原議員 今の次世代育成支援対策事業の関係なのですけれども、５年に１度この行動

計画をつくるということで昨年度できてきました。拝見させていただきました。この予算

のときにも同僚議員が浦幌独自の育成を、特色ある育成をできないかというようなお話も

されていたかと思います。そして、住民の皆さん、それから議員の皆さんの生の声をなる

たけ取り入れて浦幌町にふさわしい次世代の育成事業行動計画を立てられないかというふ

うな要請をしていました。実際に中身を前のと照らし合わせてみますと、ほとんど何か変

わりがないような内容でちょっと見たときにがっかりしたのですけれども、その点につい

てこれからも何かローリング方式とか、浦幌スタイルの教育とかということで随分新聞等

にも書かれてきていますので、その辺との互換性というのは全然持っていなかったのかど

うかちょっと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 まず、行動計画の中身の部分でございますけれども、当然国のほう

の施策としてこういうことを計画の中で盛り込んでほしいという共通項目みたいなのもあ

ります。そこの部分については、18項目ということになっておりますけれども、そのほか

に浦幌独自としての項目ということだというふうに思いますけれども、前期の行動計画の

公表等も１回目の策定委員会の中で検討をしながら、ほとんどの項目が今後も継続が必要

でないかというふうなことで委員としてのご意見をいただいて、ほとんどが後期行動計画

の中に盛り込まれたところでございます。 

 あと、検討していく中で浦幌らしいというか、そういうふうな意見もなかったわけでは

ないのですけれども、具体的にどういう項目を入れていくかというところについては、前

期の継続事業の部分でも100に近い事業があるというふうな中で、なかなか具体的なところ

の素案が出なかったというのも現実の部分ということでご理解をいただきたいというふう

に思っています。策定委員会の部分では年１回、事業評価ということで会議を最低でも１

回は持つことになっておりますので、そういうふうな中で次の計画の中に生かせるような

部分があるとすれば、そういうふうな事業評価の部分も会議の部分でご意見をいただきな

がら、次回の改革の中にそういうものをどう取り組んでいけるかというところも事務局の

ほうとしては考えていかなければならないのかな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 ３番、福原議員。 

〇福原議員 計画ですから、ローリングという方法もあるかと思います。ただ、ちょっと

確認をしておきたいのですが、浦幌独自の何かを模索できないかということを町側から提

示はされたかされないか、そこだけを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 町側として具体的にそういう提案はしておりませんけれども、委員
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の方のほうからそういうご発言はありました。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 済みません。先ほどちょっと質問が漏れておりました。１つ、ちょっとお聞

きをしたい。最後の子育て応援特別手当、子ども手当、これにつきまして、これは国の施

策でこうなっておりますが、このことについて賃金というのでしょうか、要するに手数料

みたいな形で金額も上がっておりますが、これ地域にはこれだけのお金がおりてくるとい

うことは、地域には確かに悪いことではないと思うのですが、これ行政としたときにこの

手間暇、支給する手間暇ありますね。これが行政的な事務的な部分でいうと、これどうな

のですか。全然これでは足りないのだということなのかどうなのか。この辺の行政の立場

としたら、これどういう形になるの。もらうほうではなくて、行政の立場ではどうかとい

うことをちょっとお聞きをしたいのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 行政の立場でどうかということでございますけれども、当然職員の中で、

新たに出てきた事業でございますので、職員としては急遽の中で対応できない部分はあり

ますという中で、その事業の要綱の中で臨時のアルバイトなり短期間の中で人を雇用して

も構いませんということで、当然それを補うためにその期間を臨時の方を雇い、賃金を払

っていると。当然それはありがたいことというのか、行政としては、うちら側としては助

かることではあるかと思います。ただ、それをもしかして費用対効果で職員が時間外をし

てやった場合はどうなのかというところまでは検証はしてございませんが、補助事業の中

で対応できるということでございましたので、その辺もいただいた中でやっているという

ことでございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私が言う行政の立場というのもまた変な話なのかなという気もしましたが、

ただ確かに臨時のアルバイトというのでしょうか、そういった形の中で事務的な考え的に

は十分対応はできるのだということであれば、子ども手当は町としてはそういうものが国

から支給される部分については大歓迎だということになるのでしょうね。 

 先ほど私、プレミアム商品券のことも聞いたのですが、やはりこういったものも国の施

策としてされますけれども、やっぱりこういったものが行政にとって、この子ども手当は

いろいろ行政の滞納金にどうのこうのとかという話もありましたけれども、町長はそうい

う考えはないのだと、これはそういうものではないのだという町長の考えですから、それ

も一つの考えでいいと思うのですが、しかしやっぱりこういったものがどんどんとされま

すので、やはりこれが地域にとってどういう影響があるのか、どういうメリットがあるの

かというものも、これは国がやることだから町には関係ないということではなくて、やっ

ぱりこういったものも町にどういう影響があって、より一層町に効果を得るためにはどう

いう何か政策がないのかというようなことというのも、それこそ商工会なりなんなりとも
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一緒にタイアップしながら検討をしていく必要があろうかと思いますし、今後それこそ民

主党の代表選によっては満額になるのかどうなるのか、ちょっとこれはわかりませんけれ

ども、だけれども今後また続く可能性もありますので、そうなったときにはやっぱりそう

いうようなことというのも検討していくには十分検討していく要素はあるのかなというふ

うに思いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 子ども手当に関してでございますが、今現在当初国のほうで言っていた

