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開議 午後 ２時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 議事については、配付してあ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２５号 

〇田村議長 日程第１、議案第25号 平成23年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 ３月11日、４款２項２目し尿処理費までの審議中地震の発生により会議を延会といたし

ましたので、本日はこの目から引き続き審議を続けます。 

 質疑はありませんか。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 私が質問した事項に対しての答弁をいただいている最中に延会になっており

ます。その答弁をお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 福原議員、答弁が終わっていたそうですけれども、皆動揺していた中でござ

いましたので、同じ答弁になろうかと思いますけれども、保健福祉課長のほうから答弁い

たします。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 たしか子宮頸がんの今後のスケジュール的なこととワクチンがおく

れるということで、どういうふうに進むのかということだったというふうに思いますが、

子宮頸がんの健康教育のほうにつきましては４月の開催を今準備しているところでござい

ます。ワクチンの部分につきましては、福原議員からもご指摘がありましたように全国的

に子宮頸がんワクチンの接種が始まりまして、当初十分供給が間に合うだろうということ

で国の説明でしたけれども、ここに入りまして供給がスムーズにいかないというふうなこ

とで、７月ぐらいになるのでないかということで国及びワクチン業者のほうから連絡が入

ってきたところです。私らのほうにつきましては、ワクチンの供給状況に合わせながら任

意に接種のほうをお願いしていくような形で進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 答弁わかりました。ただ、子どもの乳幼児に関してのヒブ、肺炎ワクチン等

については現在６名の死亡者が出ています。それで、非常に用心をしながらこれからも継

続していくのであろうと思いますが、外国の例を見ますと別な形のワクチンが出ておりま

す。それが非常に安全性が高いと。今回のワクチンは不純物も入っていて、回収に回った
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例もありますので、その辺なんかも国に要請しながら、新しい形のワクチンをできるよう

に要請してほしいということをさきの質問で多分言っていたと思うので、その辺について

の答弁をお願いいたします。 

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 ワクチン自体につきましては、国が安全であるというふうに認めた

ワクチンでございまして、今回６名の方が不幸にして接種して亡くなられたということ。

ただ、接種が原因かどうかというところはまだ国の調査中というふうなことで、明確な部

分はまだ何にも通知来ておりません。国のほうへの要請というふうなことにつきましては、

浦幌町単独でどうのこうのというふうなことにはならないというふうに思いますので、町

村会とかそういうところが組織としてあると思いますので、そういう中でいろいろご検討

いただければというふうに思っているところです。 

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 質疑がありませんので、次に６款１項９目地籍調査費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 68ページをお開き願います。５款労働費、１項１目労働諸費、本年度予

算額3,457万7,000円、この目につきましては労働対策及び職業病対策に係る予算を計上し

ております。増の主なものといたしましては、労働対策といたしまして平成22年度に引き

続き失業者、非正規労働解雇者の緊急雇用対策を計上しており、４節共済費で緊急雇用者

に対する社会保険料51万9,000円、雇用保険料３万4,000円、労災保険料１万円、７節賃金

で６人分で339万円、13節委託料で７人分で2,217万5,000円を計上しております。19節負担

金、補助及び交付金では、第３期まちづくり計画重点プロジェクト、雇用促進事業といた

しまして新規に雇用する企業者等への補助金240万円を計上しております。７節賃金、19節

負担金、補助及び交付金は、説明資料22ページに記載のとおりでございます。 

〇新川農業委員会事務局長 69ページをごらんいただきたいと思います。６款農林水産業

費、１項農業費、１目農業委員会費、本年度の予算額3,496万6,000円、この目は農業委員

13名、職員の活動及び人件費、さらには農業者年金加入促進等の事務費等でございます。

予算増の主なものにつきましては、農地法改正による農地基本台帳システムの変更に伴う

整備費として予算説明資料22ページの委託料と備品購入費、パソコン１台26万円、プリン

ター１台３万6,000円を計上しております。また、今年度は７月が３年任期の最終年となっ

ておりますので、改選後委員の異動により補正をお願いすることになりますので、よろし

くお願いいたします。 

〇前田産業課長 ２目農業総務費、本年度予算額4,253万1,000円、この目につきましては

人件費並びに各種関係機関への負担金の予算でございます。増の主なものにつきましては、

人件費でございます。 
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 ３目農業振興費、本年度予算額3,411万5,000円、この目につきましては農業振興に係る

予算を計上しております。減の主なものにつきましては、19節負担金、補助及び交付金で

心土破砕事業補助金50万円、22年度で執行したアグリチャレンジャー支援事業補助金返還

金の3,455万3,000円です。増の主なものにつきましては、19節負担金、補助及び交付金で

新規就農者営農促進補助事業90万5,000円、中山間地域等直接支払交付金553万円、農地・

水・環境保全向上対策事業63万8,000円。１節報酬、19節負担金、補助及び交付金は、説明

資料22ページに記載のとおりでございます。 

〇小路谷上浦幌支所長 71ページをごらんください。４目農業団地センター管理費、本年

度予算額658万5,000円、この目につきましては農業団地センターの施設管理にかかわる経

費でございます。管理費の７割につきまして浦幌農協に負担をいただいております。72ペ

ージの15節工事請負費につきましては、予算説明資料の22ページに記載のとおりです。 

〇前田産業課長 ５目畜産振興費、本年度予算額1,244万4,000円、この目につきましては

畜産振興に係る予算を計上しております。減の主なものにつきましては、19節負担金、補

助及び交付金で町家畜共進会協議会負担金20万円、家畜排せつ物処理施設整備事業補助金

47万8,000円、平成22年度で完了いたしました道農業開発公社貸付肉用牛償還金574万

3,000円です。増の主なものにつきましては、９節旅費、普通旅費18万2,000円、11節需用

費、消耗品費11万5,000円、これにつきましては防疫対策用の消耗品でございます。14節使

用料及び賃借料で草地借り上げ料125万6,000円、これにつきましては模範牧場の草地借り

上げ料でございます。19節負担金、補助及び交付金で優良肉用繁殖雌牛導入促進事業補助

金48万円です。19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料23ページに記載の

とおりでございます。 

６目土地改良費、本年度予算額7,985万9,000円、この目につきましては土地基盤整備を

促進するための予算計上でございます。減の主なものにつきましては、国営総合農地防災

事業の委託事業廃止に係る人件費314万2,000円、14節使用料及び賃借料で機械借り上げ料

51万円、15節工事請負費で2,510万円、19節負担金、補助及び交付金で明渠排水掘削事業補

助金80万円であります。13節委託料、15節工事請負費、19節負担金、補助及び交付金は、

説明資料23ページに記載のとおりでございます。 

〇賀下施設課長 74ページをごらんください。７目飲料営農用水対策費、本年度予算額１

万9,000円、この科目につきましては営農用水管路にかかわる土地使用料でございます。特

に説明する内容はございません。 

〇前田産業課長 ８目道営土地改良事業費、本年度予算額3,964万円、この目につきまして

は道営の土地改良事業に係る予算を計上しております。減の主なものにつきましては、19節

負担金、補助及び交付金960万円です。これにつきましては、幾千世地区が完了したことに

よるものでございます。増の主なものにつきましては、14節使用料及び賃借料で機械借り

上げ料95万円、町単独事業でございます。19節負担金、補助及び交付金は、説明資料23ペ

ージに記載のとおりでございます。 
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〇賀下施設課長 ９目地籍調査費、本年度予算額3,049万円、この科目につきましては地籍

調査事業にかかわる経費及び人件費の内容でございます。本年度は、オコッペ及びチプ子

オコッペの各一部地区7.85平方キロメートルが２年目となります。増額の主なものは一筆

地調査で、地権者の現地立会に要する筆界ぐいの設置にかかわる11節需用費の消耗品費で

ございます。減額の主なものは、７節賃金及び13節委託料でございます。13節委託料につ

きましては、説明資料23ページに記載のとおりでございます。 

 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 なかなか地籍調査は大変だと思います。この中で町有地、自分の土地と町の

土地、そしてその中で今回特に道の土地、国の土地、そういうような土地が町道と民有地

の間に走っているわけです。そして、その道路、そんな幅広いわけではないですけれども、

何かちょっと変わったと聞いたのですけれども、どのように変わったのか説明をお願いし

たいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 道道、これから改良する道路の部分だと思うのですけれども、その部分

につきましては北海道の帯広建設管理部のほうで調査測量をやっているものですから、私

たちのほうもまだ変わった内容というのは出てきてはおりませんので、今後地籍について

はそういった面も打ち合わせしながらやっていかなければならないと考えております。現

況を調査した中ですので、これからの状況だと思いますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 ですから、今地籍調査やって、終了後恐らくそういうふうに目に見えてくる

と思うのですけれども、中に結構歴史の古い土地あるわけですから、そういうような土地

があちこち地籍調査やった結果わかったと思うのです。それで、地籍調査そのものが今ま

だまだ始まる中で、先どのくらいかかるか。皆さんいつまでかかるのだろうねと、いずれ

終わると思いますよと、私はそういうふうにしか答えることできないものですから、せっ

かくオコッペのほうまでいっていますから、もう少しだと思うのですけれども、どうでし

ょう、見通し。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 今議員のおっしゃられている地区というのは、チプ子オコッペの浜厚内

地区の関係だと思うのですけれども、ここにつきましては一応今後の予定としては平成

23年度、これから一筆調査ということで、それぞれ今まではかった測量を皆さんに見てい

ただいて、そして現地確認していただくという作業が今年は出てきます。それで、今後は

それが終われば来年度登記という形になりますので、今年と来年でうまくスムーズにいく
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ように何とか努力したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 そういうことであれば大体見通しがついたということになります。それと、

直接関係はないのですけれども、厚内で現在空き家が20戸あって、そういうような状態に

なっていますから、早くその土地を整理することによってまだまだ経済効果も出てくるの

でないかなと思っています。実際そういう動きもありますから、何とか頑張って来年以降

終わらせていただくと、そういうふうにひとつお願いをするというのはちょっと変ですけ

れども、そういう考え方があるということであれば、あと１年、わかりました。 

〇田村議長 答弁はよろしいですか。 

〇差間議員 はい。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 68ページ、労働諸費、この中の13節の委託料、このことについて伺いたいと

思います。2,217万5,000円という大きな金額にもかかわらず説明資料のほうにはその内容

書いていないので、改めて伺いたいと思います。この内容をちょっと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。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 13節の委託料の緊急雇用創出事業の委託料の関係でございますけれど

も、これにつきましては地域資源開発事業に２名、定住促進調査事業に１名、介護研修支

援に４名、計７名という形で予算を見ております。１番目の地域資源を活用した事業とい

たしましては、特産品の開発、それから販路開拓等の事業内容ということでございます。

それから、定住、移住促進調査研究事業ということで２番目でございますけれども、この

内容については最近の団塊世代の退職者等、都会からのＩターン、Ｕターン等を促進させ、

地域へ居住をしてもらうということの調査研究をやっていただくということの内容になっ

ております。それから、３つ目の介護研修の関係につきましては、昨年もやっております

ホームヘルパーの２級取得のための委託ということで、同じ内容ということで予算を計上

しております。合わせまして今計上しています2,217万5,000円という内容でございます。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 総勢７名の人員になろうかと思います。そういった中で介護のほうに４名、

定住のほうに２名、そしてあとの２名につきましては地場産品等々の開発の事業というこ

とでよろしいのかなと。この中でもしできれば、金額の振り分け等が今説明なかったわけ

ですけれども、金額の説明等もお願いしたいなと思いますけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 地域資源開発事業につきましては２名分で942万6,160円、２番目の定住

促進調査事業につきましては１名分の331万8,590円、３番目の介護研修支援につきまして
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は４名分で943万80円ということの内容でございます。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 今金額聞いて定住、それからヘルパー等のことについてはおおむね理解でき

るわけですけれども、特産品の開発等も含めるとなると、これは単に一般の方では極めて

難しい部分もあるのかなと、そういった中では農協がいいのか商工会のほうがいいのかと

いう部分を含めますと、そうした専門職といいますか、また特産品といったってそう簡単

につくれるものではないと思われますし、先般もコスミックホールで地域の人方が一生懸

命やっておられる。その中でもこういった特産品の開発等々に向ける。これ特殊な方なの

か、それとも何かがあるのか、ちょっとその辺もわからないわけですけれども、一般公募

してやるとか、そういうわけでもないのか、その辺ちょっとわからないものですから、申

しわけないですけれども、説明願います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 今回のこの事業は昨年と同じ国100％の補助事業という内容の中で、地域

でどんな事業があるかということでいろいろ研究をいたしまして、今回は地域の資源を活

用した特産品開発ということで何かできることはないかということで、いろんなところに

当たってみた結果、ぜひやらせていただきたいということで見積もりを上げた中の内容の

金額になっておりまして、どういう内容をやるかということにつきましては、商品の開発、

販路の開拓の研修講座を年に８回ほど開催をする経費、それから料理のメニューの開発研

修講座の実施、年二、三回程度やる内容の経費、それから都市圏に行きまして、町内で開

発なりそういうことをしたものを販売をしたりコマーシャルをしたりという、その内容の

経費が主なものでございまして、既にこういう販路につきましてもおおよそめどがついて

いるということを聞いております。そういう方の中で地域の食材に係る特産品を使いまし

て、それをアピールをしていきたいということの内容でありまして、引き続きこの事業が

終わった後についてもそういう内容が広く知れ渡ればいいのかなということでございま

す。雇用につきましても２名程度ということで計画を上げてきておりまして、地元の人を

なるべく使いたいなということも聞いております。いずれにしても、ハローワークを通じ

て、失業者という形になろうかと思いますけれども、そういうことで応募というか、そう

いうことをしていくという内容になっておりますので、ご理解を願いたいなと思っており

ます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も、まず今の労働諸費の委託料、今説明聞きましたけれども、例えば今言

う特産品もこの事業をやるのに、これ補助金10分の10ですからもらっているのですけれど

も、緊急雇用のこれをやるためにいい案がないかということでいつか募集かけたのですか、

これ。そして、だれかが見積もり上げたというお話だったですね。いつそんな募集がかか

って、それもそうですし、次の定住もそうでしょうし、介護もそうですけれども、10分の
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10の国としてのこういういい事業があって、こういうやつがありますから、町内の皆さん

方でどなたかこういう補助使ってやりませんかというような、ホームページなんかも私ず

っと見ていましたけれども、そんなのありませんけれども、いつそんな問い合わせがあっ

たり、そんな応募というのいつあったのですか。10分の10ですから町の持ち出しがないの

で、こういうものは有効に使うべきだと思うのです。それはいいのですけれども、いつ、

どの状態でどういう形でこれがあって、今１件、これ２名なのでしょうけれども、２件で

はだめだったのですか、３件とかだめだったのですか。こういう時代ですから、有効にそ

ういうものを、募集して、やれるのであればどんどんいろんな方に手挙げてもらえばいい

と思うのですが、私は少なくともこういうような募集していたということ全然知らなかっ

たのですけれども、この辺の経緯についてはどういうふうになっているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 募集をかけたのかということでございますが、募集についてはかけては

おりません。ある程度主立った方に声をかけまして、どうだろうかと、失業者等が採用で

きるような、そういうことをやりながら事業がやれるだろうかということで町内の主立っ

た方に声をかけた結果なかなかいい返事がなかったわけでございますけれども、国からせ

っかくくれるお金ですから有効に使いたいということで、何とか使ってもらうということ

でそれぞれこちらから声をかけさせていただいて、こういう形になっ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 そういうことはわかりましたけれども、このことがいいのかという話です。

国のこういうものが、一団体なのか個人なのかはあれですけれども、町のほうから指名す

るような形でやるということがどうなのですか。それは決して公平な形ではないというふ

うに、私はそういうふうに思うのです。例えば農協さん、商工会さん、農林水産とか団体

がありますから、そういう団体に落として、そこからその団体、団体の中で公募するとか

というような、これが本来の筋的なものであって、町が一個人、企業にどうですかとかと

いう、こういうやり方というのは幾ら町の持ち出しがないからといっても、私はこれ正し

い進め方だというふうには到底思えないのですけれども、この辺どうですか。私は公平だ

なというふうに思えないのですけれども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 声をかけさせていただいたのは、森林組合、それから農協、それから商

工会、それから漁組という形で一応声はかけさせていただいております。その中で今回な

かなか、産業団体等からないよということで、ある程度こういう形もやっていただけるの

でないかということの中で出していただいております。ですから、最初から個々にという

ことではなくて、最初は産業団体にも声をかけさせていただいております。 



 － 10 － 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。私も商工会に属する者なのですけれども、私のところには商

工会からはそういう情報は一切来ませんでした。ということは、役場が各団体にきちっと

情報を流して、そういう候補がないかというお話ですけれども、きっと商工会なり農協な

り、そういう各団体からきちっと末端のほうまでこういう情報が行っていないのだと思う

のです。少なくとも商工会の私のほうには来ていませんから、このことがやっぱり問題で

すよね、これは。これからもまた別のほうでしますけれども、農業関係の補助金、商工の

補助金、いろんなの出ていますけれども、こういう町からのいろんな補助金をもらいなが

らやっているもの、新しく地域に雇用を起こそうという、こういう取り組みについてきち

っとした情報を末端に流さないなんていう、こういう怠慢をしているということになりま

す。これはあってはならないです。今地域の雇用を守るなんていうことは大事なことです

から、このことを各団体がしっかりとやっていないということは、これ問題だと思います。

このことについては、商工会も含めて、私ほかの団体のことよくわかりませんからあれで

すけれども、含めてしっかりと町としても指導していく必要があろうかというふうに思い

ます。 

 そういった中でやむにやまれず各企業にピンポイントに当たって、何とかこれだけの事

業を出していただいたということであれば、逆に言ったらこの人方に感謝しなければなら

ないですね。地元の団体が全然見向きもしないものを各企業、個人がこれについてよし、

ではということでみずからが新しい行動を起こしてくれたということは感謝しなければな

らないということだと思います。そのことについては町にもその辺の各団体についての指

導をぜひしていただきたいと思いますけれども、ただ金額も大きいですから、この辺の３

つの部分についてどこどこにどういうお願いしたということは、これは個人情報的な問題

があって報告はできないということなのですか。前回の補正でも結局この部分でも六十何

万でしたか、減額されたりとかしていましたですよね。せっかくいただけるものは有効に

使うことがいいわけですから、その辺のチェックもきちっとしたほうがいいと思いますけ

れども、そこら辺というのはどうなのですか、個人情報で言えないことになるのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 見積もりをいただいた中の予算の計上でございますので、本来４月１日

