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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

します。 

 

    ◎日程第１ 認定第１号 

〇田村議長 日程第１、認定第１号 平成22年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

 昨日に引き続き審議を続けます。 

 審議に入ります前に、保健福祉課長よりきのうのご質問の中での報告漏れの部分を報告

いたします。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 昨日１項保健衛生費、２目予防費におきまして結核検診の受診対象

者数についてのご質問にご答弁できず、大変申しわけございませんでした。 

 結核検診の受診対象者につきましては、国保加入対象者2,330人のうち15歳以上の

2,088人のうち肺がん検診受診者、厚生連国保ドック等の受診者、医療機関で受診される方

を除きまして、また被用者保険の被扶養者で受診される方、加えますと対象者は約1,700人

であります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 

〇田村議長 それでは、８款３項１目河川管理費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 それでは、37ページをごらん願いたいと思います。８款土木費、１項土

木管理費、１目土木総務費、この科目につきましては施設課に係る人件費、事務費及び道

路台帳修正業務に係る内容でございます。13節委託料につきましては、説明資料28ページ

に記載のとおりでございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、この科目につきましては維持係の人件費、建設

機械13台の年間維持管理費の内容でございます。18節備品購入費につきましては、説明資

料28ページに記載のとおりでございます。 

 38ページをごらんください。２目道路維持事業費、この科目につきましては町道225路線、

実延長303キロメートルを維持管理する内容でございます。13節委託料、14節使用料及び賃

借料、15節工事請負費につきましては、説明資料28ページに記載のとおりでございます。

なお、７節賃金、14節使用料及び賃借料の不用額は執行残で、除雪回数の減によるもので

ございます。 

 ３目道路建設補助事業費、この科目につきましては国の補助及び社会資本整備総合交付



 － 4 － 

金で道路改良４路線、舗装４路線を実施した内容でございます。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28ページ、29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、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

の維持管理及び道河川の樋門管理委託業務を行う科目でございます。13節委託料、14節使

用料及び賃借料、15節工事請負費につきましては、説明資料29ページ、30ページに記載の

とおりでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 道路の関係と河川の関係、ちょっとお聞きしたいことがあります。関連にな

ると思うのですけれども、河川について国道38号線の万年橋のところに浦幌川の看板が立

っています。それから、道道直別共栄線の統太橋のところにも浦幌川の看板が立っている。

これがさびて見えないような状態になっている。多分皆さんも通っているときに気がつい

ているかと思いますけれども、道路の看板はみんなアルミですごく立派になっていますけ

れども、浦幌川、今までも日本で一番きれいな川と言われたこともありますし、その辺管

轄は土木現業所ということになると思いますけれども、そちらのほうに要望できないかど

うかお聞きしたい。 

 それから、もう一つ、道道の幸町のところにある、名前出しますけれども、大和さんの

向かい側に廃屋といいますか、住んでいない住宅があります。そこの屋根の部分が崩壊し

そうになって、歩道に落ちてきそうだということで、もう何カ月も前からバリケードを張

ってある。事故あってからでは遅いと思いますので、この関係についても土現のほうにど

うするのか、廃屋の担当課というのは今どこでやっているのかちょっと私もわかりません

けれども、そういう関係、持ち主にも申し上げて、撤去するか補修するかお願いして、そ

れともう一つは末広町の線路際に、屋根がなくて、２階も今全壊というか、している建物

があります。これは、町道沿いにありますけれども、道路にはかかってきていないという

ことですけれども、大きな地震来たときに道路に倒れるおそれもあるということで、この

辺についても持ち主に対応していただくようにできないかどうか、その２つお聞きしたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 １点目の浦幌川、河川の看板の件につきまして私のほうから

説明を申し上げます。 

 浦幌川の看板ということでございますので、北海道十勝総合振興局帯広建設部の所管に

なりますので、現地確認の上、その旨要望してまいりたいと思いますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 
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〇田村議長 町民課長。 

〇大山町民課長 私のほうから、今幸町と末広町の廃屋なりの話がありましたけれども、

末広町については１人、１軒住まわれているのかなというふうには思うのですが、住んで

おりましたでしたかね、末広町でない、済みません、幸町です。幸町のほうは、あそこの

大和さんの向かいのところ１人住んでいるかと思うのですけれども…… 

（「その隣にあるやつ」の声あり） 

〇大山町民課長 わかりました。 

 それで、うちのほうで当然環境美化含めて町民課のほうで担当してございますので、そ

の辺の不在なり住んでいらっしゃらない住宅等で危険なものがある部分については持ち主

等を確認しながら要請をしてまいりたいというふうに考えてございますので、よろしくお

願いします。 

〇田村議長 施設課長。 

〇新川施設課長 今直接ではないかもしれませんけれども、町道もいろいろ看板たくさん、

道路看板ですとか標示看板ありますので、その辺も一応草刈りとか枝払いはしてはいます

けれども、改めてその辺が見えないような状態でないかどうか確認して、その辺も除去す

るものはしたいと思います。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 河川のことなのですけれども、堤敷内になりますけれども、だんだんとこの

ごろ河川の中も整備されて、それからしばらくたつということで、その後に雑木といいま

すか、柳だとかハンだとかカバだとか、いろんな木が堤敷内に生えています。その木が繁

茂することによりシカのすみかとなりつつある部分があります、全部が全部ではないので

すけれども。それで、その部分を例えば除伐するなり下枝を払うなり間伐するなりという

ことで少し見通しよく、シカがすみにくいというような状態にできないものか。それから、

河川管理の中でも、そういうことでありますと結構川が流れるときにいろいろなものをそ

の部分にためて、はんらんのおそれありと、決壊のおそれありという感じがする部分があ

ります。その辺も含めまして、浦幌川ばかり、町河川ばかりではないのですけれども、ど

っちかというと道河川になるのかなと思いますけれども、上浦幌から始まりまして豊北の

ほうまでいくのかなと思いますけれども、その間でその辺の整理を一度していただく考え

はないのか、ちょっと伺いたいなと思います。 

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まして、私のほうの課の所管にかか

わっては国の管理する河川、それから北海道が管理する河川ということで、それぞれ帯広

開発建設部、それから十勝総合振興局の関連ございます。ただいまの河川の中の雑木の処

理という部分では、このことにつきましては各関係行政区から要望等も、シカのことでは

ないのですけれども、やはり繁茂しているということで、その伐採にかかわっての要望も
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受けてございます。その関係で開発建設部なり十勝総合振興局なりにそれぞれ要望を申し

上げてきている経過もございます。近年の中では、本来管理者が直接その作業に当たると

いう部分がございますけれども、法的な運用の弾力化が出てきたということでそれぞれの

機関からご説明をいただいております。申請があれば受益の方が伐採について携わっても

よろしいですという部分も中にはございますので、その部分各行政区の中にもお話を上げ

ていただいている経過もございます。その中で、一部の地区におきましては出役の中で繁

茂した柳等を伐採したといった経過もございますので、引き続き行政区とのお話を通じた

中で、ただいまのシカのことについても確認した中でそれぞれの管理している機関に要望

してまいりたいと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 施設課長。 

〇新川施設課長 道河川のほうにつきましては、今まち政の課長がおっしゃったとおりで

ございまして、町河川につきましても災害、大雨時に流域の幅が狭くなって災害の支障を

及ぼすということで、去年も道河川につきましては静内川を擁護した形で行っております

し、あと町河川につきましては稲穂の河川、フルマントンベツ川というのですが、そこで

柳ですとかハンノキの支障木は撤去して行っております。今年につきましても当初予算で

とりまして、その中で４カ所ほど、稲穂の継続の部分と、あとは相川、高松沢というのな

のですけれども、それと常室と浦幌恩根内川という４河川をやる予定でおります。さらに

支障が特にもっとあるところもあるかもしれませんので、その辺もいろいろありましたら

そういう事情を聞きまして、状況を確認しまして、予算の範囲内ということになるかと思

いますけれども、その辺は勘案しながら撤去関係は行っていきたいと思っています。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 もう一度確認いたします。今まちづくり政策課のほうで言われた状況の中で

払い下げというのか、勝手に切っていいのかということになるのですけれども、場合によ

ったらそれぐらいだったら勝手に切ってもいいよという場合もあると思うのです。ただ、

ちょうど木の太さが半端なのです。払い下げてという割には使用ができないという太さも

あるのです。ですから、20年も30年もたつと払い下げていただいて例えばどこかへ売るの

だということもできるのですけれども、その太い部分を、そして細い部分も昔でしたらま

きとかといろいろあったのですけれども、今はないのです。だから、若干のそういうもの

につながるのでしたら、今言った簡単に払い下げしてほしいという言葉も出るのですけれ

ども、ただ中の掃除をするだけだったら、受益者といえどもなかなか出れないという部分

もあるのです。ですから、ここら辺は行政のほうでやるから、ここら辺は例えば民間でや

ってくださいだとか、あなた方で少しやってくださいというような若干の仕事の分けがで

きるものであればそうしていただきたいなと思って、それから先ほどの流れなのですけれ

ども、駆除という段階があります。その中で河川の中に逃げ込まれてしまうとなかなかそ

れを発砲して撃つことができない状況にあります、先が見えなくて。それから、シカが隠

れてしまいます。そういうこともありまして、僕らとしては自分らで堤防の上ですと草刈
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りとかなんとか簡単にできるのですけれども、自分らでやってはいるのですけれども、そ

れが木となりますとなかなか簡単にいかないということもありますので、その辺を少し考

慮いただけるかなと思っておりますので、もう少し強く要望したいなと思います。 

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改めて説明させていただきます。 

 確かに繁茂した中できれいに河川も整えたいという気持ちは十分理解する部分と申しま

すか、わかる話なのですけれども、このことにつきましても河川管理者、先ほど申し上げ

ました帯広開発建設部なり十勝総合振興局ともお話をさせていただいた中では管理者の権

限といたしまして、最近的な法的柔軟な運用という中で受益の方の伐採という場面がある

という、ただしあくまで申請許可ということで、大ざっぱな言い方しますと勝手にはだめ

ですよと、申請許可をもって対応したいというふうに再三言われてございますので、この

ことにつきましてはご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 返事は別にあれなのですけれども、ちょっと私言い忘れたので。シカばかり

でなくてクマもその中に何となくいる気がします、堤敷の中に。通過した跡がないという

こともありまして、その辺もちょっとつけ加えさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

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 シカとかクマ、クマは特に危険な部分として住民の生命を脅

かすということで、このことにつきましてもこういう事態があるということについて改め

てそれぞれの管理者に要望と申しますか、お伝えした中で柔軟な対応をぜひお願いしたい

という部分でお話をしてまいりたいと思いますので、ご理解のほどお願いします。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 道路維持の除雪について質問をいたします。私除雪については昨年も質問を

させていただいております。その中で町としての対応の中なのですけれども、道、また開

発、国のほうでは予算の関係もありまして、除雪の出動条件というのでしょうか、それが

今までは何センチ降ったらというやつが上がってきていると、できるだけ出ないようにす

るというのでしょうか、そういうお話を聞いております。町も先ほどの説明の中では除雪

について執行残があるということでありました。町としてもその辺の除雪、国、道に合わ

せてそういう対応をとっているのかどうなのか、その辺の除雪の対応についてまずお伺い

をしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 除雪についてでありますが、毎年11月に関係機関、開発ですとか旧土現
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と町、あと警察とか入りました中で除雪の対策会議というのを行っております。その中で、

もともと積雪の量なのですけれども、町でその協議会でやっている部分はおおむね10セン

チに達した場合には午前４時から除雪ということになってございます。雪の状況によりま

してそれがちょっと早くなったり遅くなったりすることはあるかもしれませんけれども、

基本的にそういうふうになってございます。国のほうは、もともと５センチであったのが

財政的なこともありまして10センチということで、合わさったような形になってございま

して、時間も例えば道道を先にやって、その後町道ということになると段差ができるとか

いうのがありますので、その辺もいろいろ調整しながら行っているような状況でございま

す。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今説明の中で、国、道のほうについてはもともと５センチだったものが倍の

10センチと、町にするともともと10センチのものを15センチにしたわけでなくて、町は変

わらず条件は同じということだと思います。そういったことだと思うのです。道、国が上

がったから、では町ももうちょっと条件を緩和するということにはならないと思うのです。

やはり町の特に町場なんていうのはお年寄りの足とかそういったことを考えますとしっか

りとした除雪体制というものは今後もとっていかなければならないでしょうから、その辺

については今後もしっかりと対応していただきたいというふうに思っております。歩道と

いうものが町の中は出てくるものですから、この辺の対応というものが難しい部分があろ

うかというふうに思います。その辺今までもいろいろお知らせとか、いろんな機会を使い

ながら対応されておりますけれども、その部分についての対応についてはしっかりと今後

もやっていっていただかなければならないと思うのです。 

 しっかりやっていく上で、結局今までずっと流れの中で町は地元の業者等に委託をしな

がらやられてきているわけであります。昨年も質問した中においても、機械等については

行政で役場で買って、オペレーターは民間から派遣をしていただいて乗っていただくと、

それによってコストも下がったりとかというような部分というお話でありました。そうい

う方向に今後もいくのだという考え方だということも聞いています。ただ、そういったこ

とでコストも下がるからいいのですけれども、昨年も結局、そのオペレーターというので

すか、労働の確保ということはこれから本当に課題になってくるというふうに思うのです。

見ていただいてもわかるように、説明資料の28ページ、今除雪の部分は機械の借り上げ料

が439万3,000円ですよね、400万ちょっと、全部合わせてですよ、一冬の借り上げ料400万。

だけれども、３つほど上見ていただければわかるように、13トン級の除雪ドーザーを買い

ましたら1,900万するのです。これ新車ですからあれですけれども、1,900万もする新車の

この機械で仕事をするのです。札幌とかと違いますから、浦幌の降る雪の量って知れてい

るのです。商売としては全く成り立つような雪の量ではないということなのです。だけれ

ども、雪はいつ降るかわからないのです。だから、やっぱりその体制をとっておくという

ことの中において、町としてもその機械は行政で持ちながら対応していくということなの
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です。やはりそうせざるを得ないと思うのです。民間ではこの何千万もする機械を持って