のは１人当たり２万6,000円ということでしたが、財政的な理由を含めて段階的という話も

ございまして、22年度については１万3,000円ということでございます。今現在うちのほう

に情報が入ってきている関係では、当然来年度予算に入るという中で１万3,000円について

はそのまま維持をしたいと。ただ、それの上積みについては検討中であると。ただし、そ

の内容についても現物給付に充てるのか、そのまま現金なりにしていくのか。ただ、それ

も今いろいろ政権の中でやっていまして、そういう部分でも変わってくるのかなというふ

うに理解しています。当然国の制度としてあります。町も一部持ち出しはしてございます

が、そういうものは有効に使っていきたいと思いますし、それが現物給付という形であれ

ば、またどういう形になってくるのか、また当然関係するところとも協議をしていかなけ

ればならないと。それと、先ほど若干子ども手当の関係で滞納、給食費とかいろいろ滞納

にと。それは、法律の中で差し押さえはだめよということになっていますので、ただ町村

によってはそれが現金でもらったところに行ってお話をさせてもらっていただいたという

経緯はあるというふうには聞いてございます。それもあくまで税金とかではなくて、子ど

もに係る部分に関してだけお願いをしてきたという情報を聞いてはございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に３項５目町民バス管理費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 27ページ、28ページをごらんいただきたいと思います。３項老人福

祉費、１目老人福祉総務費、高齢者福祉、在宅支援事業に要した経費でございます。１節

報酬につきましては、福祉有償運送運営協議会の開催に要した経費でございます。８節報

償費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費に

つきましては、説明資料17、18ページに掲載のとおりでございます。12節役務費につきま

しては、緊急通報システム端末取りつけ、取り外しに係る手数料が含まれております。13節

委託料の緊急通報システムにつきましては、緊急通報が11件で、うち協力員要請が６件、

煙感知等が５件でございました。28節繰出金につきましては、介護保険会計への繰出金で

ございます。 
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〇大山町民課長 ２目老人医療対策費、この目につきましては老人医療保健に係る再審査

等に要する経費が主なものでございます。13節の委託料につきましては、共同電算処理に

係る委託料でございます。 

〇広瀬保健福祉課長 ３目老人福祉施設費、養護老人ホーム入所措置等に要した経費でご

ざいます。延べ人数については40名で３施設に入所しております。20節扶助費、23節償還

金、利子及び割引料につきましては、説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 ４目老人ホーム費、老人ホームの管理運営に要した経費でございます。平成22年３月末

現在入所者50名、うち浦幌出身は38名でございます。１節報酬につきましては、介護職員

の採用に要した経費でございます。13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費につき

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

介護サービス利用者負担加算等に要した経費でございます。 

〇賀下施設課長 29ページをごらんください。５目町民バス管理費、この科目につきまし

ては町民バスの運行に関する経費でございます。運行管理実績及び18節備品購入費につき

ましては、説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、差間議員。 

〇差間議員 何回もこれは聞いておりますけれども、老人ホームの現在の入居者数、そし

て余裕があるかないか。また、恐らくないとは思うのですけれども、希望者どのくらい申

し込みしているかどうか、それをまず聞い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 老人ホームの現在の入所につきましては、50名で定員どおり満床に

なっております。あと、老人ホームの入所待機者の部分につきましては15名おりまして、

うち町民の方が14名ということでこちらとしては押さえております。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 現在15名の方が入居希望だと。恐らく町内、町外問わず、私も３名の方がぜ

ひ入りたいということですけれども、まず不可能だと。これ課長、よく病院から、例えば

老人ホームにいて病院に入っていると。だけれども、そこの病院からちょっと特老に入る

方が年間何名もいるのですよ。去年１年どうでしたか。おりましたか、そういう方。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 浦幌の養護老人ホームから特老のほうに移られた方は、昨年はいな

かったというふうに…… 

 （「病院へ入ってまた戻ってきたときに特別養護老人ホームに入る、そういう 

方がいたかと」の声あり） 
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〇広瀬保健福祉課長 21年については、入院して戻ってこられたときに特老に移られたと

いう方はおりません。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 私の聞き方がちょっと悪かったのですけれども、去年、おととし、そして３

年くらいから見まして、どうもそういうような課長、あれですよ。風潮があるのですよ。

私も実際課長のところにお邪魔してどうでしょうかと、そういう話ししている中でそうい

う事例があるかないかを聞きたいのです。老人ホームにいた方が病院に入ったと。体調を

崩して病院に入ったと。だけれども、老人ホームにもう帰ってこれないものですから特別

養護老人ホームに入ったと。そういう方は、いないわけではないですよ。私、知っていま

すよ、それは。ですから、そういう方が、私も何とか入りたいという方がいるわけです。

ですから、そういう方がいるというのを入りたい方に聞いているものですから、そういう

ばかな話はないはずだと。20年、21、22、この３年ぐらいでそういう過去に何名例があっ

たかと。わからなかったらいいですよ。もしわかっていたら何名と教えてください。それ

だけですから、今質問をしているのは。 

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 20年度のちょっと実績の部分については、こちらのほうとしては把

握しておりません。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 課長は、たしかそのときいなかったかもわかりません。何かそういう風潮が

あるというのだけはひとつ課長、頭に入れてほしいのです。そういう方が特別養護老人ホ

ームに入れる方法の一つだと言う人もいるわけですから、ですからそれがいいか悪いかは

別にしまして、特別養護老人ホームは管轄が違いますから、老人ホームでそういうような

ことがあった場合、課長もそういうふうにその方にお手伝いをしたかしないか、それだけ

聞きたかったのです。もしあったら大変なことになりますから、みんな順番待っているの

ですから、ひとつその点きちっと把握をしてほしいと。職員も全部ですよ、私の言ってい

るのは。 

 以上です。ちょっとこれの答えをお願いします。 

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 特別養護老人ホームの入所の部分につきましては、特別養護老人ホ

ームの中で判定委員会みたいな部分がありますので、そこの中で待機されている方の状態

だとか、そういうのを確認しながら入所の適正な方を選定して入所しているというふうな

ことで、こちらのほうとしては適正に選考されて決定されているというふうに押さえてお

ります。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 
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〇差間議員 私、これ何でこういうことを言うかというのは、現在浦幌の町民の方が脳梗