から再提出をいただいて、そして契約という形になろうかなと思っております。この３つ

の委託につきましては、昨年と引き続きになっている介護の関係につきましては同じ事業

所という形になっております。今の地域資源を活用した特産品開発につきましては、町内

にある会社ということでございまして、もう一つの定住、移住促進研究に係るものについ

ては商工会の事業ということで見積もりをいただいているということでございます。あと、

予算を組んで委託した以上は余さず使い切るのがこの事業だと思いますけれども、最終的

には雇用した人がその会社で実際に業務を行った月数ということで精算をする形になって
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おりますので、100％という形には多分なってこないのかなと、何日間は休んだり、そうい

うことが出てくる可能性もありますので、極力委託をした中で使ってもらうということは

指導を昨年もしておりますし、本年度についてもしていきたいなというふうには思ってお

ります。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 個人名というか、そこら辺は個人情報的な問題もあろうかというふうに思い

ますから、これ以上その部分については。ただ、今言われましたように２番の定住の部分

については三百何万というのは商工会だという説明でしたからあれですけれども、例えば

上の特産品についても940万ですから、かなり大きな金額、１年間で人件費２人で900万、

これかなり大きな金額ですよね。この辺については、10分の10とはいいながらもしっかり

と町民にこの辺についての開示をしていくべきだろうというふうに思いますし、この辺の

介護の部分についても、それによってどういう結果を得たのかということら辺もしっかり

と町民に開示していく、これは町としての義務が私はあろうかというふうに思いますので、

このことについては今後何らかの形の中で、監査等の部分出てくるとは思いますけれども、

しっかりこういったものがこういう影響があるというふうに示していただきたいと。 

 というのは、私前にも課長にも聞いていますけれども、浦幌町って募集しても案外来な

いのです、人が。就職がみんなあるのかといったらないのだけれども、結局募集しても来

ないではないですか。そういう実情がある中で、こういうものが本当に有効に使われて、

結局募集したけれども、人が来なくて戻さなければならないなんていうことにならないの

かなという、ここら辺の部分が、先ほど同僚議員も言っていましたけれども、専門的な知

識を要すると、単純なことではないということになったときに、本当にしっかりとしたそ

の辺の部分があるのかなということが、結局雇用２名といっても、本人ではだめなわけで

すから、新たに雇用が生まれなければ何の意味もないわけですから、そこら辺が本当にき

ちっとなるのかなというところは私物すごく心配をしているのです。ですから、この辺に

ついて今後も議員のほうからもいろんな問い合わせがあろうかなというふうに思いますけ

れども、この辺については町としてもしっかりと情報公開はしていっていただきたいとい

うふうに思いますので、最後もう一度お聞きをしたいと思います。まず、それを最後もう

一回お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 この２名の雇用につきましても当然失業者が対象ということになってお

りますので、当てがないとなかなかこういう形で見積書もできないかなと思っております。

聞いた中では、１人は失業者を確保して、浦幌町で定住をして１年間この事業に頑張って

いきたいというふうに聞いております。また、もう一人については、町内の方でだれか失

業者で対象になる方がいれば、この内容で１年間事務に当たっていただきたいというふう

には申しておりますので、そういう形の雇用の方法で指導なりをしていきたいなというふ
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うに思っております。また、介護の関係につきましても、昨年でいえば２級ヘルパーの資

格取得という内容の中身でありますけれども、実際にどうだったのだということになろう

かと思いますけれども、資格が取れなければだめだという、そういうふうな事業の内容で

はございませんので、その１年間の事業の中でやった経験と、それから勉強とを次に生か

していければという、そういう内容でございます。ちなみに、介護の関係については５名

中４人が資格を取得したというふうに聞いておりますし、１名についてはまだ申請中とい

うことで聞いております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 それでは、今のことにつきましてはわかりました。 

 それと、もう一点、新たな質問でございますが、農業振興費の中でございます。この中

で例えば高級菜豆、白花豆、これについても70万補助がついております。これも新しい取

り組み、農家が浦幌の特産品をつくろうということによって、もう何年間かされておりま

す。これは新しい取り組みですから、新しい取り組みする部分については、前に私もこれ

について質問させていただいたときに、これをすることによってまた一つ浦幌の新しい特

産をつくるのだと、実際に甘納豆、またはようかん等、そんなようなものが浦幌の地元の

商店にも卸されて販売されていくということの中で、また２次的、３次的な効果もあるだ

ろうというような答弁をもらった記憶がございます。ただ、そこの中なのですが、新しい

ことをどんどんやっていくことはいいのですけれども、この部分が新規事業、新規事業、

初期投資の部分だといいながら、いつまで初期投資していくのか、この辺も１回もらうと

ずっとということになるのか、例えば心土破砕についても前にも質問しているのですけれ

ども町の一般財源から出ている。国の補助は何もない。あくまでも町の部分でありますか

ら、この部分がどういうような考えのもとに、毎年毎年ずっと載っていますけれども、ど

ういう考えのもとにこれしていくのかなと。確かに農家にとってこの部分というのが必要

なことはわかりますけれども、そんなこと言ったらみんな必要なのですから、国の補助が

ないのに町の一般財源を100％、10分の10使ってやるということについて、それで確かに農

地がよくなってということはわかりますけれども、それを言ったらいろんな地区がみんな

そういうことになってしまうのです。だから、そこら辺の考え方についてお聞きをしたい

し、先ほど言った白花豆も２次的、３次的効果があると言っていたのですが、例えばきょ

うの午前中、留真温泉のオープニングセレモニーがあって、行ってきましたけれども、残

念ながら留真温泉のお土産のところには白花豆のようかんはありませんでした。だから、

結局こういうことで２次的、３次的効果があるよと言っても、そういう部分があるのかな

というような、補助しても結局農家だけのためではだめだと思うのです。やっぱり町の金

を使うということは、それが２次的、３次的にきちっと町内に金が回らないと私は意味が

ないというふうに思うのです。こういうことをするから、周りから何で農業ばかりがとい

うような、こういうような目が、何で農協ばかりがというような目がいってしまうと。結
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局そういう厳しい目というのは末端の農家さんに向くのです。ですから、こういうものを

出すということは農協なりが主導をとっていくのでしょうから、その辺がしっかりとそう

いう意識を持ってもらうものはもらって、きちっと町内のことを考えた行動をとってもら

わないとそういうことになってしまうなというようなことを私は常々思っているのですけ

れども、この辺も含めて農業振興についての考え方をお聞かせいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 高級菜豆産地づくりの事業補助金につきましては、22年度までで３年間

ということでございまして、当時は新しい農産品の生産を確保したいということの中の補

助でございますが、実際にこの作物につきましては非常に手がかかるということがありま

して、その中の一つの資材分を町が４分の１ということで補助することでやってきており

ます。当初は新規にこの白花豆を植えつける方に対して補助をしていくということでやっ

ておりまして、この３年間で約10町以上のやられる方が出てきたということでございまし

て、今後もこの白花豆をやりたいという方もいるということから、豆を使ったさっき議員

がおっしゃられるような２次、３次的なものが現在も普及をしているということでござい

まして、町といたしましてもこういうものを大事にしていきたいなということで、今年度

からもまた補助をしていきたいということでございます。留真温泉には置いていなかった

ということでございますが、置かないということではなくて、町内にある特産品は置ける

だけ置こうということが留真温泉の指定管理者の考えでもありますので、きょうはたまた

まなかったということでご理解いただきまして、浦幌町でしか買えないというものを温泉

等に置いて販売していきたいなと思っておりますので、ご理解を願いたいというふうに思

っております。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 産業課長。 

〇前田産業課長 心土破砕事業の関係につきましても昨年、一昨年、冷湿害対策等でこれ

を継続してやってきておりますが、特に21年度の冷湿害につきましては排水対策が非常に

重要だったということが改めてわかったということでございまして、これがやらなかった

ところとやったところとの差が非常に大きかったなということで、これについてはやらな

かったことを考えたときには被害がもっと大きかったのでないかというふうには想定をし

ているところでございます。そういうことからいいましても、心土破砕につきましても今

後同じような考えで基盤整備の一貫として考えていきたいなというふうに思っておりま

す。これからずっと恒久的にしていくのかということにつきましては、理事者の判断によ

りますけれども、現在新年度につきましては昨年度、一昨年の冷湿害の影響がまだ残って

いるということも含めまして今年については計上しているということでございます。全体

の農業振興につきましても農業者だけにということではなくて、農業振興、町が助成する

内容につきましては町全体の農業者だけでなくて２次、３次産業も含めた形で効果があら
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われるようなということで農協とも考えて協議をしていきたいなと思っておりますので、

ご理解を願いたいというふうに思っております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今言われるように心土破砕したところとしないところと全然違ったと、それ

は当たり前なのです。農家さんが畑を整備するという、要するに設備投資をするというの

ですか、それはみんなするのです。新しいことするときにはみんな設備投資をして、リス

クを負って商売をするのです。補助金をもらってやるのだという、こういうことではない

のです。みんな自分でお金出して物買ったりしながら、自分でそういうリスクを負いなが

らやるのです。それが当たり前なのです。商売なのですから当たり前なのです、そんなこ

とは。ですから、そこら辺の考えというものをしっかりと持ってもらわなければならない

でしょうし、町が一般財源まで出してするということは、今言われていましたけれども、

この効果というものがどのぐらいあるのだと、こういったこともしっかりと町民に知らし

めていく、これだけの効果があるのだよと、だからしっかりと農業支えなければだめなの

だよと、これはあと畜産もみんなそうなのです。種牛がどうしたこうしたという、こうい

うの全部同じことなのですけれども、こういうことをすることによってこういうメリット

があるのだと、だからしっかり支えなければならないのだという、こういったこともしっ

かりと今後町民に知らしめていって、この辺は農協さんも含めてしっかりとした情報公開、

この辺の情報公開もしっかりして、町民が納得するような、ああ、そうだなと思うような

形をぜひとっていただきたいというふうに思いますけれども、この辺の情報公開について

最後聞いて終わりたいと思いますけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 実際効果がどういうふうな形で情報が各町民等に知らしめられているか

ということにつきましては、全体額の生産額につきましては毎年農協等の発表で出ている

かなと思っております。毎年の生産額の内容によりまして対前年比、対前々年比という形

でそれぞれ出ているという内容でございます。ただ、細かい個々の生産額がどうなってい

るかについては、町と農協の担当事務レベルの中では毎年昨年に比べてどれぐらい額は差

があったのかということをずっと品目的に出しているわけでございますけれども、それを

今後どういうふうな形で町民に知らせていくのかということにつきましては、農協のほう

については農協の広報、それから町にもありますけれども、町の広報等にもある程度全体

の農産額に対して今年度はこれとこれが特に少なかったとか、そういう形では載せていけ

るかなと思っておりますので、今後そういうことで研究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、ご理解を願いたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、次に６款３項２目水産業振興費までの説明を求めま
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す。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 ２項林業費、１目林業総務費、本年度予算額1,433万3,000円、この目に

つきましては一般林業事務に係る経費でございます。減の主なものにつきましては、13節

委託料で森林の管理巡視、調査、計画業務委託料10万円、18節備品購入費12万5,000円でご

ざいます。１節報酬、８節報償費、13節委託料につきましては、説明資料23ページに記載

のとおりでございます。 

 ２目林業振興費、本年度予算額2,737万9,000円、この目につきましては民有林の振興に

係る経費でございます。減の主なものについては、19節負担金、補助及び交付金で21世紀

北の森づくり推進事業補助金、これにつきましてはまだ今年度は名称が定まっておりませ

んので、仮称ということにさせていただきます。824万6,000円。人工林保育事業補助金54万、

除伐緊急対策事業補助金60万4,000円でございます。増の主なものにつきましては、19節負

担金、補助及び交付金で森林整備地域活動支援交付金25万でございます。19節負担金、補

助及び交付金につきましては、説明資料24ページに記載のとおりでございます。 

 ３目林道維持費、本年度予算額173万円、この目につきましては町が管理している林道に

係る維持管理費に係る経費でございます。増の主なものにつきましては、林道支障木伐採

に係る７節賃金18万円、14節使用料及び賃借料、機械借り上げ料の25万円でございます。

15節工事請負費につきましては、説明資料24ページに記載のとおりでございます。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費、本年度予算額1,522万9,000円、この目につきまして

はうらほろ森林公園の管理運営に係る経費でございます。減の主なものにつきましては、

11節需用費で修繕料39万9,000円、15節工事請負費で2,035万6,000円。増の主なものにつき

ましては、11節需用費で芝生広場の目土及び種子代の消耗品費86万2,000円です。11節需用

費、13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料24ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 ５目林道上厚内線改良事業費、本年度予算額1,020万円、この目につきましては林道上厚

内線改良事業に係る経費でございます。全体延長1,228メーター、幅員４メーターで、平成

22年度からの事業で、林道改良補助事業でやっております。25年度完成の計画でございま

す。補助率は、国が30％、道１％であります。本年度は、本工事180メーター、970万円を

実施するものでございます。減の主なものにつきましては、13節委託料150万円でございま

す。増の主なものにつきましては、15節工事請負費120万でございます。15節工事請負費に

つきましては、説明資料24ページに記載のとおりでございます。 

 ３項水産業費、１目水産業総務費、本年度予算額852万7,000円、この目につきましては

水産業事務に係る人件費でございます。ほかに特に説明する内容はございません。 

 ２目水産業振興費、本年度予算額453万8,000円、この目につきましては厚内漁港の維持

に係る経費及び水産業の振興に係る予算でございます。減の主なものにつきましては、14節

使用料及び賃借料で機械借り上げ料28万円、平成22年度で完了した厚内漁港整備事業負担
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金1,866万7,000円です。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24ページに記載のとおりでございます。なお、厚内の漁港整備につきましては今年度、

道の事業でございますけれども、突堤工事20メーター分を総事業費２億1,000万円で施工す

る予定になっております。 

 以上でございます。よろしくご審議お願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、次に８款５項１目住宅管理費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 ７款１項商工費、１目商工振興費、本年度予算額１億156万2,000円、こ

の目につきましては商工業の振興、育成とコスミックホールの運営の補助に係る経費でご

ざいます。減の主なものにつきましては、19節負担金、補助及び交付金で中小企業融資利

子補給補助金250万円でございます。増の主なものにつきましては、８節報償費70万円で、

転入世帯へのハマナス商品券贈呈事業で75万円で、これにつきましては１世帯5,000円を

150世帯分の内容でございます。19節負担金、補助及び交付金でコスミックホール運営補助

金91万7,000円、これについてはコスミックホールの修繕費の内容でございます。地場工業

等振興補助金525万7,000円であります。８節報償費、19節の負担金、補助及び交付金、21節

貸付金につきましては、説明資料24ページに記載のとおりでございます。 

 ２目観光費、本年度予算額2,893万9,000円、この目につきましては観光の振興のための

諸経費及び観光施設の維持管理並びに観光連盟、団体への補助金に係る経費でございます。

減の主なものにつきましては、11節需用費で消耗品費24万8,000円、15節工事請負費１億

493万4,000円で、これにつきましては留真温泉整備にかかった経費でございます。増の主

なものにつきましては、11節需用費で印刷製本費53万5,000円、修繕料35万2,000円、12節

役務費で広告料100万円、13節委託料で指定管理委託料662万1,000円、送迎バス運行委託料、

これは留真温泉でございます。470万円。16節原材料費で留真温泉植樹用苗代等で120万円

でございます。11節需用費、12節役務費、13節委託料、15節工事請負費、16節原材料費、

19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料25ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ３目工業対策費、本年度予算額517万6,000円、この目につきましては企業対策並びに企

業創設に係る経費でございます。増の主なものにつきましては、19節負担金、補助及び交

付金の十勝圏振興機構運営負担金40万5,000円です。これにつきましては、企画費からの科

目がえでございます。 

〇賀下施設課長 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、本年度予算額2,204万円、

この科目につきましては施設課にかかわる人件費、事務費及び道路台帳修正業務の内容で

ございます。増額の主なものは人件費でございます。減額の主なものは13節委託料で、説

明資料25ページに記載のとおりでございます。 
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 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、本年度予算額4,394万7,000円、この科目につき