浦幌の年間に何回か降る雪のためになんていうこと到底あり得ませんから、しなければな

らないと思います。 

 しかし、あと労働者の部分についても、この委託料、借り上げ料とか等々、これですべ

てではないのでしょうけれども、いろいろほかにも付随するものもあろうかと思いますけ

れども、それにしても冬派遣する企業が人を抱えて、雪なんていうのはいつ降るかわかり

ませんから、降ったときにはいや応なしにそこへ行かなければならない。今言ったように

４時から出なければならないわけですから、あした仕事あるので、１日置いてなんていう

ことはできないわけですから、いつ降るかわからない。正月、暮れの31日であろうと１日

であろうと出ていくわけですから、そういった人を確保して、正月も何も出なければなら

ないといいながら、そういう拘束をするのであれば、やはりそれだけの保障もしてあげな

ければ、暮れの31日に白々と雪が降ってきたら、大みそかに一杯も飲めないわけですから、

だからそういう拘束をしながら、しかしこの除雪の対応するということは本当に行政とし

てその辺の対応をしていかないと、ここは私はコストだけという部分は言えないと思うの

です。だから、この辺は行政としても当然そんなようなことを考えておられると思います

し、今後の職員の対応の中においても、定年になったりとかといういろんな形の中では新

しい除雪の対応も当然、今もうこれから雪目がけて考えていくというふうに思いますけれ

ども、その辺の業者の部分、コストもかかるかもしれませんが、商売として人を抱えてお

けるような対応をしなければ、いなくなってからでは遅いですから、これ除雪というのは

経験がどうしても要るのです。きょうやって今年ぽんとやってもなかなかすぐにはできな

いのです。あそこのマンホールがどうだとか、あそこの段差がどうだとかといろいろある

のです。今いる人方もしっかりと抱えておけるように業者ができるようなするためにも、

この辺はもっとしっかりとした対応を今以上に私は強く求めたいというふうに思うのです

けれども、この辺の考え方伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 中尾議員の言われたとおり、まさにそのとおりであると思います。今現

在体制といたしましては、除雪に関しましては直営の車両が11台あります。でも、そのう

ちの１台は融雪剤の散布車で、もう一台はロータリーということで、実質９台を直営で持

っております。そのほかに、借り上げで車道については11台、それと歩道については４台、

そして委託につきましては上浦幌地区を中心に５台を借り上げして行っているような状況

でおります。歩道につきましては、常時やるわけではございませんが、通学路を優先的に

その状況に応じてやるということでございまして、10センチということではなく、歩けな

いような状況になったらということで対応してございます。 

 次に、除雪機械に関してなのですけれども、借り上げすると人的には発生しなくてもど

うしても借り上げ料というのはかかります、毎年。去年はたまたま除雪は出動につきまし
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ては、本当の大雪というのはなかったのですが、３回ほど出動してございます。それでも

このぐらいの金額ということで、この中には借り上げに対しての最低保障料というのがあ

りまして、例えば出動しなくても中尾議員が言われたように拘束状態で、協議してその機

械を持参してもらっているということで最低保障料を払わせていただいています。十分な

金額ではございません。維持管理にお金かかっているのも承知してございます。その期間、

４カ月なのですが、それをとりあえず保って維持してもらうための費用ではございます。

町のほうで去年除雪機械、ショベルローダーを13トン級の１台を購入いたしました。もと

もとのが老朽化したのと、それから車両がこういうとおり少ないですので、まして民間の

ほうでは持てないということで、町のほうで維持するという考えですので、今後ともそう

いった形で導入せざるを得ないなと思ってございます。導入に関しましては、金額は大き

いです。例えば1,900万、これにつきましては国の凍雪害、雪寒の事業の補助金を３分の２

をいただきまして、残りについては過疎債を適用しております。一般財源をなるべく少な

くした形でとは思ってはおります。しかしながら、導入してもまず維持費についてはかか

ります。その辺のご負担は、町民の皆さんにかかるということになってございます。 

 あと人的なことなのですが、委託につきましては直営の機械に乗っていただいていると

いう方は去年につきましては４名委託をお願いしております。先ほどおっしゃったように

退職なども今後発生します。そうなると、おのずと職員の採用というのは多分難しいと思

っておりますので、民間の方の力をおかりしないとできないという部分になりますので、

その辺では委託のそういう人的な方は特にお願いしなければならないということで、年末

年始、お正月なんかお酒飲みたいところ拘束状態、完全に雪が降らないということだった

らいいのですが、こればかりはわかりませんので、拘束状態でご負担をかけているという

ことも承知してございます。ただ、うちの今の町の体制がこういった体制なものですから、

その辺の配慮は十分にしながら、今後とも除雪体制を維持していきたいなと思っておりま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今課長言われるとおりでありまして、例えば機械を持って人と機械とセット

でいく部分については最低保障という、それも機械の車検だとか、そういったメンテナン

スをする部分での本当に最低の保障ですよね、機械持つ部分での。だと思うのです。だけ

れども、結局機械と人もそこにつくわけですから、自分の機械に乗るのは今４名、これが

だんだん退職者が５名、６名とふえていくわけでしょう、これから。その４名、今現在４

名、今後５名、６名となる、その人方が結局年間に３回とか４回とか降る、その３回、４

回のために体が拘束されてしまうわけなのです。３回、４回のためだけでは飯は食えない

ので、よその仕事に行く。よその仕事に行っていても雪降ったときはこっち来なければ、

その仕事は行けないということになるわけだから、逆にそっち側の隣に受けるほうにして

みたら、雪降ったときには来れないというような人間を使うのかといったら、なかなか使
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わないですよね、いつでもちゃんと来てくれる人使う。だから、除雪の委託を受ける個人

の人方も生活があるわけですから、ここら辺の問題なのです。この辺は今課長も十分理解

はされていると思うのです。だけれども、いろいろ財政的な問題もありながら、辛抱して

もらいながらということだと思うのですけれども、しかし財政についてはある一定のめど

がついたわけですから、今まではみんなで我慢をしながらきました。しかし、冬の除雪は、

災害とは言いませんけれども、これは北海道にとっては避けて通れないことですから、町

長言われるように一定のめどがついた以上は、その部分も含めて今年の冬からでもしっか

りとしたそういう対応をとっていかないと、一回崩壊してしまうとまた再構築するという

ことは本当に難しい、素人ではなかなか難しいですから、今いる人方もしっかりと抱えな

がら、また今言う退職者の補充を新たな人を補充していかなければならないわけですから、

そして今いる人だって年齢も上がってくれば、また新しい人をということでこういう形を

とっていくためには今以上に今年の冬からでも私はもうちょっと手厚い対応というものを

ぜひ望みたい、お願いをしたい。今言っていますけれども、今年の冬からでもというよう

な形で、業者にも今年から面倒見るよと、対応するよというような、私そういう言葉いた

だきたいなというふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 中尾議員の言われることはよく承知しています。その人たちは、冬期間

だけで生活をできるような賃金もらうような体系にはなっていないと思います。ほかのほ

うも当然抱えながら、冬の除雪のときには最優先でやっていただくという形で負担してい

ただいていると思います。生活面をその４カ月で保障できればいいのですが、そういいな

がらできないのが実情、実際的な問題言うとちょっと難しいと思います。ただ、決して高

くない賃金でありますし、人的委託を受けている分ではだれでもということでなく、例え

ば大型免許持っているからその人間がオペレーターできるということではなく、先ほど中

尾議員が言われたように熟練した技術といいますか、そういうのを持った人間でないと、

どこにマンホールがある、どこに段差ある、それもわからない中でできないということで、

そういう方を派遣していただいています。そういった面からも、今年の冬からこうします

ということは申し上げられませんが、これから今年もう11月、12月になると始まりますの

で、除雪対策協議をやる前にその辺は、予算的なこともありますけれども、もう一度最低

保障料含めてちょっと内部でも協議しながら対応してまいりたいと思います。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 北海道の冬の除雪については、特に去年も札幌市、帯広市で業者の方がだん

だん少なくなっているということで苦労しているという新聞報道もありました。浦幌町は

それほど豪雪地帯ではありませんので、出動が少ないということも現実だというふうに思

っています。我々行政としては除雪費がかからないというのは、これはありがたい話なの

ですけれども、ただそれに携わる業者の皆さん、それぞれご苦労されていると、出動回数
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が少ないとそれだけ人件費、いろんな面でご苦労されているということはよくよく私ども

も承知をしているわけでありまして、これについては特に機械を維持するということも含

めて、町としてはこれは機械としては考えていかないとならないだろうなというふうに思

っているところであります。ただ、中尾議員が言われるように、私がいつも一定のめどが

ついたから大丈夫だということでは決してありませんので、町財政というのはいろんな面

でかかってくるわけでありますから、ここに一点集中するという話ではもちろんない、こ

れはご存じだと思います。ただ、今後とも除雪体制を維持するということの最低限でどこ

まで考えていかないとならないのか、これについてはこれからも考えていかないとならな

いだろうなと、３年ぐらい前には年に１回しか出動しなかったという年もありました。今

後とも除雪というか、雪が少なくなる、だんだんそういうような状況にもまたなってきて

いるというのも現実だと思いますので、そういう面ではどこまで維持できるのかについて

は本当に慎重に考えていきたいなというふうに思っていますので、これは除雪に入る前に

除雪対策会議の中でいろいろ協議をさせていただきたいと思います。ただ、それで生活で

きるだけを出すかということになると、そこはなかなか難しいだろうなと思いますけれど

も、いろんな業者の皆さんと知恵を出し合いながら、どのような体制がいいのかについて

は協議をさせていただきたいいと思います。  

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に５項１目住宅管理費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 次に、４項からいきます。４項都市計画費、１目都市計画総務費、この

科目につきましては都市計画に係る経費でございます。特に説明する内容はございません。 

 39ページをお開き願います。２目公共下水道費、この科目につきましては公共下水道特

別会計への繰出金でございます。 

 ３目公園緑地管理費、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ほか町有地の草刈りに係る経費でございます。

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30ページに記載

のとおりでございます。 

〇鈴木まちづくり政策課長 引き続き39ページをごらん願います。４目まちづくり交付金

事業費、この科目につきましては留真の里交流施設の建設及び事務に係る交付金事業にお

ける事務費及び工事請負費の内容で、執行率99.9％でございます。内容につきましては投

資的経費内訳表17ページ、また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。 

〇新川施設課長 ５項住宅費、１目住宅管理費、この科目につきましては町営住宅489戸、

ほか雑種家屋54戸の維持管理に係る内容でございます。13節委託料、15節工事請負費につ

きましては、説明資料30ページ、31ページに記載のとおりでございます。なお、19節負担
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金、補助及び交付金の不用額は、木造住宅耐震診断の補助金の無執行によるものでござい

ます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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、安藤議員。 

〇安藤議員 公園緑地管理費の関係でお聞きしたいと思います。寿町の児童公園について、

寿町内会で今草取りを１日実施しているわけでございますけれども、取った草を堆積とい

うか、まとめて置いておくのですが、１週間とか２週間かかってそのまんまになっている

と、１日実施するので、すぐそれを廃棄というか、してほしいと思っていますけれども、

その辺についてちょっと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。 

〇新川施設課長 児童公園の草刈り関係、行政区でやっていただいて、ボランティアでや

っていただいているということでございますけれども、管理につきましては町でも独自で

就労センター使いながらとかやっているのですが、それ以外に行政区でやっていただいて

いるところも何カ所かございます。パトロールというか、そういうのも巡回しながらやっ

てはおりますが、もしかしたら目が届かないところがあったのかなというふうに思います。

しかしながら、そうやってやっていただいたところ、特に草などを置いておくとにおいな

どもひどくなりますし、子どもたちが遊ぶところですので、そういうところにつきまして

は早急に、あったら、また確認させまして除去するような対策をとりたいと思います。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 ９款１項消防費、１目常備消防費、この科目につきましては署員21名、

消防車両20台に要する科目であり、東十勝消防事務組合の負担金に要した科目でございま

す。参考として、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費、19節負担金、補助及び交付金

は、説明資料31ページに記載しております。 

 ２目非常備消防費、この科目につきましては消防団員98名に要する科目であり、消防団

の運営、団員の育成指導に要した科目でございます。参考として、19節負担金、補助及び

交付金、説明資料31ページに記載しております。 

 ３目消防施設費、この科目につきましては消防庁舎、３分遣所並びに消火栓、防火水槽

等に要した科目でございます。参考として、15節工事請負費、18節備品購入費は、説明資

料31ページに記載しております。 

 ４目災害対策費、この科目につきましては防災、災害対策に要した科目でございます。
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11節需用費の修繕料は、説明資料31ページでございます。なお、15節工事請負費について

は、繰越明許でやらせていただきました全国瞬時警報システムの整備工事でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いします。 

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

 教育次長。 

〇山本教育次長 41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、この目につきましては教育委員４名の報酬、費用弁償などの教育委員会の運営に

要した経費でございます。教育委員会の会議は、定例会を12回、臨時会を２回開催いたし

ました。 

 ２目事務局費、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に要した経

費で、特に説明を加えることはございません。 

 ２項小学校費、１目学校管理費、この目につきましては小学校３校、児童数252人、教職

員数31人に係る学校経営、施設維持に要した経費でございます。11節需用費の修繕料につ

いては、説明資料の31ページのとおりでございます。また、13節委託料、15節工事請負費、

18節備品購入費については、説明資料の32ページのとおりでございます。 

 ２目教育振興費、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、20節扶助費については、説明資料の32ページから33ページのとおりでございます。 

 ３目特別支援教育振興費、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

設に係る運営経費でございます。障害の内訳は、知的障害が１学級、言語障害が１学級、

情緒障害が１学級、病弱１学級でございます。19節負担金、補助及び交付金については、

説明資料の33ページのとおりでございます。 

 ４目簡易水泳プール管理費、この目につきましては厚内小学校及び上浦幌中央小学校に

設置しております学校プールの維持管理に要した経費で、特に説明を加えることはござい

ません。 

 ５目学校保健費、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

要した経費でございます。13節委託料、20節扶助費については、説明資料の33ページのと

おりでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 確認をさせていただきますが、教育振興費の備品購入でデジタルカメラ一式

がございます。私たちの感覚ではデジタルカメラ、ちょっと内容がよくわかりませんので、

地元で購入できなかったということは特殊なデジタルカメラだったのかなと、ほかの備品
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はすべて地元購入されていますから、地元ではないということですから、このデジタルカ

メラ地元でできなかったということで、どういカメラだったのか、この辺の内容を説明を

いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 大変申しわけありませんけれども、詳細につきましては学校のほうの対

応の中て検討しておりまして、ただ見積もり的には町内の業者、それから町外の業者とい

う中でそれぞれ見積もりを徴した中で最終的に結果として町外の業者が落札して、このよ

うな形で購入しているという形でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうしますと、地元で用意できないものではなくて、地元と帯広なのか、管

外のものと見積もりをして、安かったからここへ落としたと、地元で購入できなかったも

のではないということでよろしいですか、もう一回そこちょっと確認、ここ大事なので確

認しますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 基本的には、いろんな学校用備品の関係につきましては町内業者、町外

業者も含めて数社から見積もり合わせということで行っております。その中で、当然物に

つきましては町内、それから町外の業者両方から購入できるものに関してその業者にそれ

ぞれ通知をしまして、その中で価格を照らし合わせて、最終的に町内の業者が落札する場

合もありますし、町外業者が落札する場合もあるということで、結果的にこのような形に

なっている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 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 経済原理で安いところのものを買うというのはわかりますというか、それは