塞で実際帯広病院に入っているのです。そして、その方が特別養護老人ホームに入りたい

と。私は無理ですよと言ったら、いろんなそういう、ああいう方々というのは情報が、果

たして本当かどうかわかりませんけれども、そういうふうに現在ここの浦幌町の特別養護

老人ホームに入りたいと。恐らく課長のほうにも行っていると思いますから、それはやは

り方法がどうのこうのではなく、事実関係をきちっとしてそういうふうに対応してほしい

ということです。課長にも行っているはずですから。 

 以上です。答えはいいです。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 老人ホーム費、備品購入の入所者の病院送迎車購入というところでお聞きを

いたしますが、これに限らずいろんな部分において浦幌町に今回の決算を見ましても地元

購買ということですごく配慮されているなと、本当にいいことだなというふうに感じてお

ります。しかし、ここの部分については帯広日産自動車というようなことになってござい

ます。送迎用ということで、地元では購入できない何かそういった事情があったのかどう

なのか、特殊なものだったということなのかどうなのか、この辺についてまず説明を求め

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 老人ホーム入所者の方も年々高齢になってきておりまして、身体的

にも介護が必要な方も入所されているのが現状でございます。そういう人方を病院に受診

をしなければならないような部分につきましても今までは普通の車で対応していたのです

けれども、やっぱりそういう身体的な部分に無理がかかるというふうなことも含めて、そ

ういう介護の必要な方でも楽に乗りおりできるような設備されている車の部分を購入をさ

せてもらったということでございますので、ご理解をいただければと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 要するにそういう介護の必要な方がふえてきているのはわかりますので、私

が言いたいのは要するに既製品ではなくて特殊な、例えばよく車いすで直接乗るとかあり

ますよね。そういうような地元ではちょっと賄えない、そういう直接ディーラーでなけれ

ばだめなような車だったのかどうかということをお聞きしたいのです。 

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 ちょっと装備の名称を、頭の中に入っていないのですけれども、助

手席の車が外側のほうに向いて出てくるような装置のいすで、発注を特別にしてからでき

てくるというふうな種類の車というふうなことで、そういうものでないと介護の必要な人

方の乗りおりも非常に難しいというふうな形でそういう車種のほうを選定をさせてもらっ

たということですので、ご理解をいただきたいと思います。 
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〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 車種の選定は、現場のほうで使いやすい、利用者のほうにもいいものを購入

をするということは一向に構いません。私は、この部分が地元という配慮が、ほかのやつ

をずっと見ても本当に地元配慮されていると思うのです。細かいものから大きなものまで

全部これ地元という部分ですごく配慮がされているのですが、この部分だけちょっと違う

帯広ということだったものですから、今言ったような部分も、そういうのは見たことあり

ますよ、それ。決して私は地元で対応ができないものではないような気がするのです。せ

っかくこうやってやっているのにこの部分だけ、そういう地元に聞いて地元が、いや、こ

れはちょっとうちでは対応できないよと、これは直接やったほうがいいよということであ

れば別なのですが、その辺がもう頭からこれは特殊なのだからというようなことで、せっ

かくやっているこの地元の部分の配慮というものがこの部分だけ抜け落ちてしまっていた

のかなというような気がしたのです。その装備とかそういうのだとか、名称とか、そんな

ことは僕は構わないのですが、せっかくのこの部分の地元の配慮という部分がどの程度で

きていたのか。この部分については、まるっきり最初からその部分、地元ということは抜

いた中での判断だったのかという、この部分だけ教えていただければと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 この関係については、私のほうから答弁させていただきます。 

 備品の関係については、私のほうも決裁が上がってきましたら、できる限り地元で買え

るものは地元で買えということで指示をさせていただいております。この関係につきまし

ても決裁上がってきまして、いろいろお話を聞きながら地元でできないのかということも

含めてお話をさせていただきました。特に特殊という中で、予算の金額の問題あるいは特

殊性というような中で、結果としてはやっぱり車種なりそういうものを選定したところ、

日産の車がいいという中で選定をしたということでありまして、できる限り地元というこ

とでこだわったのですけれども、どうしてもこの関係についてはできなかったということ

で、結果としてこういうふうになったということであります。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。そのように配慮はしたと。最大限配慮はしたけれども、いろ

んなそういう金額だとか、いろんな特殊性によってこれは地元ということにはならなかっ

たのだということでありましたならば、それは私としても了解をいたしました。 

 それと、もう一点、今の件については了解をいたしました。それと、もう一点、町民バ

ス管理費についてお伺いをいたしたいと思います。これもバスの管理につきましても私、

前にも質問をしたことがあろうかというふうに思います。たしかバスというのですか、こ

ういう車の運行の管理につきましては、例えば来年からアルコールチェッカーが義務づけ

になるだとか、いろんな部分で安全に対する管理が難しくなってくるという部分、そんな
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中で町としましても例えばドライブレコーダーだとか、カメラがついているやつあります

ね。やっぱりそういったものも必要になってくるのではないかと思うのです。やはり何か

あってからでは遅いですし、乗せている人が子どもだとか、そして今後来年から留真温泉

もできて今度は送迎もされますね。町は週に２回、地方は週に１回ですか。そういった部

分というものがふえてくるということを考えたときに、やっぱり事故は起こさないにこし

たことはないのですが、それでも起きるのが事故ということになったときに、やはりそう

いった部分の管理というのでしょうか、一歩進んだ管理というものも必要になってくると

思います。特に前向きに検討したいというようなお話もあったと思うのですが、その辺の

考え方、いま一度この場でお聞かせをいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 前に議員のほうからお話あった件なのですけれども、これについては前

向きに検討したいということで今考えているところです。それで、来年度の予算の中でど

ういうふうに反映していくかということで考えておりますので、ご理解をよろしくお願い

いたします。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 緊急通報システムと、それから委託のところでちょっとお伺いいたします。 

