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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 報告をいたします。 

 本日、10番、阿部優議員は私事都合により遅参する旨届け出が来ております。 

 ただいまの出席議員は12名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 議事につきましては、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。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 議案第１９号 

〇田村議長 日程第１、議案第19号 平成25年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 平成25年度予算をご審議をいただくに当たりまして、概略を説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 政府は、２月28日に92兆6,115億円から成る新年度予算を国会に提案をいたしました。政

権交代後に日本経済再生に向けた緊急経済対策を閣議決定する中で、2020年までの国、地

方のプライマリーバランスを黒字化させるという目標に向けて、過去３年続きました公債

費が税収を上回るという事態を回避しながら、総額13.1兆円の平成24年度補正予算と合わ

せて15カ月予算としているところであります。地方交付税につきましては、ご存じのとお

りでありますが、国家公務員の給与削減同様の措置を求めて前年度比で4,000億円を減額

し、17兆1,000億円といたしました。政府は、地方財政計画に減額分に見合った地方の元気

づくり推進費、仮称でありますが、などを新設をし、自治体の給与削減や職員削減努力を

反映させて地方交付税として配分するとしているところでありますけれども、地方六団体

は地方交付税については財政調整能力、また財源の保障能力をもともと有しており、地方

の固有の財源であるということから、共同でこの措置に対して遺憾の表明をしたところで

あります。 

 こういう状況の中で浦幌町の平成25年度予算につきましては、浦幌町の最上位計画であ

る第３期まちづくり計画が３年目に当たるということから、引き続きまちづくり計画に基

づき予算編成を行ったところであります。一般会計総額につきましては、前年当初予算比

の5.8％増の58億9,100万円といたしました。投資的経費の大型事業としては、前年度から

引き続き実施をする公営住宅の建てかえ事業、また東日本大震災以来の喫緊の課題であり

ます防災対策の強化による避難所、避難場所の造成事業、模範牧場の畜舎建設等を予算計

上しております。また、ふるさと納税において寄附いただいたふるさと基金を活用した事

業も計上いたしました。特別会計を含めた全会計では、前年度当初予算比の5.2％増の88億



                                             － 4 － 

2,500万9,000円を計上いたしました。主な増額要因としましては、浦幌町立診療所会計の

医療機器更新事業やエアコン備品の購入を実施するものであります。限られた財源の中で

ありますが、効果的、効率的な行政運営を進めていけるよう努めつつ、財政の健全化と浦

幌町第３期まちづくり計画に基づくまちづくりを進めるとともに、町民の安全、安心を確

保した住民生活の充実を意識して計画を策定をさせていただきました。一般会計の歳入に

おきましては、町税収入を前年当初予算比の3.2％増の５億1,909万4,000円、地方交付税の

うち普通交付税については4.6％増の31億7,000万円を見込んでいます。臨時財政対策債に

つきましては、前年度当初予算比の4.8％減の２億円を見込みました。普通交付税に臨時財

政対策債を加えた実質的な普通交付税の総額につきましては33億7,000万円で、前年当初比

4.6％増となりました。平成20年度より６年連続で財政調整基金から繰り入れを行わないで

予算編成を行いましたが、それぞれの詳細につきましては副町長、担当課長から説明をさ

せますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上で予算の概要の説明とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

〇田村議長 続いて、平成25年度予算説明書附表の説明を求めます。 

 副町長。 

〇門馬副町長 平成25年度予算説明書附表を説明させていただきます。 

 最初に、１ページをごらん願います。各会計予算比較表でございますが、平成25年度予

算額、一般会計58億9,100万円、町有林野特別会計等８特別会計を含む総計で88億2,500万

9,000円になります。比較増減につきましては、一般会計につきましては前年度当初比３億

2,150万円で5.8％の増となっております。特別会計を含む総計で、前年度当初比４億

3,625万1,000円の5.1％の増となっております。なお、各会計の比較増減の内訳につきまし

ては、10ページから13ページの会計別・節別集計比較表に記載しておりますので、ごらん

おき願います。 

 次に、右の歳入歳出予算の総計表及び純計表についてご説明いたします。一般会計から

他会計への繰出金でございますが、町有林野会計など８特別会計に７億2,811万4,000円を

繰り出しております。総計から重複計を引いた純計は80億9,689万3,000円で、前年度と比

較しますと４億1,146万1,000円の増となっております。 

 次に、２ページをごらん願います。一般会計歳入歳出総括表については説明を省略し、

３ページからの款別比較表で前年度と比較し、増減の主なものを説明いたします。歳入、

１款町税1,596万4,000円の増でございます。これにつきましては、個人町民税、町たばこ

税の増が主なものでございます。２款地方譲与税730万円の増、地方揮発油譲与税、自動車

重量譲与税のいずれも前年実績によりまして増の見込みとなっております。飛びまして、

７款自動車取得税交付金300万円の増。８款地方特例交付金660万円の減、これにつきまし

ては児童手当、子ども手当特例交付金の減によるものでございます。９款地方交付税であ

りますが、１億6,000万円の増、普通交付税１億4,000万円、4.6％の増、特別交付税につき
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ましては2,000万円の増を見込んでおります。なお、普通交付税につきましては、前年度の

実績比で見ますと6.8％の減で見込んでおります。飛びまして、４ページ、13款国庫支出金

4,963万1,000円の減、前年度実施の除雪機械整備、住吉０号線通改良舗装工事終了に伴う

社会資本整備総合交付金の減が主な要因であります。飛びまして、５ページ、15款財産収

入220万2,000円の増、この増につきましては主に情報通信基盤整備貸付収入、ブロードバ

ンド光伝送路ＩＲＵ料金の増によるものでございます。16款寄附金400万円の増、ふるさと

づくり寄附金の増の見込みによるものであります。17款繰入金1,072万2,000円の増、模範

牧場畜舎建設事業に伴う模範牧場施設整備基金からの繰り入れ360万円、ふるさとづくり寄

附金活用事業に伴うふるさとづくり基金からの繰り入れ1,047万円が主な要因でございま

す。なお、ふるさとづくり基金活用事業の内容につきましては、予算説明書附表の56ペー

ジ、最後のページに記載しておりますので、ごらんおき願います。なお、ここに記載され

ておりませんが、まちづくり計画重点プロジェクトのうち新規就農者営農促進事業、雇用

促進事業、住宅建設等補助、転入者ハマナス商品券贈呈、地域産業活性化補助金の５事業

に充てるために地域振興基金からの繰り入れ2,725万円、その他酪農ヘルパー対策事業基金

から180万円の繰り入れの内容でございます。20款町債１億6,190万円の増、臨時財政対策

債、前年度当初比1,000万円、4.8％の減、過疎対策事業債につきましては過疎ソフト事業

10事業を含む過疎対策事業の実施による１億6,550万円の増、公営住宅整備事業による公営

住宅建設事業債の860万円の減、厚内地区避難所、避難道路整備等による緊急防災・減災事

業債1,500万円の増の内容であります。 

 次に、６ページからの歳出でありますが、第３期まちづくり計画に基づき子育て環境の

充実、雇用機会の創出、居住環境の整備、地域産業の活性化といった重点プロジェクトに

かかわる事業を初め、大型事業として公営住宅整備事業、防災対策の強化として避難場所

の造成、避難道路の整備のほか、模範牧場の畜舎建設などを計上して予算編成を行いまし

た。歳出については、後ほど各説明員から各会計歳入歳出予算書の説明において前年度と

比較し、大きな増減についてはその内容の説明がありますので、ここでの説明は省略させ

ていただきます。 

 次に、10ページから13ページまでの会計別・節別集計比較表についても説明を省略しま

すので、ごらんおき願います。 

 それでは、14ページをお開き願います。各会計予算性質別一覧表でありますが、まず上

段の一般会計について増減で説明いたします。人件費は、前年度比86万4,000円の増、物件

費、維持補修費は4,379万8,000円の増、扶助費、補助費等については１億2,273万2,000円

の増、普通建設事業費、災害復旧事業費については１億4,110万7,000円の増、公債費は

1,320万1,000円の減、出資金、貸付金は増減ありません。繰出金は、主に特別会計への繰

出金ですが、2,479万円の増、その他141万円の増となっております。 

 次に、15ページ、一般会計、特別会計の合計でございますが、これも増減で説明いたし

ます。人件費52万7,000円の減、物件費、維持補修費で3,636万円の増、扶助費、補助費等
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で１億7,354万5,000円の増、普通建設事業費、災害復旧事業費は２億1,760万4,000円の増

となっております。なお、投資的経費の内訳につきましては、18ページから28ページに掲

載しております全会計主な事業費調べの事業のうち米印のついているものがその対象事業

でございます。公債費は1,593万1,000円の減、出資金、貸付金は100万円の減、繰出金は

2,479万円の増でございます。その他141万円の増となっております。 

 次に、16ページ、17ページをお開き願います。一般会計債務負担行為総括表についてで

ございますが、平成25年度予算額合計１億9,985万円で、うち一般財源１億7,881万1,000円

であります。平成26年度以降支出予定額は、合計で２億5,039万9,000円で、うち一般財源

２億2,900万円となっております。 

 次に、18ページから28ページまでの全会計主な事業費調べについては説明を省略いたし

ますので、ごらんおき願います。 

 続きまして、給与費明細書附表について説明をいたします。28ページの次のページにな

ります。１ページから72ページにわたりまして、一般会計及び８特別会計の給与費明細書

を添付しております。まず、１ページをお開き願います。一般会計給与費明細書、特別職

全体で前年度対比166万2,000円の増となっております。増の主な要因といたしましては、

その他の特別職の報酬の増が主な要因でございます。 

 次に、２ページ、一般会計にかかわる一般職については、職員108人で前年度比１名の増

であります。給与費、共済費の合計で前年度比473万6,000円の増となっております。 

 次に、特別会計にかかわる給与費明細書の説明は省略させていただきますが、72ページ

までの特別会計を含む９会計全体での一般職の全職員数につきましては126人でございま

す。前年度と比較して同じ職員数でありまして、増減は全体ではありません。また、９会

計全体で一般職の給与費、共済費の総合計は10億558万7,000円でございます。前年対比で

給与費が330万7,000円の減、共済費が146万1,000円の増で、合計で184万6,000円の減とな

ります。 

 以上で平成25年度予算説明書附表の説明を終わります。 

〇田村議長 次に、議事の進行上、第３表、地方債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 説明の前に、一部議案につきまして訂正する箇所がございます。このこ