ましては維持係の人件費、建設機械等13台分の年間維持管理費の内容でございます。増額

の主なものは人件費でございます。減額の主なものは、車検台数減に伴う修繕料、手数料、

自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税、18節備品購入費でございます。 

 ２目道路維持事業費、本年度予算額3,944万8,000円、この科目につきましては町道255路

線、実延長296キロメートルを維持管理する経費の内容でございます。増額の主なものは

15節工事請負費で、説明資料25ページに記載のとおりでございます。 

 ３目道路建設補助事業費、本年度予算額１億4,960万6,000円、この科目につきましては

国の交付金事業により町道の道路改良舗装をする経費の内容でございます。増額の主なも

のは、13節委託料、14節使用料及び賃借料でございます。このうち14節使用料及び賃借料

の印刷機械借り上げ料につきましては、設計図面用コピー機を老朽化により更新するもの

でございます。減額の主なものは、２節給料、９節旅費、11節需用費、15節工事請負費、

17節公有財産購入費でございます。なお、13節委託料、15節工事請負費、17節公有財産購

入費につきましては、説明資料25ページに記載のとおりでございます。 

 ３項河川費、１目河川管理費、本年度予算額1,115万7,000円、この科目につきましては

町が管理している215の普通河川の維持管理、道河川の樋門、樋管管理委託業務、国所管の

救急排水施設管理委託業務にかかわる経費の内容でございます。増額の主なものは、14節

使用料及び賃借料で行政区及び地先要望における河道整備のための機械借り上げ料でござ

います。なお、13節委託料、14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料25ページに

記載のとおりでございます。 

 ４項都市計画費、１目都市計画総務費、本年度予算額14万円、この科目につきましては

都市計画審議会開催にかかわる事務経費の内容でございます。 

 ２目公共下水道費、本年度予算額２億3,238万円、この科目につきましては公共下水道特

別会計への繰出金の内容でございます。 

 ３目公園緑地管理費、本年度予算額798万6,000円、この科目につきましては中央広場、

駅前広場、ポケットパーク、児童公園、遊園地の維持管理及び森林公園遊歩道、道の駅駐

車場周辺など町有地の草刈りにかかわる管理業務の経費の内容でございます。増額の主な

ものは、18節備品購入費で町有地管理用地の増加により広範囲の敷地の草を効率的に刈り

取るための乗用式芝刈りを購入するものでございます。 

〇鈴木まちづくり政策課長 引き続き86ページをごらんおき願います。４目まちづくり交

付金事業費、この目につきましては事業完了によって廃目整理となるものでございます。 

〇賀下施設課長 ５項住宅費、１目住宅管理費、本年度予算額4,090万5,000円、この科目

につきましては町営住宅489戸、雑種家屋53戸、町有住宅10戸の維持管理費及び町営住宅運

営委員会にかかわる報酬、費用弁償、人件費の内容でございます。増額の主なものは、人

件費、消火器薬剤詰めかえにかかわる12節役務費の手数料、北海道監修の営繕工事積算標

準単価表にかかわる14節使用料及び賃借料でございます。減額の主なものは、13節委託料、
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15節工事請負費で、説明資料26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。 

 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 観光費のところで留真温泉の送迎バスの470万、これについて詳細をちょっと

お聞きしたいと思いますが、きょうからオープンされていますけれども、先般同僚議員の

バスの関係の中で少し説明がありましたけれども、毎週火曜日に運行していくというよう

な説明が前回ありましたけれども、これはきょうからオープンしていますけれども、あく

までも新年度ですから、４月１日というか、新年度に入った火曜日から運行していく１年

間の予算という。ですから、今年度中は３月まではスタートしてすぐですからお客さんも

たくさん来るだろうから、あえてそういうことはしないで、４月の新年度からそういう形

をとっていくということなのかなと思うのです。その辺のことと、そのバスも私の感覚で

は地元の福祉向上ということの中で、地元のそういう対策の中でやる上で、委託料という

ことは要するにどこかに委託しなければならないと。きょうもみんなでここからバスに乗

って町のバスで行ったのですけれども、私は町のバスをうまく有効利用しながらやるとい

う、そんな感覚でいたのですが、毎年470万かけてよそへ委託するということですよね、こ

れ。これはずっとしなければならないでしょう、ずっと。毎週１回で何人乗りのバスでど

ういうような形で考えているのか、ここら辺の委託の部分についても４月１日からするの

であればこれから募集をするということなのですか、これ。どういうことになっているの

か、その辺の詳細を説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 これは、観光費の委託料のバスの内容でございますけれども、これにつ

きましては１週間に２回を予定をしている内容でございます。現在は木曜と日曜日、各２

便、２往復ずつの内容でございまして、合計は104日間ということになる委託の内容でござ

います。４月１日からということで予定をしておりまして、きょうからということではな

くて、あくまでも新年度予算で４月１日からということで考えておりまして、町民に対し

ては今後チラシ等、それから時刻表、それからバス乗り場等の案内をいたしまして、利用

をされていくように情報を発信したいなというふうに思っております。先日の町民バスと

いうことでございますけれども、あの関係につきましては町の町民バスを利用して各方面

に１回ずつということでございますので、それとあわせた今回の市街地区から温泉までの

委託料ということで考えております。どういう形で募集ということでございますけれども、

あくまでもこれは入札をした形で委託をしていきたいということで考えております。あと、

何人乗りかということでございますが、中型バスということで積算をしております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 
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〇中尾議員 そうしますと、私もちょっと勉強不足というか認識不足で申しわけないので

すが、毎週火曜日は町がやるのですか、そして木曜日と日曜日は委託に任せると。町民に

してみると週に３回バスが走ると、こういう認識になってしまうのかなという気がするの

です。そういうことではないのですか、そういうことではない。 

（「違う」の声あり） 

〇中尾議員 この委託の部分だけを言うと毎週木曜日と日曜日の週２本、ですからカレン

ダー見ますと３日の日が日曜日ですから、そこから始まっていくと、こういうようなこと

で日、木、日、木でずっといくと、その辺の詳細はすると。バスの形式は中型ですから、

29人乗りなのでマイクロバスというのでしょうか、それをすると。これについては入札を

かけてやるのだというお話ですけれども、４月３日に運行するのにいつ入札してとか、こ

れどういうようなことになっているのですか、そういう形が。委託するのにですよ。新た

にせっかくこういう形をとってやるに当たって、町内でやろうという意欲がある人がいた

としても、きょう14日で、４月３日から始まるといったらもう半月しかないのです。そん

な中で新たにやろうという人間がいたとしても、そういう意欲があったとしても、実質的

に手を挙げれないではないですか。今までやっている人が既成事実のもとにやるような、

こういう仕組みにしかなっていないのではないのでしょうか、この辺についての考え方は

いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 委託につきましては、あくまでも入札という形で指名入札を予定をして

おります。現在指名業者としましては２社の内容の中で考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうしますと、指名入札ですから、２社ということは要するに既存のところ

ですよね。ですから、実質的にこういうようなやり方をされたら、もっと早くからやれば

まだ手を挙げたい人もいたかもしれませんが、時期的要素もあるから結局指名入札的な絞

った中での入札しか現実にできません。こんなことでいいのでしょうか。私は、こういっ

たものの考え方というのはもっと柔軟に考えていく必要があると思うのです。現実に今こ

れからやろうとしても確かにそろいませんよね、私はこれはいけないと思います。今の現

状の中では実際今ないですから、地域、地元ということにはならないと思うのです。今の

現状を見ると、指名する部分がですよ、営業所とかそういうのはあります。だけれども、

私はそうではないと思うのです。できるだけ地域に金を落とす努力をすべきだし、温泉を

やるのだというのは決まっているわけですから、こういう形をとるのであれば、そういう

既成事実にのっとるのでなくて、この温泉を地域で盛り上げていこうということであれば

まだまだいろんな知恵出ると思います。指定管理者の宮本建設さんも含めてです。今言う

週に２本、これは町の指定ですから、それ以外にも話しした中でもっとやるだとかという、
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いろんな案が、地元ならではの案が出てくると思うのです。だから、決してこういうやり

方は公平でもないし、地域の金を地域に落とすというような、こういう観点からも私は欠

如していると、もっと段取りを踏んで地域に金を落とす段取りをするべきだというふうに、

私はこれは強く申し上げたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 地域にある事業所を優先ということで入札する場合は指名をさせていた

だいて、ほかの入札関係についても同じような内容でやっております。現在入札指名願、

参加願が出ているのが運送関係では２社ということの内容の中で今回指名をさせていただ

いたということでございます。今後民間、個人等で実際にやれると、そういう業務がやれ

るということになれば、また新年度等に向けた指名参加願等も出てくるのかなと思ってお

りますし、そういうことが今後出てきた段階でまた、毎年これについては入札をしていき

たいなと思っておりますので、今の既存のある２社ということにはならないのかなと思っ

ております。当面新年度からの指名については既存の指名願、参加願が出ている会社２社

ということでご理解を願いたいなというふうに思っております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 ご理解を願いたいと言っても、この辺は考え方の違いですから、町としても

そういうことであればこれは何とも言いようがないような気もしますけれども、先ほど言

いましたけれども、火曜日の部分とか地元、町のバスではできないのですか、逆に言うと。

町が今もバスの頼んでいる人もいますよね、地元で雇用して地元のバスを頼めばこんなに

かからないのではないのですか、人件費だけでいえば。そういうような発想というのもな

いのかなと思うのです。ちょっと安易にいき過ぎているのではないかと思うし、こういう

ものをもうちょっと早く段取りして、例えば今指定管理受けている宮本さんに、あなた、

これできないのかということになったら宮本さんだっていろいろ考え方、やる方法ってま

だまだいろいろあると私は思います。もっと経費を下げる方法もあるのでないかなという

ふうに思うのです。 

 今言うように週に２回なのですから、残りの日をうまく使いながらとかいろんなことを

しながら、そうすることによって、今浦幌だっていろんな就職の支援の部分ありますし、

例えばバス事業をやった新産業のお金だってまだ残っているではないですか。だから、い

ろんなものを使いながら地元でそれこそ雇用を起こしていくような、そういうチャンスが

眠っていると思うのです、まだまだ。この温泉を使って、まだまだ眠っていると。私は、

このことは強く申し上げたいし、地元のせっかくのいいものが本当に生かし切れていない、

地元の企業を生かし切れていないということが私は残念でならない。せっかくの留真温泉、

みんなで盛り上げようと思っている留真温泉、温泉をせっかくやっているのに、どうもこ

ういうとこら辺で町の気持ちが一体になっていかないような気がしてならないのでありま

す。 
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 ただ、今から言って４月３日なんて実質的に間に合いません。ですから、今言ったよう

にこれは指定管理ではありませんから、一年一年のということになるのかなという気もし

ますけれども、この部分についてはよくよく踏まえてしていくべきでしょうし、それによ

っては、スクールバスとかいろんなことも含めてバス事業も結構よそへ出ているではない

ですか、町外に。これをきっかけにそういったもののバス事業が地元でできれば、よそへ

逃げている金が地域に落ちるということだってあるのではないでしょうか。そういうこと

を考えている人間だって私はきっと浦幌にいると思います。この470万だけの話ではないと

思うのです。こういったものを核としながら、地元の金を地域に落とすという、これまで

いろんな場面で私はしつこく言っているのですけれども、これをぜひやっていただきたい

のです。この観点だけは絶対私は強く申し上げたい。ですから、確かに４月３日に向けて

町民に迷惑かけれません。走らせると言っているのですから、町長が。町民にうそつくわ

けにいきませんから、私は忍んで１年間はやむを得ないだろうという判断いたしますけれ

ども、２年目からは役場にとってもいろんな部分での検討を、トータルでのいろんな検討

をぜひ求めたいと思いますけれども、最後いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 今議員がおっしゃられた内容につきましては考えなかったわけでもござ

いませんけれども、ただ新たにバスを購入したり、そういう経費等もかかることも考えま

して、現在そういうところについては参加されていないということもあります。先ほども

申しました１年ずつの委託ということでございますので、新年度、この１年間委託してい

る中で研究をさせていただいて、来年もし町内でそういう企業があって、やれるというこ

とであれば、それはまた参加してもらって、入札に入ってもらって落札をしてもらうとい

うこともやぶさかではないのかと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 副町長。 

〇門馬副町長 留真温泉の運行バスの関係については、課長が答弁してきた内容で内部的

にも検討してきました。直営でやったらどうかというお話もありましたけれども、直営の

場合ですと町としましても臨時職員等には運転させれないということもありますので、そ

うなると職員を採用してということになりますので、今の現状からいいますと基本的に路

線バス等については委託ということで基本的な考えの中で進めてきておりますので、そう

いう形にはまずならないのかなということであります。 

 あと、地元に関してのなぜ地元にというお話がありますけれども、指名業者、今２社あ

ります。町内にそれぞれあります。したがって、町内にある業者に対して指名入札をして

いるというのが実態でございます。ただ、今後の関係につきましては、今回の議会の中で

もバスの関係でいろいろご質疑ありますけれども、コミュニティバスという形で23年度か

ら検討しながらやっていくということでありまして、そういう中で今この温泉のバスもそ

うですし、患者輸送バスあるいはスクールバスもありますけれども、そういったバス総体
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を今後どうするかということも含めて検討していきたいというふうに考えておりますの

で、このバスについては当面こういう形でやっていくということですので、よろしくお願

いしたいというふうに思います。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 間もなく留真がオープンすると、これに基づいて去年からバスの料金500円ぐ

らいかかるのでないかという話から始まって、ようやくこういうような格好ができて、き

ょう祝賀会ができたと。その間何あなた方やっていたの、段取り。町民は、いつバス走る

のですか、火曜日以外知りませんよと言っているのでしょう、今。留真温泉鳴り物入りで

やっているから、今月いっぱいは入れないだろうとかなんとかと要らない変なうわさばか

り出まして、それは町長も副町長も耳に入っていると思う。そうしたら、火曜日のいつ走

るのですか、時間はどうなっているのですかと私に聞かれたら、私知りませんよと、そう

いうような状態になっていますから、もう少しかみ砕いて、高齢者は特にふろ入りにいく

可能性があるのですから、何月何日何曜日、火曜日はどこから出発して、何時に出発して、

そういうことって何かやっているのですか、それまず初めに産業課長、ちょっと教えてく

ださい、やっているのですか、そういうことを。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 先ほども申しましたけれども、各停留所、それから時間と曜日等につき

ましては、４月１日からの運行に先駆けまして町民に１戸ずつ配布できるような形で作成

をしておりまして、間もなく各１戸１戸に配布されると思います。配布されるものについ

ては、家の中にちゃんと張って、見れるような形のものを今作成しておりますので、それ

を見られて４月１日からのご利用を願えればというふうに思っております。近々新聞折り

込み、回覧等で、方法はありますけれども、考えておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 課長の言うとおりなのです。私もそのくらいは知っているのです。私の心配

するのは、老人ホームであったりどこであったり、皆さんがいつから入れるのだ、それす

らもわからないというのは宣伝不足でしょう。課長の言ったとおりです。私もそのくらい

は知っています。しかし、我が浦幌町がオーバーに言えば身上かけた商売するのですから、

年間7,000万も8,000万もかけていくのでしょう。大野町のように、私も行って見てきたら、

お客さんがいるものですから、年間1,500万ずつ逆に大野町にお金上げているというので

す。私は、できれば留真温泉もそういうふうになってもらいたいと思う。だけれども、今

聞いた範囲ではどうもそこら辺が。私は余りふろは、うちでは入っていますけれども、温

泉行ってもめったに入ることはないのですけれども、留真温泉は私なりに期待しているの

です。私は、はっきり言いますけれども、当初留真温泉反対派、私反対の手挙げたのです

から。だけれども、町長がやるということは議会の皆さんが賛成して、よし、それでは私
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も賛成のほうに回って立派な留真温泉をつくってもらおうと、その結果が今です。今もう

最後でしょう、それにもかかわらずいまだに、きょうオープンして、どうもその辺が私腑

に落ちない。課長、もう一回、真なるあなたの腹はどうなの、もう一回聞きたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 バスの運行につきましては、町民に広く４月１日から運行するという形

には周知していなかったのは確かでございます。ただ３月14日オープンするということの

内容の情報発信ということだけであったということについては、これは否めないのかなと

思っております。バスを運行する、それから各方面から一月ごとに１回するということに

ついては広報等でもたしか出ていないかと思っております。それがいつからというのは、

確かに出ていなかったのかなと思って反省をしております。反省を踏まえまして、近日中

には４月１日からの送迎をするということを周知をしたいなと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 ６番、差間議員。 

〇差間議員 課長、留真温泉もうオープンしたのですから、あなた方人ごとでないよ、自

分が商売やっているくらいの腹を持ってやらなかったら留真は絶対成功しないです。町長

も副町長もその気になっているのですから、あなた方のアイデアどんどん出して、留真を

絶対よくするのだと、そうすれば町の財産になるのだから、そのくらい簡単なことを考え

てほしいと思うのです。私は、今始まるに当たって厚内あたりで聞かれるのです、留真い

つですかと、今ちゃんとチラシが入ってくるから心配するなと。バス来たとしても、500円

を払って入ろうとしないです、厚内の人は。だけれども、あれだけのいいふろ、立派な温

泉ができて、500円で入れるのでないかと、あなたのうちも立派なふろかもしれないけれど

も、せめて１週間に１回くらいは留真行って入れと。そうしたら、やはり厚内の人方も１

年に何回入れば留真温泉の採算とれるというの皆さん計算しているのです。計算したって

だめだと、とにかく入るのが一番だということを言っていますから、課長さん方もあなた

方もみんな我が町のふろとして自覚をがっちり持って留真温泉をやってほしい、そういう

ふうに思います。 

 以上です。代表で町民課長に、ちょっと腹聞かせてください。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 町民課長答える立場ではないので、私からお話をさせていただきたいと思い

ます。 

 留真温泉、きょう３月14日、ホワイトデーですけれども、オープニングを迎えることが

できました。これも議員各位のご協力のたまものだというふうに思っています。留真温泉、

泉質につきましてはだれもがこれは認めていただける泉質だというふうに思っています

し、この泉質を町内の人はもちろんですけれども、町外の人にも堪能してもらいたいとい
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うふうに思っています。それについては、今ご指摘のように宣伝について足りないのでは

ないかという部分、浸透していないのではないかというご指摘だろうと思います。そうい

う面では、本当にまだ宣伝不足の面も否めないのかなというふうに思っています。バスに

ついては、新年度から特に日曜日と木曜日に町内から運行させると、火曜日については各

４方面から運行させるということになります。市街地の方は、２方面からは市街地を通り

ますので、浦幌市街地の方は週に３回走ると、時によっては週に３回ということになりま

す。ぜひそのバスも使っていただきながら、お年寄りの方には、私がオープニングで申し

上げましたけれども、これは健康の効果もあるということでありますので、ぜひ温泉につ

かって、ゆっくり心安らかにすると同時に、健康にも役に立てていただきたいというふう

に思っています。 

 そういう面では、このバスの利用について十分しっかり町民の皆さんにご案内をさせて

いただくような仕組みづくりをしていきたいと思いますし、これからも町外の人にもより、

宣伝が不足していると前から指摘をいただきました。これも宣伝も含めて十分に留真温泉

のよさをこれからアピールしてまいりたいというふうに思っています。宣伝については行

政は下手だということもご指摘をいただきましたけれども、まさにそのとおりでありまし

て、いろんな媒体を使いながらできる限りでこれからもＰＲに努めてまいりたいと思って

おりますので、ぜひご理解をいただきたいと思いますし、皆さんのご期待に沿えるような

留真温泉に指定管理者の努力も含めて町としても努力してまいりたいというふうに思って

おりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 今バスの話で、きょうからオープンになったので、４月から運行するバスに