当然といえば当然なのかもしれませんが、しかし行政の対応、町の対応として、今まで説

明資料もずっと見ていますけれども、いろんな備品等々につきましてもほかのものもそう

ですけれども、できるだけ地元に、町に落とせる金は町に落とそうという対応でやってこ

られていますし、できるだけ地元にという、この姿勢というものはこの説明資料にも十分

見えているのです、ここに。12万6,000円ですか、地元に落とせなかった。この12万6,000円

ってどれだけ安かったのかということが私はわかりませんけれども、町がどれだけ高かっ

たのかということはわかりませんが、この部分だけ私はそういう町の姿勢に反しているの

でないかと。金額にしては少ないですよ、八十何億の総体の中で十何万ですから。しかし、

私はそういうことでいいのかなと思うのです。私は、これ見たときに特別地元では対応で

きないものだったのだろうなという気がしましたが、今の説明の中で安かったから帯広へ

やったのだと、そんなこと言ってしまったらどんなことになるのですか。私は、ここだけ

はどうも教育委員会、学校のその部分について配慮が足りなかったと言わざるを得ないの
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ではないかなというふうに思うのですが、この辺いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 確かに中尾議員のおっしゃるとおりな部分があると思います。いろんな

備品等を平成22年度も購入しております。その中でいきますと、小学校管理費、それから

教育振興費、それからまた浦幌中学校の改築に当たっての備品購入等いろいろありますけ

れども、その中でも物によっては今言ったような経過で購入している部分もありますけれ

ども、トータル的には町内と町外ということでそれぞれ物によっての形で選定をして、そ

して業者を指名して、その中で見積もり合わせをとっているという形で、割合的に見ます

と全体的には町内の割合が高いわけなのですけれども、部分的にいきますと今中尾議員の

おっしゃったようなことに関しましては、こちらとしての対応の中で今後検討しなければ

ならないことということで認識しておりますので、今年度はもうスタートしておりますけ

れども、今後の中でそういった部分について選定方法、それから物についての選定と、そ

れから業者の選定につきましてあわせてトータル的に考えてまいりたいと思いますので、

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私はぜひそのことを、細かいことですけれども、ぜひお願いしたいのです。

私昨年もこういうような、こういう質問はいつもしているのですけれども、今終わりまし

たけれども、先ほどの消防のところでもデスクトップであるのです。だけれども、昨年も

質問したら、これはいろいろそういう関係で地元では無理なのだという、こういう説明を

前回いただいていますから、今回もこれはそういうことなのだろうなと。だから、同じも

のでもいろんなそういう諸事情で地元で落とせないというのなら、これはもう私は理解す

るのです、これはやむを得ないことですから。しかし、今後も、この辺が難しいといえば

確かに難しいかもしませんけれども、だけれどもこういう部分、教育関係なんて特に率先

してやってもらいたいなと私は思うのです。特に学校関係の先生方ということになってく

ると、そういうところがちょっと希薄になるところがあるのかなという気がしますけれど

も、この辺はぜひ教育委員会のほうに指導していただいて、あくまでも地元のものは地元

という、ずっとそういう形できているではないですか、ずっときていますよ、そういう姿

勢もしっかり見えています。町としても、副町長も答弁しているではないですか、自分の

ところに上がってきて、地元のものは地元なのだと言われているのです。そういう姿勢は

しっかり見えています。どうも私ここだけ、金額は少ないですけれども、こういう配慮が、

１つこういうものがあると今までやってきたものが全部無になってしまうような気がしま

す。この辺は徹底させていただきたいというふうに思うのです。副町長、どうですか、こ

の辺は全部副町長に上がってくるというお話ですけれども、私ぜひこの辺は徹底をさせて

いただきたいと思うのですけれども、いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 副町長。 

〇門馬副町長 いろんな備品、工事関係等含めて、できるだけ地元ということで各議員さ

んからもそういうお話を聞いておりまして、それについては基本的にそういうふうにしよ

うということで、できるだけ徹底をしていくということでございます。ただ、いずれにし

ても、物を買ったりなんかする場合は財務規則等によりまして何社から見積もりをとらな

ければいけない、あるいは指名をしながら購入しなければいけないというようなことがあ

りますので、そういったことも踏まえていろいろとその中で現実的には地元にならない場

合もあるのかなというふうに思います。今回の部分については、学校のほうで事務的に処

理したのかなというふうに思いますけれども、基本的な考えについては今後もそういう形

で徹底をしていきたいというふうに思っております。ただ、これは町全体として考えたと

きに、町民の方もいろんな方いらっしゃると思います。町民の税金を使う以上、安く買え

るのであれば安いほうがいいのではないかというご意見も一方ではあるのかなというふう

に思いますけれども、その辺については町の経済効果ということも含めて、町民の方にも

そういった部分についてはできるだけご理解をいただくように説明しなければいけないの

かなというふうに思っておりますけれども、いろんな考え方の中で町としてもできるだけ

町の経済効果も含めて対処していくということで地元で購入ということで今まで進めてき

ているということですので、今後も考え方としてはそういう方向で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 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 私も過去に何回か地元購買、愛町購買といいますか、これは徹底してほしい

という関係を貫いてまいりました。そういう中で、今回総括の中でお話を申し上げようと

思ってございましたけれども、今たまたまアサヒ商会ですか、ここへ出ているのは、この

関係についてたとえわずかなお金でも地元の企業に対しては非常に安堵感がある。今副町

長が申し上げていただきました、そのしゃべりの中の中身というのは非常に大事なことで

す。これは、庁舎内だけでなく、教育委員会、特に私も過去４年監査やらせてもらった中

でそれは常に頭に重きを置いて、地元購買の愛着、これは絶対してくださいよという中身

を常々お話を申し上げてきた過去がございます。今回私の手元にまちづくり政策課のつく

りました浦幌町の組織とその仕事という中で、まちづくり政策課、指定管理者による管理

が行われている公の施設という関係でここに持ってございます。そういう中で、レアスさ

ん、ユーエムさん、そして道の駅の直売所、希興さん、宮本建設さんとたくさんの指定管

理者がいるわけでございますけれども、そういう中に含めて全体を通して、今回今もらっ

ております施策の成果報告書の中も見ながら、私も常々思っているのは無駄がないのかな

と、先ほど申し上げましたように地元の中で対応できるのは地元の目配り、それをちゃん

としているのかなと、どの課も。そういった関係について常々私自身も思ってまいりまし

た。 

 そういう中で、これはちょっと無理なのでしょうけれども、バスの関係も委託の関係、
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今地元業者でなく本別の業者がやってございます。何とか私は地元、確かに毎日交通は浦

幌に長く置いている会社でございますけれども、そのほかに対応できるものがあれば、そ

ういうものをかえていく必要性がある。例えば留真温泉の送り迎えについても、ずっと聞

いている中では人数の関係は非常に少ない。しかしながら、高いお金でもってそういった

関係の業者にお願いしている。この辺を身近な、例えば対応している宮本さんあたりが送

迎の関係もやることによって非常に安く対応できるのでないかなと常々自分の心中の中で

はそう思っている中身ございます。あるいは、地元のもっと身近な業者たちが、これ資格

の問題もございますから、そう簡単に言えないでしょうけれども、私過去の関係でよく思

い出すのは、こういうことがございました。建設業の対応をやっていたわけでございます

けれども、その中に係長さん当時いまして、建設業はそのころは雨後のタケノコのように

たくさんいました。そういう中で資格がないのばかりでございました。そういう時点で、

これからの建設業というのは資格をちゃんと取っておきなさいよと、当時の係長さんです。

役場の係長です。その方が今は仕事を地元の方々に上げるけれども、これからはしっかり

とその辺資格を取るということについてそういう対応しなさいと当時の役場の係長さんか

らそういう教えをいただきました。そういう中で、たくさんの業者はみんな熱中していろ

いろな資格を取るのに努力いたしました。その結果、地元の人方は仕事をほとんど地元が

やるような状況になりました。私は、言葉上耕し返しということがございます。何かとい

いますと、農業の関係も同じように毎年毎年耕し返ししながら肥料をやって、いい地盤力

となる土地をつくっていくのだと、これと同じように役場の職員さんも地元の対応につい

てはアドバイザーであり、そしてこういうふうにあなた方しなさいよ、それによってうち

の町の仕事も町の皆さん方で対応していけるのだという、そういった関係が、過去20年前、

30年前のその時代のことを思い出してございます。 

 ですから、役場職員というのは町民に対するアドバイザーでもあるのだという中身を含

めて、教育委員会についても学校の先生方にも極力地元の業者から買うことをお願いした

い。しかしながら、私も過去の４年間思い出すと確かにカメラの関係については地元業者

が常時、そのかわり地元業者にも言いました。必ず週に１回ぐらいは行って顔を出して、

何か困った中身はございませんかという、そういう営業面でも力入れなければだめだよと

いう中身を言ったことがございますけれども、それも含めて何とか上浦幌中央小学校云々

におきましてもそういった先生方の配慮をいただきながら、何とか地元業者の営業に、１

本電話かかりますけれども、来てほしいという等々含めてそういう買い物については極力、

しかしながらそこにもう一つ携わる問題があります。何かといいますと、アフターの問題

です。それを入れたことによってその業者ができないことはできません。それはやっぱり

町外でないとできないこともございます。そういう面については、その辺の配慮は私は十

分しなければならないと思ってございます。そういうことを含めて、総体、円である360度

の半分ぐらい、180度ぐらいのスタイルについては何とか地元から購入できるような方法、

そして地元を通すことによって地元の例えばそこを通して物という物をまたそこからそっ
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ちへつながっていくという中身があれば私はアフターの面も可能かなと思ってもございま

す。そんなことも配慮しながら、ぜひそういう状況の中でお願いをしていきたい。やって

ほしいと思います。そんな意味で、ちょっと教育長でも教育委員長でもよろしいですけれ

ども、そういった考えについてどう感じ取るか、できれば答弁お願いしたいと思います。 

〇田村議長 髙橋議員、大変具体的なご質問でございますけれども、簡潔明瞭にひとつお

願いを申し上げたいと、また答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 

 町長。 

〇水澤町長 教育委員会だけということではなくて、副町長からも答弁いたしましたけれ

ども、町内の業者の皆さんを大事にするという、これは行政として当然のことであります

し、そのようでなければならないというふうに考えています。これは当然だと思います。

ただ、競争入札という原理がある以上は、その中で見積もり合わせも含めていろいろ落札

方法があるだろうと思います。そのためには、私はその原点はやはり地元の業者の皆さん

にも頑張ってもらわないとならない。これがなければ単なる随契になってしまいますから、

競争入札という原理は働かないということになります。そこのところを１つわきまえても

らわないとならないのではないのかなというふうに私は思います。 

 当然愛町購買、髙橋議員も言われましたけれども、そういうような方法で行政としては

できる限りは町内の業者の皆さんに可能なもの、受注できるもの、また受け入れることが

できるものについては町内の業者の皆さんにぜひ頑張っていただいて、競争入札に打ち勝

っていただいて受注をしてもらいたいなというふうに思っているところであります。その

中で基本的な考え方としては、町としては先ほど申し上げたとおり町内の業者の皆さんに

落札していただきたいし、受注をしていただきたい。そのためのいろんな考え方というの

があるだろうと思います。総合入札方式という新たな、地元というか、その地域に根差し

た業者の皆さんを優先的に入札すると、落札させるという方法も今とっているところであ

ります。町としても、そのような観点からも地元業者の皆さんに発注ができるような方向

性をこれからも続けてまいりたいというふうに思っています。ただ、先ほど言ったように

それが単なる随契になる、競争力がなくなるということでは本当に町民のためにはなかな

かならないということがありますので、ぜひその点については一言申し上げておきたいな

というふうに思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 物をつくって納めてもらうものであれば、これはそうはいかないと思います。

しかしながら、単品であれば、金額的に入札でなくても見積もり合わせをしながら、その

見積もり出て、確かに町外の業者が１万円安いとします。その中身について、この１万円

もう少し下がらないのかというような交渉はできます。そういったことで、単品であれば

そういうことも可能だということを覚えてください。どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 
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〇水澤町長 契約方式は見積もり合わせだけでございませんので、私が言っているのは競

争入札という原理があるのですと、競争入札の原理の中で町内の皆さんにそれに打ち勝つ

ように努力をしていただきたいと思いますし、サービスも含めて業者の努力をお願いをし

たいと申し上げているわけでありまして、単なる見積もり合わせであれば、これについて

町の裁量があるとすれば、そこは裁量をもって発注もできるだろうというふうに思います。

ただ、基本的には競争入札でありますから、指定業者の皆さんがそれぞれ札を入れて落札

に向けて努力していくということでありますから、その観点をなくすことは逆に甘えにつ

ながってしまっては困るということを申し上げているのでありますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 町長の言うことはよくわかります。ただ、今言うように単品のもので、物を

つくって仕上げて納めるというものであれば、それはそうはいきません。ただ、単品であ

りながらアフターの面でそこで対応できないということも、これもまた対応できない問題

もあるかと思います。しかしながら、10万そこそこのものでそういったものの対応につい

ては、今言う例えば見積もり合わせでも対応できるものはそういうものに向けていくとい

うことも大事かと思います。あとは、そういう状況の中でそれは執行する、対応するそち

らの対応にあると思いますけれども、一応そんなことで、その辺だけ考えてひとつ対応し

ていただきたいと、このように思うわけでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 見積もり合わせで出てきた中で、開いた中で差異があれば一番安い業者

から買うというのが契約の定義でございます。その中で、見積もり合わせの中で高い地元

業者がいるから、そこの中で下げた形で再契約するということにはならないということだ

けはご承知いただきたいと思います。ただ、その備品を買う段階において当初予算とると

きに必ず各課で地元を含めた中で２社以上の者を上げてきた中で予算化をしておりますの

で、そういう中である程度の予算をとる段階で地元から購入できるような予算づけという

のは考えていかなければならないと、ただ先ほど言ったように、髙橋議員が言った地元と

交渉してそれを下げてもらうということにはならないということだけはご承知願いたいと

いうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ただ、予算の段階で各課から備品

こういうのを購入したいというものが上がってきた段階では、地元を優先した中でそうい

う予算立てはしていきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に４項１目幼稚園運営費までの説明を求めます。 



 － 21 － 

 教育次長。 

〇山本教育次長 43ページをごらん願います。３項中学校費、１目学校管理費、この目に

つきましては中学校２校、生徒数130人、教職員数26人に係る学校経営、施設維持に要した

経費でございます。13節委託料、18節備品購入費については、説明資料の33ページのとお

りでございます。 

 ２目教育振興費、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

団体への事業支援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、20節扶助費については、説明資料の33ページのとおりでございます。 

 44ページをごらん願います。３目特別支援教育振興費、この目につきましては特別支援

学級を浦幌中学校に２学級開設に係る運営経費でございます。障害の内訳は、知的障害１

学級、言語障害１学級でございます。 

〇新川施設課長 ４目スクールバス管理費、この科目につきましてはスクールバス９路線

に係る人件費及び運行管理費でございます。13節委託料、18節備品購入費につきましては、

説明資料34ページに記載のとおりでございます。 

〇山本教育次長 ５目浦幌中学校改築事業費、この目につきましては浦幌中学校校舎及び

屋内運動場改築と移転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

品購入費については、説明資料の34ページから35ページのとおりでございます。 

〇横田保健福祉課長 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、この目につきましては浦幌、厚

内の２幼稚園の管理運営及び園児、浦幌36名、厚内４名、合計40名の保育の運営に要した

経費でございます。45ページをごらん願います。15節工事請負費につきましては、説明資

料35ページから36ページに記載のとおりでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 きのうも少し質問させていただきましたけれども、中学校の改築事業費の中