とについて深くおわびを申し上げますとともに、その説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 議案の表紙をお開きいただいて、８ページ、第２表、地方債と付しておりますけれども、

第３表、地方債となるもので、第２表の２を３にお書きかえ願いたいと思います。大変申

しわけございません。以後このようなことのないように十分に気をつけてまいりたいと思

っている所存でございます。 

 それでは、説明に入らせていただきたいと思います。最初の１ページに戻りまして、議

案第19号 平成25年度浦幌町一般会計予算。 
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 平成25年度浦幌町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ58億9,100万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 （債務負担行為） 

 第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

 第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

 第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

10億円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

 第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 平成25年３月11日提出、浦幌町長。 

 次の２ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算につきましては省略をさせてい

ただきます。 

 ７ページをごらんおき願います。第２表、債務負担行為、事項、議場・発言残時間数等

表示システム機械借り上げ料、期間、平成25年度から平成29年度、限度額120万3,000円、

住民基本台帳ネットワークシステム機械借り上げ料、平成25年度から平成26年度、469万円、

介護保険等業務管理システム機器借り上げ料、平成25年度から平成29年度、238万2,000円。 

 次の８ページをおめくりいただきたいと思います。第３表、地方債、起債の目的、限度

額、起債の方法、利率、償還の方法についてご説明させていただきます。起債の目的、過

疎対策事業、限度額３億5,180万円、高等学校等就学費補助事業400万円、移住・交流・若

者の定住促進対策事業1,280万円、建築物解体事業220万円、介護事業運営補助事業1,790万

円、保育施設環境改善事業1,010万円、患者輸送業務委託事業650万円、乳幼児等医療費助

成事業1,310万円、模範牧場施設整備事業9,240万円、林道上厚内線開設事業2,150万円、観

光施設環境改善事業1,000万円、通学通道路整備事業2,400万円、２条通道路整備事業

1,320万円、吉野稲穂線道路整備事業2,520万円、共栄統太線道路整備事業2,430万円、町道

維持補修事業2,000万円、消防車両購入事業3,490万円、消防救急無線デジタル化共同整備

事業880万円、体育施設環境改善事業240万円、給食センター真空冷却機外更新事業850万円、
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以上が過疎対策事業の内容であります。公営住宅建設事業6,310万円。緊急防災・減災事業、

厚内地区避難所等整備事業２億円。臨時財政対策債２億円。限度額合計８億1,490万円。い

ずれの事業も、起債の方法につきましては証書借入又は証券発行、利率にいきましては年

5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後

においては、当該見直し後の利率）、償還の方法につきましては政府資金又は金融機関等の

融通条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは

繰上償還又は低利債に借換することができる。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 地方債までの質疑は歳入の質疑とあわせて行いたいと思いますが、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、地方債までの質疑は歳入の質疑とあわせて行うことに決定をいたしました。 

 次に、歳入歳出予算事項別明細書の審議は便宜上歳出から行いたいと思いますが、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、歳入歳出予算事項別明細書の審議は、歳出から行うことに決定をいたしました。 

 次に、平成25年度浦幌町一般会計予算及び特別会計予算の９議案は、本会議での質疑を

３回までとする会議規則第55条の規定を適用しないで審議を進めたいと思いますが、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、平成25年度浦幌町一般会計予算及び特別会計予算の９議案は、会議規則第55条

の規定を適用しないで審議することに決定をいたしました。 

 ここで説明員が入りますので、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時２９分  休憩 

午前１０時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 予算の審議は、各会計予算審査順序予定表に従って進めます。また、説明は配付してお

ります説明要領に従って行いますので、質疑及び答弁は簡潔かつ的確にお願いをいたしま

す。 

 それでは、１款１項１目議会費から２款６項１目監査委員費までの説明を求めます。 
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 議会事務局長。 

〇前田議会事務局長 予算書30ページをお開き願います。１款１項１目議会費、本年度予

算額7,635万9,000円、この科目につきましては議会の運営に係る経費であります。増額の

主なものは、14節使用料及び賃借料、議場及び委員会室会議システム並びに発言残時間等

表示システム機械借り上げ料の増によるものでございます。その他特に説明を加える事項

はございません。 

 次に、48ページをお開き願います。２款総務費、６項１目監査委員費、本年度予算額233万

2,000円、この科目につきましては監査の運営に係る経費であります。特に説明を加える事

項はございません。 

 以上で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 質疑がないようですので、次に２款１項１目一般管理費から４項２目参議院

議員選挙費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 31ページをごらん願います。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管

理費、本年度予算額３億1,419万円、この科目につきましては総務所管事務に要する予算及

び庁舎管理に要する予算を計上している科目でございます。主な増減額は、１節報酬で９

万円、４節共済費において次の32ページに記載の３年に１度負担する退職手当組合特別負

担金1,000万円、７節賃金で352万8,000円の増、12節役務費における手数料の214万7,000円

のそれぞれ増額でございます。13節委託料の389万7,000円の減額は、主に平成24年度の庁

舎耐震診断委託執行によるものでございます。なお、１節報酬、13節委託料、14節使用料

及び賃借料は、予算説明資料13ページに記載のとおりでございます。 

 33ページをお開き願います。２目情報化推進管理費、本年度予算額１億302万8,000円、

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

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

13節委託料で個別行政情報システム保守業務委託料444万8,000円の増額、ネットワーク稼

働制御システム運用管理保守業務委託料403万2,000円の増、次期庁内ネットワーク更新の

ための庁内ネットワークシステムリプレース基本設計委託料1,000万円の増、ホームページ

リニューアル作業等業務委託料169万8,000円の増額内容でございます。なお、13節委託料、

14節使用料及び賃借料は、予算説明資料13ページ、14ページに記載のとおりでございます。 

 36ページをお開き願います。５目財産管理費、本年度予算額1,383万9,000円、この科目

につきましては町有財産の管理に要する予算を計上している科目でございます。主な増額

は、13節委託料32万円の増、15節工事請負費で480万円、17節公有財産購入費で10万円の増

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

資料14ページに記載をしてございます。 
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 ６目財政調整等基金費、本年度予算額877万5,000円、この科目につきましては基金の積

み立てに要する予算を計上している科目でございます。25節積立金で既存基金利息分とし

て177万5,000円、ふるさとづくり基金積立金として700万円の内容でございます。 

 39ページをごらんおき願います。９目公平委員会費、本年度予算額１万1,000円、この科

目につきましては公平委員３名に要する予算を計上している科目でございます。１節報酬

は、予算説明資料15ページに記載をしてございます。 

 41ページをお開き願います。12目職員厚生費、本年度予算額784万円、この科目につきま

しては職員の福利厚生、職員研修等に要する予算を計上している科目でございます。主な

減額は、市町村職員共済投資住宅の賃借料344万7,000円、職員住宅にかかわります修繕工

事100万円の減額でございます。１節報酬、13節委託料につきましては、予算説明資料16ペ

ージに記載をしてございます。 

 13目諸費、本年度予算額3,745万円、この科目につきましては行政区の振興、各種団体の

活動推進、コミュニティ施設の管理、常室簡易郵便局の維持管理に要する予算を計上して

いる科目でございます。主な増減額は、地域会館の修繕工事に要した200万円の減、19節負

担金、補助及び交付金の浦幌町生活交通ネットワーク計画協議会負担金の350万円の増でご

ざいます。なお、１節報酬、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金は、予算説明資料

16ページに記載をしてございます。 

 46ページをごらんおき願います。４項選挙費、１目選挙管理委員会費、本年度予算額

1,058万7,000円、この科目につきましては選挙管理委員会事務局及び選挙管理委員４名に

要する予算を計上している科目でございます。なお、１節報酬は、予算説明資料17ページ

に記載をしてございます。 

 ２目参議院議員選挙費、本年度予算額855万8,000円、本年行われます参議院議員選挙に

要する予算を計上している内容でございます。１節報酬は、予算説明資料17ページに記載

をしてございます。 

 海区漁業調整委員選挙費は、廃目整理でございます。 

 以上で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。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 先日非常にすばらしいＧＩＳ統合地理情報システムを含め、いろいろな資料

をいただきました。今まで５年間かけてこのようなすばらしいデータができたということ

で、非常に感激をしております。そこで、用語がちょっとわからない部分がありまして、

ポリゴンというのは具体的にどのようなことで我々住民は捉えていけばいいのか。それと、

ラスタという言葉があります。これも今回初めて出てきた用語だと思いますので、各課に

行って説明を聞けばよかったのですが、この場で皆さんにも聞いていただきたいというこ

とでお願いいたします。 

 それと、昨年ですか、統合型ＧＩＳ構築ができれば、ホームページに一部載せるという
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ことでお話が確かにあったと思うのですが、その点どの部分をホームページに載せていた