ついてもう一回確認で私聞きたいのですけれども、先ほども同僚議員から地元が優先だ、

地元にお金を落とすという、これは当たり前なのですけれども、この470万というお金の積

算の根拠と、それとなぜ１回だけ町営バスで、あと２回が委託なのか、その辺の判断はど

のような判断をしたのか、どうも理解できない。470万も負担して委託するのなら、３回の

運行全部任せても済むのでないかという気がするのです。コスト計算も含めてちょっとご

答弁願いたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 委託と町民バスとなぜ２通りかということでございますが、スタートは

町民バスで全部できればというふうにスタートいたしました。ただ、町民バスとなります

と人件費等が、当然退職者も出てきます中で新しく採用ということもありますし、バスの

確保も町民バスはなかなか難しいということもあった中で、月に１回程度だったら各方面

からは送迎できるのでないかということで、各４方面については町民バスで対応しようと。

ただ、市街地区につきましてはなかなか町民バスで対応できないということから、委託を

考えた内容でございます。 
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 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 スタートがそうであって、できないから、できる分だけはやって、委託、考

え方よくわかります。そこで、町長もこの留真温泉、最後には福祉目的の意味合いですか

ら、500万もバス代かけてもいいでしょう。だけれども、例えば患者輸送バスの計算をして

いただければ、週５日で650万の委託料払っているのです。週５日といったら月20日、１年

間240日、単純計算ですよ。これは週２日です。１年間に96日、約100日です。650万と470万、

単純にコスト計算しても、たかが週２日委託して470万払う。どうも私理解できない。それ

も、お伺いすると浦幌の町から留真まで２回だけだと。どうもこの積算の方法がよく理解

できないし、福祉の目的と考えれば理解しなければならないのかと思うけれども、それな

らばいっそのこと、３日間バス運行させるのならば、この程度の金額だったら引き受ける

のでないかと私は理解するのですけれども。そして、500万のバス代かけて、そして750万

の委託料かけて、留真温泉は年間1,200万かかるわけですから、もっとコストを下げる。町

民バス出すためには当然燃料代だの人件費かかります。60万や100万近くかかりますでしょ

う。そういう目に見えない町営バスの経費はここに出てきていないのですけれども、どう

も理解できない。町営バスでやるなら積極的に町営バスで、先ほど言ったように浦幌の看

板の温泉だ、これを起爆剤に浦幌を全面的に出すのだとなったら、それぐらいのコストか

けてもいいと思うのですけれども、何か中途半端で理解できない。先ほどの説明ではどう

も理解できない。コストの計算しても合わないと思うのですけれども、その辺もう一度お

伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 積算の内容でございますけれども、これは陸運局が出している一般貸切

旅客自動車運送事業の変更命令審査を必要としない運賃、料金の額の範囲ということで定

められておりまして、この留真温泉までに行く一日の時間、何時間必要なのか、それから

２回行くわけでありますけれども、待機するのに何時間なるのか、そういうことでそれぞ

れ単価が設定をされております。その単価を使いまして今回積算をしておりまして、内容

につきましては、１時間運行に２往復かかるということで、１時間当たり5,250円かかりま

す。それから、待機時間には4,950円かかりますと。あわせて、それが運行時間が２往復で

４時間かかります、往復。それから、待機時間については3.5時間かかります。それらを時

間と単価を掛けますと、運行時間については２万1,000円、それから待機時間については１

万7,000円余り、合わせまして３万8,300円程度になります。これを104日間掛けますと今言

った金額になるということでありまして、患者輸送バスの運行する時間と多分違うのかな

と思っております。積算の根拠といたしましては、こういうものがないとなかなか出せな

いということで、指名入札についても町が勝手にその半分でいいだろうかと、そんな話で

積算もできないということで、落札もしないだろうということでこの単価を提案させてい
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ただいた結果の金額でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。数字的な問題もよくわかりますし、委託するために業者の立

場もわかりますけれども、せっかくきょうオープンしたすばらしい出発の日で、基本的に

は皆さんの意見も浦幌のせっかくの温泉、みんなに来てもらって盛り上げて、町の発信を

したいという気持ちのためにいろいろな問題を１つずつクリアしたいという気持ちですの

で、別にとやかくいちゃもんつけているわけでない。今言ったように、今回も一般質問で

いろんなバスの問題もクローズアップされましたし、これも町民のためのバス、３日と、

本当は毎日動かすのが温泉の運営としては立派だと思うのですけれども、あと患者輸送バ

ス、当然スクールバスもあるし、生活路線バスもあります。一般質問でも検討すると、行

政の検討はいつになるかわかりませんけれども、これは区切りを区切っても先ほど言った

ように１年間はこれでやるという話ですけれども、これから老人がふえてきて買い物難民

もそろそろ出てきます。コミュニティバスというのは、地域のいろんな経済も含めて、交

流も含めて、またこういう立派な観光施設の発展も含めていくと早急にやらなければなら

ないという状況が出てきていると思うのですけれども、再度検討すると言ったけれども、

それは期限を区切れる。今回のバスは１年間という契約だそうですけれども来年の契約の

ときにはコミュニティバスで全部対応できるというような大きな大命題でも出せるような

考えはないのですか、それだけまずお伺いしたいです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇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は、一般質問等々の中でご説

明させていただいております。実際にコミュニティバスという形の運行形態の中でこちら

で考えていますのは、先ほどからお話ございます患者輸送バス、スクールバス、それから

生活路線バス、今回がご提示されております患者輸送バスということで、それぞれのバス

について有償の中で進めている。無償の部分もございますけれども、いずれにいたしまし

ても生活、いわゆる公共地域の公共交通という部分の観点から、なおかつ生活にかかわる

路線だということでの部分としてどういう形態が望ましいかと、これは財政的なことも含

めて考えなければいけないということで、それもいろんな形態があった中では、定時に路

線も定期と、そういった部分もいろいろな形態が確かにあると思います。 

 このことにつきましては、国土交通省の中で現在進めておりますコミュニティバスの運

行という部分が確かにございます。ただ、このことにつきましては実証試験を行った後、

その運行形態の計画を立てなさいと、それにつきましては地域公共交通会議、これにつき

ましては現在浦幌町でございます公共交通を運行しているＪＲさんですとかバスの運行会

社さんですとかタクシーの運行ですとか、そういった方々も含めて行政と一緒に地域の公

共交通のあり方について検討しなさいということが国土交通省のほうでは示されておりま
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す。町のほうで実証試験をしながら運行形態の計画を立て、そして地域公共交通会議にか

けるというふうな形で進めていくプロセスを歩まざるを得ないと。これには、具体的に申

し上げますと23年度においてはまちづくり計画でもお示ししております。その検討に入り

たいと、その検討が済めば翌年度実証試験というプロセスを歩んでいきたいと。これは時

間を要しますので、今の段階ではその予定で進みたいという形しか申し上げられませんけ

れども、そういう形で進めていきたいなというふうに思っております。早い時期になりま

すと25年度にはその計画が出せるかなと、ただ先ほども申し上げましたとおり財政的なこ

と、それから地域公共交通会議、町が一方的に決めることもできませんので、民業も圧迫

できませんので、そういったこともそれぞれ含めた中で検討させていただきたいというこ

とで、今のところ申し上げられますのは23年度に検討、研究させていただいて、早い時期

には、24年度には実証試験ということの予定を組んでまいりたいなと考えてございますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時５０分  休憩 

午後 ４時０９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、９款１項４目災害対策費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

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

予算額２億2,240万4,000円、19節負担金、補助及び交付金２億2,240万4,000円、東十勝消

防事務組合負担金本部共通費914万1,000円、昨年より108万の減額、浦幌消防署費２億

1,326万3,000円、前年度より438万8,000円の減額でございます。 

 ２目非常備消防費、本年度予算額2,495万3,000円、19節負担金、補助及び交付金2,495万

3,000円、東十勝消防事務組合負担金浦幌消防団費2,495万3,000円です。昨年より70万

5,000円の減額でございます 

 ３目消防施設費、本年度予算額4,248万6,000円、19節負担金、補助及び交付金4,248万

6,000円、東十勝消防事務組合負担金浦幌消防施設費4,248万6,000円、前年度対比1,681万

8,000円の増額になっています。 
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 次のページをお開きください。４目災害対策費、本年度予算額262万3,000円、この科目

につきましては防災、災害対策、国民保護に要する予算を計上している科目であります。

１節報酬、13節委託料は、予算説明資料26ページに記載しております。 

 なお、参考といたしまして、東十勝消防事務組合の関係につきまして予算説明資料の中

ほどに参考ということで東十勝消防事務組合一般会計予算（浦幌町分）がございますので、

ごらんおき願いたいと思います。参考、東十勝消防事務組合一般会計予算（浦幌町分）、こ

の科目につきましては、東十勝消防事務組合への浦幌拠出分を計上している科目でござい

ます。 

 歳入、１ページにございます。１款分担金及び負担金、１項負担金、１目消防負担金、

本年度予算額２億8,984万3,000円、主な増額は消防施設費で消防ポンプ自動車購入による

4,044万6,000円の増額のためであります。 

 ２款使用料及び手数料、１項１目手数料１万円。 

 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入86万1,000円。 

 ２項財産売払収入、１目物品売払収入５万円。 

 ４款１項１目繰越金30万円でございます。 

 次のページをお開きください。２款消防費、１項常備消防費、５目浦幌消防署費、本年

度予算額２億1,448万9,000円、この科目につきましては消防署、消防庁舎、各分遣所等の

管理に要する予算を計上している科目であります。主な増減額は、２節給料258万2,000円

の増額、３節職員手当等198万5,000円の増額、４節共済費で退職手当組合納付金の退職者

に対する精算により998万8,000円の減額の内容であります。なお、13節委託料、18節備品

購入費は、予算説明資料26ページに記載しております。 

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

度予算額2,495万3,000円、この科目につきましては浦幌消防団に要する予算を計上してい

る科目であります。主な減額は、９節旅費90万1,000円、19節負担金、補助及び交付金の消

防団等運営交付金10万円であります。なお、１節報酬は、予算説明資料26ページに記載し

ております。 

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

額4,248万6,000円、この科目につきましては消防施設に要する予算を計上している科目で

あります。主な増額は、15節工事請負費で消防ポンプ自動車更新による3,762万円の増額、

18節備品購入費41万9,000円の増額であります。なお、15節工事請負費、18節備品購入費は、

予算説明資料26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 質疑がありませんので、次に10款２項５目学校保健費までの説明を求めます。 

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

員会費、本年度予算額271万2,000円、この目につきましては教育委員４名の報酬、費用弁

償、交際費などの教育委員会の運営に要する経費でございます。１節報酬については、一

般会計予算説明資料26ページをご参照願います。 

 ２目事務局費、本年度予算額6,327万9,000円、この目につきましては教育委員会事務局

の運営や職員人件費などに要する経費でございます。増額の主なものは、人件費で637万

1,000円の増、19節負担金、補助及び交付金の十勝東部方面教育振興会負担金は十勝東部方

面教育振興会として子どもたちの理科離れを理科好きにするために、第一線で活躍する科

学者や研究者が今現在実際に対象としている本物に子どもたち自身の目と手で触れてみ

て、楽しみながら科学の意義を体験してもらうリアルサイエンス理数教室事業を平成23年

度から４カ年の継続事業で実施することになり、毎年度25万円を負担することになり、25万

円増額の内容でございます。19節負担金、補助及び交付金については、一般会計予算説明

資料26ページをご参照願います。 

 ２項小学校費、１目学校管理費、本年度予算額8,553万2,000円、この目につきましては

小学校３校、児童数243名、教職員数30名に係る学校経営、施設維持に要する経費でござい

ます。増額の主なものは、11節需用費の消耗品費は新学習指導要領の実施年度に当たり、

教師用指導書、教育資料、物品が370万円の増、教師用教科書が５万円の増などで374万

7,000円の増、燃料費で7,000円の増、光熱水費で７万円の減、修繕料で95万円の減、これ

らを合わせて273万4,000円の減、12節役務費の通信運搬費で１万9,000円の増、手数料で厚

内小学校の受電設備排煙用高圧ケーブルヘッド取りかえ手数料28万9,000円、浦幌小学校の

防火扉自閉装置ラッチ取りかえ手数料34万1,000円の増、小学校３校で光回線への変更に伴

う教育用パソコンルーター取りかえ手数料18万4,000円の増、上浦幌小学校閉校後の廃棄物

処理手数料30万円の減などを合わせて52万6,000円の増、13節委託料は保守業務委託料で８

万4,000円の増、管理業務委託料で上浦幌中央小学校公務補業務の民間委託などに伴い

378万1,000円の増、上浦幌地区教員住宅水洗化に伴う実施設計業務委託料230万円の増、こ

れらを合わせて616万5,000円の増、15節工事請負費は上浦幌中央小学校校舎ボイラー取り

かえ工事及び上浦幌地区教員住宅水洗化に伴う浄化槽設置工事で1,370万円増額の内容で

ございます。減額の主なものは、定年退職による上浦幌中央小学校公務補の人件費で651万

2,000円の減額の内容でございます。13節委託料、15節工事請負費については、一般会計予

算説明資料26ページをご参照願います。 

 ２目教育振興費、本年度予算額945万2,000円、この目につきましては小学校３校の教育

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

のは、20節扶助費は要、準要保護児童学用品等扶助費で対象児童の減少で20万5,000円の減

額という内容でございます。１節報酬、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金、20節

扶助費については、一般会計予算説明資料26ページから27ページをご参照願います。なお、

大変申しわけございませんが、26ページの13節、委託料と19節負担金補助及び交付金の欄
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を区分するけい線を書き漏らしておりますので、お手数をおかけしますが、横に線を１本

書き加えていただきたいと思います。 

 ３目特別支援教育振興費、本年度予算額304万7,000円、この目につきましては特別支援

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

知的障害１学級、病弱１学級、言語障害１学級、情緒障害１学級でございます。増額の主

なものは、１節報酬の特別支援教育支援員嘱託報酬105万円の増は、浦幌小学校１年生が現

在41名の在籍で２学級編制であり、このうち１名でも転出すると来年度の第２学年は１学

級編制となりますが、困り感のある児童が２名いることから、学級担任１名では指導に困

難を来すため、特別支援教育支援員１名を増員するものですが、来年度の第２学年が２学

級編制の場合は増員分の予算を執行しないこととしております。１節報酬については、一

般会計予算説明資料27ページをご参照願います。 

 ４目簡易水泳プール管理費、本年度予算額188万3,000円、この目につきましては厚内小

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

ございます。増額の主なものは、15節工事請負費で厚内小学校プールの床、壁、天井を改

修する内装工事で100万円の増額でございます。15節工事請負費については、一般会計予算

説明資料27ページをご参照願います。 

 ５目学校保健費、本年度予算額277万5,000円、この目につきましては小中学校の児童生

徒及び教職員の健康診断等に要する経費でございます。13節委託料、20節扶助費について

は、一般会計予算説明資料27ページをご参照願います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、野村議員。 

〇野村議員 ２点だけ詳しくご説明願いたいのですけれども、小学校の授業で英語が取り

入れられて、進めていかなければならないと、そういうことでカリキュラムをどのように

されるのか。それを受け持つ、中学校は当然免許制度ですから英語の先生というのですけ

れども、小学校はどのような形での教員対応するのか。ＡＬＴというのはうちも採用して

英語教育やっていますけれども、これは中学校の方面での対応ということですけれども、

この辺の活用についてはどのようになるのかをまずお伺いしたいのが１点と、あと先ほど

けい線の問題出てきたのですけれども、町教育研究所、学力分析調査ほかという委託、こ

れ実際どのような内容の委託なのか、あわせてお伺いしたいと、こう思っております。 

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点目の小学校の英語といいますか、それの関係でございますが、

新学習指導要領によりまして平成23年度から本格実施でございますが、現在もう既に２カ

年、それぞれ移行期ということで進めて外国語活動という形で進めておりますが、これに

つきましては年間35時間、５年生と６年生が行うということの内容、それで担当するのは
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５年生、６年生の担任の先生が主です。それで、ＡＬＴも応援には入りますが、チームテ

ィーチングというふうな形で補助に入るということもありますけれども、すべての時間全

校３校の小学校を回るわけにいきませんので、主にはそれぞれの担任の先生が受け持つと

いう内容です。当然小学校の先生ですから英語の教員免許はないという中で、言語活動を

主に行っていると、いわゆる発音です。言葉を英語で言うというふうなことを主に行って

おります。 

 次に、２点目の教育研究所の内容についてということでございますが、これにつきまし

ては町で行っておりますそれぞれの学力テストの成果を検証すると、浦幌町の子どもの学

力というふうな形の中で検証する活動、これは毎年やっております。それと、本年度平成

22年度は社会科副読本「うらほろ」、これの編さんの事務を行っております。また、平成23年

度についてはこの社会科副読本の指導用の資料というものを編さんするということで、先

生方、小学校の先生と中学校の先生７名で行っておりますが、これに協力員という形で４

名ほど、今年度も来年度も小学校３、４年生の担任を４名足して、協力員という形でお願

いして指導資料の作成に当たるというような内容でございます。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 よくわかりました。今言ったように23年から英語教育というのは、これカリ