 まず、この緊急通報システム、一番先にこのシステムについてはどこへ連絡が入るのか

ということがまず１点。それから、先ほど通報の回数だとかはおっしゃられましたので、

それはオーケーです。それから、この通報システムというのは逆に安否の確認はできない

のかということもちょっとお伺いします。それから、このシステムと管理台数の差がある

のは、前も聞いたような気がするが、ちょっと私ど忘れしてしまったので、ちょっとその

辺についてもお伺いをしたいなと。その３点、まずお願いします。 

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 緊急通報システムの通報なのですけれども、何か事故があったとき

の部分では札幌の健康づくり財団のほうにそういうガスセンサーだとか火災だとか、そう

いうふうな感知がしたら、そういうふうな通報が札幌のほうに入ります。それから札幌の

事業所のほうから本人のところに電話等で通報になった原因等の部分について確認をして

いるというふうな形になります。本人の部分で確認がとれないような場合については、近

くに協力員という方を設定しておりますので、札幌から協力員の方に発報があったけれど

も、連絡とれないので見てほしいというふうな、そういうふうな連絡が協力員のほうに札

幌のほうから行くような形になっているところでございます。 

 安否の確認というふうなところでは、今は火災とか煙、ガス等の感知というふうなこと

と万が一身体的に緊急になったときの通報というふうなシステムというふうなことで、安

否を確認するというふうなシステムにはちょっとなっておりませんので、今のところはそ
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このところについては行われておりません。 

 あと、台数の関係ですけれども、現在21年度は80台の管理をしておりまして、実際に設

置の部分については年度末では65台というふうな形になっておりますけれども、まず平成

21年７月当時については70台や何かを設置したというふうな経過もありまして、22年度に

ついては５台台数を削減したというふうなことで、今22年度からは台数の保有も削減をし

ております。そこの台数の保有の部分については、今後も設置経過等を見ながら検討をし

ていきたいというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 先ほどから同僚議員のほうからもありましたのですけれども、やはり災害時

に、せっかくこういうシステムがあるのですから、町の安否確認の一端に使えないのかな

というふうに思うところなのであります。ただ、先ほど何かありましたら札幌の健康づく

り財団に行って、それから近くに住まわれている協力者という中に行って、最終的には本

人の方のどうするかというのは、通報者の方が対処していただけるのだろうというふうに

私は今考えたのですけれども、それでその把握については町としてはそのまた後になりま

すよね。結局最終的に確認ということになると思うのですけれども、その辺についてはど

の時点で例えば福祉のほうに入ってくるのかなというのをちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 緊急通報システムの部分につきましては、本人の個人の部分と札幌

にある財団とのやりとりというふうなことが主というふうなことで、それらでもし緊急等

の部分で病院等に搬送するとか、そういうふうなことが起きた場合としても毎月１度財団

のほうからこういうケースがありましたというふうな報告の中で保健福祉課のほうに発生

した事例の報告を受け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 そうしたら、当然そちらのほうですべての責任を負っていただいているとい

うふうに私は考えたのですけれども、それでよろしいのですね。ただ、自分としてはやっ

ぱり住まわれているところが、例えば火事なんてめったにそんなことはない。もうみんな

目を光らせているからわかるのですが、例えば町の中でしたら、例えばお一人住まいの方

なんかがおりますよね。そして、やはり地域の方も心配していると思うのです。ただ財団

の人たちが、はい、ご苦労さんでしたということになって、月に１回なりの報告だけでは

私は寂しいのかなと。やっぱりその都度、福祉課なり町民課なりにそういう報告って私は

必要なのではないのかなと思う。事件がなければいいのですけれども、あった時点で。そ

れから、月１の報告が必要かなと私思います、この時点については。そういうのはないの

ですよね。あくまで月１ですよね。 
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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 現時点での何か発生したときの通報の結果の部分については、今の

段階では月ごとにまとめた報告というふうなことになっておりますが、社会福祉協議会等

の部分でも安否確認だとかそういうこともやっておりますので、そういうふうな部分も通

じて個々の個人の安否の確認についてはあわせて確認をさせてもらっているということで

ご理解をいただければと思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 もう押し迫っている中で、ちょっとぐだぐだとした質問で申しわけないです。

もう一点、外出支援事業というのがまたその近くにありますよね。これ例えば社会福祉協

議会のほうでされているのでありますけれども、このことについてこれはどういった、例

えば買い物だとか、そういった形のものなのか、お出かけか何かのただの支援事業なのか

というのをお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 外出支援事業の部分につきましては、身体的に自分の力で外出でき

ないような方々に町内の病院の受診だとか、特に介護だとかも含めて車での送迎をすると

いうふうなことのサービスをやっているところですし、町外の病院の受診の部分について

もこの外出支援事業を使って町外病院を受診しているというふうなことも実際にはやって

おります。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 実は、その支援事業なのですけれども、それだけでなくて例えば買い物オン

リー、買い物をしたいということで、１週間に１遍ぐらいという方がいらっしゃいます。

その中で、例えば商工会なり商店なりとそういった話というのは支援事業だけでなくて、

先ほどから同僚議員も言われているのですけれども、そういうお話というのは買い物につ

いて例えばそういうことは支援しますよとか、支援してくださいとかという、そういうお

話というのはなかったのだろうか。それちょっと聞かせてください。 

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 利用できる方の部分につきましては、だれでもというふうなことに

はこちらとしては考えておりません。そういう車等を自分で持っていないとか、そういう

部分でそういう車を利用しなければ外出できないというふうなことで、そういうふうな状

況の人について外出支援というもので利用をしてもらっておりますけれども、こちらのほ

うとしましては病院の受診等のほかには外出ということも認めておりますけれども、そう

いう買い物等に使うというふうなことであってもそういう車を持っていないし、そういう

車を利用しなければ外出できないというふうな事例に該当するかどうかというところも１
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つにはその人の部分のいろんな状況が合致するかどうかによって、また使えるかどうかと

いうところも出てくるというふうに思っておりますが。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今ちょっと私、例えばそういうシステムを使わなくても商店の方にそういっ