だけるのか、それの確認をしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ３点のご質問があったかと思います。最初に、追加の説明資料の中での

ことであるかと思いますけれども、データ種別の中のポリゴンという名称の部分がどうい

う内容かといった質問かと思います。ポリゴンといいますのは、まずはＧＩＳという、い

わゆる地理情報システムというふうには言われておりますけれども、地図の情報を電子化

にかえて、そして通常パソコン端末で見れるというようなものになります。ただ、これは

あくまで地図の情報を画面上に映し出すものでございますから、通常の絵と申しますのは

大概ＰＤＦ等で加工して見るだけになってあるわけでありますけれども、座標値等をやは

り組み込まないと画面上の図面上で測量等の計算ができ得ないといったものもございます

し、またどこに何があるのだという分をあらかじめ座標をもってしっかり管理をしていな

いと、建物ですとか土地の異動があった場合そこに落とすことができなくなってくるとい

ったものもございます。こういったものの基礎数値的なものとして加工していく上では、

やはり一つの統一したものを整理しなければいけないものですから、その手法として俗に

ポリゴンと言われているものがございます。 

 また、先ほどの１点、ラスタの中でございますけれども、これにつきましても同じよう

にここで言っているところの個別の空間データ、これは農業振興係の農業振興区域図とい

うデータがございます。もともとＧＩＳとは別なものであったわけでありますけれども、

これも共有できるようないわゆる通常でいいますとコンテンツの中、要するに対応として

ＧＩＳのほうに落として適用ができるかどうかというのもございますので、これらは加工

しなければいけないといったものがありますので、この整備を図るものでございます。 

 また、町のホームページにどこまで載せていくのだということにつきましては、お手元

にお配りさせていただきました、改めて地図の状況を、今現在の内容でございますけれど

も、お知らせする部分としてＡ３の大きなものでございますけれども、お示しをさせてい

ただきました。この中で、公共施設等については別に支障はないわけでありますけれども、

一部個人の情報にかかわるものも確かにございます。これらのやはり整備というものがご

ざいます。また、内規的なもの、いわゆる個人の情報をどうやって扱っていくかと。行政

情報は、個人の情報を扱うのが常でありますけれども、公表するしないの分としてはある

程度の法的な解釈と申しますか、遵守をしなければいけないという分がございますので、

これらにつきましては今後それらの支障のない形でのものとして対応していきたいのと、

またホームページのリニューアルもございますけれども、それらと含めて果たして絵とし

てボリューム的に対応できるかということも含めまして編集をしてまいりたいと思ってご

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 ６番、福原議員。 



                                             － 12 － 

〇福原議員 ご丁寧な説明、ありがとうございました。非常にわかりやすいいろいろな資

料ができたということで、個人情報とも本当に絡んでくると思います。それで、許される

範囲内での、今説明をお聞きしましたら、載せるということで、いつごろからそれを載せ

ていただけるかということを確認しておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 まず、ホームページのリニューアルを平成25年度考えてござ

います。そのホームページのリニューアルについては、５月末ないし６月の頭を予定して

ございます。その期間までにいろいろ協議をさせていただいて、間に合えば、今ありまし

たように影響のない範囲でということになろうかと思います。と申しますのは、今後ソフ

トとかいろいろやっていく中でやっぱり余りにも地図データということで重たいなり、い

ろいろデータを見るのにということあろうかと思いますし、どこまでその辺を整備できる

かというのは総務課のほうと協議をしながら進めていきたいというふうに考えております

ので、お願いします。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私は、情報化推進管理費の中のホームページのリニューアルの件についてお

聞きをしたいと思います。このリニューアルを新年度行うということで、どのタイミング

でどういう形で行っていくのか、その内容についてどういうような考えを持って行ってい

くのかということ、まずこの部分について１点お伺いをしたいということ。 

 それと、もう一点お伺いをしたいのですけれども、きのういろんな調べ事をする中にお

いて見ておりました。このホームページ、せっかくいいものをつくっても、やはり町民の

皆さんとのコミュニケーションがしっかりとなされていなければ、何ぼいいものをつくっ

てもしようがないですし、カウントが上がっていくというのはやっぱりいろいろ更新が肝

心なのです。最初何ぼつくっても、そのままではだめなのです。いろんな町民の声なり、

いろんな部分が更新されていくことがやはり本当の意味でのいいホームページだというふ

うに思いますので、その町民の声をしっかりと取り入れていくというようなことも踏まえ

て、いい今回ホームページのリニューアルをされていくということだと思いますので、そ

の辺の考え方をまずお聞きをするという部分と、それとその中で私ちょっときのう見て気

になったのですが、なかなか更新されないと思っていた町民の声がつい先日更新をされて

おりました。それで、なかなか無記名での、記名のない中での町民の声ですから、この辺

が難しくて、先般のまちづくりのアンケートの中でもそういう無記名での声を受け付けて

くれというようなアンケート調査もありました。だから、なかなか記名をして町民の声を

集めるということは難しいということも理解できるのですけれども、ただその部分でここ

ら辺が難しいところなのですけれども、来たものをただそのままぽんと載せてしまうとい

うことが本当にいいのかなという、私きのうのちょっと見ていて思ったのですが、一番最

新の町民の声について明らかに適切ではない表現が入っているなと思うのです。何がしか
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業者と町が癒着しているのではないかだとか、そういうような表現がこのホームページに

入っているということが、私はこれ見て、一般の人方が見たときに、そんなことなんて今

あり得ないわけだから、しかしそういう表現が入っているということがちょっと適切では

ないと。こういう声が上がってくるというのは、どちらかというと批判的な声が多いのも

事実なので、この辺をどこまでで抑えるかという、ここら辺の基準というものをつくって

いかなければならないのかなと。ですから、今せっかくいいホームページをまたリニュー

アルしてやろうとする中で、町民の声をどの程度入れていくかという基準というものは、

私はきのうも見ながら、せっかくの町民の声だからストレートに入れていくということも

大事なのだけれども、ただそれはみんなが見るわけですから、誤解のあるような表現とい

うのはやっぱり削除するなりというような、この辺の兼ね合いが本当に難しいなという思

いをしていたのです。ですから、この辺についての町のスタンス、考え方もあわせてお伺

いをしたいというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 まず、ホームページのリニューアルに対する考え方でござい

ますが、ホームページにつきましては町民の方であれば町の行政情報なり、お子さんのい

る方であれば子どもに対する助成制度なりを調べたいという中でホームページを利用され

る方が多いと思います。そんな中で、うちのホームページをごらんになってわかるかと思

うのですが、一部課単位の、課の仕事の中でホームページへ入っていかなければ探せない

ということになってございます。そんな中で、基本的にホームページへ入ってくる人はす

ぐ探したいということがあるということも踏まえまして、できればまずそういう部分を統

一していきたいと。子どものことであれば、子どもの関連、そこを開いたら１つでいろん

なことが検索できるというような形にしていきたいというのが１つございます。また、今

後このことに関しましては、議会の議決をいただいた後ある程度の形を示した中でホーム

ページのモニターさんのご意見もいただきながら、最終的な形を決めていきたい。また、

あわせて今後、前回の一般質問にもありましたように、各課からのこういうものをトップ

画面なりいろんな部分にしてほしいということも協議をさせてもらいながら、よりよいも

のにしていきたいなというふうに考えてございます。どちらにしましても、一般の方含め

て、モニターさん含めて、役場の中のほうからもご意見をいただいた中で、今現在見やす

いと言われる方もいますし、もうちょっとわかりやすくしてほしいという、一回わかれば

ある程度各課の仕事を探すにも入りやすいのではないかと思うのですが、初めてなり久し

ぶりに使ったりするときは見づらいという意見もございましたので、その辺を考慮しなが

らホームページのリニューアルを進めていきたいというふうに考えてございます。 

 次に、更新含めて最新の情報、データということでございますが、基本的にまちづくり

政策課のほうで全体のホームページの管理をさせていただいております。各課ごとの情報

というのは、それぞれ各課においてこういう情報を掲載したい、更新したいという中で進
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めてございます。その中でうちのほうとしても、各課のほうには情報更新ある場合は速や

かに実施していただくようにお願いをしておりますし、特に新しい年度、制度等が変わっ

た場合については周知を怠らないようにというような中で、今後とも各課連携をとりなが

らその辺のこと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。 

 それと、最後に町民の声ということでございます、アンケート含めていろんな中で。基

本的にうちのほうとしては、個人が特定されたり、個人に対する誹謗中傷については、ホ

ームページから、あと広報にいわゆる封筒をつけてございますので、町民の声ということ

の中で、その封筒により意見が寄せられる場合があります。そんな中で基本的に申します

と、先ほど言いましたように、個人が特定されるとか、そういう部分以外については載せ

ていこうということになってございます。というのは、町民の声と、逆にそういうふうに

考えている人もいるのだよという中で、ただいろいろアンケートも今公表してございます

が、その中でいろいろ協議をしながらこの部分はどうかなというのも実際ございます。た

だ、基本的には回答させてもらったときに、町がこの分を自分なりに文章を変えているの

ではないかとか、それはやっぱりどうしても答えなければならない分があると思います。

今回の部分も、その分について回答を求めるということでございましたので、そこに対し

ては答えていきたいということで、その文章をいじってもまた本人が町のほうでそれを操

作、町民の声をいじっているのではないかということになりますので、その辺については

回答をしていったと。ただ、余りにも、今までアンケート含めて、中にはあります。そう

いう部分で参考、ご意見として伺った分もあります。ただ、今回については、そういう回

答いただきたいというお話だったので、回答してございます。また、先ほど言いましたよ

うに個人が特定されるなり誹謗中傷含めてについては、今後ともその内容を見ながら公表

していくかどうか、回答していくかどうか決めていきたいと思いますし、もともと記名、

無記名は問わないということで行政に対するご意見を求めておりますので、それについて

どうぞご理解願いたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 ホームページの形につきましては、今課長言われたように、例えば私も先般