の太陽光パネルの部分について新たな取り組みとして新築の中学校の上に太陽光を載せた

ということでの実績等含め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。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 それでは、浦幌中学校の太陽光発電の関係につきましてご説明申し上げ

たいと思います。 

 昨年度設置しましたけれども、太陽光パネルの規格につきましては１枚が横幅1.5メート

ル、縦幅が2.99メートルということで、それが16列並んでおりまして、それが１基である

のですけれども、それを２基屋根のほうに設置しているところでございます。中学校の図

書館にある画面では、リアルタイムに現時点での日射強度とか、それから気温、発電電力、

それから石油に代替した場合の換算量とか、そういったものが表示されるような形になっ
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ております。また、二酸化炭素の排出抑制量とか、それから森林面積の換算などが数値化

で出て、来庁される方もそうですし、当然生徒方もそれを気にしながら見ているというよ

うな状況になっております。 

 現時点で、まず平成22年度の実績なのですけれども、１月から校舎のほう移りまして、

それぞれ１月から３月まで太陽光発電収入ということで月ごとに収入になっておりますの

で、口頭ですけれども、ご説明申し上げたいと思います。金額につきましては、１月分が

6,456円、２月が4,152円、３月が3,888円ということで、３カ月の合計で１万4,496円が太

陽光発電による発電収入ということで納入されているところでございます。また、月ごと

の太陽光発電による出力電力量ということで、太陽光によって出た電力量なのですけれど

も、１月が2,348キロワット、それから２月が2,442キロワット、３月が3,200キロワットと

いうことで、トータルしますと３カ月間で7,991キロワットということになっております。

また、太陽光発電によります出力電力量によりまして一定程度の全国的な係数があるので

すけれども、この係数を換算してＣＯ２の削減量というのが出る形になるのですけれども、

先ほど申し上げました発電量に対しまして係数を掛けて、１月分が738.7キログラムのＣＯ

２、それから２月が768.2キログラム、それから３月が1,006キログラムというような形で

３カ月間で2,513.3キログラムＣＯ２ということで、これだけの削減量だったということで

数値化としては押さえているようなところでございます。正直言いまして、月々の入って

くる収入電力料が金額で申し上げましたけれども、6,000円から3,000円ということで、私

が想定した中身というと金額的にはそのような値なのですけれども、トータル的に見ます

と浦幌中学校の中で１日の使用電力量、それぞれあると思いますけれども、あった中で今

申し上げました太陽光発電によって電力が新たに出力されますけれども、それを差し引い

て残りの分、例えば日曜日とかは学校が当然休んでいますから、その分に関しては蓄電さ

れるというか、売電されるというような形になっておりますけれども、トータル的には当

然使う使用量が多い形になりますので、そのような形になってきているのではないかとい

うふうに分析しているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 ただいま実際の数字というものを説明をいただいたわけですけれども、思っ

たより少ないのです。まだ１、２、３と３カ月間の22年度の実績ですから、何ともまだそ

の３カ月だけをとって、それでも平均したって月に5,000円もないというような実情。たし

か３月とかその辺は一番日照率高いのではなかったでしたか、冬のほうがかえって発電量

が多いということですから、冬に少なくて、これから上がっていくということではないの

だと思うのです。そうすると、何ぼならしても月に5,000円、年間６万円、10年たって60万、

20年で120万。家庭用だと20年ぐらいで大体もととれるなんていうような話がされていたの

ですけれども、ここでもあるように1,900万、やや2,000万近くかかっていますから、2,000万

かかって、これは商売、収入が目的でやっているわけではないですから、あくまでも教育
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的な要素もありますけれども、もうちょっといっているのかなと思っているのですけれど

も、当初の計画から見ても余りにも、けたが一つも二つも違うような気がしてならないの

ですけれども、当初の設計段階においてこのような数字という形だったのかなという気が

するのです。余りにも少ないのではないかなという気がして、どこかおかしいのではない

かなというような気が私はするのですけれども、その辺の数字、私逆に期待していたので

す、こういうのは。だから、実際こういうものを持って、浦幌にはいろんな太陽光の助成

制度もあるので、どうぞ皆さん、使ってくださいというような形になるかと思うのですけ

れども、到底この数字ではやってくださいなんて、20万円の補助金ではとても言えないで

すよね。浦幌はもともとそういう条件、太陽の条件がいい、いいと言っていたのですけれ

ども、決していいという話ではないということになってしまうのかなという気がして、ち

ょっと私残念というか、がっかりする数字なのですけれども、当初の計画も含めて、こん

なものなのでしょうか。 

 また、先ほどから言っているようにあくまでも商売だけではないですから、今はいろい

ろと子どもたちも見て、パネルに全部ＣＯ２だとかいろんな部分、石油に換算したらとか

という部分があるのですけれども、こういったものも含めてもっと教育的な部分でこうい

うＣＯ２の削減、地球環境にというような部分の教育というのも、ただここにあるから見

なさいということではなくて、何か取り入れる。あそこにはペレットストーブもあります

よね、そういったものの地球環境にというような教育というものも何か１つは取り入れて

いくべきではないかなと、そのためにもそういう意味合いもあって私はこれつけていると

思っていますから、その辺の取り組みの考え方もこれに合わせて、当初の計画の数字とか、

その辺も含めて答弁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。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいまのご質問でありますけれども、平成21年度の当初、議会の皆様方

にご説明をした段階と確かに違っております。それは、変更をかけてきた都度ご了解はい

ただいておりますけれども、21年の６月段階、私の記憶では校舎のほうで28キロワット、

そして体育館に22キロワット、合計50キロワット、これが当初の計画でございました。し

かし、22年の１月の段階で国の政治体制もかわりまして、またこれを出したときにスクー

ルニューディール構想というのがございまして、これは耐震の問題とＩＣＴの促進と、そ

れとこのエコ教育、この３点セットで国のほうから出されたのですが、応募が大変多くて、

限られた予算の中ではできないということで、22年の１月に議会の皆さん方のご了解をい

ただいて変更したと思います。この段階で総量50であったのですけれども、前倒しにして

19キロワットということで実行いたしました。ですから、想定したものよりかは、本当に

３分の１ぐらいになっておりますので、少ないように感じるかもしれません。これは、文

科省のほうでも当初から言っておりましたけれども、ここで発電できるものは最大でも

10％という考え方であります、消費電力量の。うちは10％までいっていませんけれども、
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一番大事なのは温暖化の大きな要因とされる二酸化炭素をいかに削減するか、文科が出し

ておりますパターン、私どもの学校と全く同じなのですが、文科は20キロワットで出して

おります。これは、ＣＯ２を１校当たり年間11トン削減できるということでございます。

ですから、エコ教育、環境教育の観点から、学校や公共の施設にまずつくって、それを広

く国民に周知をしてクリーンエネルギーに転換をしていくと、こういう考えでありました

ので、私どもは途中で変更した段階からこういう数字しか出てこないということは想定し

ておりましたので、それ以上に経済効率の問題ではなくてエコ教育、環境教育をどう進め

ていくかということに重きを置いておりますので、既に理科であるとか総合学習の段階で

活用が始まっておりますが、なお一層この部分を学習面に広げていきたいと、そのように

考えてございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。今総合学習の中で取り組まれておるし、今後もしっかりとそ

の辺については太陽光、ペレットも含めてＣＯ２削減の取り組みをされていくということ

ですから、それについてはわかりました。ぜひしっかりと取り組んでいただきたいと思い

ますし、今言われたように当初言われた計画、50キロワットが19.79キロワットですか、に

変更になっているということですから、当初言っていたものよりは落ちてくるという、そ

れは当然少ないのですから落ちてくるのはわかるのですが、ただごく一般的なもので言わ

れている要するに費用対効果、これが太陽光発電の普及の一番の問題なのですから、太陽

光というのは。費用対効果で計算しても今言う6,000円から4,000円とかという、平均して

も5,000円いかないという、これは今世間一般で言われているものに比べると余りにも少な

過ぎないかなという気がちょっとするのです。ですから、これが正常なのかなという、こ

こだけであります。この部分は業者としてもどうなのですか、このぐらいの、要するに浦

幌の条件とするとこんなものという、これが正しい数字というとらえ方でよろしいのです

か、いかがですか、最初の当初の計画から考えたらどうなのですか。私は、浦幌は日照時

間が長くて太陽光に適している、適していると、十勝は全体的に適しているという、そう

いうふうにすっかり思っていたのだけれども、決して浦幌は適していなかったということ

なのですか、どうなのでしょうか、この辺の当初の。だから、あくまでも全くこれ、教育

的な要素もあるから決して悪かったということでないですけれども、経済的な部分では全

く浦幌適さなかったという、認識を変更していかなければならないのかなという気がいた

しますけれども、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 中学校の太陽光発電の関係については、広い意味で学習も含めてというこ

とでありまして、ただ数字的なものについては今初めて聞いた部分もありますけれども、

これが発電における収入と実際に使っている中での消費電力というのですか、そこら辺含

めてどういうふうに相殺されているのか、その辺もよくわからないものですからあれです
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けれども、ただきのうもいろいろ中尾議員のご質問の中で、今後町としても太陽光発電に

ついて推進していくということでお答えをさせていただきました。そういう意味では、今

のお話を聞いて、本当に大丈夫なのかということだと思います。今手元にちょっと数字的

なもの持っていないものですからあれですけれども、一般家庭でいきますと浦幌町で２軒

の方が太陽光発電を設置したということですから、その辺の設置した以降の状況もきちん

と、町としても補助金出していますので、把握をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 一般家庭においては大体5.5キロワット規模がいいのではないかというふうに言われて

いまして、大体設置費用が百五、六十万というふうに言われております。そういう中で、

国の補助金、町の補助金があります。そして、今いろんな技術革新の中でパネル自体も随

分と進んでおりますし、価格も低廉になってきているというお話を聞いています。そうい

ったことで、今数字的にどういうふうに費用対効果としてあるのかということはちょっと

資料持ち合わせていませんのでお答えできませんけれども、いずれについても今後町民に

周知を図っていく中でより具体的にそういった国の補助金、町の補助金、あるいはどのぐ

らいの金額で売電できるですとか、そういった中でどの程度、何年後にはある程度費用対

効果が出てきますとか、もう少しそういった詳しい内容含めて、推進していく上では具体

的に周知を図っていきたいというふうに思っております。 

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 質疑がないようなので、次に５項７目図書館管理費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 45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、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職員人件費に要した経費で

ございます。19節負担金、補助及び交付金については、説明資料の36ページのとおりでご

ざいます。 

 ２目公民館運営費、この目につきましては町内４つの公民館の管理運営に要した経費で

ございます。13節委託料、15節工事請負費については、説明資料の36ページのとおりでご

ざいます。 

 46ページをごらん願います。３目博物館費、この目につきましては博物館の管理運営に

要した経費で、特に説明を加えることはございません。 

 ４目高齢者学級開設費、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

開設しております寿大学の運営と４寿大学交流会に要した経費で、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、この目につきましては子ども会や少年教育に要した経費でございま

す。19節負担金、補助及び交付金については、説明資料の36ページのとおりでございます。 

 ６目家庭教育学級開設費、この目につきましては小中学校の校下に開設されております
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家庭教育学級４学級の運営に要した経費で、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、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管

理に要した経費でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費につ

いては、説明資料の36ページのとおりでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に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。 

〇山本教育次長 47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、こ

の目につきましては社会体育全般及び職員人件費に要した経費でございます。19節負担金、

補助及び交付金については、説明資料の36ページのとおりでございます。 

 ２目社会体育施設費、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、パークゴルフ場、総合スポーツセンター、スイミングプール、健康公園の管理運

営及び学校開放事業に要した経費でございます。11節需用費の修繕料、13節委託料、14節

使用料及び賃借料、15節工事請負費については、説明資料の36ページから37ページのとお

りでございます。 

 48ページをごらん願います。３目給食センター管理費、この目につきましては給食セン

ターの管理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

費については、説明資料の37ページのとおりでございます。平成22年度の学校給食センタ

ーの稼働日数は前年度比１日減の205日間で、製造食数は前年度比7,149食減の９万9,928食

でございました。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に11款２項３目林業施設災害応急費までの説明を

求めます。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 それでは、引き続き48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、この科目につきましては災害が

発生したときの応急費でございます。昨年は、大雨による河川及び道路被災箇所の復旧は

ありませんでしたので、特に説明する内容はございません。 

〇亀山産業課長 ２項農林水産施設災害復旧費、１目農業施設災害応急費、この目につき

ましては農業用施設に対する災害発生時に応急的に復旧を行うために必要となる経費でご

ざいますが、平成22年度の執行はございませんでした。 
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 ２目水産業施設災害応急費、この目につきましては水産業用施設に対する災害発生時に

応急的に復旧を行うために必要となる経費でございますが、平成22年度の執行はございま

せんでした。 

 ３目林業施設災害応急費、この目につきましては林業用施設に対する災害発生時に応急

的に復旧を行うために必要となる経費でございますが、平成22年度の執行はございません

でした。 

 以上で説明を終わりますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に14款１項１目予備費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 49ページでございます。12款１項公債費、この科目につきましては借入

金元利償還金、長期償還利子及び一時借入金利子に要する科目でございます。 

 また、13款諸支出金及び14款予備費については特に説明がございません。 

 次に、50ページから57ページにかけまして財産に関する調書であり、それぞれ公有財産、

土地、建物、山林、有価証券、出資による権利、物品、債権、基金、基金運用状況調書を

記載しておりますので、ごらんおき願います。 

 以上で一般会計の歳出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 以上で歳出の審議を終了いたします。 

 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。 

 再開は１時といたします。 

 

午前１１時３４分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 議案に入ります前に、午前中の審議の中で中尾議員のほうより太陽光発電のことについ

て発言がございまして、教育委員会のほうで訂正を申し上げたいということで説明申し上

げますので、よろしくお願いをいたします。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 大変申しわけありません。 
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 午前中の太陽光発電の中の説明なのですけれども、最初に太陽光発電の収入につきまし

てはそれぞれ月ごとの収入ということで、１月が6,456円、それから２月が4,152円、３月

が3,888円ということで説明させていただきましたけれども、これにつきましては基本的に

は休みの日などの余剰電力ということで、この部分が積み重なっての実際の収入であるこ

とは間違いありません。ただ、月々のそれぞれの中で太陽光発電に伴います出力電力量と

いうことで先ほども説明させていただきましたけれども、１月につきましては2,348キロワ

ットが太陽光発電から新たな電力が生み出されている形となっております。同様に２月が

2,442キロワット、それから３月が3,200キロワットということで、これにつきましては先

ほども説明申し上げていますけれども、この新しい出力電力量が発生しているということ

によりまして、これの相当分が毎月の電力使用量分を抑えているというような形になると

いうことで、結局は２月の使用電力でいきますと請求が２万601キロワットに対しましての

請求をしておりますけれども、先ほどの出力電力量２月分でいきますと2,442キロワット、

これが新たに発電されておりますので、これと請求分を足すとトータルで本来でいくと２

万3,043キロワット使っているということで、この分のうち太陽光発電によります2,442キ

ロワット、約10％相当分が抑えられているというふうな形になります。ただ、現時点では

その金額の換算方法とか、量的なものは押さえているのですけれども、それが幾らの金額

になるのかというところまで押さえ切れていないものですから、これにつきましては詳細

を北電等にも確認しながら、１月から、それから今年度にもう入っていますけれども、そ

れぞれきちんとした形で数字を精査しまして、また説明させていただきたいということで、

お時間を賜りたいと思います。 

 以上、大変申しわけありませんけれども、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 中尾議員、よろしいですか。 