た人たちをちょっとご紹介をいただくとか、そういった形の中で俗に言えば買い物難民と

言われるお年寄りの方が今だんだんふえてきていると私は思うのです。それで、この支援

事業ですと、例えば車で絶対行かなければならないとかとあるのですけれども、そういう

対応というのは、例えばあなただったらこうやって電話をしてみて、こうやって話してで

きるのだからどうだろうとかいう、そういう対応はしたことあるのかないのかということ

をちょっとお聞きしたい。改めてお聞きいたします。 

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 実際に買い物等に利用したかどうかというところの部分というの

は、こちらのほうとしてはちょっとまだ資料として今手元に持っておりません。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっと私の質問の仕方が悪かったのかなというような感じなのですけれど

も、実は今こういうふうな事業が起きました。でも、この事業に乗れませんと。そのかわ

り、できなければ例えばボランティアの方を、そういうことをやっているボランティアの

方並びに商店の方、商工会の方にそういうお話をしたことがあるのかないのかなというこ

とを私はお聞きしたいと。ちょうどそのはざまの方が今いらっしゃるのです。だれとは私

言いません、そういう話がありましたので。１件なら言いません。何件か聞きました。だ

から、そういうことでやっぱりちょっと条例的なことは別といたしまして、そういうこと

は話し合いの中で今後必要になってくるのでないかと。私らも結構山の中にいたら、車な

んかは必要になってくると思うのです。まだあなたは現状できない、月１回では何ぼ何で

もちょっとつらいなという思いがありますので、やっぱりそういった中でそういうお話が

なければ、今後していただければありがたいというふうに思いますが、その辺ちょっとお

伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 浦幌町も高齢化ということで、お年寄りの方々がお一人で住んでいる世帯

あるいはお二人の老人世帯ということで、お一人世帯が250世帯あるという中で、特にこう

いう方々を今後どうしていくのかというのは、今ご質問あった以外にもいろいろと抱えて

いる課題ではないかというふうに思っております。お年寄りの方々の足の確保という意味

では、これから病院の通院の問題もあるでしょうし、買い物の問題もあるということであ

ります。そういう中で、今後町としてもコミュニティバスをどういうふうに運行していく

かというようなこともこれから検討をしていきたいなというふうに思っていますので、そ
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ういったお年寄りの方々の足の確保について、そういう中で検討をしていきたいなという

ふうに思っております。 

 また、買い物の関係については、お年寄りの方が例えば足を確保したとしてもやっぱり

荷物が重たくてなかなか買い物ができないということも聞いておりますので、こういった

方については商工会のほうともできれば逆に御用聞きみたいな形でできないのかとか、あ

るいはそういった組合をつくってお年寄りの方々と一体として何か買い物ができるような

システムができないのか、こういうことも含めてやはりいろんな形でこういうお年寄りの

人方の暮らしを守るといいますか、そういうことが今後の課題かなというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

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４款１項８目保健福祉センター管理費までの説

明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 29ページをごらん願います。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保

健衛生総務費、各種健康診査に要した経費でございます。13節委託料、18節備品購入費、

19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料18ページに記載のとおりでござい

ます。13節委託料の不用額につきましては、各種健康診査の執行残となっております。 

 30ページをごらん願います。２目予防費、予防接種等に要した経費でございます。結核

検診につきましては、説明資料18ページに記載しております。乳幼児等に係る予防接種は

延べ435名、新型インフルエンザ予防接種、高齢者282名、１歳から高校生まで173名、基礎

疾患者211名等を接種しております。また、季節性インフルエンザの予防接種につきまして

は、高齢者815名が接種されております。 

〇大山町民課長 ３目環境衛生費、この目につきましては葬斎場ほか環境衛生業務一般に

関する経費でございます。11節需用費につきましては、葬斎場に係る修繕料、また18節備

品購入費についてはマイマイガに関する備品購入、19節負担金、補助及び交付金について

は町外葬斎場使用料補助金について、一般会計決算説明資料19ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 ４目墓地墓園費、この目につきましては町が管理する墓地及び墓園の維持管理に要する

経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

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

でございます。13節委託料、15節工事請負費、19節負担金、補助及び交付金につきまして

は、説明資料19ページに記載のとおりでございます。28節繰出金につきましては、町立診

療所特別会計への繰出金でございます。 

〇大山町民課長 ６目乳幼児医療対策費、31ページでございます。この目につきましては、
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小学生以下の乳幼児233名の医療費助成に係る経費でございます。20節扶助費は、一般会計

決算説明資料19ページに記載のとおりでございます。 

７目公衆浴場管理費、この目につきましては町営公衆浴場、健康湯の管理運営に関する

経費でございます。平成21年度の入浴者数は１万351名で、前年対比228名、2.25％の増で

ございます。使用料収入は360万7,790円で、前年対比９万5,560円、2.72％の増でございま

した。13節委託料につきましては、一般会計決算説明資料19ページに記載のとおりでござ

います。 

〇広瀬保健福祉課長 ８目保健福祉センター管理費、保健福祉センターの維持管理に要し

た経費でございます。13節委託料、18節備品購入につきましては、説明資料19ページに記

載のとおりでございます。 

 以上、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。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 公衆浴場管理費についてお伺いをいたします。この公衆浴場管理費について