キュラムの中に入ってきたわけで、私はそういう該当の子どもはいないのだけれども、父

兄にしてみれば英語が入ったとなると非常に期待するものあるし、ただ文部省の関係で今

言ったように免許という制度小学校はないので、それはよくわかるのです。あとは、今言

ったように５年生、６年生は英語が得意な先生を配置するとかということになろうかと思

うのですけれども、それはあくまでも学校長の権限で行われてするのか、小学校はオール

ラウンドな免許ですので、よく理解できます。だけれども、今まで英語というのなかった。

いろんなこと今まであったのならわかるのですけれども、今まで英語というのなかった。

そしてこれが英語教育入ってきたときのその教育、こんなこと言えば失礼ですけれども、

先生自体の英語に対する理解度、資質の問題はだれがどこでどう判断して、それを指導す

るのかなという、その心配があるものでお伺いしたので、その辺の心配事だとか、教育委

員会としてだれか特に英語好きな先生を招致するとかという、そういうような配慮がある

のかどうか、あわせてもう一度お伺いしたいのと、先ほど言った学力研究所のこと、よく

わかりました。今町が進めている教育の日の関係で、すべての方面に教育の日もいろんな

形で流布していますけれども、昨年もちょっと学力テストの問題で聞いた経緯もあります

けれども、非常にすばらしい教員と教育委員会と、また父兄との関連を持っているのです

けれども、そういうような国のやられた大きな事業に対する、私は学力の調査というから

そういうことかと思ったけれども、その辺のことについては何ら調査研究の対象には入っ

ていないということなのですか、そこら辺の確認だけで結構ですので、再度お願いいたし

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 教育次長。 

〇亀山教育次長 先ほども外国語活動を担当する教員の話をしましたが、そこで学級担任、

５年生、６年生の学級担任は、これを決めるのは学校長の裁量でございますので、またそ

の中で、小学校ですので小学校の教員免許があれば当然学級担任としてやっていけるわけ

で、英語の免許は必要ないという中で、これも学校のほうから中学校の英語を持っている

先生をというふうな要望等は特には来てはおりませんけれども、ただそういう人の配置が

あれば一番いいのだろうなとは思います。ただ、中学校の英語の教諭の免許を持っている

方は当然中学校のほうへ行ってしまいまして、なかなか小学校のほうには来てくれないと

いうふうな事情もあります。その辺は各学校の中で研修を積みながら、先生方が校内での

研修、そして外へ出ての研修を積みながら外国語活動を怠りなく行えるような体制で学校

の中で判断していただいているものというふうに考えております 

 次に、文科省が行う学力テストの分析はどうなのだというお尋ねでございますので、こ

れにつきましては町教育研究所が主催する学力テストというふうなものを行っておりまし

て、それの分析ということで、文科省が行っている学力テストの分析については、これは

行ってはおりません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 92ページの学校教育推進事業について伺いたいと思います。小学生のスケー

ト大会に関してですが、たしか小学校のスケート大会は学推会と言われる先生方のそうい

う組織で運営されているというふうに聞いておりますけれども、今年の浦幌の大会の開会

式のあいさつを私聞いておりました。この大会は本年で最後でありますという話であった

のです。なぜこんな話しするかといいますと、たしか東部の学校の大会が浦幌が新年度当

番だというふうに聞いております。そういう中で小学校の町内大会をもう終わりますとい

うあいさつがあった、この辺の関連についてはどうなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 開会式におけるあいさつなどで学校教育推進会が主催する浦幌町小学生

スピードスケート記録会というものは今年が最後ですということで、これは保護者へのア

ンケート調査をした上でそういうふうな形をとらせていただきました。平成23年度から新

学習指導要領によって授業時数の確保が難しいという中で１日日程で行う行事というの

は、また子どもにとっては参加が１種目だけというふうな中で時間の割には出番は１回、

そして他校との交流というのも目的としておりましたが、実際にはなかなかできていない

という中で、これにつきましては保護者のアンケートをとった上で廃止と、新年度からは

行わないというふうなことになりました。また、新年度、平成23年度ですね、十勝東部方

面教育振興会の事務局が本町に参りますので、平成24年１月には浦幌町で東部方面の小学

生のスピードスケート大会を開催するということになっております。これは、そのために
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リンクの造成ということでのご協力もいただけるというふうに浦幌小学校のスケート少年

団の育成会の方からはお話をいただいております。また、これとは別に、現在ある一つの

動きがございまして、学推会のスピードスケート記録会がなくなるということを受けて、

町内の有志の方が何とか大会を、小学生が１年に１回集まって、平日ということにはなか

なかならないかもしれないけれども、そういう中で何とか開催をしてあげたいものだとい

うことで有志の方が現在相談されている最中と聞いております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 私もほぼそのように情報を伺っております。それで、せっかく東部の大会と

言われるものを浦幌が事務局として実施する。浦幌が事務局としてやるということは、ど

こかのリンク借りてやるのではないですよね。当然浦幌のリンク、町営リンクを設営して

やるということであれば小学校の学推会主催の大会が、父母のアンケートもとったという

ことでありますが、教育委員会と、それから現場の連携ができていなくて、東部大会24年

１月にあるということの情報がない中で父母たちも現状の判断だけをしたのかなというふ

うにも考えられるのです。私は、正直残念だなと思います。スケートリンク減りましたか

ら、いつまでも続けろと言うつもりはございません。ただ、東部の大会の事務局くるから

どうしてもやりたいということなら、それなりの支援をしながら、せめてその東部大会に

向けて小学生の記録会というものを実施していけないものかなというふうに非常に残念に

思っているのです。その辺について再度伺いたいと思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいまご質問ありましたように、来年度は東部４町のスケート大会、本

町において行いたいという考え方を教育委員会としては持ってございます。そのための裏

づけとしましては、今年度までのように学推会主催というわけにはもうまいりませんので、

例えば既に接触といいますか、ご相談を申し上げているのはスピードスケート少年団の育

成会、それから今次長が申し上げましたように、仮称でありますけれども、スピードスケ

ート連盟が発足するという動きが今水面下で起きておりますので、そうした皆さん方のお

力をおかりしながら、浦幌中学校の前の校庭、ここで400メートルリンクを例年どおり何と

か造成をして、そして関係者のお力をいただきながら東部４町のスケート大会はやってま

いりたいと、そういう覚悟でおりますし、その見通しも今持ちつつあるところであります。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 この取り組み状況については十分わかりました。ただ、父母たちの間で情報

が交錯して、あるぞ、ないぞという話になっておりますから、その辺のことについても早

く対応といいますか、実施する対応を決められたのなら、そのような趣旨の徹底をきちっ

と早くやっていくべきだと思うのです。善処されるように私は望んでおります。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 教育長。 

〇久門教育長 繰り返しになりますけれども、23年度におきましては本町においてスピー

ドスケート大会、４町の大会を開いていくということで、関係者と連携を深めながら、そ

れが確証を得た団体で早目に各学校関係者に周知してまいりたいと、そのように考えてお

ります。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、次に10款４項１目幼稚園運営費までの説明を求めま

す。 

 教育次長。 

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

算額5,326万4,000円、この目につきましては中学校２校、生徒数132名、教職員数26名に係

る学校経営、施設維持に要する経費でございます。増額の主なものは、12節役務費の通信

運搬費で１万2,000円の増、手数料は中学校２校で光回線への変更に伴う教育用パソコンル

ーター取りかえ手数料９万9,000円の増、光回線への変更に伴う警備保安通信装置切りかえ

手数料３万3,000円の増で合わせて13万2,000円の増、役務費総体で14万4,000円の増でござ

います。13節委託料の保守業務委託料で、浦幌中学校改築に伴い、新たに必要となるポン

プ槽保守点検及びエレベーター保守点検で52万9,000円の増、浦幌中学校消防用設備の増加

により消防用設備保守点検45万円の増などで97万1,000円の増、管理業務委託料で41万

5,000円の増、警備保安業務委託料は浦幌中学校分で21万7,000円の増、これら合わせて

160万3,000円の増。19節負担金、補助及び交付金で、平成23年度は新学習指導要領に基づ

く中学校用教科書の採択がありますので、第12地区教科書採択教育委員会協議会分担金６

万1,000円の増額という内容でございます。減額の主なものは、11節需用費は燃料費は浦幌

中学校屋内運動場が灯油を使用すること、Ａ重油の過去３年間の使用実績により19万

7,000円の増、光熱水費はこれまでの学校給食センターの電気料金は受電設備が１基であっ

たためこの科目から支出しておりましたが、校舎等の改築により浦幌中学校と学校給食セ

ンターそれぞれに受電設備を設けたことから請求書が別になるために110万円の減と、水道

料は過去３カ年の使用実績により68万円の減、これら合わせまして178万円の減、修繕料は

25万円の減、これらを合わせて需用費総体で183万3,000円の減額という内容でございます。

１節報酬、13節委託料、14節使用料及び賃借料については、一般会計予算説明資料27ペー

ジをご参照願います。 

 ２目教育振興費、本年度予算額1,054万4,000円、この目につきましては中学校２校の教

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

置に要する経費でございます。増額の主なものは、現在の外国語指導助手はこれまで５年

間にわたり勤務していただきましたが、本年７月に任期満了となり、８月から新しい外国

語指導助手を迎えますが、このことに伴い、９節旅費の費用弁償は帰国旅費や新外国語指
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導助手の研修会参加費用弁償などで48万1,000円の増、普通旅費は新外国語指導助手出迎え

などで５万4,000円の増、合わせて53万4,000円の増。19節負担金、補助及び交付金で新規

に外国語指導助手渡航費用負担金が17万円の増額の内容でございます。減額の主なものは、

１節報酬で外国語指導助手の交代に伴い、所得税及び住民税分を上乗せしていた61万円の

減、４節共済費で報酬の減額に伴い、５万2,000円の減、20節扶助費は要、準要保護児童生

徒学用品等扶助費で対象生徒数の減少で23万円の減額という内容でございます。１節報酬、

19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費については、一般会計予算説明資料27ページを

ご参照願います。 

 ３目特別支援教育振興費、本年度予算額152万8,000円、この目につきましては特別支援

教育推進のための事業費と特別支援学級運営のために要する経費でございます。平成23年

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

します。１節報酬については、一般会計予算説明資料27ページをご参照願います。 

〇賀下施設課長 ４目スクールバス管理費、本年度予算額6,169万円、この科目につきまし

てはスクールバス９路線で、うち直営が２路線、委託が７路線にかかわる人件費及び運行

管理経費でございます。本年度は、運転技術職員の定年退職により直営３路線を１路線減

らし、委託路線を１路線増とさせていただきました。増額の主なものは委託路線の増に伴

う13節委託料で、説明資料27ページに記載のとおりでございます。14節使用料及び賃借料

につきましては、小学校休暇中における保育園児の送迎に要する自動車借り上げ料でござ

います。減額の主なものは、直営路線の減に伴う人件費及び燃料費、修繕料、手数料、自

動車損害賠償共済保険料、自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税、18節備品購入費で

ございます。 

〇亀山教育次長 ５目浦幌中学校改築事業費、本年度予算額583万9,000円、この目につき

ましては浦幌中学校の旧校舎及び屋内運動場解体撤去跡地整備に伴う事業費及び備品購入

に要する経費でございます。減額の主なものは、浦幌中学校屋内運動場改築工事が終了し

たことにより11節需用費、12節役務費、13節委託料の廃節及び15節工事請負費は２億45万

5,000円の減、18節備品購入費は388万3,000円の減額の内容でございます。15節工事請負費、

18節備品購入費については、一般会計予算説明資料28ページをご参照願います。 

〇広瀬保健福祉課長 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、本年度予算額6,852万9,000円、

浦幌、厚内の２幼稚園園児36名の保育、運営に係る経費でございます。予算の減額は、人

件費増のほか、工事請負費580万円の減、備品購入費47万4,000円増によるものです。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28ページに記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 スクールバス運営と通園補助金に関して関連して伺いたいと思いますが、実
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は南浦幌地域でスクールバスに保育園、幼稚園の子どもを一緒に乗せてもらえないかとい

う要望がございます。ご承知のように、ほかの地域では保育所の閉園とともにそれを閉園

条件のようにして乗せていた、実施していた例も聞いております。私は、閉園の条件とか

そういう交渉事で利用できるできないということではなくて、町内一円の基準として利用

できるのかできないのかということをはっきりさせていただきたいと思うのです。これに

関連しては、ここにかかわる通園補助金の問題もあります。通園補助は保育園も幼稚園も

含めてですけれども、補助に関する要綱ということで、条例ではございませんけれども、

規定してございます。そういう中で、吉野の幼稚園があった当時の規定だと思うのですが、

例えば吉野旧校下範囲内では既に幼稚園に通園している者については通園補助を除外する

と、こう書いてあるのです。吉野幼稚園があったときには吉野幼稚園へ優先して入園させ

てくださいという、そういう配慮だと思うのです。これはありがたい施策だと思っている

のです。しかし、既にもうなくなって１年になりますけれども、そういう中では南浦幌の

基準を一つの基準に合わせて通園補助、それから冒頭申し上げました保育園に行く子ども

をスクールバスに乗せていただけないかという中での声がございます。南浦幌だけでなく

て、もし乗せれるのなら中浦幌の方も乗れないのかなと、そういう話まで聞いております

けれども、この辺の対応についてこの２点、通園補助、それからスクールバスの利用、２

点について伺いたいと思います。 

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 保育園、幼稚園に通われる方のスクールバスの利用、そういう部分

で町としての考え方というふうなことで言われておりますけれども、私たち町としまして

は幼稚園、保育園の部分につきましての統合の部分も地域の意向を尊重しながら進めてき

たところでございます。その中で統廃合における保護者への支援として、通園に伴う負担

増に対しましてスクールバスへの乗車か通園費の実費補助のどちらかを地域で選択をして

もらって、これまでスクールバスへの乗車、または通園費補助という形で実施をさせてい

ただいてきているところでございます。最近では平成18年の４月には上浦幌保育所と上の

幼稚園との統合がありましたし、吉野幼稚園では平成22年の３月末で閉園ということで、

浦幌幼稚園への統合というふうな形で、それぞれ統合に伴いまして地域としましては通園

費の補助というふうな形で選択をされてきているところでございます。今後の経過という

ふうな形の中で、地域の中できちんと次の代の方々に、スクールバスに乗せてもらえると

いうふうなことで、へき地保育所から保育園に通う場合についてはバスに乗せてもらえる

というふうなことで引き継がれている地域もございますし、統合時に確認した事項という

ふうな部分につきましては行政といたしましては守っていくという必要性があるだろうと

いうふうに思っているところでございます。 

 また、スクールバスへの乗車等の部分ということを考えるときには、町内同一の方法と

いうふうなことも考えていかなければならないだろうというふうなことです。全地域の住
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民への説明というふうなこともまた必要になってくるというふうに思いますし、スクール

バスの部分では小学生以上の子どもを乗せるというふうなことの部分から、保育園児等の

部分につきましては２歳６カ月以上でないと今まで乗せてきていないというふうなことも

あります。幼児の身体的な発達、能力の部分で２歳６カ月以上というふうなことの中で、

保育園には２歳６カ月未満の部分の方も来ているというふうなこともありますので、そう

いうふうな整理の部分も課題としてあるのかなというふうに思っております。また、幼稚

園等へのバス通園というふうなことでありますと、朝の時間帯の部分が時間帯がうまくい

かなくて１時間ほど開園を待つというふうなことにもなりますし、帰りの部分につきまし

ても、約１時間弱になりますけれども、閉園した後にバスの出発までの待ち時間があると

いうふうなことも含めてどういうふうにその辺を対応していったらいいのかというふうな

ことをいろいろ研究していかなければならないところがあります。そういう部分では問題

を整理していくのに時間がかかるのかなというふうに思っているところでございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 今の説明は、現状の説明をしていただいただけというふうに私は思っており

ます。私は、現状はこうなので、この後何とかならないのでしょうかということをお伺い

したつもりでしたけれども、今ご説明のあった点についてはあくまでも統合のときに話が

あったことについて応じてやってきたことだけ、そういうふうに私はとらえております。

ですから、地域によってそういう話が出なかった地域については対応していないというこ

とが現実なのですから、町内一円の対応として今後ぜひ検討していただきたいということ

を私は申し上げているのです。 

 それから、幼稚園の対応についていろいろ、開園の時間がどうとか、そういうお話もあ

りましたけれども、それは私以前にも一般質問でやりました幼稚園の駐車場の駐車時間帯

の問題、これも実際には打ち合わせの時間をちょっと繰り上げただけで解決できたのです。

行政の立場で現状こうだから受け入れないというのではなくて、受け入れるためには30分

なり、パートの人いて会議はやっていても、その時間２人なのか３人なのかですよ、多分。

そういう対応、次の対応をどうして考えてくれないのだろうなと。町長も定住促進策、子

育て支援策、メーンにやっています。そういう中で今スクールバスに乗せて通わせたい、

酪農家のお年寄りがいない家庭が何とか乗せていただけないかなということを言っている

わけです。もちろん年齢的なことは制約はあると思います。それは当然仕方ないのですけ

れども、でもそういうことで、押し問答だったら意味がないので、そういう要望がありま

すと、検討するかしないか、そのことを町長か副町長でもいいですけれども、お聞きして、

通園補助の問題も解決する努力をするのか、町内一円の判断で新たな対応をするのかどう

か、そのことだけ伺って質問やめますから。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 スクールバスに幼稚園、保育園の園児を乗せるということですけれども、基
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本的にはスクールバスについては小学生以上が乗車するということが基本だろうというふ

うに思っています。なぜかというと、保育園、幼稚園の園児はまだまだ言葉を伝えるとい

う能力がない。そのために、幼稚園、保育園については父兄の方がそれぞれ担任に伝える

ためにも自分たちの手で送り迎えをするというのが私は基本だろうと思っています。その

ためにこそそういうコミュニケーションが必要なのではないのかなと。例えば家で幼児が

どのように過ごしているのか、園ではどのように過ごしているのか、お互いのコミュニケ

ーションが子どもさんについては一番大切だろうというふうに思っていますし、そのため

にこそスクールバスではなくて、子どもに手はかかりますけれども、送り迎えをするとい

うのが私は基本なのではないのかなと。ただ、統廃合になった場合については負担があり

ますから、それについては通園補助とスクールバスへの乗車については、これは認めざる

を得ないのではないのかなということでの考え方だというふうに私は基本的には思ってい

ます。 

 私としては子育てについてはいろんな補助策をつくりました。２子以上は半額、３子以

上は無料化ということでつくりました。行政としてはそういう費用負担については行政は

できるけれども、子どもに愛情をかけるという部分については、そこは親御さんの愛情を

しっかりかけていただくということが必要なのではないのかなと、それこそ子育てにつな

がるのではないのかなという基本的な考え方を持っていく必要があるのではないのかなと

いうふうに思っています。そういう意味では、スクールバスに乗せるということは、小さ

な子どもたち、そういうふうなストレスも含めて、コミュニケーション不足も含めて、万

が一のときに家庭と幼稚園の対話がとれていないということは大丈夫なのかなと、私は今

お話を聞いていてそういう面で大変危惧をしています。こういうことが子育てにつながる

ということは、私としてはちょっと危惧をしているということをまずお伝えしておきたい

なというふうに思っています。 

 