第３期まちづくり計画をホームページで見ようかなと思ったら、結局各課なのです。だか

ら、まちづくり政策課に行かなければだめなのです。だけれども、一般町民がそれがまち

づくり政策課なのかどうなのか、これはわからないですよね、やはり。だから、そういう

部分では今課長言われたようにわかりづらいという声をきちっと聞いた上で新しいリニュ

ーアルをしていただくということは、結構なことだと思いますし、やはりそういった部分

でモニターの方の声も入れながら、いいホームページにリニューアルをしていただければ

なというふうに思います。 

 あと、町民向けでもありますけれども、町外の方も見られますので、だからやっぱりそ

ういったことも踏まえてリニューアルについては細心の注意を払った上でいいものをつく

っていただきたいということであります。 



                                             － 15 － 

 それと、最後に言われた町民の声、町民からのいろんな部分での声というものが、これ

が本当に難しい。今言われたように、ある程度個人なり、そういう部分が特定されないも

のについては町としては全て掲載をしていくという、これは町の考え方ですから、そうい

うことであればそれで、ただここら辺は本当に考えていかなければ、こういった部分がい

ろんな問題になるので、そこの中でフェイスブックを利用するだとか、いろんな市町村も

出てきています。こういった部分での一定の制限というものも、やはり私は今後の中の検

討の一つには入れていっていただきたいというふうに思いますし、ここの線引きというの

は本当に私は難しいというふうに思います。だから、知らない人が、誤解する人が見れば、

何か本当に町と業者が癒着しているのかなんていうような、そんなつもりではなく書いて

いると思うのです、本人も。しかし、やっぱり見る人はそういうふうに見てしまうわけで

す。だから、そういうような部分の表現というものについては、私はこれからいろんな部

分で検討されていくというふうに思いますから、この部分についてもいろんな調査研究を

していかなければ、ただただ全てを受け入れて掲載していくということが、私は決してそ

れが町民の本当の声としてのいい形にはならないのだろうなというふうにも思っておりま

すので、その辺の部分について改めての、今せっかくいろいろやりますから、調査研究を

ぜひしていただきたい。ただホームページのあれを変えるだけではなくて、いろんな部分

で本当に情報発信は大事なところですし、奥の深い問題でありますので、ぜひこの部分の

さらなる調査研究をお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 町民の声、議員が言われるように、私どもも本当にどこまで載せたらいいの

かというのは常に町民の声をいただいたときにいろいろ協議をさせていただいています。

文章を変えることによって町民の皆さんの意見が、意見というか、意向が変えてしまうと

いうことになったら、これまた意味がないということもありまして、大変微妙な線が多々

あるということで、１件１件どこまで載せるのだろうと、どこまで町民の意見を町民の皆

さんにお知らせしたらいいのだろうというのは常に悩みも抱えながら選別を、選別という

か、載せるべきか載せないべきかという検討をさせていただいています。今後もきっとそ

ういう形になってくるのだろうなというふうに思いますけれども、いかんせん町民の皆さ

んから多くの意見をいただくということは大切なことでありますから、町政に対するご意

見をできるだけ正直に載せていこうということで今取り組んでいるところでありますけれ

ども、言葉のちょっと遺憾な部分というのについては当然削除なり、言葉をかえさせてい

ただくということも出てくると思いますけれども、できるだけ正直にやっていきたいなと、

正直に載せていきたいなということで今中で取り組んでいるところでありますので、今言

われている調査研究というか、そういうことは一つ一つやはり検討を重ねながらというこ

とでお返ししていくのがいいのかなということでは取り組んでまいりたいと思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 
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〇安藤議員 私もＧＩＳの関係でちょっとお聞きしたいことがあります。本当に立派な資

料いただきまして、ありがとうございます。まちづくり計画の中でＧＩＳの構築が27年ま

で年間2,200万ということでついております。27年まで今そういうことなのですけれども、

いつまでそういうふうに計画をしていくのか、それとあと今後のデータ整備の項目、それ

を教えていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問についてご説明をさせていただきます。 

 資料に載っている実績がそういう形で進めてきたと、これは当初からこの年度、期間に

ついてもそのような形で進めてきておりますので、また27年度までというような予定を組

んでいるということで、今のところはそういう形で進めていきたいというふうには思って

いるところでございます。 

 また、データ整備につきましても、現在のこのような形で進めていく分としてなってご

ざいますので、ご理解をいただきたいなというふうに思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 データ整備の関係ですけれども、まだ余り福祉の関係とか防災だとか、そう

いうの載ってきていないのですが、そういうのも含めて今後やっていくのかどうか、ちょ

っとお聞きしたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 福祉の関係につきましては、この計画に当初からございましたので、こ

れは現在も進めてございます。ただ、今般の資料につきましては、先ほどもご質問であり

ましたとおり、個人の情報にもかかわる分が多々ございましたので、このことにつきまし

てはお示しができなかったと、資料についてはお示しできなかったということでご理解い

ただきたいと思います。いずれにいたしましても、公表とする分についてはやはり公表の

扱いという分がございますので、この辺は先ほどご説明したとおりの分で精査をしてまい

りたいというふうに思ってございます。 

 また、防災にかかわりましては、ホームページ上でどうあらわすかということも検討す

るという分もございますので、これはリニューアルと一緒にどのような形で進めていくか

という分については検証してまいりたいと思ってございますので、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 質疑がないようですので、次に９款１項１目常備消防費から14款１項１目予

備費までの説明を求めます。 
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 総務課長。 

〇鈴木総務課長 90ページをお開き願います。９款１項消防費、１目常備消防費、本年度

予算額２億891万5,000円、２目非常備消防費、本年度予算額2,441万4,000円、３目消防施

設費、本年度予算額5,057万9,000円、この１目から３目につきましては本一般会計予算書

の最終114ページの次のページのウグイス色の表紙のところをごらんおき願いたいと思い

ます。114ページの次になります。その表紙には、（参考）東十勝消防事務組合一般会計予

算（浦幌町分）と付してございますけれども、この次のページからについてそれに基づき

ましてご説明をさせていただきます。１ページをごらんおき願います。科目につきまして

は、東十勝消防事務組合への浦幌町拠出分を計上している科目の内容となってございます。 

 歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目消防負担金、本年度予算額２億8,390万

8,000円、主な内容は消防施設費で高規格救急車購入費等に係る3,728万4,000円の増額でご

ざいます。 

 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95万1,000円。 

 ４款１項１目繰越金は、30万円でございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入は、本年度予算額5,000円の内容となっております。 

 次のページをお開き願います。３、歳出、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２億125万3,000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ございます。主な減額は、２節給料、３

節職員手当等、４節共済費の人件費で360万6,000円の減額となるものでございます。９節

旅費29万4,000円につきましては、増額の内容であります。なお、13節委託料、14節使用料

及び賃借料は、予算説明資料29ページに記載をしてございます。 

 ４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2,441万

4,000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ございま

す。主な減額は、９節旅費45万8,000円減の内容であります。なお、１節報酬は、予算説明

資料29ページに記載をしてございます。 

 次に、５ページをごらんおき願います。３款１項消防施設費、４目浦幌消防施設費、本

年度予算額5,057万9,000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庁舎及び消防吏員待機宿舎の改修

にかかわり59万4,000円の増、18節備品購入費で高規格救急車購入費3,490万円、19節負担

金、補助及び交付金で消防救急無線デジタル化の実施設計に伴う共同整備事業負担金87万

2,000円の増であります。なお、15節工事請負費、18節備品購入費、19節負担金、補助及び

交付金は、予算説明資料29ページに記載をしてございます。 

 ２ページに戻りまして、済みません。この中の５目浦幌消防署費、一般財源２億28万

7,000円、また次のページの４目、同じく一般財源2,441万4,000円、また同じく５ページの

４目浦幌消防施設費の一般財源5,057万9,000円が該当する内容となるものでございます。 
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 次に、予算書の91ページにお戻りをいただきたいと思います。４目災害対策費、本年度

予算額２億4,408万9,000円、この科目につきましては防災、災害対策、国民保護に要する

予算を計上している科目でございます。主な増減額は、11節需用費の印刷製本費157万

5,000円の減は防災ハザードマップ印刷作成執行によるもので、13節委託料において平成

24年度整備のデジタル防災行政無線の保守業務委託料283万5,000円、津波避難場所に至る

避難通路の調査設計測量委託料200万円、14節使用料及び賃借料におきましては防災行政無

線の中継局として利用する無線事業者の局舎と通路の利用に当たっての賃借料92万

4,000円、避難道路及び避難場所の整備にかかわり15節工事請負費4,300万円、18節備品購

入費は各避難場所における備蓄品整備として389万6,000円のそれぞれ増額となるものの内

容でございます。19節負担金、補助及び交付金は、平成24年度に整備されました北海道総

合行政情報ネットワーク更新整備負担金242万9,000円の減が主な内容でございます。なお、

１節報酬、11節需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、18節備品

購入費、19節負担金、補助及び交付金は、予算説明資料29ページ、30ページに記載をして

ございます。 

 なお、平成24年第３回町議会臨時会におきまして補正予算のご議決をいただきました浦

幌町地域防災計画の見直し業務委託につきまして、津波避難計画も含め本年３月末をもっ

て策定となりますことから、関連予算につきまして本当初予算編成において時間的に困難

でございましたことから、計画策定後速やかに精査をし、次期町議会に改めてご提案した

く現在作業を進めておりますので、ご理解を賜りますようお願いをいたします。 

 113ページをお開き願います。12款１項公債費、１目元金、本年度予算額７億315万

1,000円、894万9,000円の減でございます。23節償還金、利子及び割引料の内容でございま

す。 

 ２目利子、本年度予算額9,673万7,000円は、前年度比較425万2,000円の減額でございま

す。23節償還金、利子及び割引料の内容となっております。 

 ３目公債諸費、本年度予算額５万7,000円は、2,000円の減額となるもので、12節役務費、

手数料の内容でございます。 

 114ページをごらん願います。13款諸支出金、１項１目過年度支出金、本年度予算額２万

円の内容でございます。 

 14款１項１目予備費、本年度予算額100万円でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、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 それでは、消防施設費の高規格救急車の購入についてお伺いをしたいなと思