〇中尾議員 はい、結構です。 

〇田村議長 それでは、これより歳入の審議に入ります。 

 初めに、１款町税から10款交通安全対策特別交付金までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 大変申しわけございません。説明に入る前に、決算説明資料の２ページ

をお開き願いたいと思います。２項１目固定資産税のところでございますが、まず１、現

年度分の収入未済額92万5,000円となってございますが、91万4,000円にご訂正願いたいと

思います。 

（何事か声あり） 

〇大山町民課長 説明資料です。２ページ、表題に一般会計歳入実績というふうになって

いるかと思います。大変申しわけありません。それと、２の滞納繰越分の収入済額128万

4,000円を129万6,000円に訂正願います。 

（何事か声あり） 

〇大山町民課長 平成22年度一般会計決算説明資料の２ページをお開き願いたいと思いま
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す。 

（何事か声あり） 

〇大山町民課長 緑の中表紙の後、すぐのところだと思います。 

（何事か声あり） 

〇大山町民課長 もう一度最初から、済みません。２ページのところでございますが、２

項１目固定資産税のまず１、現年課税分でございます。収入未済額92万5,000円となってご

ざいますが、91万4,000円にご訂正を願いたいと思います。次、滞納繰越分でございますが、

収入済額128万4,000円のところを129万6,000円、それとその下の収入未済額のところを

298万4,000円、307万を298万4,000円に訂正願います。 

 大変申しわけありません。おわびして訂正申し上げたいと思います。 

 では、議案の５ページをお開き願いたいと思います。歳入でございます。１款町税、１

項町民税、１目個人につきましては、収納率では現年度課税分で98.93％、滞納繰越分とい

たしましては28.92％、合計で96.27％でございます。21年度の決算と比較いたしますと、

合計の収納率で0.15％の減でございます。収入済額の合計でございますが、47万3,211円の

増額でございます。不納欠損につきましては、滞納繰越分が５名で、そのうち納税義務者

の１名の方が亡くなられ、３名の方が生活保護受給、１名の方が調査をしてございました

が、行き先不明となってございます。その５名の方につきましては、滞納処分できる財産

もなく、不納欠損となってございます。収入未済者につきましては、実人員92名の内容で

ございます。 

 ２目法人につきましては、法人数147法人に係るものでございます。収納率は、現年度課

税分99.88％、滞納繰越分61.7％、合計で99.09％でございます。平成21年度の決算と比較

いたしますと、合計収納率で1.32％の増でございます。収入済み金額では289万3,000円の

増額でございます。この増額の主な要因といたしましては、一部業種におきましては一昨

年からの不況等により法人経営の収入が減となってございますが、建設業を中心に一部増

加しているということが主な要因と考えられます。収入未済者につきましては、２法人の

内容でございます。 

 １目、２目の収入未済合計額892万4,054円のうち、平成23年８月末現在におきまして94万

598円を収納してございます。収納率10.54％でございます。 

 ２項固定資産税についてでございます。１目固定資産税の収納率は現年度課税分99.65％

でございます。滞納繰越分29.66、合計で98.54％でございます。平成21年度の決算と比較

いたしますと合計の収納率で1.5％の増でございます。収入済額で913万6,902円の増額でご

ざいます。この増額の主な要因といたしましては、償却資産の取得等による増額が主なも

のでございます。不納欠損につきましては、３名で現年度分１名、過年度分３名の内容で

ございます。そのうち納税義務者２名の方が既にお亡くなりになられ、法定相続人の特定

がされておらず、不動産の換価価値がなく、滞納処分することができる財産がないという

ことでございます。また、１名の方は生活保護受給者の方で、滞納処分することにより生



 － 30 － 

活を逼迫するおそれがあるため、状況を確認していたところでございますが、生活状況の

改善の変化がなく、不納欠損となっているものでございます。収入未済者の実人員でござ

いますが、52個人、４法人の内容でございます。収入未済額389万8,504円のうち、平成23年

８月末現在におきまして12万9,246円を収納し、収納率3.31％でございます。 

 ３項軽自動車税につきましては、原動機付自転車を初め10種類、3,146台に係る課税でご

ざいます。収納率につきましては、現年度課税分99.89％、滞納繰越分につきましては

33.02％、合計で99.76％でございます。21年度の決算と比較しますと、合計の収納率で

0.23％の増でございます。金額で11万円の増額となってございます。収入未済者につきま

しては、実人員５個人の内容でございます。収入未済額２万7,000円のうち、平成23年８月

末現在で6,600円を収納し、収納率24.4％でございます。 

 ４項町たばこ税につきましては、収納率は100％でございます。平成21年度の決算と比較

いたしますと、収入済額で28万9,147円の減額でございます。主な要因といたしましては、

たばこの値上げ及び健康志向がさらに進んだものというふうに考えられます。 

〇上村総務課長 ５ページの下の欄でございますが、２款地方譲与税、１項１目地方揮発

油譲与税から７ページ、10款１項１目交通安全対策特別交付金までにつきましては、成果

報告書の中で申し上げておりますので、説明は省略させていただきます。なお、この目に

つきましては、発生した金額が即収入済みとなっておりますので、収入未済額は発生して

おりません。 

 また、９款１項１目地方交付税、当初予算額に対して４億2,943万7,000円の補正ですが、

平成21年度実績の比較では１億8,989万2,000円の増額内容でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。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 質疑がないようなので、次に20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 まず、７ページをお開きください。11款分担金及び負担金の中の２項負

担金の民生費負担金でございますが、２節の児童福祉費負担金につきましては認可保育所

１件、学童保育所１件の収入未済額がございます。また、３節の児童福祉費負担金滞納繰

越分につきましては、認可保育所で６件の収入未済額がございます。 

 また、３目の農林水産業費負担金の農業費負担金、また２節の農業費負担金滞納繰越分

につきましては、稲穂地区の国営地区開発事業受益者負担金の４戸の収入未済額でござい

ます。 

 ５目の教育費の負担金の２節の教育費負担金滞納繰越分につきましては、学校給食費の

滞納繰越分の15名の収入未済額がございます。 

 次に、12款使用料及び手数料でございますが、８ページの土木使用料の中の１節公営住

宅使用料12件の収入未済額、２節の改良住宅使用料８件の収入未済額、３節の特定公共賃
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貸住宅使用料１件の収入未済額、４節の公営住宅等駐車場使用料については９件の収入未

済額、５節の住宅使用料滞納繰越分については18件の収入未済額となっております。 

 また、６目の教育使用料の２節の幼稚園保育使用料滞納繰越分については、１名の収入

未済額になっております。 

 また、手数料につきましては、総務手数料の中で１件、地籍の関係の手数料2,400円が未

済になっておりますが、早急にすぐ収入済額になっておりますので、よろしくお願いをし

ます。 

 また、２目の衛生手数料の２節の清掃手数料につきましては、説明資料の５ページに内

容を記載しておりますので、ごらんおき願いたいと思います。 

 次に、９ページをお開きください。13款の国庫支出金の関係の補正減ですが、これらに

つきまして子ども手当の国庫負担分の減のものでございます。 

 次に、２項の国庫補助金関係につきましては、それぞれ補正につきましては地域活性化

交付金、きめ細かな交付金及び住民生活に光をそそぐ交付金。 

 また、２項２目の民生費国庫補助金につきましては、補正につきましては次世代育成支

援対策の交付金。 

 また、３目の土木費の補正の減につきましては、社会資本整備総合交付金の補正減とな

っています。 

 また、３項の委託金、次のページでございます。10ページでございますが、農林水産業

費の委託金の補正の320万減につきましては、国営土地改良事業の委託金の補正減となって

います。 

 14款の道支出金につきましては、それぞれ地籍関係の事業の道負担金の補正減となって

います。民生費関係では、主な補正減につきましては子ども手当の道負担金並びに後期高

齢者医療保険基盤安定拠出金の減の内容でございます。 

 次に、２項の２目の民生費道補助金関係につきましての補正減につきましては、地域子

育て支援センター事業の補助金の減の内容になっています。 

 次のページをお開きください。11ページでございますが、労働費道負担金の関係の補正

増の872万5,000円につきましては、緊急雇用創出事業の臨時特例交付金の増になっていま

す。 

 また、５目の農林水産業費道補助金につきましては、森林整備加速化・森林再生事業の

補助金の531万3,000円の増の内容になっています。 

 また、３目の委託金の総務費委託金では、知事、道議選挙に係る324万6,000円の増にな

っています。 

 また、３目の農林水産業費委託金の補正につきましては、中山間地域等の直接支払交付

金、農業者年金業務委託金の補正増の内容になっております。 

 次に、12ページでございますが、１項財産運用収入の１目の財産貸付収入でございます

が、土地建物貸付収入で１件の5,500円の未収がございます。これについては、早急に解消
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をしたいというふうに思っています。 

 また、２項の財産売払収入につきましては、3,741万9,000円の補正につきましては十勝

太防災センターの土地、建物の補償に係る補正でございます。 

 次に、次のページ、13ページをお開きください。18款繰越金、また19款諸収入、繰越金

については説明ございません。19款の諸収入の中の３項の貸付金元利収入の２目ウタリ住

宅改良資金貸付金元利収入の滞納繰越分の関係につきましては、５件の収入未済額となっ

ております。 

 次に、14ページでございますが、雑入の関係、５項１目の雑入の関係の２節の釧路産炭

地域基盤整備事業補助金、それから農業農村整備事業推進交付金については403万4,000円、

あわせて補正減をしております。また、雑入の関係のそれぞれ未収額については、平成17年

畜産担い手育成総合整備事業１戸の受益者の収入未済になっています。 

 次に、20款町債については特に説明することはございません。 

 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。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 私毎年決算において未収金あるいは不納欠損についての質疑をさせていただ

いております。これは、監査委員さんの意見にもありますように、公平性を欠くこういう

措置がいかがなものかということがございますから、職員さんには非常に厳しい意見にな

るかもしれませんが、対応について伺ったり、その内容について詳しく説明求めたりして

いるつもりであります。そういう中で、本年も例年どおり大きな額の未済額あるいは不納

欠損、これが共通して、例えば農業負担金、それから給食費の問題、給食費につきまして

は多少大きな数字の増減あったりして、申し上げにくいですが、４年前ほど400万超すよう

な額に上がりました。しかし、また努力されて250万弱、246万ぐらいまで減っているわけ

ですが、これはその年、年の努力されている皆さん方の数字がはっきり出ているのだと、

私はそういうふうに解釈しております。監査委員さんの意見にもありますように、現年処

理をいかにやっていくか、そういう問題だと思うのです。ですから、住宅の使用料問題も

含めて、これ大きいですから、３つ含めて、特に給食費なんか多分35年前からの残ってい

るのがそのままあるのだろうと私は思うのですけれども、税においては報告あるとおり不

納欠損、地方税法の措置に従って、15条の７の４項ですか、３年の不払い、あるいは納付

できない状況の中の15の７の５項ですか、そういうものを適用して不納欠損としている。

しかし、このことを議論しているからといって、広報に内容そのもの載せていいかといえ

ば、ちょっと疑問があるなというふうに思うのです。そういう配慮をしながら、私たちも

議会は議会として質疑をしていかなければならないと思っていますけれども、今申し上げ

ましたこの３点について、さかのぼって何年間のものだか再確認をしたい。それから、ど

ういう対応をしてきたか、それぞれの部署に説明を求めたいと思います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまの杉江議員からの質問ですけれども、まず給食費の関係につき

ましては平成22年の現年分に関しましては学校給食費、それから幼稚園給食費それぞれ完

納ということで100％の完納となったところでございます。それから、滞納繰越分につきま

しては304万2,682円が繰り越したわけなのですけれども、これは全体で17件ということに

なっておりますけれども、このうち57万6,235円が歳入となっておりまして、この中は14件

の方々から57万6,235円の歳入がありまして、うち２件が完納ということで、繰り越しまし

た246万6,447円につきましては15件の内訳でございます。また、今年度に入りましてこの

15件のうち１件が既に完納となっておりますので、現時点での滞納者は全体で14件という

ことになっております。また、歳入等の状況なのですけれども、電話等による催促とか、

それから実際に訪問しながら学校給食費を納めてもらっているというのが実態でございま

す。ただいま申し上げました現時点での14件の未納の状況なのですけれども、一番古いの

で昭和57年度ということで古いのがございます。それから、直近では平成22年度はすべて

完納しておりますので、21年度のものが一番新しい数字ということになっております。ま

た、先ほども説明しましたけれども、現時点では当初246万6,447円が15件ということで、

そのうち６月に１件が完納しまして14件ということと、今年度におきましても担当者なり

がそれぞれ訪問しながら給食費を納めておりまして、217万3,188円というのが現時点での

直近での滞納の金額となっているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 産業課長。 

〇亀山産業課長 稲穂地区国営農地開発事業の受益者負担金の滞納繰越の状況についてで

すが、受益者戸数は４戸でございます。滞納戸数が４戸ということの中で、現在営農を続

けておられる方が２戸、もう既に離農された方が２戸というふうな状況の中で、営農を続

けている方につきましてはその年の畑作物の収益の中から滞納繰越分について重点的に納

めていただいておりまして、現年分については一切入っていないという状況でございます。

また、離農された方のうち１戸につきましては給与所得者でございますので、月々少額納

付というふうな形の中で行っていただいております。ただ、現年分についてはそのまま残

っていっていると、それがすべて滞納繰越になっている状況です。また、もう一戸の離農

された方につきましては、農地の地代等が入った折にいただいているというふうな状況で

ございます。そういう中で、滞納繰越額がなかなか減っていっていないという状況はござ

います。滞納繰越分についてのみ充当していっているというふうなことの中で、現年分が

そっくりそのまま滞納繰越になっているというふうな状況の中で、産業課といたしまして

も現年に納めなければならない分相当額を納めていただきたいというふうなお願いはして

おりますけれども、なかなか営農活動の中でそれだけの収益が上がっていないというふう

な中で、どうしても滞納がふえているというふうな状況、また離農された方につきまして
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はこれ以上の月々の負担が大変だというふうなことだったり、もう既に年金生活者であっ