も私も前にも質問をした経緯がございます。町長は、留真温泉も今できますので、３年間

の委託契約のこの中において廃止も含め検討をするというような答弁をいただいておりま

す。ただ、それは今後の検討の中ですから、町長も今検討の最中であろうというふうには

思いますが、聞くところによりますと道の駅、前から森林公園ですか、のほうの利用者は

多いというのは聞いていたのですが、道の駅につきましても車で旅行をされて道の駅で泊

まる方が、変なところに泊まるより道の駅で泊まる方が結構多いのだと。そうすると、道

の駅に泊まる方がここへ来て温泉に入って駐車場で泊まられていくのだと、そういう方が

結構いらっしゃるのだというようなお話を聞きました。要するにこの公衆浴場だけではな

くて、結局これがまた道の駅とのいい意味での相乗効果を生み、森林公園のほうともオー

トキャンプ場とかもありますので、そういった意味でいい相乗効果を生んでいるのかなと

いうふうに思いますが、そこら辺の現状の把握というのでしょうか、きっとそういう部分

で浴場の利用者もふえていると思いますよというようなお話もお伺いをいたしました。そ

んな意味で浴場の使用者の部分、またそういう周りとの兼ね合いというのでしょうか、そ

ういったものをどのような認識を持たれているのかお伺いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 では、私のほうからは公衆浴場に関する部分で、全体的な話はまたちょ

っとあれだと思うのですけれども、お話がありましたように今年、特に７月、８月にかけ

ましては今まで委託した中で一番月間の中では利用者数がふえているという報告をもらっ

ています。それで、指定管理をさせてもらっているユーエムさんのほうともいろいろお話

はさせてもらっているのですが、その中には今言っていましたやっぱり道の駅の効果が非

常に多いと。道の駅に寄ってきたのだよねという話をされる方が非常に多いというふうに
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聞いております。また、それとあわせましてキャンプ場を利用した中での利用も今回ふえ

てきているというふうにも聞いております。そういう中で、この７月、８月については非

常に多かったと。それについては、やっぱりキャンプ場を利用する方については特に今回、

今年は暑かったというのもあるというふうに思いますけれども、それ以外の部分では確か

に道の駅効果があったのではないかというふうに認識をしてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 先ほどからいろんな質問にもありますように、今年は本当に暑かったという

ことで汗を流したいということでの利用も多かったということもわかりますし、やはり今

言われたように担当の課長さんも道の駅との関係の本当に相乗効果があったということ

は、具体的な数字までは把握されていないのかと思いますけれども、やはりそういった声

があるということは、これは無視できないのかなというふうに思うのであります。浦幌の

道の駅につきましても、いろんな特色を持つたびにいろんなご努力をされているというこ

とはわかります。しかし、今後来年になりますと高速道路も夕張、占冠間も開通してくる

というようなことになってきたときに、この交通の形態が変わってくるという中において、

本当にこの道の駅とかいろんな部分においたときに、なかなか単独では勝負をしていくと

いうのはかなり難しいだろうと。やっぱりそんな中に、それでどれだけのという具体的な

数字をつかむことは難しいかもしれませんけれども、やはりそういった近隣のいろんな施

設を合わせわざで勝負をしていくというようなことも検討していかなければならないので

はないのかなというようなふうに思います。 

 ですから、今回のを、今町長は検討中ということでありますから、その検討の最中にど

うのこうのということではありませんけれども、やはりそういったこの温泉だけではなく

て周りとの兼ね合いというものも十分加味した上での検討というものを町長はしていかな

ければならないというふうに私はそう思いますし、そうしないと浴場だけではなくてほか

の施設の影響というものも結構かなり大きなものがあるのではなかろうかなというふうな

認識をしているのですけれども、この辺について検討の内容は町長、結構ですけれども、

考え方、最後お聞きをしたいと思うのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 おかげさまで道の駅、きのう１周年のイベントをさせていただきました。年

間大体30万の人が利用をしていただいているということで、当初予想をした以上に利用客

が多いということと町の特産物を多く購入していただきながら利用をしていただいている

というふうに聞いておりますし、大変ありがたいことだなというふうに思っています。今

課長のほうから言いましたとおり、７月、８月の健康湯の利用者がふえているということ

もこれの相乗効果も１つあるのかなということもあるだろうと思います。今年３年間の指

定管理者を延長させていただきました。その中でいろんな要素を見ながらやっぱり検討し
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ていくということも当然大切だろうというふうに思います。 

 先日新聞を読んでいますと、道の駅に泊まって水や何かを利用することについて云々と

いう話が逆にありました。これもどういうふうな影響があるのかなというのが、我が浦幌

の道の駅がどうなのかというのはまだわかりませんけれども、いろんな面でいろんな側面

もあろうかと思いますけれども、慎重にやはりその部分も含めて検討をしていく必要があ

るだろうと。当然森林公園の関係もありますし、キャンプ場の問題もあります。そういう

ものも含めて、いろいろ検討をこれからもさせていただきたいなというふうに思っていま

す。 

 いずれにしても、本当に議員言われるように来年12月には完全開通を札幌までするとい

うことですから、この38号線がどのような交通量になるのかということも心配も一部して

おりますけれども、いずれにしましてもこの国道を有効に利用して、国道を通る人たちが

最終的には浦幌市街に入ってくる１つの動線づくりを本当にできてくればありがたい。そ

のためのまた道の駅でもあるというふうに考えておりますし、商店街ともタイアップしな

がらぜひ市街にも動線づくりができればいいなというふうに思っています。その一つの要

素がこの健康湯であるのであれば、これまた１つの価値が出てくるだろうというふうに思

っているところであります。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

 町民課長。 

〇大山町民課長 ２項清掃費、１目塵芥処理費、この目につきましてはごみ処理に係る収

集運搬から処理に要する経費でございます。11節の需用費の施設の修繕、13節委託料及び

18節備品購入費、また並びにごみ収集量、リサイクルの排出量の実績につきましては、一

般会計決算説明資料19ページ、20ページに記載のとおりでございます。 

 ２目し尿処理費、この目につきましてはし尿処理に係る経費の十勝環境複合事務組合に

対する負担金でございます。平成21年度の本町のし尿の搬入処理量につきましては

1,169.1キロリットルでございます。前年対比で４キロリットルの増でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 清掃費の塵芥処理費の委託料のところの資源回収業務というところ、以前に