    ◎会議時間の延長 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 審議の途中でありますが、会議規則第９条第２項の規定により、本日の会議時間は議事

の都合によりあらかじめこれを延長したいと思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議時間は延長することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第１ 議案第２５号（続行） 

〇田村議長 審議を続けます。 

（「答弁、通園補助」の声あり） 

〇田村議長 町長。 
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〇水澤町長 私は通園補助も含めて答弁したつもりであります。通園補助も、要するに統

廃合になったときに負担をかけないという意味で通園補助かスクールバスか、どちらかを

地域として選択してもらいたいということでやったはずでありますから、これは基本的に

統廃合のための措置ということでやったということでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほども補助に関する要綱ということで申し上げましたけれども、吉野、平

和、共栄、統太、愛牛の地域に対しては既に幼稚園に通園している者は除くと、これは幼

稚園の補助要綱ですよね。これは、吉野に幼稚園があるときの要綱だったと思うのです。

次に、保育園ちょっと今かかわりませんけれども同じ項目だと思うので関連させて言わせ

ていただきますけれども、保育園も通園補助要綱には過去に保育園施設等が統合された地

域に住んでいる者ということで、２歳以上の全員について補助を出すということになって

います、４キロ以上。これでいうと、既に吉野地域、南浦幌は幼稚園、保育園ないわけで

すから、当然この事項に該当してもいいのでないかなと。この事項というのは、なくなっ

た地域を対象にした通園補助当たってもいいのでないかと思うのですが、もらっている方

がいないのです。今までも吉野飛び越えて浦幌の幼稚園行っていたでしょう、吉野飛び越

えて保育園へ来ていたでしょう。そういうことでみんな切られています。これ検討してく

ださい。どうでしょう。 

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 通園補助の部分につきまして、吉野幼稚園の統合をしたときに、吉

野幼稚園に在園している家庭で統合の関係で浦幌幼稚園に通わざるを得ないというふうな

方に対して通うところが吉野から浦幌の町にかわったというふうなことで、交通費等も含

めて負担になるというふうなことでの交通費の補助というふうな考え方で、吉野幼稚園が

ある時代から浦幌の幼稚園を選択して行かれたのはそこの部分での家庭のいろいろな考え

方に沿って通われたというふうな考え方で、そこの部分については統合のときの経費の負

担増というふうなことにはならないだろうというふうなことで対象から外させていただい

ております。へき地保育所の統合に伴っても、同じようにへき地保育所から浦幌保育所の

ほうに通う部分については、同じ保育所に通うというふうなことで遠方になるというふう

なことからの支援ということで、そういうふうな形で該当するしないの部分につきまして

は整理をさせていただいております。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 このことについて検討する気はありませんかということをお伺いしたので

す。現状を何回聞いてもしようがないのです。先ほど町長は通園補助かスクールバス利用

かということを説明したと言われたのです。この後の通園補助について横並びな基準で検

討していくのかどうか、そのことを確認をしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 町長。 

〇水澤町長 私が今の立場で言っていいのかどうかわかりませんけれども、要するに吉野

地区でいえば吉野幼稚園がなくなったので、当然浦幌地区の幼稚園しか通う手段がなくな

ったということの意味だろうというふうに思います。その点については、まさにそのとお

りだと思います。ただ、幼稚園あったときにも浦幌に通っていた人がいるのではないのと、

その人たちについてはなくなったからといって負担が生じたわけではないのですよという

お話を今課長がしたのだろうというふうに思います。ただ、今幼稚園がなくなって１年以

上たつけれども、これについて距離も含めて、遠距離なので、補助についてはどうなのだ

というお話だろうと思います。それについて新たにそういう小さな子どもたちが出てきた

場合にそこについては今後検討していく必要も、考え方としてどうするという部分を考え

ていく必要があるのだろうというふうに思います。今の私の立場としてはそれ以上言えま

せんので、ぜひご理解をいただきたいと思いますし、杉江議員が言われることについても

一考の余地があるのかなというふうにだけ言わせて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 私もスクールバスについてお伺いしますけれども、まず確認ですけれども、

先ほども１名退職されて、１名また委託がふえたということですけれども、この委託につ

いても、先ほど私留真温泉で質問しましたけれども、それと同じような形で今までの既存

の業者に１人ふやしたというような、そういう形でふえているのかなというふうに認識し

ていますけれども、まずその考え聞かせてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 先ほども留真の送迎バスの関係で委託ということで、指名入札というこ

とで２社を今のところ考えているという内容ですけれども、実際このスクールバスは平成

16年度から委託ということで実施してきております。そのときに競争入札の参加者、参加

資格という中で競争入札参加資格審査申請事業者ということで、その他旅客運送業だとか、

それからバス運行委託業務という内容で審査を受けている業者が町内の業者としていらっ

しゃるということで、今２社は営業所ということにはなっていますけれども、浦幌で営業

されているということで、当初は入っていなかった業者もいられますけれども、それ以降

参加させていただきたいという内容で２社を平成20年から２社ということで入札をかけて

おります。今後もこういう形で参加資格を持った方を中心に入札をしていかなければなら

ないと。ただ、今おっしゃられたとおりにまた参加したいという方がいらっしゃれば、今

後は入札の参加資格あれば指名の対象にはなってくると思いますので、ご理解願います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 先ほども言われたように今後はどんどんそういう形をとりたいと、前向きに

もっと広げた形。ただ、結局今回もそういうことです。今現在は既存の事実の中でいくと

いうことで、結局これもそうなのですけれども、指定管理と委託業務とはちょっと違いま
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すから、指定管理したら３年なり５年なりという形の中で物事進むのでしょうけれども、

委託管理については結局そういう中でオープンにされない状況の中で事が進んでいってし

まっているのだろうなというふうに思います。ですから、これだけではなくて、ほかの部

分の中学校費とかの委託業務とか、こういった部分についても結局既存の既得権益の中で

物が動いてしまっているのかなと、本当のいい意味の競争原理が働いていないのかなと。

そうであったとしても、まだ町内なら私はいいのです。町内に金が落ちているのなら私は

いいのですけれども、そうでない部分については本当に今言ったような形をぜひとっても

らいたい。 

 それと、ぜひ今後はそういう形をとるということであるならば、しかしバスなりなんな

りという設備投資が伴えば、設備投資して一年一年ということにはなかなかなっていかな

いでしょう。そうすると根本的に５年なりなんなりの指定管理とかというような、そうい

ったことを視野にして、根本的なですよ。患者輸送みたいな補助出ているやつは、24年と

か、こういうのはまたちょっと考え方もあるのでしょうけれども、町の一般財源が行って

いるやつについては、先ほどのコミュニティバスもそうですけれども、根本的にその辺を

全部変えて、ある程度安定した委託ができれば当然そこにもまた新たな設備投資があった

り雇用が出てくるということになろうかというふうに思います。ですから、私はこれにつ

いては今年１年、先ほどもコミュニティバスの検討の中で言っていましたけれども、今年

１年、町民の足ということにも視野を広げた中でしっかりと検討することが必要で、そし

てこういう状況にするということをもって、町民に本当にいないのかいというような問い

かけ、情報提供をしっかりすること。しかも、それも来年からやるのであれば、半月や１

カ月前では全然段取りも何もできないではないですか、やるとすれば。ですから、やはり

早い段階でこの検討をきちっとした上でしっかり町民に情報提供して地域の雇用を起こし

ていくと、産業を興していくのだと、こういう形。その上にはこういう制度もあるよと、

新規産業のこういうのもあるよとか、新規で雇用したら今４万円あるとか、こんなような

サポートしながら軌道に乗せて安定した経営に持っていくのだというような、そういうこ

とを町がどんどんバックアップして、地域に雇用を起こし、産業を興し、新しい地域の金

を地域に落とすという、この姿勢が私は何としても必要だというふうに強く思うのです。

ですから、早急にこの検討は検討会議か何かを開いて、スクールバスとかいろんな分野が

かかわってくると思います。後には患者輸送もですから、いろんな部分がかかわってくる

と思うのですけれども、こういう検討会議を早急に新年度すぐ立ち上げて検討して、少し

でも早く町民にオープンにしていく必要があろうかというふうに思いますけれども、いか

がでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 バス運送にかかわる競争入札ということなのかなというふうに思いますけ

れども、町としましてもできる限り、そういう会社が多ければ多いほど競争原理が働くと
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いう意味では入札の効果があらわれるのかなということでありまして、地域にそういう事

業所が新たに生まれるということは期待したいなというふうに思っております。そういう

ことで、そういう情報をできるだけ早く流すことによってそういうことができるのではな

いかということでありますので、そこら辺も含めましていろんな情報については随時流し

ていきたいなというふうに思っております。指名競争入札等、入札にかかわる部分につき

ましては、必ず直近の議会で行政報告という形で落札結果については報告させていただい

ております。ただ、その中間にかかわる部分については、指名競争入札ということでやっ

ている部分については最終的に結果公表ということでありますので、それは公表ですから

町民の方にも公表はさせていただいております。そういうことで、浦幌町内、新たな事業

所がこれにかかわらず新たな企業として生まれることを期待はしたいなというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。それと、先ほどもちょっと質問したのですが、基本的な委託

の部分についても結局私が言っていた既存の既得権益の中でいっているのでないかとい

う、この部分について、いい意味の競争原理はわかるのですけれども、どこでもそうなの

ですけれども、商店街もそうですけれども、地域と例えば帯広と戦ったって勝てないわけ

ですから、同じ土俵ではいかないわけですから、だから金額だけの競争原理ということに

はならないというふうに思うのです。ただ、いろんな部分において、では何でも高ければ

いいのかということにもなりませんけれども、適正価格というのが当然あるわけですから、

その範囲内であれば当然地域に。ただし、地域の中でしっかりといい意味の競争原理を働

かせれば私はいいと思うのです、それは。しかし、その辺のいろんな、今時代が変わって

きていますから、今まで既存でやっている商売がなかなか成り立たなくなってきているの

です。その中に町として新しい形が出れば、また新たに手を挙げる人がいるかもしれない

ではないですか。そのときに、一年一年ということではなく、ある程度期間を長くしてで

すとか、いろんな部分での委託のこの部分についても町として考えていくと、スクールバ

スだけではなくてです。全体として今後この１年に当たってはいろいろ検討していく必要

が私はあろうかというふうに思うのですが、委託のこの部分についての考え方、最後にお

聞かせいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 地元にできるだけということでありますけれども、一般競争入札、指名競

争入札については地方自治法ですとかいろんな制約の中で指名業者を選定せざるを得ない

というものがあります。そういう中で地元に関してできるだけお金を落としていただくと

いう部分については、基本的にはそういうふうに考えてやっていますし、今後もやってい

こうというふうに思っております。ただ、入札参加資格者の数がどうしても少ない場合は、
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例えば金額によっては５社以上指名しなければいけないとかいろいろありますので、そう

いう中で選定せざるを得ませんけれども、基本的にはできるだけ地元の業者さんがいる部

分についてはそういうふうに今後もしていくという考えであります。 

 あと、スクールバスについては、路線を随時民間委託ということで進めてきておりまし

て、今後残りが今回これを委託にしますと残り２路線ということになります。そういう中

で、基本的には今後も委託ということで進めていくという考えであります。ただ、そのと

きには必ず地域に入って、地域の皆さんの了解を得た上で進めるということが大前提です

ので、そういう形で今後も進めていきたいというふうに思っております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 それはわかりました。今のは全部わかりました。さっき言った委託、これだ

けではない、中学校もそうですけれども、いろんな部分の委託、この部分についても一度

しっかりと見直してきちっとする必要があるのではないかなという質問をさっきさせてい

ただきましたので、その部分最後にお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 総合的な委託の話だと思います。当然人的委託もあるし、それから管理

業務の委託、それから点検だとか施設の管理保守があります。基本的には町内業者ででき

るものは町内業者に委託をしていく。ただ、管理業務の委託の中で指定管理以外の委託に

ついては、５年間の委託であり、２社で協議をした中で入札をし、決まっておりますので、

この関係については24年度までという形になっております。また、人的委託につきまして

は、１社とそれぞれ人的委託契約しておりますし、先ほどありました中学校の公務補さん

がやめられた関係についても委託に移っていったと、そういう関係については随時町に在

住の職員を再雇用するなりその会社で募集するなりした中で委託の人員を配置していると

いう形になっております。業務的なものについては、会社のほうで募集をかけたり申し込

みを持った中で、また会社のほうで一つの規約、定年制もございますので、その会社の中

で町の管理施設につきましては町内の人を雇っているという形で、その際については町内

の人をこういうふうに雇ったよという報告ももらっておりますし、その都度役場の夜警で

あれば業務報告なりを受けているという形もございます。総合的な中身におきますと、そ

ういう形でやってまいります。ただ、自動ドアだとかいろんな絡みについては、地元でで

きないものについては、ご承知のとおり決算書の中で不用の中で出てきますとおり委託会

社がかわってくる、町外になる場合もありますので、その辺はご了解を賜りたいというふ

うに思っています。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、次に10款５項７目図書館管理費までの説明を求めま
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す。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 それでは、99ページをごらん願います。５項社会教育費、１目社会教育

総務費、本年度予算額4,109万9,000円、この目につきましては社会教育、文化振興及び文

化財保護並びに関係団体への事業支援、その他職員人件費に要する経費でございます。増

額の主なものは、職員人件費で145万8,000円の増額の内容でございます。１節報酬、19節

負担金、補助及び交付金については、一般会計予算説明資料28ページをご参照願います。 

２目公民館運営費、本年度予算額2,557万6,000円、この目につきましては町内４つの公

民館の管理運営と施設維持に要する経費でございます。増額の主なものは、18節備品購入

費で中央公民館のワイヤレスアンプ購入19万8,000円ほかで37万8,000円の増額という内容

でございます。減額の主なものは、11節需用費、消耗品費で９万3,000円の増、燃料費で２

万9,000円の減、印刷製本費は隔年で発行しております町民文芸誌「樹炎」第30号の印刷代

などで81万8,000円の減、光熱水費は2,000円の増、修繕料は51万2,000円の増、賄い材料費

は１万円の増、合わせまして需用費総体で23万円の減額という内容でございます。１節報

酬、11節需用費、13節委託料については、一般会計予算説明資料28ページをご参照願いま

す。 

 ３目博物館費、本年度予算額186万6,000円、この目につきましては博物館の企画展や資

料収集及び保存などの管理運営に要する経費でございます。増額の主なものは、８節報償

費は博物館講座の開催回数増による講師謝金11万2,000円の増、18節備品購入費はデジタル

一眼レフカメラ１台、タンチョウ用フィールドスコープ１台、インクジェットプリンター

１台の購入などで27万3,000円の増額の内容でございます。１節報酬については、一般会計

予算説明資料28ページをご参照願います。 

 ４目高齢者学級開設費、本年度予算額49万7,000円、この目につきましては高齢者を対象

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

大学交流会の事業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。 

 ５目青少年教育費、本年度予算額354万1,000円、この目につきましては子ども会活動奨

励や少年教育に要する経費でございます。増額の主なものは、13節委託料については子ど

も文化鑑賞会をこれまで隔年で実施しておりましたが、本物の舞台芸術や生の演奏に直接

触れる機会をふやし、情操豊かな子どもをはぐくむため今年度から毎年度実施することと

し、13節委託料110万円の増額という内容でございます。13節委託料、19節負担金、補助及

び交付金については、一般予算説明資料28ページをご参照願います。 

 ６目家庭教育学級開設費、本年度予算額28万円、この目につきましては小中学校の校下

に開設されている家庭教育学級４学級の運営に要する経費でございます。特に説明を加え

ることはございません。 

 ７目図書館管理費、本年度予算額3,409万6,000円、この目につきましては図書館の管理

運営及び教育文化センターの維持管理に要する経費でございます。増額の主なものは、職
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員の人件費で73万円の増、11節需用費の消耗品費は３万7,000円の増、燃料費は15万4,000円

の増、光熱水費は15万4,000円の増、修繕料は１万8,000円の減、これら合わせて29万1,000円

の増。12節役務費の通信運搬費は、電話料、インターネット通信料、固定ＩＰ電話料など

で29万3,000円の増。14節使用料及び賃借料は、図書データ使用料で７万3,000円の増、図

書館システム賃借料で248万3,000円の増、合わせまして255万6,000円の増。18節備品購入

費は、図書購入費で25万円の増、一般備品で電子ピアノの購入12万円の増、合わせて37万

円の増額という内容でございます。減額の主なものは、13節委託料の保守業務委託料で43万

2,000円の減、管理業務委託料で７万円の増、書誌データ作成業務委託料は図書購入冊数の

増で13万5,000円の増、インターネット図書検索システム委託料はシステム更新に伴い、リ

アルタイムで情報が得られるデータ年間使用料で対応するため58万円の減、これらを合わ

せて80万7,000円の減額という内容でございます。なお、15節工事請負費は廃節となってお

ります。１節報酬、13節委託料、14節使用料及び賃借料については、一般会計予算説明資

料28ページから29ページをご参照願います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、野村議員。 

〇野村議員 １点だけお伺いします。公民館の運営費についてでございます。これは、行

政改革の中でまだ町財政が厳しいということでいろんな手数料、使用料見直しの中で、過

去は無料で推移したけれども、有料という形で地域は推移してきている。そこであらわれ

た結果は何かというと、基本的に行政にかかわる、また行政区だとかそういうことに関す

るのは減免という形になっているのですけれども、特に地域のいろんな団体、文化団体そ

の他については減免の率は違うけれども、費用負担が発生しているということで、いろん

な方から聞くと、昔は自由にいろんな形の交流の場であった公民館に顔出したり会議をし

たりできたのだけれども、どうしても集まるときには１人幾らの負担を持っていかなけれ

ばならないとかというような話を聞きまして、金額的に今回の予算書も４つの公民館で

100万ぐらいの使用料の収入予算でございますけれども、町民憲章にありますように香り高

い豊かな文化をつくりましょうという町の提唱であり、その原動であり、地域のまとまり

の場所である公民館の見直しというか、減免の見直しになるのか、改定して、水道料金も

一部改定した経緯もありますので、地域の皆さんのよりどころの場所をもっと自由に使え

るような考え方はできないのかなという考えしているのですけれども、それについての考

え方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。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 公民館の使用料の改正につきましては、減免規定は平成16年４月１日施