て、そういう中では地代以外には収入の道がないというふうな中でどうしても年数がかか

っているというような状況でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 施設課長。 

〇新川施設課長 私のほうから住宅使用料についてでございますが、まず公営住宅の使用

料なのですが、昨年から見ると10件減ってはおります。改良住宅についても10件。しかし、

滞納についてはなかなか解消できなくて、まだ残り、公営住宅は12件残っていますし、改

良住宅も８件と、特公賃も１件残っているような形でございます。進め方としまして、滞

納プロジェクトなどで情報交換等はしております。こういう方は住宅料に限らず町税とか

も重複で多重債務ありますので、その辺もお互い連携とりながら徴収等に努めてまいって

おります。あとは、いずれにしても再三再四督促しながら、あとどうしてもかなり重なっ

てきている人は、当然連帯保証人という制度がありますので、その辺にもこちらから督促

するような形でやっておりますが、なかなか解消されない状況にあります。今年度もまた

現年分で積み重なっていかないように邁進していきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほども申しましたように、非常にこのプロジェクトチーム一生懸命になっ

て、回収できているところもありますし、また十勝の滞納整理機構に出している分もある

のだと思いますが、税のほうは先ほど申し上げましたようにそういう方法あるいは不納欠

損、そういう部分での処理はしていきますが、負担金あるいは使用料等についてはそうい

う税法上の措置、あるいは法律上の措置で簡単に処理できないというようなことがあって、

こういうふうに積み上がっていく状況になっていると思うのです。それで、農業費負担金

の部分についてですが、毎年私は状況を説明受けております。こういう場で説明受けてい

るのですが、それなりの努力によって多少状況も変わってきている。ただ、営農している

農家についてできるだけ頑張っていただかなければならないということが最前提だと思う

のです。そういう中でそういう配慮をしながら、また離農した方についてはそれなりに努

力されて少しずつでも納めていただいているようでありますが、しかし以前に私申し上げ

たと思いますが、このことについて関係機関といいますか、農業団体ともそれなりのお話

をして処理する方法ないのかということもぜひ協議していって、いつまでも積み残ししな

いで処理できる方法があるとすれば、そういう方法も探っていくべきでないかというふう

に思います。 

 それから、給食費関係ですけれども、先ほども報告ありましたように、57年からという

ことは29年間ですよね、ですから先ほども説明ありました。もう年金生活者に多分この人

たちもなっているのでしょう。今議論になっていますけれども、子育ての手当で天引きで

きないかというようなことも国も、あるいは周りの要請からも、各自治体の長さんたちも
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そういうことを考えて要請もしているようですけれども、このことについてはまだできる

という方法は決まっていないのだというふうに私は認識していますが、もちろん子育ての

支援を受けている年代の人が滞納しているのならその方法もあるのですが、とっくに年金

に近づいた、あるいは年金受給している人たちから取り立てる方法もないということの中

では、これも本当にこのままずっといけば50年もこうやって積み残していくのか、何か処

理の方法が法的にあるのか、その辺のことの判断といいますか、これも伺っておきたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 私のほうから若干情報提供含めまして、町のほうで考えていることにつ

いて若干説明させていただきたいと思います。 

 今ありましたように、町の債権、公債権と私債権に分かれるかと思います。強制的に徴

収できる債権、強制的に徴収できない債権、あと当然給食費なりそういう部分みたく私法

上のそれぞれの法律上の債権なりということがございます。分かれてきます。その中で、

町のほうでは先ほど言いましたように57年から債権が残っているというふうなことをかん

がみまして、先進地の情報等を得まして、債権の管理について条例の検討に着手したとこ

ろでございます。それは、単に債権を放棄するというようなことが目的ではなく、やるこ

とをやる中でその辺の債権をどういうふうに今後していくのだというようなことで、その

辺の債権の管理をする。税は税法上ありますけれども、それ以外の部分について債権管理

条例を何とかできないかということで、今後そのプロジェクト含めて検討に入るという段

階でございます。それについてはまだ勉強の段階でございまして、詳しくはまだ言えない

のですが、町としてもその辺のことについては今後取り組ませていただきたいというふう

に考えてございます。 

 また、先ほど言った子ども手当からの話でございますけれども、今杉江議員が言われた

ように滞納分については徴収できるとかというものではございませんし、案の中ではそう

いうような保育料なり給食費なりを本人の申し出により徴収することは可能ですというよ

うな案は出てございますが、最終的な決定を見てございません。あくまで本人から申し出

があった場合ということでございますので、その辺についてはもし子ども手当の中で現年

度なりにおいてそういう方がいる場合は、関係課と協議しながらそれについては進めてい

きたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 産業課長。 

〇亀山産業課長 農業費の負担金の関係で、私も６月にかわりましたので、その辺で農業

団体との意見交換を今後していきたいなと、結果はどうなるかわからないにしても、そう

いう申し入れはしていきたいというふうに、年末に向けてそのような方法をとっていきた

いというふうに考えております。 
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〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 以上で歳入の審議を終了いたします。 

 ここで認定第１号 平成22年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定について全体を通じて

の質疑を受けたいと思います。質疑はありませんか。 

 12番、野村議員。 

〇野村議員 私は、この場所で１点だけお伺いしたいと思うのですけれども、指定管理者

制度についての質問でございます。 

 今会館の管理も含めて11カ所ですか、11の公の施設というのですか、また該当する所管

は４カ所になるのですか。だから、すべてにかかわりますので最後に質問させてもらいま

すけれども、指定管理の中で前回もあったように非公募も含めて選定委員会がきちっと議

論し、審議し、町長に諮問し、最終的決定、議会議決という流れですけれども、この選定

委員、副町長、総務課長、あとまちづくり政策課長ですか、あと所管する担当の課長、そ

の次に識見を有する者及びその施設を利用する者という一つの選定基準になっていますけ

れども、これについてどういう基準で、識見を有する者と、そのとおり識見を有すると理

解しなければならない選定だけれども、何か基準があって、関係する随時必要なときに招

集される委員会にどういう基準で選定するのか、まず先にその辺をちょっとお伺いしたい

と思うのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

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

 ご指摘のとおり、指定管理者制度の選定委員会につきましては、条例施行規則の中で10名

以内ということで人数を付しております。その中で、副町長、総務課長、そしてまちづく

り政策課長と所管課長と町側が４名、そのほかに識見者と利用者ということで合わせて最

大６名、合計10名以内ということの規則になってございます。その中で利用者、識見者が

どのような選定されるかというようなことのご質問だったかと思います。このことにつき

ましては幾度となくご説明をさせてもいただいておりますけれども、識見者にかかわりま

してはその施設の性格によりまして場合によっては農業関係者、商工関係者等の中で識見

者としてなるべくご依頼を申し上げていると。このことにつきましては、施設の所管たる

ところの課と十分な協議の中でその部分については選定をさせていただいているという経

過がございます。また、過去におきましては、非公募に当たりましては今後の経営という

新しい状況がございますので、民間の財務状況等の部分を識見としてご判断できる方々と

いうことで、この方につきましては有資格ということで、過去には公認会計士の所属され

ております税理士の方、そして中小企業診断士という方々にお願いをした経過もございま

す。いずれにいたしましても、施設の性格によってそれにかかわる識見の方にご依頼申し

上げているという経過でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 
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〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 ありがとうございます。そのとおりだと思います。よくわかります。 

 今言ったように農業関係、いろんな商工関係ということで、ここの規定の中では個人を

名指した形の指名でなくて、場合によっては団体にお願いするような形になっているとい

うのが事実だと思います。私次から言いたいのは、それはよろしいのです。私はそういう

関係の人を選ぶことで多方面からのいろんな判断することは正しいと思っていますけれど

も、今後団体にお任せするのでなくて、団体から上がってきた人に対しても委員の職責な

りそういうことをきちっと指導していただきたいと。それはなぜかというと、指定管理を

申し出した人に対して、企業、団体もそうでしょうけれども、損益計算書、また経営状況

書、また役員名簿、はっきりとその企業の全部を提示して、そしてプレゼンテーションし

て、そして判断していただくということが当然今までの規定どおりになっているのですけ

れども、この委員会の施行の規則の中ではきちっと６条では、指名受けた委員は、職員も

そうでしょうけれども、秘密、情報公開、知り得た情報は漏らしてはならないということ

は当然であります。委員をやめても当然であります。 

 ここで何かというと、私も根拠がないことを言うのは失礼だと思うのですけれども、こ

れから行政は指定管理というのはどんどん利用して、町民のサービスのためにやっぱり積

極的に進めていかなければならないと思いますので、ただ１点、その中で指定管理の会議

の中で特別今言われたように民間も含めていろんな団体がすべてをさらけ出した資料がど

のような形で処理されているのか。当然議論する。その甲乙つけ、また優劣をつけるため

ですから、提出した資料は全部見なければならない。となってくると、個人、団体、企業

の資料も会議が終わったらその委員が持ち帰る可能性があるのかどうか。というのは、ち

ょっと漏れ聞こえたところによりますと、これはどれと特定できませんので、申しわけご

ざいませんけれども、このような話で済みませんけれども、そこの企業の内部的な情報が

その会議が終わってから流れていたという、そういう話を聞いたもので、それはやっぱり

行政としていろいろまずいと。今言った委員にしても、先ほど言ったとおり指定管理、指

定管理によって町長が随時委嘱するわけですから、ずっと固定した人間ではありませんの

で、いろんな状況によってかわってきます。だから、情報管理の問題、まして企業におけ

る経営管理、またいろんな情報をすべて出して指定管理の選定をお願いした後にほかから

ちょっとおかしな情報が流れてくると行政を疑ってしまいますし、そういうことはあれが

こうですからと言えない問題で申しわけございませんけれども、そういう事実がちょっと

漏れ聞こえてきたもので、その辺の管理状況、また資料を提供した後のその辺の状況はど

のような形でなっているのか、まず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ましてご説明させていただきます。 

 指定管理者選定委員会になられた方々に対するどのような理解周知を行っているかとい
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うお話だというふうに思います。平成15年の地方自治法の改正の後浦幌町が取り組んでま

いりましたのが平成18年からということで、ほとんどの施設がこれから２回目の更新時期

になってきたというのが事実でございます。18年から進めてきた中では、やはりなかなか

なじまない部分ございまして、また法律の解釈等の中で十二分な解釈をなし得ていなかっ

たという事実もあったかと思います。その関係で反省と申しますか、事実の部分を再確認

しながら進めていくという部分で、昨年の指定管理にかかわりましても一度皆さんにお集

まりいただいて、指定管理者制度の趣旨と、それからご委嘱申し上げますので、その間非

常勤の特別職の扱いという部分も含めてどういう制約があるか、またどういうことを理解

していただきたいかということにつきましては一度お集まりいただいた中でその趣旨の説

明をしてきてまいってございます。このことにつきましても今後そういう対応で進めてま

いりたいなというふうに思ってございます。 

 また、その会議の実際の選定委員会にかかわりましても、場合によっては法人で申し込

まれる中でいろんな情報、いわゆる個人情報の扱いに匹敵するものでございますので、そ

の情報の取り扱いにつきましては厳しく、また管理の部分でも適正に行わなければいけな

いという部分は踏まえてございますので、場合によってはその書面を回収するということ

も行ってきてございます。ただ、ご指摘のあった件につきましては、どういう形か、口頭

の中で漏れたかどうかということについてのお話だと思います。このことについてはまだ

未確認のこともございますので、今後うわさにしてもそういうことのないように十分気を

使いながら、またご委嘱申し上げた方々に対してもご理解を賜るよう努力してまいりたい

なと思ってございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 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。 

 これより認定第１号を採決いたします。 

 認定第１号を原案のとおり認定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、認定第１号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２ 認定第２号 

〇田村議長 日程第２、認定第２号 平成22年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 
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〇亀山産業課長 認定第２号 平成22年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 平成22年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を

求める。 

 平成23年９月５日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらん願います。平成22年度浦幌町町有林野特別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１億2,088万2,096円、２、歳出総額１億1,472万

5,180円、３、歳入歳出差引額615万6,916円、５、実質収支額615万6,916円。 

 この会計は、制限林を含めまして町有林3,876ヘクタールの管理、造成を行う特別会計で

ございます。主な事業内容及び効果等については、別冊の平成22年度町有林野特別会計決

算説明資料38ページから41ページに記載のとおりでございます。 

 １ページ目、２ページ目の平成22年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決算書は、説明

を省略させていただきます。 

 それでは、３ページをごらん願います。平成22年度浦幌町町有林野特別会計歳入歳出決

算事項別明細書、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目造林補助、この目につきまし

ては町有林野に係る下草刈り、除間伐、間伐、野そ駆除、林内路網整備及び基金間伐に対

する道補助金でございます。それぞれの内訳につきましては、説明資料39ページをごらん

願います。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、この目につきましては北海道電

力ほかに対する町有林の土地貸付料でございます。 

 ２目利子及び配当金、この目につきましては町有林野基金に係る利子でございます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、この目につきましては幾栄ほか３地区町有林

の立木売り払い代金でございます。材積、金額につきましては、説明資料39ページをごら

ん願います。 

 ２目素材売払収入、この目につきましては統太ほか７地区町有林の間伐素材及び支障木

素材売り払い代金でございます。材積、金額につきましては、説明資料39ページをごらん

願います。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目につきましては職員人件

費に係る一般会計からの繰入金でございます。 

 ４款１項１目繰越金、この目につきましては前年度からの繰越金でございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入、この目につきましては北海道電力からの特別高圧送電線付

近支障木伐採補償費37万4,742円、ニトリ北海道応援基金からの植樹用苗木代補助100万円

の内容で、説明資料39ページをごらん願います。 

 ５ページをごらん願います。歳出、１款１項１目財産管理費、この目につきましては町

有林の維持管理に係る人件費及び事務経費等でございます。12節役務費につきましては、

新植の38.33ヘクタールに係る10年保証の森林国営保険料でございます。13節委託料につき
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ましては、町有林管理業務委託料でございます。25節積立金につきましては、町有林野事

業基金積立金でございます。27節公課費は、この特別会計に係る消費税でございます。 

 ２款１項財産造成費、１目造林費、この目につきましては町有林の造成に係る経費でご

ざいます。13節委託料につきましては、ヘリコプターによる野そ駆除薬剤散布２回分に係

る経費でございます。15節工事請負費につきましては、説明資料40ページから41ページに

記載のとおりでございます。16節原材料費につきましては、新植８万7,000本の苗木代でご

ざいます。17節公有財産購入費につきましては、基幹作業道湧洞線開設に伴い759平方メー

トルを購入したものでございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、この目につきましては長期債償還元金でございます。 

 ２目利子、この目につきましては長期債償還利子でございます。 

 ４款１項１目予備費につきましては、執行がございませんでした。 

 以上で説明を終わりますので、よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 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。 

 これより認定第２号を採決いたします。 

 認定第２号を原案のとおり認定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、認定第２号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第３ 認定第３号 

〇田村議長 日程第３、認定第３号 平成22年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 認定第３号 平成22年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 平成22年度浦幌町模範牧場特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を

求める。 

 平成23年９月５日提出、浦幌町長。 

 別冊の決算書をごらん願います。平成22年度浦幌町模範牧場特別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、金額9,670万7,425円、２、歳出総額、金
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額9,667万6,868円、３、歳入歳出差引額、金額３万557円、５、実質収支額、金額３万557円。 