お話ししたかと思うのですが、廃油の回収をなるべく早い時期に町内の各ごみステーショ

ンで回収をしてほしいという町民からの要望がありました。年度途中でなかなかこれも相

手があることで難しいかと思いますが、本当にお年寄り、それから障害者など、今現在は

町の役場の玄関に月に１回ですか、中ごろ、10日から15日まで１週間でしたか、回収して

いるのですけれども、そこまで持ってこいという、ちょっと試験的にですけれども、やっ
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てきたのですけれども、結構持ってくる方が多いのです。それで、なるべくでしたら各町

内の資源リサイクルステーションで回収をできないかということを新年度に向けてお聞き

したいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今質問があった関係でございますが、21年度から食用油の処理について

はやってきてございます。今回も議員のほうからお話がありまして、当初はごみステーシ

ョン、資源ごみのステーションが全部完成したときに年度途中でもやりたいというような

考えを持っていました。ただ、たまたま今年火災があって、不審火等があったかと思いま

す。それで、食用油ということで、資源リサイクルの格納庫は一応前の日の夕方あけてお

いて次の日ということになりますけれども、その辺の管理、そういった場合にそういう火

災等がちょうど発生したものですから、その管理をどうするかと。当然町が設置をすると

いうことになれば、それの管理をどうするかということの中でちょっと行き詰まっている

のが現実です。ただ、基本的にはそういう声が上がるということの中で、来年度に向けて

は何らかの方法でやっていきたいというふうには考えてございます。実際に検討もさせて

もらっています。ただ、ステーションの場合、たまたま火事の関係があって、不審火があ

ったということの中で、その辺をもうちょっと検討させてもらった中で進めていきたいな

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 放火の点でいえば、段ボールだとか、燃やそうと思ったらナイロン系のもの

でも何でも燃えます。たまたま放火あったところは傘に火つけているのですよね。それで、

骨は燃えなかったのでしょうか、外側だけ燃えてちりちりになってあったというのが現状

です。こういう油物だから火つけられるという私は発想は何かちょっと、本当に心配なこ

とは心配なのですけれども、責任がどこにあるかということになれば、当然ステーション

を設置した側にあるというふうなことになります。でも、そういうことを考えていくと何

でも危険なものになってしまうと思うのです。その辺は、やはり住民も信頼して、放火犯

も捕まらないまんまではないかなと思いますけれども、その辺やはり弱者というのでしょ

うか、そういう方の身にもなってなるべく早い時期で設置をしていただきたいというふう

に思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 ご指摘のことはごもっともだと思います。ただ、あくまでやらないとい

うことではなくて、うちも当然こういうご意見があったということの中でやっぱり試験期

間、21年から先ほど言いましたように試験をやってきたと。それで、本格的にやるにはど

うしたらいいかということの中で、資源ごみの格納庫も一つの手だろうということを考え
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てございます。その中で、格納庫が今年11月に管内ほとんど、町内ですか、全部完成いた

します。それもありますので、その辺を含めて来年に向けてやっていきたいという考えは

持っています。ただ、それは最終的には若干予算の伴う部分もありますので、絶対やりま

すとはちょっと言えないかもしれませんけれども、そういうふうなことで検討はさせても

らっているということだけお伝えします。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も資源回収業務のこの部分についてお伺いをいたしますが、これは当初帯

広、くりりんのほうに持っていくというような話で事が進んでいたと思うのですが、今年

に入ってからというのでしょうか。地元のほうで処理をするような形に少し内容が変わっ

てきているというふうに伺っております。これは、どういうのでしょうか。帯広のほうの

くりりんとは、いろんな契約というのですか。約束事の中でしていたものが向こうの変わ

った内容というのですか、向こうの勝手で持ってきてはいけないよということになってく

ると、またこれ町としてもやっぱり計画が狂ってきますよね。ですから、やっぱりその辺

の内容についてというのでしょうか、やはり当初の約束事というか、その辺の部分がどう

なっていたのかという部分の説明をまずいただきたいと思います。まず、それをちょっと

説明いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今のお話は、事業系のごみの話ですね。うちの資源リサイクルではなく

て、事業系のごみの話かなというふうには聞いています。事業系のごみについては、町内

の業者さんが各営業、事業をやっているところから回収してくりりんに持っていくという

ことでございます。ただ、その中で業者さんに聞いた中では、今までもあったということ

でございますが、結局不燃ごみとかいろいろまざっていると、もっときれいに処理をして

くれと。あくまで今年から受け付けないよではない。受けられないよではなくて、もう少

し分別をきれいにしてほしいという話は受けたというふうには聞いています、業者のほう

から。そのやり方が変わったとかそういうことではなくて、あくまで今までも持っていっ

たのに、今までも何回かたまにはちょっとここを気をつけてくれとかというのはあったと。

ただ、もう何とかその辺も精査してくれというようなことを言われたというふうには聞い

てございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうです。済みません。事業系の部分について。ただ、帯広とのいろんな約

束事というのはあるのかなというふうに思いまして、それが途中で向こうの都合でこれは

受け入れるけれども、これは受け入れないよということになってくると町の計画というも

のも、町もやっぱりこれ委託している部分がありますから、そういったものが大分狂って
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きたりする部分があるのかなと思いましたけれども、そういうことであればこれはわかり

ました。 

 それと、もう一点、確認をさせていただきたいのが水質検査の部分であります。71万

9,000円上がっていますが、期間を見ますと21年の10月の24日から12月の21日、要するに２

カ月ほどの期間が書いてございます。たしか水質検査は、毎月１回やるやつと年に１回と

の２種類のパターンが水質検査はあるはずなのです。あると思うのですが、この部分のこ

の期限もありますし、この一般廃棄物の部分についてはちょっと違うのかもしれませんけ

れども、この２カ月間のこの部分の内容について説明をいただければと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今ご指摘を受けました水質検査については、あくまで最終の水処理施設

に関する部分の検査でございまして、これについては年１回ということでございます。通

常の水質検査でなくて、あくまで最終的に出水、出すという中での水処理に関する検査で

ございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。処理場の中の検査というのはまた別途、たしかＢＯＤ、ＣＯ