行の教育委員会規則で免除、７割減額、５割減額、３割減額の４区分にしておりました。

それが18年４月１日施行の教育委員会規則で免除、５割減額の２区分にしたところです。
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現在町が主宰する公的な団体、いわゆる公的なもの以外はほとんどが５割減額ということ、

また一部営業上のものについては２倍いただいたり、もしくは減額にならないものもある

というふうな状況でございます。平成21年度決算で申し上げれば４公民館の使用料を徴収

した件数が973件、82万4,454円というふうなことでございまして、これがいろいろな形で

使用料が５割減額というふうになったことによってどうなのかというふうなことでは、中

にはそういうふうにお考えの方もいらっしゃいますが、逆に町民こぞって協働のまちづく

りという中でいわゆる受益者負担というふうな考え方もあろうかと思います。そういう中

で快く使用料を払ってお使いいただいているという部分も多々あるというふうには私ども

では考えております。そういう思いが、本町のこういうふうに財政が厳しいときだからこ

そ町民の皆さんもそういうご理解を示されているのかなというふうに考えております。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 答弁にかみつくわけではないですけれども、受益者負担、基本的にそうだろ

うと思います。いろんなスポーツ施設、町の施設、また温泉にしても当然使用料は払わな

ければならない基本的な考え方。だけれども、それは自分の体だとか自分に戻ってくるた

めの投資という考え方をするとやむを得ないと。負担的な問題、行政ですからなるべくチ

ープに安く押さえてもらうということですけれども、地域がどんどんと過疎化になってき

てどんどんと人口減ってきたら、いろんな意味でのコンタクト、コミュニティというのが

どんどん薄れていってしまう。それをいかにどうするかとなったら、本当に行政区自体運

営ができないような状態になってきているようなときに、行政としては何かいろんな会が

あるごとに集まってもらったり、情報の伝達だとか、いろんな会に入ってもらって生活を

エンジョイしてもらうとかということもやはり行政の責任かなと思っているのです。その

ためには、行政が一辺倒にやることに対しては当然無料ですけれども、自然発生的に仲間

が集まってやろうという、これがコミュニティの根幹だと思うのです。そのためにはどう

しても経費の負担がかかるとなったときに、せっかくある施設、せっかく集まろうという

ことが阻害されるという非常にアンバランスが出てくるという思いがあるわけです。こん

な言い方失礼ですけれども、３款で80万前後の社会施設使用料です。先ほどは留真のため

に470万バス代出そうという太っ腹な町なのです。100万程度と言ったら失礼な言い方です

けれども、それでコミュニティが、自由に出入りできて、またいろんな発想もできて、ま

た行政に対するいろんな協力もできるということを考えると、改定というのは難しいだろ

うから、減免をまた考えていただくような、改定となるとまた非常に難しい立場ですけれ

ども、教育行政の中で減免をもう少し枠を広げればいいのかなという考えあるのですけれ

ども、どうですか。私の考え方について考え方だけお伺いして終わります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 今お話がありましたように、公民館の使用料金と、それからそこに集う町

民の皆さんが多くなったとか少なくなったとか、こういうお話については毎月公民館館長
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会議を開いておりまして、こういうことも話題になることも多うございます。私たちが聞

いておりますのは、料金がただになったから多くの方が集まるということもあるかもしれ

ないけれども、それは大きな理由ではないなというふうに私どもは判断しております。と

いいますのは、老人クラブ、それから寿大学とか、今若い方々の参加が非常に少なくなっ

ておりますので、どうしても高齢者の方の使用が多いわけでありますが、そうした皆さん

方が一つの行事を起こしたりするときには可能な限り町教委主催であるとか後援のような

形をとらせていただいて、限りなくゼロに近い、あるいはかかっても半額、そういうよう

な裁量でやらせていただいておりまして、できるだけ利便を図っておりますが、そうした

中にあっても半額からゼロにしたから多くの方が集まっているという、そういうケースと

いうのは私どもが聞いている中ではそう多くはないのです。 

 ですから、先ほど受益者負担とも言いましたし、協働のまちづくりという観点も申し上

げましたけれども、使用料を無料にすれば多くの方が集まるというのも一つの考えかもし

れませんが、そう大きなことではないのではないのかなということから考えますと、今公

民館を使っている皆さん方が年々減っていっている理由は何なのだろうか、それを館長会

議の中でも検討を重ねております。１つには、やっぱり人口が減ってきている。自然減で

す。ですから、これは毎年人が少なくなっているのですから、使用者も減ってくると、こ

れはどうしてもやむを得ないことなのかな。しかし、例えば私どもとっております統計の

中では過去３年、４年前と今日、平成21年度と比較しておりますけれども、平均しますと

件数は４館で４％の減と、利用者でいいますと16.8％、特に一つの例をとりますと、下浦

幌地区の公民館でありますと、むしろ件数で9.3％増、利用者も10.2％増ということもござ

います。料金だけで人が集まる、集まらないということも一つかもしれませんが、それだ

けではない要素が多うございますので、料金だけ改定をすれば何とかなるというふうにも

考えていないということと、それをもしやった場合、これは公民館の使用料金だけにとど

まらず、すべての公共料金該当してまいります。そういったことも広く精査していかなけ

ればこれは決めていけないというバランスの問題もございますので、今の考え方といたし

ましてはなぜ減っていったのか、これをふやすにはどうしたらいいのか、料金のことも踏

まえつつ、今すぐ下げたほうがいいということにはならないのではないかと、そんな考え

方を持ってございます。 

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 質疑がありませんので、次に10款６項３目給食センター管理費までの説明を

求めます。 

 教育次長。 

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

年度予算額657万3,000円、この目につきましては社会体育事業及び関係団体への事業支援、

そして職員人件費に要する経費でございます。増額の主なものは、職員の人件費で31万
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2,000円の増、19節負担金、補助及び交付金の青年等対外競技出場奨励費補助金は、年度前

半に大会出場が多いことから早期に補助金を交付するために20万円の増、スポーツフェス

タ参加負担金２万5,000円の減などで、これらを合わせて18万7,000円の増額という内容で

ございます。減額の主なものは、１節報酬については社会体育指導員報酬157万3,000円の

減額という内容でございます。１節報酬、19節負担金、補助及び交付金については、一般

会計予算説明資料29ページをご参照願います。 

 ２目社会体育施設費、本年度予算額6,733万1,000円、この目につきましては町民球場、

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

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

する経費でございます。減額の主なものは、11節需用費のうち消耗品費が５万6,000円の増、

燃料費で５万4,000円の減、光熱水費は9,000円の増、修繕料は63万円の減、これらを合わ

せまして需用費総体で61万9,000円の減、13節委託料の管理業務委託料は吉野パークゴルフ

場管理委託料２万円の増、スポーツセンター支障木伐採業務委託料12万3,000円の増、合わ

せて14万3,000円の増、指定管理委託料の総合スポーツセンター分で235万円の減、その他

委託料の町民球場芝生整備委託料で37万6,000円の増、これらを合わせまして委託料総体で

183万1,000円の減、15節工事請負費ではパークゴルフ場側溝ほか改修工事及び町民スキー

場保育工事の終了などで3,511万4,000円の減額という内容でございます。11節需用費、13節

委託料、15節工事請負費、18節備品購入費については、一般会計予算説明資料29ページを

ご参照願います。 

 ３目給食センター管理費、本年度予算額8,343万5,000円、この目につきましては学校給

食センターの管理運営及び施設維持に要する経費でございます。増額の主なものは、職員

人件費で73万9,000円の増、11節需用費のうち消耗品費は３万1,000円の増、燃料費は１万

3,000円の増、印刷製本費は３万2,000円の減、光熱水費は水道料で８万6,000円の増、ＬＰ

ガス料金8,000円の減、電気料金180万円の増で、合わせて187万8,000円の増、修繕料は２

万3,000円の減、賄い材料費は児童生徒数の減少及び幼稚園、保育園の園児数の減少により

132万5,000円の減、これらを合わせまして需用費総体で54万2,000円の増、15節工事請負費

は食器洗浄機設備一式の更新と蒸気式消毒保管庫２台の更新で510万円の増、18節備品購入

費は調理室の機械器具購入58万7,000円増額という内容でございます。減額の主なものは、

７節賃金で退職手当相当賃金の減額などで541万9,000円の減の内容でございます。１節報

酬、13節委託料、15節工事請負費、18節備品購入費については、一般会計予算説明資料29ペ

ージをご参照願います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、野村議員。 

〇野村議員 １点だけ考え方と今後の方針をお伺いしたいのですけれども、給食センター

管理費のところで今年度は1,000万近い大きな予算を計上していますけれども、この部署
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は、個々には記憶は余りないのですけれども、結構修理費だとかというのは大きな金額で

補正が上がってくる部署でございます。つい最近も道内のほかの自治体で多分原因はここ

だろうということで大きな問題が発生した経緯もございまして、我が町も学校だとかいろ

んな施設は立派になってきましたけれども、給食センターがまだ遅々として改築が進んで

いないと、まだまだもつという考え方だろうと思うのですけれども、子どもの出産の手当

から中学生の医療費まで町は手厚く子どものために、また国も子ども手当ということで子

ども中心に大きな予算を組んでいますけれども、一番大切な食の問題、特に昼食を提供し

ている管理施設、耐用年数というか、現在の状況というのですか、どういう言い方で聞い

たらいいだろうか、あと何年ぐらいもつのかとか改築しなければならない年度はどのぐら

いなのかということがお示しいただければそれだけで結構なのですけれども、今回のまち

づくり計画の中には、10年の大きな計画の中ではこの問題については一つも挙がっており

ませんし、また予算措置の中にも５年の前期にも計画されていないということは担当部署

である教育委員会はまだまだ10年先はもつという考え方で今運営していっているのかなと

いう気がするのですけれども、その辺の考え方だけ、将来的に大体いつごろだという考え

を持っているのか、できればどのぐらいの費用がかかるのか、それだけお示しいただけれ

ばありがたいと思いますけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 給食センターの建物につきましては、昭和58年建設ですから本年で28年

というふうな状況でございます。補助金適化法上の耐用年数は、鉄骨造でございますので

40年ということで、あと12年ぐらいは大丈夫だというふうに考えております。それで、ま

ちづくり計画にのっていないと、いわゆる前期５カ年の計画の中には確かにのってはござ

いません。ただ、これは経費的に非常に多額の費用を要する。改築となれば、試算による

と他のまちの状況も聞きますと１カ所やるのに８億円ぐらいかかるという中で、町の財政

負担がとても大きい。それで、国からの補助金はどのぐらい来るのか、その１割ぐらいし

か来ない。ということは、借金になります。そういうことを考えると、今崩れかかってい

るわけではないので、ちょっと先延ばししたというふうな形になります。ただ、ある道内

の都市のお話もされておりましたが、そういう中では建物としては28年経過しております

が、その中で衛生管理については非常に気を使ってやっておりまして、保健所から年２回

立ち入りがあるわけですが、構造上の問題といいますか、排水の部分についてはこれは３

点減点にはなりますが、そういう中でも衛生管理を含めて97点という点数をいただいてお

りますので、何とか今はきょうまでは安心して過ごしていると。ただ、これは食べ物を扱

う施設ですから、あしたからずっと保証があるというわけではございません。ただ、職員

にも、先日新聞報道がなされたときも、２月24日でしたか、教育長も給食センターへ赴き

まして調理員を前に、しっかり衛生管理に当たって調理をして、子どもたちの健康を守っ

てほしいというふうなことで訓示もいたしております。そういう中で、今すぐ建てかえれ
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るというふうな状況にはございませんが、今ある施設を十分気をつけながら管理して、安

全、安心な学校給食を届けるということに職員一同邁進しておるという状況でございます。 

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 質疑がありませんので、次に14款１項１目予備費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 108ページをごらんください。11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復

旧費、１目公共土木施設災害応急費、本年度予算額21万5,000円、この科目につきましては

災害発生時における応急費にかかわる経費の内容でございます。特に説明する内容はござ

いません。 

〇前田産業課長 ２項農林水産施設災害復旧費、１目農業施設災害応急費、本年度予算額

24万5,000円、この目につきましては農業施設災害発生時における応急に係る経費の内容で

あります。15節工事請負費につきましては、説明資料30ページに記載のとおりでございま

す。 

 ２目水産業施設災害応急費、本年度予算額50万円、この目につきましては水産業におけ

る災害が発生したときの応急に係る経費の内容です。特に漂着流木処理の経費です。14節

使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料30ページに記

載のとおりでございます。 

〇上村総務課長 12款１項公債費、１目元金、本年度予算額７億2,633万9,000、長期債償

還元金でございます。 

 ２目利子、本年度予算額１億1,090万7,000円、長期債償還利子及び一時借入金の利子で

ございます。 

 ３目公債諸費、本年度予算額６万1,000円、手数料でございます。 

 13款諸支出金、１項過年度支出金、１目過年度支出金、本年度予算額32万円でございま

す。償還金及び還付金に係る予算でございます。 

 14款１項１目予備費、100万円でございます。 

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

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 以上で歳出の審議を終了いたします。 

 これより歳入の審議を行います。 

 初めに、１款町税から12款使用料及び手数料までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 11ページをお開き願いたいと思います。あわせまして予算説明資料２ペ

ージから３ページにつきましてもごらんおき願います。１款町税、１項町民税、１目個人、

本年度予算額１億9,035万円、前年度当初予算比で30万円の増、比率にいたしまして0.16％
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の増の内容でございます。平成22年分課税標準所得の見積もりに当たりましては、気象要

因による農業所得の減、秋サケ漁の不振による漁業所得の減、現在の経済動向から給与所

得等で前年度と同程度の所得ということで見込んで積算した内容でございます。前年度現

計予算から比較いたしますと12.3％の減でございます。 

 次に、２目法人、本年度予算額2,563万1,000円、この税目は法人数145法人に係るもので

ございます。前年度当初予算比27万円、1.05％の減の内容でございます。この法人につき

ましても、現在の経済動向等から課税標準額を勘案し、昨年同様の額を見込んだものでご

ざいます。 

 ２項１目固定資産税、本年度予算額２億6,886万4,000円、この税額の内訳といたしまし

ては、土地4,643万6,000円、前年度対比で0.83％の増、家屋で１億2,116万4,000円、同じ

く前年度対比で6.13％の増、償却資産で１億76万4,000円、同じく前年度対比8.47％の増で

ございます。前年度当初予算比で6.02％の増の内容でございます。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額149万2,000円、この目につきましては

国等が所有する固定資産の固定資産税相当額分として市町村に交付される内容でございま

す。 

 ３項１目軽自動車税、本年度予算額1,159万1,000円、この税目につきましては原動機付

自転車を初めとする軽自動車11車種、3,100台の登録に係るものでございます。前年度当初

予算比で登録台数45台の増、税額にいたしまして33万6,000円、2.99％の増で、主に４輪乗

用自家用車の増加となっております。 

 ４項１目町たばこ税、本年度予算額3,045万8,000円、この税目につきましては紙巻きた

ばこで624万本、旧３級品紙巻きたばこで75万本のたばこの消費を見込んだものでございま

す。たばこにつきましては、年々健康への高まりから減少傾向にございます。また、昨年

10月から価格の改定がございまして、毎月の消費量が減少している現状にございます。こ

れを受けまして、前年度対比で19.79％減の内容でございます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。５項１目入湯税、本年度予算額221万1,000円、

この目につきましては留真温泉の開業に伴います中学生以上の入浴者１人につき70円を納

付していただくものでございます。入浴者数を３万1,590名と見込んでいるものでございま

す。 

 以上でございます。 

〇上村総務課長 ２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税、本年度予算額2,600万円、

100万円の減、説明資料３ページでございます。地方揮発油譲与税でございます。 

 ２項１目自動車重量譲与税、本年度予算額7,200万円、前年度対比600万円の減、説明資

料３ページでございます。自動車重量譲与税でございます。 

 ３款１項１目利子割交付金、本年度予算額170万円、30万円の減でございます。歳入説明

資料３ページにございます。利子割交付金でございます。 

 ４款１項１目配当割交付金、本年度予算額25万円、５万円の減、説明資料３ページにご



 － 52 － 

ざいます。配当割交付金でございます。 

 ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、本年度予算額10万円、前年度対比20万円の減で

ございます。説明資料４ページに記載しております。株式等譲渡所得割交付金でございま

す。 

 ６款１項地方消費税交付金、本年度予算額5,100万円、前年度対比400万の減、説明資料

４ページに記載しております。地方消費税交付金でございます。 

 ７款１項１目自動車取得税交付金、本年度予算額1,800万円、200万円の減でございます。

説明資料４ページに記載しております。自動車取得税交付金でございます。 

 ８款１項地方特例交付金、本年度予算額200万円、前年度対比330万円の減、説明資料４

ページにございます。地方特例交付金でございます。 

９款１項１目地方交付税、本年度予算額31億6,000万円、5,400万円の比較増でございま

す。普通交付税29億8,000万円、前年度対比1.8％の増、5,400万円の増でございます。特別

交付税１億8,000万円、前年度対比同額でございます。 

10款１項１目交通安全対策特別交付金、本年度予算額110万円、前年度対比10万円の減、

説明資料４ページに記載しております。交通安全対策特別交付金でございます。 

 11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金、本年度予算額396万円、

前年対比1,535万8,000円の減、説明資料４ページに記載しております。中浦幌地区担い手

支援型畑総整備事業受益者分担金396万でございます。なお、減につきましては、農業開発

公社の貸付牛の肉用牛の償還分の分担金574万3,000円、幾千世地区担い手支援型畑総整備

事業の受益者分担金の487万5,000円の減となっております。 

 次のページをお開きください。２項負担金、１目民生費負担金、本年度予算額１億1,791万

4,000円、説明資料４ページに記載しております。１節社会福祉費負担金の関係でございま

すが、前年対比ゼロでございます。２節児童福祉費負担金995万5,000円、認可保育所保育

料で689万4,000円、前年対比122万8,000円の増、学童保育所保育料207万3,000円、前年度

対比で73万7,000円の増、へき地保育所保育料89万2,000円、前年対比で20万7,000円の増、

一時保育保育料９万6,000円、前年対比で３万9,000円の増になっています。３節児童福祉

費負担金滞納繰越分につきましては、保育所の滞納繰越分20万の予算でございます。４節

老人福祉施設費負担金については1,308万円、老人福祉施設入所者の費用徴収でございま

す。前年対比103万3,000円の増になっています。５節老人保護措置費負担金8,957万

9,000円、事務費負担金が5,824万8,000円、132万9,000円の増、生活費負担金は3,133万

1,000円、前年対比同額でございます。 

２目衛生費負担金、本年度予算額20万円、１節保健衛生費負担金20万円、乳幼児医療費

負担金20万円で、前年対比10万円の増。 

 次に、３目農林水産業費負担金、本年度予算額2,359万3,000円、１節農業費負担金2,009万

9,000円、２節農業費負担金滞納繰越分349万4,000円、説明資料５ページに記載しておりま

す。 
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 次に、４目商工費負担金、本年度予算額91万5,000円、１節観光費負担金、センターハウ