いますが、今現在２台体制をとっている中において１台予備の体制をとっているというこ

とで、その予備の部分が大変古いということの中で今回更新ということであります。前の

議員の中からもいろんな質問の中で、浦幌にとっては帯広からこれだけ離れている地域柄
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やはり消防の救急車の２台体制ということはぜひ堅持してほしいというような、今までそ

ういうような意見もありましたので、それについては私もそのとおりだなというふうに思

っています。そこでなのですけれども、この２台をするに当たって今回もこれやりますけ

れども、実際にどういうような稼働状況といったらいいのでしょうか、本当に２台が必要

だよということを、今回過疎債の対応にはなっていますけれども、やっぱりしっかりと町

民に理解をしていただくためにも実際に今の稼働状況という部分、また古くなっていると

いうような部分についても、要するに今の現状でどういうような兼ね合いを考えているの

か、例えば何年というような耐用年数で考えていることなのか、走行キロとかいろんな、

どういうようなことを基準に更新という部分を考えていらっしゃるのか、この辺について

の救急車についての基本的な考え方お伺いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 稼働の実績については、申しわけありません、詳細については消防署の

ことでございますので、今回持ち得てきておりませんけれども、予算査定の中でもお話を

させていただきました。１点的には、やはり高規格の救急車ということで、近年救急業務

にかかわりまして医療業務とまではあれですけれども、救急隊の資格の中でいろいろな対

応が多種多様になってきたという分がございます。その中にやはり高規格の救急車でない

と対応ができないといったものがございます。また、そういった関係上、高規格の救急車

を配備したいというのが１点でございます。 

 また、おっしゃったとおり２台の堅持ということが大事なことでございますので、この

高規格の救急車を２台配備した中でやはり救急業務を行っていきたいというのがこの基本

的な考え方でございます。 

 また、更新のときにつきましては、査定の中でもお話はありましたけれども、申しわけ

ございません、その年数が主にカウントされるわけでありますけれども、このことにつき

ましてはやはり財政的なこともございますので、ある程度そのことにつきましては利用の

時間も延ばしていただいているというのもございます。根本的には、本来的にはまちづく

り計画で申し上げますと昨年の24年度の中の更新という計画であったわけでありますけれ

ども、やはりそういったことも鑑みまして１年延ばしていただくという分の中での対応と

いうことになった次第でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 消防の稼働実績等々のそういう部分については、消防署のことでありますか

ら、なかなか詳細がわからないという部分でありますから、これもだから難しいです。総

務課の対応の中で、そこら辺の細かい部分の数字までを把握しておきなさいということも

やっぱり難しいのです。ですから、やっぱり担当がここにきちっと来て説明すべきなので

す、これは。そういうことだと思います。その辺については、今までだって実際にいたで

はないですか。課長だっていたではないですか、今ここに。そういうようなことについて
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ということは、ぜひ私は町長にも考えてやっていただきたいなというふうに思っておりま

す。これは、東十勝の部分ですから、事務組合のことだということは私たちも聞いていま

す。しかし、これだけの部分の大きな大事な部分でありますから、やっぱりこういう２台

体制が必要なのだというような数字的な根拠というものもしっかりと私は示していただき

たいなというふうに思いますので、私はぜひその辺については町長にもお考えをいただき

たいなというふうに思っております。 

 それで、今も言った更新の根拠についても、これは前にもちょっとお話をいただいてい

ましたけれども、消防も今広域の部分でいろんな動きがあるというような部分も含めて、

また当然予算的な部分も含めて、それは少しでも使えるものは長く使うにこしたことはな

いわけですから、そこら辺なのです。ただ、広域の部分も含めていろいろ１年延びている

という部分においてもこの段階での更新を決断したということは、今ある古いほうのそう

いうのがきちっとした対応ができないのではないかというような判断のもとに私は今回

25年度に対応したということだと思うのです。ですから、今の予備として扱っていたもの

についての現状というものも私はお知らせをいただきたいなというような思いでありま

す。その辺については、今署長もいませんので、現状についてはなかなかわからないとい

うことでありますから、この辺についてはやむを得ないのかなというふうには思っており

ます。ただ、どちらにしましてもこの２台体制という部分についてがいつの段階でどうい

う形になるのかというようなこと、また事故とかいろんなことがあって、やっぱり何かあ

ったときにきちっとした浦幌町民の生命が守らなければなりませんから、私はそういうこ

とを考えると早急な対応ということになるのでしょうけれども、この設備の体制のできる

時期というのでしょうか、ここら辺もいついつからこの高規格車が２台体制になって進ま

れていくよというようなこと、この広域化の部分も含めての考え方も含めていま一度答弁

を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ２台体制の分といたしまして、このご提案申し上げた予算が整いました

ら、早急に発注という運びになることになると思います。その予定といたしましては、４

月中に入札の手続を済ませていきたいなというふうに考えてございます。ただ、受注の生

産の内容でございますので、期間的には相当数が要るのだろうというふうには思ってはお

りますけれども、いずれにいたしましても早い時期に入札を執行してまいりたいというふ

うには考えているところでございます。 

（「広域のやつもちょっと」の声あり） 

〇田村議長 総務課長。 

〇鈴木総務課長 広域に関しましても現在協議中ということで、このことにつきましても

配備について町としても要望的には申し上げているところでございます。これが最終的に

はまだ決定というふうにはなってございませんので、ただ、今のところ協議の事項の中に
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組み入れられているということでなってございますので、今後の推移を見ながら、やはり

お話しするところはしていきたいというふうには考えているところでございます。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 私も今の高規格の消防車の導入について再度確認というか、今後の大きな問

題になると思いますし、発言させてもらうのですけれども、ご存じのとおり１台は事故で

非常に町民に迷惑かけているということで、また消防体制においては近隣町村の応援もら

うということで進んでいることは事実でございますけれども、今度のこの規格を入れるた

めに、大きな金額ですけれども、大きな問題はやっぱり特殊車両でございますので、いろ

んなことで大変な、一般汎用車両と違いまして、もし事故あったときには補修というのは

非常に難しいと思うのですけれども、この入札、今後議会議決になった後に今言ったよう

に入札し、それから発注するということになりますけれども、問題はメンテの問題だと思

うのです。私も商売柄やはり価格が折り合いつけば、あとはいかにメンテナンスをしてく

れるか、特に事故あった場合にどのような形で、短期間ですぐまた現状復帰できるかとい

うことが大きな問題になってくる、特に浦幌のこの問題、正直言ってきのうかきょうでな

いですか、直って入ってきたのは。それだけの間町民に、また近隣の市町村にいろんなこ

とでご迷惑かけると、事態においては一般車両をもって現場へ駆けつけたということも聞

いておりますけれども、この入札のときにそういうもし万が一あったときにメンテナンス

的にも大きな入札条件という形で入れられないものなのかどうなのか、それについてお伺

いしたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問について、車両購入に当たって、その当該車両にかか

わるメンテナンスについて入札の条件に付することができるかといったようなご質問だっ

たかと思います。このことにつきましては、今までの備品購入、いわゆる車両購入にかか

わりましては通常の信義に基づいた中での管理と申しますか、そのメンテという部分とし

てなってございます。ただ、その附帯条件として特記事項を付せるかどうかと、さらにと

いう。このことにつきましては、今までしてございませんでしたので、これは他にどのよ

うな措置があるかということにつきましては今後検証、勉強、調査をさせていただきたい

なと思ってございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。今言ったように、普通の車両であれば、ほかの車で対応とれ

ますけれども、これ特殊車両でありまして、町民の先ほども質問のあったとおり生命の大

事なフォローアップする車でありますし、今言ったように機械のメンテとは別にしても、

今回の場合についてはお伺いすると本当にその補修の関係が本州まで出していかなければ

ならないとかという形で相当数かかっていると。そういうところを指名業者にすることが
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果たしていいのかどうかという問題も絡んできますし、やはり発注したほうは当然運用し

なければならないですけれども、受けたほうは特殊車両だということを認識してすぐでも

本当に補修なりいろんなことをやって、すぐ現場復帰できるような形を最低限やっぱり入

札の中にでも科目として入れておかないと、ずるずる、ずるずるまだありません、まだで

きません、その間本当に生命が危機にさらされているという、大きなことを言いますと、

このような状況になると思うのです。だから、その辺についてもやはり単なる金額だ、設

置備品だではなくて、この車両が本当に特殊車両であるということを十分認識した上での

入札、またその後の対応をきちっとした条件、場合によってはペナルティーも科すぐらい

の条件を課して入札することが私は基本でないかと思うのですけれども、再度この考え方

についてお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 救急車の関係で、今般職員が不注意によりまして事故を起こしたというこ