 この会計は、乳用牛預託経費及び放牧地、採草地の維持管理を行う経費の特別会計でご

ざいます。なお、平成23年１月１日からは指定管理者による管理に移行しております。主

な事業内容及び効果等については、別冊の平成22年度模範牧場特別会計決算説明資料42ペ

ージから44ページに記載のとおりでございます。 

 １ページ目、２ページ目の平成22年度模範牧場特別会計歳入歳出決算書は、説明を省略

させていただきます。 

 それでは、３ページをごらん願います。平成22年度模範牧場特別会計歳入歳出決算事項

別明細書、歳入、１款使用料及び手数料、１項使用料、１目牧場使用料、この目につきま

しては指定管理移行前の昨年４月から12月までの夏季入牧料、冬季舎飼い料、哺育育成料

に係る使用料でございます。説明資料43ページに記載のとおりでございます。 

 ２項手数料、１目捕縛手数料、この目につきましては人工授精捕縛料及び入退牧捕縛料

に係る手数料でございます。説明資料43ページに記載のとおりでございます。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、この目につきましては模範牧

場事業基金に係る利子でございます。 

 ３款１項１目繰越金、この目につきましては前年度からの繰越金でございます。 

 ４款諸収入、１項１目雑入、この目につきましては模範牧場所有の育成牛の売り払い代

金、４頭で82万7,200円、入牧牛に係る駆虫薬剤代91万5,879円、指定管理者からの飼料代

等685万9,000円の内容でございます。 

 ４ページをごらん願います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、こ

の目につきましては模範牧場の管理運営に係る人件費及び事務経費並びに各団体への負担

金でございます。１節報酬は、模範牧場運営委員会を１回開催したものでございます。14節

使用料及び賃借料につきましては、説明資料44ページに記載のとおりでございます。 

 ２款施設費、１項１目施設管理費、この目につきましては牧場業務に係る人件費及び乳

用牛等預託経費並びに採草地等の維持管理に係る経費でございます。 

 ３款１項１目予備費につきましては、執行がございません。 

 以上で説明を終わりますので、よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 決算ということの説明を今いただいたわけでございますけれども、本年１月

から指定管理ということの中でやっておられることも事実でございますが、このことにつ

いて牛舎等の建てかえという中で第３期まちづくりの中でも公の中で今年度から実施され

る予定かと思いますが、一切上がってきていない部分、その経過等もちょっと説明をいた

だきたいなと思うのですが、関連ということで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。 

 産業課長。 
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〇亀山産業課長 第３期まちづくり計画の中では畜舎２棟というふうな形の中で計上され

ておりました。そういう中で、本年５月の段階で財源的な裏づけ、過疎債を充当する予定

というふうなことの考え方で進めておりましたが、その段階で過疎債の充当について疑義

があるということで、その作業をストップしております。そのような状況で、現段階では

過疎債の充当についての疑問点がはっきりさせられなければ今年度の執行は無理なのかな

というふうに考えております。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 当初町長のお話にもありましたように、預託牛が極めてストレスがあると、

そのことのためにそれは何とか解消しなければならない。そういったお話があったかと思

います。この浦幌にとって畜産振興を進める上において、牛がストレスをためることがあ

っては大変だと、さらには牛舎も老朽化している。そういったことの中で新築ということ

で、私も賛成をさせていただいた一人でございますけれども、そういった中でその計画の

中で、今何か話の食い違いというのですか、予定していたこととちょっと違う旨、ストッ

プしている状態ということのお話だったと思いますけれども、十分に煮詰めてその計画を

立てたのではないかなと思うのですが、町長、どうなのでしょう、ストレスがたまって大

変だというお話も再三言われていましたよね、そういった中で畜産農家にとってもいち早

く解消しなければならないだろうし、そういったことを考えるとやっぱりこの地域にとっ

て大切なことではないかと思うのですが、その辺もう一度ちょっと確認しておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 議会の皆さんには、模範牧場を指定管理に移行するという段階で老朽化の施

設について順次改築していかなければならないというお話をさせていただいていたところ

であります。まちづくり計画にもその計画をのせさせていただいておりました。その段階

で、過疎債を使うということについてはそれを使いながら設備計画を行ってまいりたいと

いうふうに説明をさせていただいておりました。しかし、その後過疎債の利用項目が私ど

も考えていた部分と若干違う部分が出てきたということでありまして、過疎債全体の計画

を今見直しをされているところでありますので、その見直しに合わせて今後の計画を進め

てまいりたいということであります。いずれにしましても、財源がなければできないとい

うことでありますので、その財源の確保について慎重に準備を進めているということであ

りますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も同じ質問ですけれども、過疎債のその部分、そこが当初過疎債を使うや

つが使えなくなったということなのですか、過疎債の関係が問題で当初やろうとしたこと

ができなくなったわけですから、過疎債がどういうことなのかという、そこら辺もうちょ

っと詳細な説明をいただきたいと思うのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問にかかわりまして私のほうから説明させて

いただきます。過疎計画の策定にかかわる所管課としてご説明させていただきたいと思い

ます。 

 当初時限立法の過疎法がその期限を延長したということで、６年間延びた形でございま

す。ただ、その議員立法が期間延長するということの部分が先に示されたわけでございま

すけれども、その内容詳細についても大きな項目としては変更点があったわけであります

けれども、小さい実際の事務にかかわる所掌事項についてはすぐ国のほうからは通達はお

りてきておりませんでした。過疎債の取り扱いについても大きなくくりのみでございまし

たので、まだその辺の把握ができていなかった状況もあります。ただ、従前と同じような

扱いだというようなことでの、公式ではありませんけれども、その取り扱いだということ

の流れはあったわけでありますけれども、実際に指定管理にかかわって起債の対象になる

かどうかということが後々わかってきた中では、収益が伴うもの、本来過疎ですので、国

の中における過疎地域に対する優遇措置的な措置が趣旨であります。その中にも、過疎債

ということで当然充当率が90％で、そしてその90％の充当率の中での償還についても70％

が交付税で見返しが返ってくるというような優遇措置がなされております。ただ、その施

設の運用にかかわって収益が伴うものについてはその優遇措置には該当してこないという

ようなことで、十勝総合振興局を通じて起債の実際の取り扱いの中でそういう形の情報が

出てきましたので、この財源は一般単独では町としてはこの財政厳しい状況でございます

ので、財源措置のものについて再度見直しを図るという必然性が生じましたので、今回の

予算の分としてはなり得なか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 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 要するに、過疎債の使えるという、過疎債の対象になるという、今まではな

ると思っていたものが国の方針が変わってしまったということなのですか。そういうこと

なのでしょうか。だから、指定管理を結ぶという、この上には当然指定管理者の方だって、

こういう設備投資がされるということを前提で指定管理を町としても受けてもらっている

だろうし、受けたほうもそういうことが前提で受けているのです。設備投資がこういう計

画でされますということが前提で。だから、指定管理の条件の根本が変わってしまってい

るということになりますね、そうすると。これは、契約のそもそも論からして変わってく

る話になると、これはどういうことになるのですか。指定管理者から話が違うということ

になったら、指定管理者が過疎債の対象にならなくなったのならしようがないですねと言

ってくれないのではないでしょうか。これ大きな問題ということにならないのでしょうか。

今言ったように、確認ですけれども、あくまでも指定管理結んでいたときは収益が発生す

るということでもオーケーだったのだと、だけれども状況が変わって収益が発生するとだ

めになったしまった。だから、こうなるとは思っていなかったのだと、ここら辺もきちっ

と一回説明いただきたいし、だめならだめでいいのですけれども、でも今説明ではあくま
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でも町の一般財源から持ち出してまではやらないのだと、だけれども指定管理者との契約

はちゃんと設備投資をしてこういう計画でしていきますという、５年だったですか、違い

ましたか、牛舎、堆肥までも年次計画でやっていましたですよね。済みません、私も今そ

こまできちっとしていませんでしたけれども、そういうような計画でこういう設備投資で

更新をしていくということが条件になっていると思うので、そうすると指定管理者との関

係がどうなってくるのかという、この辺もやっぱり説明求めなければならないなと思うの

ですけれども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 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かかわりまして説明させていただきま

す。 

 先ほどの説明で若干不十分な点もあろうかと思います。といいますのは、収益の伴う施

設の管理という部分の中でございますけれども、過疎法の中では大きく過疎債の適用にな

るものとしては基盤整備に係る事業ですとか、医療施設の整備にかかわる事業ですとか、

また農業振興にかかわる施設ですとか、そういった形での大きなくくりの中で過疎債適用

という部分の項目はなっておりました。これは、従前とそんなに大きくは変わってござい

ませんでした。ただ、実際に起債の申請に当たるに当たりましてはどういう状況が対象、

対象外という部分が示されてきたのが後々の状況として、指定管理者にかかわって収益の

伴うものについては収益が発生するという部分としては過疎債になじまないということが

後々の通達等の中でわかってきた状況でございます。当初の過疎法が制定されて過疎計画

の制定時にはその部分がありませんでしたので、従前と大きな違いはなかったのでござい

ますから、これは農業畜産施設の振興整備ということの中での起債充当がなり得るという

ふうに判断をしていたのが現実でございます。その関係上、収益の伴うものについては優

遇措置がなじまないというのが現状として後にわかった次第でございますので、この辺は

情報の収集の努力が足りなかったと言えばそれまでなのですけれども、その辺は大きく反

省するべき点がありますけれども、経過としてはそういう経過があったということでご理

解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 過疎債については、今説明したとおりであります。ただ、指定管理者との関

係でありますけれども、これは議会の皆さんに説明しているとおり、老朽化した施設、こ

れは改築していかないと後々ずっとこのまま使えないだろうというのは説明しているとお

りでありますので、過疎債が使えなかった場合についてはほかの補助も見ながら考えてい

かないとならないと思っていますし、過疎債の適用についてどうも我々の考え方と道、国

との行き違いがちょっとあるということでありますので、それについてもう一度道、国と

の関係を見直しながら話をさせていただきたいなというふうに思っているところでありま

す。いずれにしましても、今のままの老朽化した施設をそのまま畜産振興のために使って
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いくというのはなかなか難しい部分がありますから、これは指定管理の皆さんと今後どの

ようにしてやっていくのか、制度資金として違う資金もありますけれども、例えば27年以

降の分については違う制度があるということもありますし、いろんなそういうものを加味

しながら指定管理の皆さんとともにこの修繕ということも含めて、今のままの施設ではな

い部分をどのようにしてもたせていくのかということを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。ただ、基本的には私どもは過疎債を使いながら改築を進め

てまいりたいという考え方は変わっておりませんので、町として過疎債の使用について道

と国にとりあえず今のところまだ要望しているという段階でありまして、この辺が厳しい

ということになれば、違う事業の中で行っていく必要があるのだろうなというふうに思っ

ているところであります。 

〇田村議長 総務課長。 

〇上村総務課長 つけ加えて、23年度の過疎債、１次の中で上げている中でも今２次に回

っているものがあると、うちのほうの過疎の限度額、今満杯であるということも含めて、

そのものについて今つくかつかないか、いろいろとソフト、それからハード面の状況が非

常に変わってくるという中で確実に過疎債の対象になるものを上げているという状況でご

ざいますので、その辺もお含みおきよろしくお願いをし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。 

 これより認定第３号を採決いたします。 

 認定第３号を原案のとおり認定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、認定第３号は原案のとおり認定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、暫時休憩といたします。 

 

午後 ２時０９分  休憩 

午後 ２時２５分  再開 
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〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第４ 認定第４号 

〇田村議長 日程第４、認定第４号 平成22年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 認定第４号 平成22年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について。 

 平成22年度浦幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会

の認定を求める。 

 平成23年９月５日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をごらんいただきたいと思います。平成22年度浦幌町国民健康保

険事業特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入の総額９億5,666万993円、２、歳出総額８億8,646万

2,694円、３、歳入歳出差引額7,019万8,299円、５、実質収支額7,019万8,299円。 

 本会計につきましては、国民健康保険の運営及び医療費収支に関する会計を処理する特

別会計でございます。主な内容等につきましては、別冊決算説明資料45ページ、46ページ

に記載のとおりでございます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。平成22年度国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算書については、省略させていただきます。 

 次に、３ページをごらんいただきたいと思います。平成22年度国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算事項別明細書、歳入、１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健

康保険税、この目につきましては一般被保険者に係ります国民健康保険税でございます。

現年度課税分２億4,679万8,164円、収納率は97.55％でございます。前年対比で0.31％の増

という内容でございます。滞納繰越分でございますが、696万6,102円、不納欠損額は実質

人員10名で168万1,432円、滞納繰越分の収納率は24.51％でございます。前年度対比で申し

上げますと2.56％の増でございます。不納欠損につきましては、10名で現年度分が２名、

滞納繰越分が10名、そのうち納税義務者１名の方が既にお亡くなりになられ、相続人相続

放棄をしておられます。５名の方につきましては、生活保護受給者でございます。あと４

名の方につきましては、行方不明の方、年金暮らしで施設入所等という方でございまして、

差し押さえる財産がなく、不納欠損となってございます。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税、この目につきましては長い間会社等に勤め、退職

され、年金受給権のある方で老人保健等の適用を受けていない被保険者に係る国民健康保

険税でございます。現年度課税分882万2,228円、収納率は98.07％でございます。対前年比
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で0.58％の増でございます。滞納繰越分につきましては１万4,884円、滞納繰越分の収納率

につきましては7.33％でございます。 

 １目、２目の収入未済額合計で実人員104名、2,632万5,534円でございます。このうち平

成23年８月末現在で259万9,648円を収納してございます。収納率は9.87％でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、この目につきましては一

般被保険者に係ります保険給付費の34％が国より交付されるものでございます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、この目につきましては高額医療費共同事業拠出金に対

し４分の１が交付されるものでございます。 

 ３目特定健康診査等負担金、この目につきましては特定健康診査等に要する経費に対し

まして３分の１が交付されるものでございます。 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、この目につきましては市町村間における財政力

の不均衡を調整するために交付されるものでございます。 

 ２目介護従事者処遇改善臨時特例交付金、この目につきましては介護従事者の報酬が引

き上げられたことに伴いまして介護納付金が上昇したため、国よりその上昇相当分に対し

まして交付されるものでございます。 

 次に、４ページをごらんいただきたいと思います。３目出産育児一時金補助金、この目

につきましては一時金の支給額が38万円から42万円に引き上げられたことに伴いまして、

その差額、１件当たり４万円に対する措置分として国から６分の３が交付されるものでご

ざいます。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金、この目は退職被保険者に係る療養給付費、療養費、

高額療養費等から退職被保険者分の国民健康保険税を除いた額が社会保険診療報酬支払基

金から交付されるものでございます。 

 ４款１項１目前期高齢者交付金、この目につきましては65歳から75歳未満の加入者の割

合に対しまして保険者間の医療費の負担の不均衡を調整するために社会保険診療報酬支払

基金から交付されるものでございます。 

 ５款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金、この目につきましては

国庫支出金と同様に共同事業拠出金の４分の１が道から交付されるものでございます。 

 ２目特定健康診査等負担金、この目につきましては国庫負担金と同様に特定健康診査等

事業に要する経費の３分の１が道から交付されるものでございます。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金、この目につきましては市町村における財政力の不