Ｄで月１回と年に１回のやつがありますね。それは、またどこか別のところに入っていて、

今ここに上がっている71万9,000円というのはこの10月の24日から12月の年内に２カ月の

間にやるこの１回の水質検査、これにこれだけがかかるという認識ということで、ほかの

毎月のやつと年に１回のその２つの項目のやつはまた別の項目に入っているということで

よろしいのですね。確認させてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今うちのほうで予算を持っているのは、基本的には年１回だけでござい

ます。あとは、今言ったように水道なり水質検査なり。ただ、水、うちのほうの最終的に

流すところは年に１回だけでございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。そうすると、ちょっと産廃と一廃との違いがあるのか、処分

場の形態が違うということなので、統太のあそこは単純な安定型の埋め立て処分場という

ことではないのですね。シートか何か張っているのは管理型ということになっているので

すかね、あそこは。そういったことで、今言われた年に１回の水処理だけでいいというこ

とになっているのかなというふうに思います。どちらにしても水質検査については、そう

いうことで年に１回のこの部分の１回だけと。ただいまその１回やるだけがこれだけの金

額がかかってしまうという認識ということでわかりました。これについては理解をいたし

ましたので、ありがとうございます。答弁は要りません。 



 － 81 － 

〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今このごみの収集の関係についての関係で、ちょっと働いている方とお話し

したときに、浦幌町は十勝管内でも早い金銭を取っての収集作業に入ったというようなこ

とで、非常に町民のほうも先ほど言いました格納庫の関係も大山課長の話では11月には全

部できるという状況の話も聞いたわけでございますけれども、分別収集の中でまだ行政区

について対応の悪い行政区があると。といいますのも、入っているもの関係については瓶

関係あるいはアルミの容器等についてはきれいに洗った中で出すという、そういった作業

の関係がある中について非常に一部ですけれども、ある行政区の中についてはまだその辺

が徹底されていないと。収集する方々の中からは、本当に何とかしてほしいのだというお

話を承ったことがございます。 

 そんな関係で、私の知っている例えば本町のそういった格納庫、施設関係については常

時何人かの方がそういうものを見回っているというお話も、その行政区についてはすばら

しい体制をしている行政区もあります。そんな関係も含めて、町の広報等によって再度ま

たその辺の分別収集のあり方等について徹底する必要があるなと。一部そういう行政区の

方の中で格納庫の投げる方法によっては、そういった年齢的な関係もあるのでしょうけれ

ども、若い人が例えば独身寮関係でそのようなのがわからないで投げると、投棄するとい

うこともあると思います。そんな形で再度もう一度、私どもの毎月出している広報を使う

なり、あるいはそれぞれの行政区長さん方の対応の中においてお話をするだとか、それを

再度また徹底してほしい。それが今浦幌町の分別収集を行う上での本当に模範的な町村の

一つになるのが浦幌町でないかなと、このようにも自覚してございます。そんな意味から、

その辺について今とらえている中身、課長のほうでそういう中身があるのであればちょっ

とお話を聞かせていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 今お話のあった件でございますけれども、当然うちの町民課のほうにも

汚いだとかというお話もあります。そんな中で、基本的に今までも広報なり回覧などでそ

の辺は周知させてもらっております。また、今回資源ごみの格納庫を設置してきておりま

す。その中で、格納庫を設置するに当たり、説明に出向いてごみの分別収集について協力

をお願いした行政区さんも当然あります。その中で、何とか資源の格納庫もそうですけれ

ども、分別収集についての理解を求めてきていると。今後におきましても、当然うちのほ

うも職員もおりまして、格納庫のときには一緒に行ってついたりなんかもしています。そ

の中で、どうしても持っていかれないようなものは職員が後で積んで歩いてとか、いろん

なこともやってございます。当然そういう手間を考えますと、再度町民の方に周知をしな

がらご理解を賜りたいなというふうに思っていますし、この辺を進めていきたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 
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〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今課長のほうから、本当に職員の中でもそういった対応をされているという

状況も聞きました。私は、例えば今収集している業者の担当の方にもそういうものについ

ては収集しないほうがいいのでないのかと。そのまんま置いた形の中で、それは何をやる

かといったら、町内のほうで対応してもらうべくお話を、おたくの回収場所については一

応そういう回収できないような状況の内容になっていると、ぜひ解決願いたい等々、そう

いうものを徹底したほうがいいのではないですかというふうなアドバイスではないですけ

れども、そんな話をしたこともございます。そんな意味から、そんな機会で、せっかく今

我が町については本当に分別収集についてもそういう塵芥処理の関係についても早い時期

に営業的なお金を取って対応したという、そういう状況もございますので、ぜひ徹底する

ときには徹底したほうがよいと。鉄は熱いうちに打てという状況の言葉もございますよう

に、そういったものを徹底する対応がぜひ必要かなと思います。再度その辺について課長、

どういうふうに思いますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 まず、回収をしてこない、あなた方の行政区の中で処理しなさいと、こ

れは回収できませんよと。それがたまたま１つの行政区に１カ所ある場合でしたら、それ

はちょっと行政区の中でお話し合いをしてみてくださいと、これだれ出したのかと。犯人

捜しみたいなことでちょっと悪いのですが、ただ何行政区かで使用している格納庫もござ

います。そういうことを含めると、注意喚起をしながら、そういうものについては町の職

員が運んでくるとかいうような対応をしています。今後先ほど申しましたように、当然う

ちとしても分別収集には協力を願いたいと思っていますし、周知徹底を図っていきたいと

いうふうに思っています。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 質疑がないようなので、お諮りをいたします。 

 議事の都合により、本日の会議はこの程度にとどめて延会とし、９月14日午前10時から

本会議を開きたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会とし、９月14日午前10時から本会議を開くことに決定

いたしました。 
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    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ４時５８分 

 