とで、今修理に時間を要しているということでありまして、きょう直って帰ってくるとい

う情報であります。今野村議員のほうから言われていましたけれども、メンテの関係でご

ざいますけれども、今回高規格といえども結構年数が経過しているという中で、車両自体

を加工して、もともと特殊車両ですから、つくっているという中で部品がすぐないという

ような状況で、どうしても加工しながらまた直すということでありまして、そういう中で

かなりの時間を要したということでございます。当然入札の関係については、備品等の購

入については一定の期間の保証という部分についてはあるわけでございますけれども、そ

ういう意味で考えますと、やはり何といっても一番は特殊車両である、人命を預かる特殊

車両である以上やっぱり職員がふだんからそういった事故を起こさない等、常時当然気を

つけなければいけないでしょうし、あるいは整備についても気をつけていくと、こういう

ことがやはり基本なのかなというふうに考えております。入札の条件については、どの辺

までできるのか、それについては検討させていただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 91ページの災害対策費の中というか、自主防災組織のことについて少しお話

を伺っておきたいと思います。非常にハード的にはたくさんの予算を計上しまして、今後

進めて今年度やっていくというふうに予算がとってあります。ソフト面につきまして非常

に苦労はされているとは思いますが、今の進捗状況、自主防災組織の進捗状況ですとか、

今後の計画推進はどのように町として考えていかれるのかお聞きしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 関連の中で、自主防災組織という部分についての対応についてのご質問

かと思います。このことについて説明させていただきます。 
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 現在昨年、24年度当初から自主防災組織について、そのお話を各行政区に実際にお回り

させていただいて、行政区の役員会もしくは総会等の中にお邪魔をさせていただいて、お

時間を拝借してそのお話をさせていただくということで、全59行政区のうちの46だったと

思いますけれども、の行政区をお回りさせていただきました。この中では、現在の中で防

災の部分としてやはりいち早く避難等含めた中では地域の役割と申しますか、部分が大事

だと、これは過去の大きな震災の経験が言われているという部分も含めてお話をさせてい

ただきました。なかなかそうはいっても難しい部分が、組織の設立については難しい部分

があるという部分もございますので、こちらから情報を伝えながらそういった際にはまた

お呼びいただいた中で説明に参りたいというふうなことで回っております。また、このこ

とにつきましては、やはり１度ではなかなか済まないものですから、新年度においてもま

た改めてお回りをして、何とか自主防災組織のことについてお話をしていただいて設立と

いう分までいっていただければなというようなことで、地道にお話し合いを続けていきた

いなというふうに思ってございます。また、その際に設立にかかわったいろんな諸用品も

要るだろうといったお話もございます。この中にありましては、本町の補助事業でござい

ます笑顔輝く地域支援事業がございますので、この補助事業をぜひとも使っていただいて

そういった整備も含めてお考えいただきたいということもお話をさせていただいておりま

す。いずれにいたしましても、自主防災組織については一つでも多く行政区単位の中で設

立をしていただくようなことをこちらも事あるごとにお話をさせていただき、またお邪魔

をさせていただき、お話を進めていきたいなと思っているところでございますので、ご理

解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 いろいろ地域に46行政区回って歩いて非常に反応が少ない、自分の命は守ら

なければならないのにこの自主防災組織がなかなか浸透していかない、行政区の中でも話

題になっておりません、現在は。説明に来ていただいたと思いますが、何か工夫が必要で

はないかと思うのです、自主防災組織を立ち上げるために。それをぜひともこれから研究

していただいて、どうやったら自分たちの命を守るためにこういう大事な組織ができない

のか、何がネックでできないのかということをよその町を見ながらいろいろと勉強を私ど

ももしていきますし、町側としてもその姿勢を何かどこかで直していかなかったら、多分

これ浸透していかないのではないかなというふうに思っていますので、ぜひともその辺も

これから研究をお願いしたいというふうに思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまご指摘いただいた部分は、ごもっともな分もございます。なか

なか関心の度合いが、やはり大きな震災があった中では時間が経過すると関心の度合いも

それとともに比例していくのかなという分にも言われていることもございます。そんな中

で、やはり大事なことだという分を日ごろから何とかご理解をいただくような方法という



                                             － 24 － 

ものを考えていきたいなと思っていますし、また先進事例も調査しながら努めてまいりた

いなと思ってございます。また、いろんなご意見もいただきながら、ご指導もいただきな

がら効果のある方法というものを今後も調査研究してまいりたい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。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 私も防災に関して確認といいますか、ちょっとお尋ねをさせていただきたい

と思います。今るる課長のほうからも説明あり、行政区においても相当数回り、町民の方

の理解を得ようとしています。しかしながら、同僚議員からも言われたように、町民の意

識がいま一つ薄いといいますか、なかなか理解をしていただけない部分、そのことについ

ては大変言葉であらわしても難しい部分があるのかなというふうに認識はしております。

ただ、私どもも含めてそうですけれども、まず町民の方々がどう意識をしていただくか、

このことから始まるのかなと。ただ、組織をつくってください、組織をつくれば行政とし

てこうしますよというと、どうしてもそちらのほうが先に立ってしまって、町民同士のつ

ながり、これをまずどう持っていただくかによってはかなり進み方も違うのかなと。自主

防災、それに対する約束事、条例も含めてそうですけれども、そうするとどうしてもでは

その責任はどうなるのだろうか、町内で責任持てないぞ、ではそれが区長なのかとなりま

すので、これは質問なのか意見なのかみたいになりますけれども、まず町内お互いが声を

かけ合う、そこからでもいいからやってもらうような、かつて子どもたち育てるに当たっ

ても町民総ぐるみ、町内総ぐるみでそういったことから始めるような方法で、これからも

まだ行政区回ると思うのですけれども、かた苦しさから一歩抜けたような説明の仕方とい

うのはどうなのかなと思いますけれども、その点についていかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問について説明させていただきます。 

 各行政区をお回りして自主防災組織について話をさせていただいた中で直接感じていま

すことは、皆さん関心はあるのはあるということで、ただどのような形態でどのようなこ

とをすればいいのだというのがなかなかわかりづらいというのも確かにあります。このこ

とについては、やはりこちらもその分として今後は何かわかりやすい方法がないかなとい

う分で、ただ行政区によっていろんな事情がありまして、一律の扱いもなかなかできない

というのも、これも事実でございます。そんな中で、どういったパターンがあり得るのか

なということを今後改めてご提示申し上げて、少しでもわかりやすい方法と申しますか、

取りかかりやすい方法ができないものかということは今後の課題として、先ほども説明さ

せていただいたとおりほかの事例も調べながら、皆さんにわかりやすいような、また取り

かかりやすいような、そういった組織の手だてというのが調査研究をさせていただきたい

なと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
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〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 津波に関して避難先のことでちょっとお伺いします。厚内で齊藤牧場、それ

から堺氏の沢、それから浜厚内の生活館の裏、小学校裏の林道入り口、各地示されている

のですけれども、だんだんその様子が地域住民にもわかってきますと、やっぱり地域住民

の中からもここはどうなってこういうふうになったのだいといろんな声が聞こえてきま

す。１点、厚内においての津波の高さ、遡上高、これ１度お聞きしたのですけれども、遡

上高が37メートルまで上がる、こういった情報もやっぱり出ております。ただ、小学校の

裏、林道の入り口のあの部分の高さはどのくらいの高さがあるのか、その点をちょっとお

示ししてほしいと思います。 

 それから、地域の人に対する啓発の問題なのですけれども、これもやっぱり私何回も何

回も相談会の中で言っているのですけれども、私たちの周りの生活路だと思っていた部分

が実は避難路だったのだよ、これを地域の住民の皆さんに繰り返し繰り返しアナウンスし

てほしいのです。いろいろな防災組織を組織するに当たっても、私たちはやらなければな

らないというのは思ってはいるのですけれども、さてどうやって声をかけていったらいい

のか、どうやってつくっていったらいいのか、これもやはり今同僚議員からも質問あった

のですけれども、この点についても町のほうからも早く我々にお示ししてほしい。 

 以上、３点についてちょっと回答いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問について説明させていただきます。１点目は、津波の

遡上高の高さと申しますか、そのことについてどうなのだということと２点目につきまし

てはその避難場所の高さが現在標高幾らあるのだということと、また避難路について、そ

の確保についてどのような周知を図っていくかといったことだというふうに思いますの

で、そのことについて説明をさせていただきます。 

 まず、１点、遡上高につきましては、北海道の昨年の６月に出されました津波浸水予測

図、これはあくまで津波が浸水するという予測でございます。このことにつきましては、

遡上高も含めた中で津波が浸水するのはこの区域にはこの浸水の高さだということが示さ

れたものであります。遡上高につきましては、通常の何もないところでの津波が上がって

いった中で標高何メーターと言われているものであります。それが地形なり、また標高に

よっては変わってきますので、北海道が昨年６月に示されたその浸水予測図が公表となっ

ているものでございます。それが厚内地区におきましても沿岸地域におきましては、やは

り10メーター以上ですけれども、沿岸から山合いのほうに向かっていきますと50センチま

での浸水の予測になっていると。それらの中でそれぞれの避難場所につきましては、１点、

堺氏の沢と呼ばれているところにつきましては標高が29メートル、また小学校裏の林道厚

内線につきましての避難場所を想定しているところが29.4メートル、それから浜厚内生活

館の裏の避難場所と想定しているところが約30.6メートル、また齊藤牧場さんのところの
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角のところにつきましては約30.2メートルということの標高の高さと調査の結果判明して