均衡を調整するために道より交付されるものでございます。 

 ７款１項共同事業交付金、５ページに移りまして１目高額医療費共同事業交付金、この

目につきましては高額医療費の発生による保険者の財政運営の不安定化を緩和するために

保険者からの拠出金を財源として交付されるものでございます。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金、この目につきましては市町村国保間の保険料、保

険税の平準化を図り、財政の安定化を図るため、１件当たり30万円を超える医療費に対し
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まして市町村国保から拠出されております財源をもとに都道府県単位で費用負担を調整し

た中で交付されるものでございます。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目につきましては一般会計

からの繰入金でございます。保険税の減額分の補てん、出産育児一時金、その他職員の人

件費等に係ります繰入金でございます。なお、１節保険基盤安定軽減分繰入金につきまし

ては、北海道が４分の３、町が４分の１の負担をしてございます。２節の保険基盤安定支

援金繰入金につきましては、国が２分の１、北海道が４分の１、町が４分の１の負担でご

ざいます。 

 ９款１項１目繰越金、この目につきましては前年度繰越金でございます。 

 次、６ページをごらんいただきたいと思います。10款諸収入、３項雑入、３目一般被保

険者返納金、この目につきましては被保険者が資格等を喪失したときに医療費等の給付を

受けることができなかった分に対しまして一般被保険者分６名、１医療機関につきまして

世帯主または医療機関から返納いただいたものでございます。 

 ５目雑入、この目につきましては平成20年度老人保健医療費拠出金の精算に伴います返

還金が主なものでございます。 

 次に、７ページをごらんいただきたいと思います。次、歳出でございます。１款総務費、

１項総務管理費、１目一般管理費、この目につきましては特別会計に係る職員の人件費及

び事務経費でございます。13節委託料につきましては、システム保守、共同電算事務処理、

レセプト点検等に係る経費でございます。25節積立金につきましては、基金への積立金で

ございます。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、この目につきましては国民健康保険税の賦課及び徴収に

係る事務経費でございます。13節委託料につきましては、国保税システム改修に係る経費

でございます。 

 ３項１目運営協議会費、この目につきましては委員９名の国民健康保険運営協議会の開

催に係る経費及び人件費に係る経費でございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、２目退職被保険者等療

養給付費につきましては、保険者が負担する医療費について北海道国保連合会へ支払った

経費でございます。また、各医療機関への支払いについては、北海道国保連合会から行っ

てございます。 

 ３目一般被保険者療養費、４目退職被保険者等療養費につきましては、整骨院、はり、

きゅうにかかった分、もしくは保険証を持たずに診療機関で治療された場合に10割を被保

険者が支払ったときに保険者負担分７割を被保険者に支払っていく経費でございます。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、２目退職被保険者等高額療養費、これ

らの目につきましては被保険者の方が１カ月に支払う医療費の限度額を超えた額を支払う

経費でございます。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、この目につきましては国民健康保険の被保険
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者が出産した場合に出産育児一時金として交付しているものでございます。12名に要した

経費でございます。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費、この目につきましては国民健康保険の被保険者が亡く

なられた場合に１万円の葬祭給付費として給付しているものでございます。13名の方に要

した経費でございます。 

 次に、９ページをごらんいただきたいと思います。３款１項１目後期高齢者支援金、こ

の目につきましては後期高齢者医療制度に対する支援で、社会保険診療報酬支払基金が算

定いたしました額を同支払基金に支払い、同支払基金から後期高齢広域連合に支払う経費

でございます。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金、この目につきましては65歳から74歳までに係るもので

ございまして、社会保険診療報酬支払基金が交付する前期高齢者納付金に係る負担金とし

て納付しているものでございます。 

 ６款１項１目介護納付金、この目につきましては介護保険事業の費用のうち30％につい

て医療保険各法の保険者が40歳以上65歳未満の第２号被保険者加入者分について負担して

いるものでございます。本町の国民健康保険負担分の介護納付金として支払うための経費

でございます。 

 ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業拠出金、この目につきましては過去

３年間の高額医療費の推移を見て全道対比で拠出する経費でございます。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金、この目につきましては市町村国保保険者の保険料

の平準化と保険財政の安定化を図るための事業に保険者として拠出する経費でございま

す。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、この目につきましては特定診査、特

定保健指導により糖尿病、高血圧、高脂血症等の予防を図ることを目的にした事業でござ

います。13節委託料につきましては、説明資料46ページに記載のとおりでございます。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費、この目につきましては被保険者の保健保持のた

めに行う各種事業に要する経費でございます。13節の委託料につきましては、総合健診の

委託料で対象者256名がおりまして、受診者63名の内容でございます。13節委託料、18節備

品購入費につきましては、説明資料46ページに記載のとおりでございます。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、この目につきましては平成21年

度の療養給付費等負担金、療養給付費等交付金、特定健康診査等負担金及び出産育児一時

金補助金の精算に伴います返還金でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 ２点伺います。 

 １点目は、平成22年５月の臨時会で、離職者といいますか、失業された方の所得を国保
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税の計算で30％に軽減する条例改正をしました。このことに関連して、対象になった方が

この22年度１年間で何人おられて、影響額どのぐらいあったのか、この点について伺いま

す。 

 ２点目です。非常に残念なことですが、先ほども滞納、不納欠損について伺いました。

国保税に関しても現年分630万、それから未済で前年度繰り越しで2,000万、合わせて

2,630万という金額が出ております。ここでは、このことに関して当然保険証書の所持に影

響する問題であります。今町内で短期証、それから資格証明書含めて何名おられるのか、

この点についても伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 まず、１点目の関係でございます。ちょっと資料が見当たりませんので、

頭の中に入っている部分で答えさせていただきます。対象者については13名ございました。

影響額については120万強ということで、端数についてはちょっと今資料見当たりませんの

で、大変申しわけありません。 

 それと、２点目の関係でございますが、保険証というのは毎年10月１日更新ということ

になってございます。資格証につきましては、昨年３世帯の方ということになってござい

ます。短期証につきましては、49世帯ということになってございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 １点目の点でありますけれども、いろんな議論の中で国の制度が変わったと

いうことで浦幌町も条例改正しました。非常に大きな額なのだなということで驚いており

ますけれども、離職されたということの対応でありますから、一定期間失業保険もらいな

がら、１年経過した、あるいは１年経過していない方もおられるかと思いますが、そうい

う中であとの仕事が見つかったとか、そういうことについて把握できている面があったら

聞きたいなと思います。また、短期証、それから資格証含めて52世帯ですか、非常に残念

なことですけれども、先ほども説明にありましたように未収あるいは繰り越しの中に入っ

ておられる方たちなのかなと、説明書ですと104人となっていますが、これが全部52世帯に

含まれる人数なのか、またそれとは別なのか、改めて伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 まず、１点目の関係でございますが、再就職をされて社会保険等に入っ

た場合は当然うちのほうに届け出が来まして、国保喪失ということになります。ただ、そ

れ以外の方については申し入れしないとわからない部分がありますけれども、ただ基本的

には年度がわり課税、年度またいできますので、課税の段階では確認させていただいてい

るというふうに考えています。 

 それと、次の資格証と短期証の関係で、ここに載っている方104名のうち短期証、資格証

の方がほとんどかということでございますが、基本的にはほとんどの方が何らかの形でこ
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の中に入っているというふうに理解していただいて結構かと思います。ただ、104名のうち

に町外転出者とかも過去いますので必ずしもそれとは一致しませんが、基本的には１年以

上納付なりがなかった場合、納税相談含めてその中で決めさせていただいておりますので、

前年度において収入未済額があるという方については一応そういう形になります。それで、

基本的には１回でやるのでなくて、町の中に措置委員会がございますので、その中でこの

方はこういうふうに１年間ありますということの中で通知を１回出させていただいて、中

には今までも督促状含めて連絡している方いるのですが、忘れているという方がいるとい

うこともありますので、10月１日にいきなり全部の方に短期証なり資格証を出すというこ

とをやっているわけではございません。あくまで８月中に措置委員会を開きまして、通知

を出させていただいて、忘れている方については納めていただくというような形で、です

から昨年の実績からいいますと資格証、当初４名という内容的なものありましたが、お話

をさせてもらった中で３名になっているという状況もございます。そういうことで、いき

なりうちのほうとしてそういう短期証ですよ、資格証ですよというふうな対応はしてござ

いません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 この辺の社会保障と税の関係、私は今年の５月の自己都合退職者の条例、同

じ対応の条例改正あったと思いますが、そのときにも質問いたしましたけれども、町長は

応能負担ということで、値上げするのは仕方ないと、能力のある人負担してくれと、これ

は言われるとおりで仕方ないと思います。ただ、国も言っておりますように、医療、介護、

それから年金含めた社会保障、それと税の関係を見直すと今言っているのです。そういう

中で、国の制度が税制も含めてどんなふうに変わるのかということもありますが、年々国

保あるいは介護保険会計、繰出金がふえているという中で町長にも将来的な対応について

伺いたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 国の社会保障制度が本当に国保とかかわるということでありまして、今国の

試算では毎年1.2兆円がふえていくというような計算もされているところであります。浦幌

町としても応分の負担をいただきながら、社会保障制度といいますか、社会保障について

は町民の安全な暮らしを守るという意味では大変大事にしていかなければならないと思っ

ていますし、できるだけ不公平感がないように私どもとして行政として運営していかなけ

ればならないだろうというふうに常に考えているところであります。特に不納欠損、未払

いという部分含めて、職員の皆さんには大変ご苦労をおかけしながら、町民の理解をいた

だきながら回収に努めているわけでありますけれども、今後ともこれについては、それぞ

れ町民の皆さんの財政事情もありますけれども、よくよく話を詰めながら、できるだけ町

民の皆さんが不公平感のないような徴収を行ってまいりたいというふうに考えているとこ
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ろであります。そういう意味では浦幌町全体、公的な徴収についてはほかのまちに比べて

大変進んだ徴収を行っているのではないかというふうに私どもは自負しているわけであり

ますけれども、町民の皆さんに理解をいただくということが大前提でありますので、今後

ともその方法で進めてまいりたいというふうに考え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。 

 これより認定第４号を採決いたします。 

 認定第４号を原案のとおり認定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、認定第４号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第５ 認定第５号 

〇田村議長 日程第５、認定第５号 平成22年度浦幌町老人保健特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 認定第５号 平成22年度浦幌町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

 平成22年度浦幌町老人保健特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の認定を

求める。 

 平成23年９月５日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をごらん願いたいと思います。平成22年度浦幌町老人保健特別会

計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額14万6,097円、２、歳出総額12万6,800円、３、歳

入歳出差引額１万9,297円、５、実質収支額１万9,297円。 

 本会計につきましては、老人医療制度に係ります医療費の収支を処理する特別会計でご

ざいます。平成20年３月診療分までの医療費に係るものでございます。なお、老人保健法

により、事業終了年度であります19年度から３年後の平成22年度まで本特別会計を設置す

ることとなっているものでございます。主な内容につきましては、別冊、決算説明資料47ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。平成22年度老人保健特別会計歳入歳出決
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算書については、省略させていただきます。 

 次に、３ページをお開き願いたいと思います。平成22年度老人保健特別会計歳入歳出決

算事項別明細書、歳入、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目に

つきましては老人保健医療に係ります一般会計からの繰入金でございます。 

 ５款１項１目繰越金、この目につきましては前年度からの繰越金でございます。 

 次に、５ページをごらんいただきたいと思います。歳出、１款１項医療諸費、１目医療

給付費、この目につきましては老人保健会計が負担する医療給付費でございます。国保連

合会を通じ医療機関に支払われるものでございます。 

 ２款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目償還金、この目につきましては平成21年度

分の療養給付費及び負担金につきましての精算に伴います返還金でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、この目につきましては一般会計への繰出金でございま

す。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「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。 

 これより認定第５号を採決いたします。 

 認定第５号を原案のとおり認定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、認定第５号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第６ 認定第６号 

〇田村議長 日程第６、認定第６号 平成22年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 町民課長。 

〇大山町民課長 認定第６号 平成22年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について。 

 平成22年度浦幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、別冊のとおり議会の

認定を求める。 

 平成23年９月５日提出、浦幌町長。 

 別冊の歳入歳出決算書をごらんいただきたいと思います。平成22年度浦幌町後期高齢者
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医療特別会計歳入歳出決算書。 

 実質収支に関する調書、１、歳入総額6,875万4,479円、２、歳出総額6,832万9,208円、

３、歳入歳出差引額42万5,271円、５、実質収支額42万5,271円。 

 本会計につきましては、後期高齢者医療制度に係ります後期高齢者医療広域連合に対し

ます収支の会計を処理する特別会計でございます。主な内容につきましては、別冊、決算

説明資料48ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをお開き願います。平成22年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書につ

きましては、省略させていただきます。 

 ３ページをお開き願います。平成22年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明

細書、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料、この目につきましては75歳以上の方及

び65歳から75歳未満の方で一定の障がいのある方からいただく保険料でございます。被保

険者数1,073名に係ります保険料で、うち889名が公的年金からの特別徴収、残り184名が普

通徴収による納付でございます。現年度分3,889万5,100円、収納率99.8％でございます。

説明資料の現年度分の収入未済額４万7,600円のうち２万8,500円につきましては、年金デ

ータ等による特別徴収の賦課に係りまして社会保険事務所等からデータが送付されるとい

うことでございますが、その事案が発生してから約３カ月から５カ月後となるため、被保

険者死亡等に係りまして事務処理が現年度に間に合わず、調定額を超過した２万8,000円を

23年度に繰り越し、過年度分還付として取り扱うものです。この収入未済額につきまして

は、23年８月末現在で4,400円を収納してございます。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、この目は後期高齢者医療広域連

合納付金に要する経費として広域連合事務費分の繰入金と保険料軽減措置分につきまして

一般会計から繰り入れるものであります。なお、保険料軽減措置分につきましては、措置

額の４分の３が道から交付されるものでございます。 

 ３款１項１目繰越金、この目につきましては前年度からの繰越金でございます。 

 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、この目につきましては平

成21年分の広域連合からの還付金でございます。 

 次に、４ページをごらんいただきたいと思います。歳出、１款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費、この目につきましては本会計に係ります職員の人件費及び事務経費でご

ざいます。13節委託料につきましては、後期高齢者医療システムの保守料でございます。 

 ２項１目徴収費、この目につきましては後期高齢者医療保険料の賦課及び徴収に係る事

務経費でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、この目につきましては後期高齢者医療広

域連合に対します納付金で、広域連合の事務費に対する共通経費、保険軽減に係る保険基

盤安定分、後期高齢者医療保険料等を納付するものでございます。 

 ３款諸支出金、２項繰出金、１目他会計繰出金、この目につきましては一般会計への繰

出金でございます。 
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 以上で説明を終わらせていただきますので、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。 

 これより認定第６号を採決いたします。 

 認定第６号を原案のとおり認定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、認定第６号は原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 議事の都合により、本日の会議はこの程度にとどめて延会とし、あす９月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、あす９月14日午前10時から本会議を開くことに

決定をいたしました。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会といたします。 

延会 午後 ３時０３分 