ス負担金でございます。前年同額でございます。 

 ５目教育費負担金、本年度予算額2,347万6,000円、教育費負担金2,327万5,000円、２節

教育費負担金滞納繰越分20万1,000円でございます。説明資料５ページに記載しておりま

す。 

 次に、12款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料、本年度予算額38万9,000円、

１節町有バス使用料10万円、２節行政財産使用料23万9,000円、３節地域会館使用料５万円

でございます。説明資料５ページに記載しております。 

 ２目民生使用料、本年度予算額2,512万5,000円、前年対比295万6,000円の減、説明資料

５ページにございます。１節社会福祉使用料1,000円、２節児童福祉使用料156万1,000円、

なお、児童デイサービスセンター使用料につきましては156万で、132万の減になっており

ます。３節介護サービス使用料2,356万3,000円、介護予防サービス計画使用料240万円、前

年同額でございます。介護サービス使用料2,116万3,000円、前年対比163万6,000円の減に

なっています。 

３目衛生使用料、本年度予算額50万4,000円、保健衛生使用料50万4,000円、この関係に

つきましても説明資料５ページに記載しております。 

 ４目農林水産業使用料、本年度予算額11万1,000円、前年対比２万2,000円の減、農業団

地センターの使用料でございます。説明資料５ページに記載しております。 

 ５目土木使用料、本年度予算額9,163万2,000円、前年対比120万7,000円の減、この関係

につきましても説明資料５ページから６ページに記載しております。１節公営住宅使用料

4,674万円、２節改良住宅使用料2,793万6,000円、改良住宅使用料につきまして前年対比

116万4,000円の減になっています。３節特定公共賃貸住宅使用料846万7,000円、前年対比

11万7,000円の減、４節公営住宅等駐車場使用料161万2,000円になっております。前年対比

同額でございます。５節住宅使用料滞納繰越分160万円、前年同額でございます。６節道路

河川使用料527万6,000円、河川及び道路の占用料でございます。７節都市公園使用料、予

算額1,000円。 

 ６目教育使用料、本年度予算額436万9,000円、前年対比80万8,000円の減、説明資料６ペ

ージに記載しております。１節幼稚園保育使用料221万4,000円、前年対比76万4,000円の減、

２節幼稚園保育使用料滞納繰越分7,000円、前年対比同額でございます。３節社会教育使用

料108万8,000円、中央公民館使用料81万6,000円、前年対比８万4,000円の減でございます。

上浦幌、厚内、吉野は前年同額でございます。４節保健体育使用料106万円、浦幌町民球場

使用料、前年対比４万円の減、アイスアリーナ、軽スポーツセンターについては前年同額

でございます。 

 ２項手数料、１目総務手数料、本年度予算額315万7,000円、前年対比２万3,000円の減、

説明資料６ページに記載しております。１節総務手数料313万5,000円、住基カード交付手

数料から固定資産課税台帳閲覧手数料まででございます。２節税務手数料、本年度予算額
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２万2,000円、臨板手数料でございます。 

 ２目衛生手数料、本年度予算額805万7,000円、前年対比９万1,000円の減、説明資料６ペ

ージに記載しております。１節衛生手数料26万7,000円、２節清掃手数料779万円、ごみ処

理手数料につきましては前年対比７万円の減になっております。 

 ３目農林水産業手数料、本年度予算額１万2,000円、前年対比同額でございます。１節農

業手数料１万2,000円でございます。 

 ４目教育手数料、本年度予算額1,000円、図書館手数料1,000円でございます。 

 以上で17ページまでの歳入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

ようお願いします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、次に20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、本年度予算

額１億4,498万8,000円、前年対比1,700万3,000円の増、説明資料７ページにございます。

１節子ども手当国庫負担金につきましては、前年対比1,819万8,000円の増、２節障害者福

祉費国庫負担金6,626万9,000円、障害者介護給付費国庫負担金では前年対比248万9,000円

の減、自立支援医療給付費国庫負担金につきましては前年対比316万8,000円の増になって

います。３節国民健康保険事業保険基盤安定国庫負担金は337万5,000円でございます。 

 ２目老人医療費国庫負担金、本年度予算額13万3,000円、本年度13万3,000円の増になっ

ています。老人保健会計の関係の一般会計の老人医療費の国庫負担金の増額でございます。 

 次のページをお開きください。２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金、本年度予算額

886万7,000円、440万6,000円の増、説明資料７ページに記載しております。１節障害者福

祉費補助金166万7,000円、２節児童福祉費補助金720万になっております。なお、次世代育

成支援対策交付金については、前年対比440万円の増になっています。 

 ２目土木費国庫補助金、本年度予算額8,588万6,000円、前年対比7,685万7,000円の減、

説明資料７ページにございます。１節土木総務費補助金、本年度予算額8,588万6,000円、

社会資本整備総合交付金でございます。前年対比7,685万7,000円の減になっております。 

 ３目教育費国庫補助金、本年度予算額８万3,000円、前年対比7,703万1,000円の減、説明

資料７ページに記載しております。１節小中学校費補助金８万2,000円、２節幼稚園費補助

金1,000円でございます。 

 次に、総務費国庫補助金につきましては、廃目整理とさせていただきます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額６万円、前年対比73万5,000円の減、１節

総務費委託金６万円、自衛官事務委託金、それから外国人登録事務委託金は前年同額でご

ざいます。選挙費の委託金が前年対比73万5,000円の減になっております。 

 ２目民生費委託金、本年度予算額188万円、前年対比68万8,000円の減、１節社会福祉費



 － 55 － 

委託金159万3,000円、２節児童福祉費委託金28万7,000円、児童福祉費の子ども手当事務費

交付金で48万7,000円の減になっています。 

 ３目土木費委託金、本年度予算額530万円、前年対比ゼロ、１節河川費委託金530万円、

前年同額でございます。 

 農林水産業費委託金につきましてはゼロで、廃目整理とさせていただきます。 

 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金、本年度予算額1,507万9,000円、前

年対比424万5,000円の減、説明資料７ページに記載しております。１節地籍調査事業道負

担金1,507万9,000円でございます。前年対比424万5,000円の減でございます。 

 ２目民生費道負担金、本年度予算額8,094万3,000円、前年対比10万8,000円の増、説明資

料７ページから８ページに記載しております。１節社会福祉費道負担金160万2,000円、２

節子ども手当道負担金1,016万4,000円、３節障害者福祉費道負担金3,313万4,000円、４節

国民健康保険事業保険基盤安定道負担金2,065万1,000円、５節後期高齢者医療保険基盤安

定拠出金1,539万2,000円になっています。 

 次に、３目衛生費道負担金、本年度予算額13万2,000円、前年対比22万1,000円の減にな

っています。説明資料８ページに記載しております。保健事業道負担金13万2,000円、老人

保健事業費道負担金の13万2,000円でございます。前年対比22万1,000円の減。 

 ４目老人医療費道負担金、本年度予算額３万3,000円、３万3,000円の増でございます。

老人医療費の道負担金の３万3,000円の増になっております。 

 ２項道補助金、１目総務費道補助金、本年度予算額143万9,000円、86万8,000円の増、説

明資料８ページに記載しております。１節総務費補助金で143万9,000円の内容になってい

ます。消費者行政活性化事業補助金で66万9,000円の増、地域づくり総合交付金で20万の増

になっております。 

 次のページをお開きください。２目民生費道補助金、本年度予算額1,215万9,000円、前

年対比447万6,000円の減、説明資料８ページから９ページに記載しております。１節社会

福祉費補助金1,113万4,000円、地域づくり総合交付金がこちらのほうで20万2,000円の増、

下の障害者自立支援法円滑化特別対策事業補助金が29万9,000円の増になっております。２

節児童福祉費補助金22万5,000円、この関係につきましては子ども発達支援のほうで２万

5,000円の増になっています。なお、地域子育て支援センター事業補助金につきましては、

499万4,000円の減になっています。３節老人福祉費補助金80万円、老人クラブの運営補助

金でございます。 

 ３目衛生費道補助金、本年度予算額532万8,000円、前年対比134万4,000円の増、説明資

料９ページにございます。１節衛生費補助金532万8,000円、この関係につきましては一番

下の子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例事業補助金が214万1,000円の増になって

います。新型インフルエンザワクチン接種、昨年ありましたが、76万6,000円の減になって

おります。 

 ４目労働費道補助金3,148万3,000円、2,535万円の増、説明資料９ページにございます。
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１節労働費補助金3,148万3,000円、緊急雇用創出事業の臨時特例交付金の2,535万の増にな

っています。 

 ５目農林水産業費道補助金、本年度予算額2,948万6,000円、前年対比3,078万2,000円の

減になっています。説明資料９ページに記載しております。１節農業費補助金1,189万

8,000円、内容につきましては増減で大きく変わるものは農業委員会活動促進事業補助金が

前年対比222万6,000円の増になっています。次に、２節林業費補助金1,753万円、この関係

につきましては前年対比、21世紀北の森づくり推進事業の関係で469万8,000円の減になっ

ています。あと留真のコテージ関係について2,750万の林業木材産業構造改革事業補助金の

2,750万の減になっております。３節水産業費補助金５万8,000円、前年対比５万5,000円の

減になっております。 

 ３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額1,347万1,000円、前年対比517万6,000円

の減、説明資料９ページから10ページに記載しております。１節総務費委託金９万1,000円、

２節徴税費委託金753万9,000円、３節選挙費委託金534万円、選挙費につきましては知事に

つきましては534万増、昨年ございました参議院議員選挙費の委託金609万4,000円が減にな

っております。４節統計調査費委託金50万1,000円、昨年ございました国勢調査委託金478万

7,000円が減になっております。また、経済センサス調査委託金につきましては46万円の増

になっております。 

 ２目衛生費委託金、本年度予算額１万5,000円、１節環境衛生費委託金１万5,000円でご

ざいます。 

 ３目農林水産業費委託金、本年度予算額1,722万3,000円、418万3,000円の増、説明資料

10ページに記載しております。中山間地域等直接支払交付金で412万8,000円の増になって

おります。２節林業費委託金40万1,000円、権限移譲の関係で22万2,000円の増になってい

ます。３節水産業費委託金19万2,000円、4,000円の減になっています。 

 ４目商工費委託金、本年度予算額125万円、前年対比11万6,000円の減でございます。１

節商工費委託金1,000円、２節観光費委託金124万9,000円となっています。 

 次に、５目土木費委託金、本年度予算額244万円、前年対比同額でございます。１節道路

橋梁費委託金8,000円、河川費委託金236万7,000円、説明資料10ページに記載しております。

３節都市計画費委託金4,000円、４節住宅費委託金６万1,000円。 

 教育費委託金、本年度この関係につきましては教育費の委託金が廃目整理となっており

ます。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、本年度予算額2,912万2,000円、

670万2,000円の増、説明資料10ページに記載しております。１節土地建物貸付収入1,245万

8,000円、233万円の増、２節教員住宅貸付収入553万円、前年対比29万6,000円の減、３節

職員住宅貸付収入338万5,000円、前年対比10万5,000円の減、４節町有住宅貸付収入260万

4,000円、前年対比37万2,000円の減、５節情報通信基盤設備貸付収入514万5,000円、光伝

送路貸付収入472万5,000円の増になっています。また、センター局舎の貸付収入が42万の
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増になっています。 

 ２目利子及び配当金、本年度予算額389万6,000円、39万の増、１節利子及び配当金389万

6,000円でございます。基金利子につきまして39万の増になっております。 

 次に、２項財産売払収入、１目不動産売払収入、本年度予算額10万円、１節土地建物売

払収入10万円でございます。前年同額でございます。 

 ２目物品売払収入、本年度予算額255万3,000円、前年対比103万の増、説明資料10ページ

に記載しております。物品売払収入でございます。 

 なお、有価証券売払収入につきましては、廃目整理とさせていただいております。 

 16款１項寄附金、１目一般寄附金、本年度予算額1,000円。 

 ２目指定寄附金、本年度予算額130万1,000円、１節指定寄附金でございます。２節ふる

さとづくり寄附金、本年度予算額130万円、前年度30万の増額になっています。 

 17款繰入金、１項他会計繰入金、１目後期高齢者医療特別会計繰入金、本年度予算額

1,000円でございます。 

 ２目介護保険特別会計繰入金、本年度予算額1,000円でございます。 

 老人保健特別会計繰入金については、廃目整理とさせていただいております。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額3,341万9,000円、前年対比3,161万9,000円の増、１

節基金繰入金3,341万9,000円、地域振興基金繰入金2,615万の増でございます。また、一番

下の住民生活に光をそそぐ基金繰入金546万9,000円の増の内容になっています。 

 18款１項１目繰越金、本年度予算額100万円、前年度繰越金でございます。 

 19款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額20万円。 

 ２目加算金、本年度予算額1,000円。 

 ３目過料、本年度予算額1,000円。 

 ２項１目町預金利子、本年度予算額10万円でございます。 

 ３項貸付金元利収入、１目中小企業融資貸付金元金収入、本年度予算額4,000万円、前年

同額でございます。説明資料10ページに記載しております。 

 ２目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入44万8,000円、前年対比56万7,000円の減、説明

資料10ページにございます。それぞれウタリ住宅改良貸付金元利収入の関係で、前年対比

55万4,000円の減、また滞納分については１万3,000円の減になっております。 

 ３目介護経営貸付金元金収入、本年度予算額200万円、前年対比ゼロ、説明資料10ページ

に記載しております。 

次に、４目株式会社ユーエム貸付金元金収入、本年度予算額65万円、説明資料11ページ

に記載しております。 

次に、５目医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入、本年度予算額139万円、同額でご

ざいます。 

 次のページをお開きください。４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入、本年度予

算額365万2,000円、前年対比１万3,000円増、説明資料11ページに記載しております。１節
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総務費受託事業収入の常室簡易郵便局の関係の受託金でございます。 

 ２目民生費受託事業収入、本年度予算額35万円、２万6,000円の増、説明資料11ページに

記載しております。１節後期高齢者医療広域連合受託事業収入35万円でございます。 

 ５項１目雑入、本年度予算額2,334万2,000円、前年対比１億4,204万7,000円の減、１節

滞納処分費5,000円。次に、２節釧路産炭地域基盤整備事業補助金1,480万でございますが、

この関係につきましては前年対比9,960万の減になっております。次に、３節医療費等交付

金30万4,000円、雑入823万3,000円でございます。雑入の関係につきましては、アグリチャ

レンジャー支援事業補助金の返還金が終了しておりますので、3,455万3,000円の減になっ

ています。増につきましては、厚内デジタルテレビ中継局の整備協力金が82万8,000円、牧

場の土地賃借料が225万4,000円となっております。 

 ２目過年度収入、本年度予算額１万円、１節過年度収入でございます。 

 20款１項町債、１目総務債２億5,302万2,000円、１節総務債、本年度予算額２億5,302万

2,000円となっております。臨時財政対策債が２億4,872万2,000円、前年対比１億5,827万

8,000円の減、高等学校就学費の補助事業債については当初見ているより430万の増。 

 ２目衛生債650万、保健衛生債、患者輸送業務委託事業債も本年当初から見まして650万

でございます。 

 ３目農林水産業債、本年度予算額2,480万円、前年対比650万の減、１節農業債1,850万円、

中浦幌地区の担い手支援型畑地帯の整備事業債でございます。中浦幌については、1,260万

の増になっております。２節林業債630万円、林道上厚内線改良事業債630万円、前年対比

50万の減でございます。 

 ４目土木債、本年度予算額4,340万円、前年対比2,260万の減、１節道路橋梁債4,340万、

相川北２号線道路整備事業債560万でございます。前年対比870万の減、共栄統太線道路整

備事業債3,780万、前年対比1,870万の増。 

 ５目消防債、本年度予算額3,840万円、3,840万の増、１節消防債3,840万でございます。

消防車両購入事業債でございます。 

 なお、商工債、教育債につきましては、それぞれ留真の里交流施設整備事業債並びに浦

幌中学校屋内運動場改築事業債については廃目とさせていただきます。 

 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。よろしく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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 以上で歳入の審議を終了いたします。 

 ここで議案第25号 平成23年度浦幌町一般会計予算全体を通じての質疑を受けたいと思

います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 
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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25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25号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめて延会とし、あす３月15日午後２時から本会議を開きた

いと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会とし、あす３月15日午後２時から本会議を開くことに

決定をいたしました。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会といたします。 

延会 午後 ６時１７分 