ございます。これらにつきましては、津波の浸水予測図に照らし合わせましても、その部

分としては浸水がならないというようなことでの高さというふうに捉えておりますので、

この避難場所としては設定をさせていただきました。 

 また、今般まで津波避難計画というのが本町持ち得ておりませんでした。防災計画の見

直しに伴ってその津波避難計画というものも策定をしようということで、このことにつき

ましては沿岸地域の方々のところにお邪魔をしていろんな意見を聞きながら、町が独自で

計画を立てるわけではなく、町民の皆さんのご意見をいただきながら一緒に津波避難計画

という分を策定してまいりたいということで、都合それぞれ地区において３回ずつ協議を

重ねて意見もいただきました。その中で改めてと申しますか、今回初めて津波にかかわる

避難目標地点、また避難場所、そしてまた避難路、これらについて特定ができ得ましたの

で、このことにつきましてはやはりこの場所が避難場所でございますし、この場所が避難

路でございますということについては周知をというか、お知らせを図ってまいりたいと。

また、避難路の確保についてもご協力をいただきたいということについても周知も図って

いきたいと思ってございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 わかりました。 

 １点、実は津波が来るかもしれない、私たちは常にそう思って生活はしているのですけ

れども、浜厚内の生活館の裏、それから齊藤さんの牧場、それから堺さんの沢、あと小学

校の裏、いろいろな場所を僕ら生活する周りとして見ているのですけれども、例えば齊藤

さんの牧場に向かって逃げていきますと、踏切を越えて、それから２区の住宅の横を通っ

て齊藤さんの牧場のほうに向かっていきますと、鹿柵がありまして、そこで車をとめなけ

ればならない、そうするとそこに逃げる方は車をそこに置き捨てて逃げることを想定して

車で逃げなければならない、これは逃げる方たちにとっては考え方にちょっと矛盾が起き

ると思うのです。車で逃げる、これを決心する場合、車と一緒に逃げるという考えがその

避難する人たちの頭の中にあると思います。それでしたら、堺さんの沢に向かって逃げる、

こう決断するよりないのではないかなということを思います。 

 それと、もう一点、小学校の裏の避難先についてちょっと大丈夫か、これは北海道の発

表した数字によっても地形によって遡上高は変わってくるよと、平野部をどこまでも走る

場合と沢といっても狭められながら波が向かってくる、僕小学校の裏というのは確かに学

校の建物の裏には位置しているのですけれども、あそここそまさに沢として狭められなが

ら向かっていく先ではないかなと思うのです。そうすると、あの道路自体が南に開いてお

りますので、その部分に向かって学校の横を川と一緒に越えてきて、川をさかのぼりなが

ら上がってきた波が狭められながら上がってくるのではないかと思うのです。非常に悲惨

な例を出して申しわけないのですけれども、東北の大川小学校の場合、やはり逃げるとき

に迷って迷って大変な結果になっていたのではないかなと思うのです。厚内の場合も、い
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っそ厚内小学校の裏の林道に向かって逃げるのなら、あの鹿柵のところでとまらないでそ

のまんま山の中に走っていってほしいとか、そういったアドバイスが必要なのではないで

しょうか。自分の大事な子どもを学校に通わせていて、万が一学校の開かれている時間に

津波が発生したら、子どもたちの命を守るのはやっぱり地域の務めだとしたら、そのぐら

いまで含めて僕はこの防災計画をアドバイスするべきではないかと思うのです。実は、北

海道のほうで高さの結果が出たのが６月、去年の、ところが去年の７月の末になると遡上

高について発表しているのです。こういった情報というのは、全て条件の中に入れて防災

のコンサルタントの方もつくっていると思います。そのコンサルタントへの情報として、

北海道の浸水予測図も十分この点を把握して提供しているとは思うのですけれども、特に

小学校の裏について、あそこで本当に大丈夫なのか、鹿柵を越えて山の中に走っていくべ

きでないのか、この点について起き得ることとして何とか今回答いただきたいのですけれ

ども、ひとつよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ２点ほどのご質問だったかと思います。最初に、１点目の齊藤牧場、牧

草地の角に至るまでの道路のいわゆる使用についてであったかと思います。このことにつ

きましては、厚内の市街の方々とお話をさせていただいたときに、昔からその場所がやは

り津波避難として語り継がれてきているといったようなお話もございました。それを受け

て、徒歩によってそちらまで避難をしていただくということの話し合いもさせていただい

たところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 また、小学校裏の林道に向かって、先ほど避難場所の高さも申し上げましたけれども、

町といたしましては地震にかかわって津波を予測する専門的な知識もございませんし、わ

からないのですけれども、算定のしようもないのですけれども、その中で北海道が公表さ

れているものが一つのよりどころとなってございます。これに基づいた中での避難場所と

いうことを設定させていただきましたので、これがそれよりまだ来るかどうかということ

につきましてはこちらもなかなかわかり得ないものですから、その遡上にかかわってご不

審な点があるということでございましたら、改めてまた北海道ともお聞きをした中で精査

をしてまいりたいと思いますけれども、今現在はいずれにいたしましても北海道から届い

ております津波の浸水予測図、これが唯一公表と申しますか、こちらに届いている正確な

ものとなってございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 災害関係の関連で２点ほど具体的なことを伺います。 

 私は、防災の地域の説明会で１点は申し上げたのですが、本州の学校の中ではどなたが

学校へ入っても避難に関する表示を学校の中にされているという話を以前にも本会議でし

たことがあります。この辺の対応について学校対応ということであれば、厚内小学校しか

ないわけですが、その辺の対応をきちっとするようになっているのかどうか。常に子ども
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たち、外から来た人が見て、第１行動をどうするのか、常に言われている個人個人が早く

逃げろ、それだけでいいのかということあります。地震のときの対応、その後の津波の対

応、この辺の対応についてお話私もさせてもらっているわけですが、その辺の対応どうす

るのか、これ１点目。 

 それから、避難路に関して、実は本州のほうでは津波避難区域の表示、それから災害時

の避難路の表示きちっとしてあります。実は、私１月の中旬４泊５日かけて東北まで往復

2,400キロぐらい走ってきました。東北の被災した海岸線500キロぐらいですけれども、出

入り東北だけでも900キロ、片道だけでも、出入りして海岸線できるだけ寄るようにして回

ってきた経過からすると、常にその表示がされております。予算２億4,400万の災害対策費

の中で、看板に対する予算って一つもないです。でも、２億4,400万もあるから、看板ぐら

いどこかから出してやれるという考えなのか、その辺の対応が一つもないのか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問２点ほどだったと思います。そのことについてご説明

させていただきます。 

 まず、１点、学校内、いわゆる学校施設内となるのでしょうか、学校校舎となるのでし

ょうか、そういった内における避難対応の表示がされているか、いわゆる児童生徒にそう

いった学習的なこととして指導しているかということになると思いますけれども、そのこ

とについてだということだと思いますけれども、そのことについてを説明させていただき

ます。先ほども申し上げましたとおり、本町におきまして防災計画における津波避難計画

というのが今までなかったのも事実でございます。今般その津波避難計画をあわせて策定

しようということで、昨年の臨時会におきまして委託事業ということでの補正予算をご議

決をいただきまして、そのことによって現在発注をし、３月末をもってその策定になると

いうところまでになっております。これらを受けまして、その避難計画にかかわって具体

的な部分としてそういった部分も今後検討しなければいけないのかなというふうには捉え

ております。このことにつきましては、教育委員会とも協議を進めながら、児童生徒の身

の安全と申しますか、学習の中にも取り入れるものは取り入れていただくような形ができ

得るかどうか含めまして教育委員会と協議をさせていただきたいと思います。 

 また、津波避難にかかわります避難路等の掲示にかかわる標識等の整備がされていない

といったお話でございましたけれども、このことにつきましては同じように昨年の臨時会

におきまして防災にかかわります災害の工事的なこととしての補正予算も計上させてご議

決いただきました。その中にありましても、標識板の設置ということも含めておりました

ので、現在その整備をしている最中でございます。ただ、避難路の特定の分が若干時間か

かりましたので、今早急に避難路にかかわる分としての標識板も設置を行うということで、

この３月、年度末までに整備を済ませたいなというふうに現在進めているところでござい

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 １番、関井議員。 

〇関井議員 災害対策のほうだと思うのですけれども、厚内港の潮位計が3.11のときに壊

れていると思うのですけれども、２年たったのですけれども、多分ついていないと思うの

ですけれども、その状況と、これからぜひつけたほうがいいと思うのですけれども、どう

でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 潮位計につきましては、前回の津波の被害によりまして破損をしたとい

うことで、その状況においては現在使えない状況でありましたので、撤去をしているとい

うところでございます。その潮位計の果たす部分としてどのような役割がまた再度あるの

かという分が現在検討しているというところでございますので、このことについては一つ

の検討課題ということで思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 潮位計のことについてお話をさせていただきたいと思います。 

 前回まで確かに潮位計が港にありました。私どもは、その潮位計の考え方についてなの

ですけれども、前回まではやはり港に近づかないでわかる方法ということで潮位計という

ものを設置した経緯があります。ただ、これが破損したということで、再度設置するかど

うかということで考えさせていただきました。今東日本大震災の津波、こういうものに対

してその潮位計でそれで逃げるかどうかという判断というのはまず無理だろうと私は思い

ます。やはり今大きな津波という警報が出た場合には、潮位計ではなくて、まず逃げるこ

とが先決であります。そういう面では、潮位計に頼るというのではなくて、私はやはり今

の警報に準じて常に逃げる態勢をつくることが先だろうというふうに思っています。そう

いう面では、今まで考えていた潮位計の役割というのは、そうではなくて、違う面での避

難計画、これを立てるべきではないかということで、私としては潮位計の設置ということ

は必要ないだろうというふうに思っています。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 今説明ありましたが、今の厚内港の状況を職員に聞くと、目測でやっている

ということなので、津波が来たらどうするのだと聞いたら、はっきり言ったら逃げざるを

得ないというのがごもっともだなとは思いましたけれども、基本は大津波来たら逃げると

いうことが前提なのですけれども、逃げないでもしデータとして町として何メートル津波

があったとか、データとして残るのであればつけてほしいなとは思うのですけれども、話

に聞くと大変高価なものだと聞いているので、高価、安いかは別として、もしできればつ

けたほうがいいのではないかなとは、近隣の広尾、大樹とかも含めた中身で補助があれば

ぜひ検討していただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 
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〇水澤町長 潮位計のデータにつきましては、岸壁までしかデータは出ません。越えれば、

データは当然とれないわけでありますから、特に越えてしまえば潮位計は壊れる、破損す

るということでありますから、データとしての確認はできないと。そして、東日本大震災

のときの港の経験というのはご存じだと思いますけれども、組合の２階にいて逃げおくれ

るかもしれなかった、そういう危機がありました。これもやはり現実に対応しなかったと

いうことなのだろうなというふうに思います。特にああいう機器を見ていると、潮位計で

判断するということには私は津波ではならないということが経験則としてできたのではな

いのかなというふうに思っています。潮位計というのは、当然岸壁までしかはかれないわ

けですから、データもそこの段階でもう既になくなるということを考えると、潮位計とか

そういうものに頼るのではなくて、先に逃げるということをまず考えていく必要があるだ

ろうなと、潮位計を見ていては遅いというのが経験則ではないかなというふうに思います。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 今の質問に関連してなのですけれども、使用料及び賃借料で潮位観測施設借

り上げ料とあるのですけれども、これ何なのだろう、お伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問についてご説明させていただきます。 

 失礼しました。先ほど撤去という話をさせていただいたのですけれども、現在破損して

撤去せざるを得ないという状況で、その撤去するまでの間一部土地をお借りしている状況

になっておりますので、その分について使用料ということで計上させていただきましたの

で、ご理解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 そしたら、これ撤去するまでということは、今回撤去するから、今回までと

いうことですか。この後はもうないということですね。やっぱり今言ったように……今同

僚議員のほうから撤去費はどこにあるのだろうという話が、もう撤去してしまった後なの

だろうか、伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 こちらの対応としてなってございますので、撤去をして、それでこの土

地についてはそれまでの間お借りをするというふうに従前からなっておりますので、その

分が少し残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 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 では、今年度撤去終わるだろうということで、撤去の費用はないけれども、

土地の賃借料はあると、撤去の費用についてはこれから災害対策費の中で盛り込まれるわ

けですか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 総務課長。 

〇鈴木総務課長 現在設置しているところがいずれにしても民間の所有のところでござい

ますので、それをお借りしているというのがありますので、それに対する使用料というこ

とで、撤去後はそれは必要なくな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 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 同じ確認なのですけれども、使用料は出たと、今言われたように、撤去費用

というのはないのですねということを聞いているのです。出ていないのではないですか、

出ていますかということを聞いています。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 この災害にかかわる費用の中で撤去については進めたいというふうに思

ってございますので、このことにつきましては潮位計と無線にかかわることでございます

ので、防災無線とあわせた中で対応したいというふうには考えているところでございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 あわせまして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。 

 

午前１１時５５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。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 次に、２款１項３目文書広報費から５項２目指定統計調査費までの説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 予算書35ページをお開き願います。また、あわせまして説明

資料14ページをお開き願います。２款総務費、１項総務管理費、３目文書広報費、本年度

予算額519万7,000円、この目につきましては広報広聴事業に要する費用でございます。増

減の主な内容につきましては、11節需用費の印刷製本費において広報紙の文字ポイントの

拡大によるページ数の増及び印刷部数の増により50万2,000円の増、14節使用料及び賃借料

において平成24年度より実施しております行政情報メルマガ発信事業に係る初期導入費用

等が８万4,000円の減、18節備品購入費における広報用一眼レフカメラ１台購入に伴い12万
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3,000円の増でございます。14節使用料及び賃借料につきましては、説明資料14ページに記

載のとおりでございます。 

 次に、予算書36ページをお開き願います。あわせまして予算説明資料15ページをお開き

願います。７目企画費、本年度予算額6,824万2,000円、この目につきましては第３期まち

づくり計画の推進及び町懸案事項、地域情報通信基盤整備事業、定住、移住、交流事業、

地域づくり支援事業補助、ふるさとづくり寄附事業等に係る費用でございます。増減の主

な内容につきましては、１節報酬で平成25年度に新たに総務省が実施している地域おこし

協力隊制度を活用し、首都圏からの人材を受け入れ、一定期間以上町内の各種産業に従事

しながら地域協力活動を通じて定住、定着を図るため204万円の増、８節報償費でございま

すが、ふるさとづくり寄附の増加に伴いふるさと寄附記念品代180万円の増、12節役務費の

通信運搬費でございますが、ふるさとづくり寄附の増加に伴います記念品送料61万6,000円

の増、移住体験住宅の広告費30万円の減、13節委託料で地域情報通信基盤整備事業に係る

支障移転業務委託料200万円の増、移住体験住宅の管理業務につきましては平成24年度は緊

急雇用創出推進事業により委託事業で実施しておりましたが、事業が完了したため、体験

住宅の管理運営等を継続し実施するため移住・交流・若者の定住促進対策業務委託料275万

円の増、また新たな事業として地域おこし協力隊の募集、活動支援、生活支援を行うため

地域おこし協力隊コーディネート業務委託料として275万円の増、15節工事請負費、地域情

報通信基盤整備事業に係る光伝送路と支障移転工事50万円の増、移住体験住宅外構工事が

平成24年に完了したことに伴い200万円の減、18節備品購入費でふるさとづくり寄附金管理

事務用パソコン１台購入に伴う18万5,000円の増、19節負担金、補助及び交付金でうらほろ

スタイル推進事業負担金1,009万円の増であります。このうらほろスタイル推進事業の負担

金につきましては、諸費からの科目がえでございます。うらほろスタイル推進事業につき

ましては、平成20年度より地域への愛着を育む事業、子どもの想い実現事業、農村つなが

り体験事業を３本の柱として取り進めておりましたが、事業の実施から５年を経過し、平

成25年度以降新たな取り組みとして若者のしごと創造事業を取り組んでまいります。事業

の内容といたしましては、ワークショップの開催、検討会議の開催、先進事例調査、地域

資源を活用した事業化プランの作成となってございます。１節報酬、８節報償費、11節需

用費、12節役務費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、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、それぞれ説明資料15ページに記載のと

おりでございます。 

 なお、地域情報通信基盤整備事業にかかわりまして、今月の６日に北海道電力株式会社

より浦幌変電所新設工事に伴い４月から10月にかけて電柱の新設62基、廃止52基の建てか

え工事を実施する旨の説明があり、光伝送路の移設について協力依頼がありました。今後

調査設計を進めることとなりますが、当初予算で対応できないことも想定され、必要に応

じて関連予算の補正をお願いすることとなりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、43ページをお開き願います。地域活性化交付金（住民生活に光をそそぐ交付金）
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事業費につきましては、廃目整理をするものでございます。 

 次に、48ページをお開き願います。あわせまして説明資料17ページをお開き願います。

５項統計調査費、１目統計調査総務費、本年度予算額1,367万8,000円、この目につきまし

ては統計調査に係る管理費で、人件費の内容でございます。 

 ２目指定統計調査費、本年度予算額54万8,000円、この目につきましては法律に基づく指

定統計に係る事務費で、増額の主な内容は漁業センサスに係る費用の増に伴い指導員、調

査員に係る１節報酬24万6,000円の増によるもので、説明資料17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ので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 企画費の19番、負担金補助のうらほろスタイル推進事業の負担金、説明書の

ほうでは事業が４種類あるわけですけれども、これのそれぞれの金額教えていただければ

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 まず、今言われましたように、大きな事業としては４つの柱

ということでなります。ただ、事業費ベースといいますか、事業の区分けとする分では５

本になるということで説明させていただきます。 

 地域への愛着を育む事業が92万円、子どもの想い実現事業が145万8,000円、農村つなが

り体験事業が62万2,000円、若者のしごと創造事業が502万6,000円、プロジェクト推進事業

が206万4,000円、以上で1,009万円となります。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 ７番の企画費なのですが、地域おこし協力隊という新しい事業をもう少し中

身教えてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 地域おこし協力隊についてもう少し詳しくということでござ

いますので、地域おこし協力隊につきましては総務省が平成21年度から取り組んでいる事

業でございます。この事業は、人口の減少や高齢化等の進行している地域において都市住

民など地域外の人材を地域社会の新たな担い手として受け入れ、その定住、定着を図るこ

とで地域力の維持強化を図っていくことを目的とした取り組みでございます。具体的に申

しますと、生活の拠点を３大都市圏を初めとする都市地域等から過疎、山村、離島、半島

等の地域に住民票を移動していただき、町として地域おこし協力隊員として委嘱し、おお

むね１年から３年以下の一定期間農林漁業の応援など各種の地域協力活動に従事していた

だきながら、外部からの視点を活用し、地域資源や課題の再認識、地域の活性化を図り、
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３年後に当該地域へ定住、定着をしていただくという事業でございます。 

〇田村議長 12番、野村議員。 

〇野村議員 私は、企画費の報償費の中のふるさと基金への記念品代について予算計上で

は300万ですか、大した浦幌特産が非常に好評で、それに伴ってふるさと納税という形で結

果的にはよろしいのですけれども、たしか今回産業団体を中心に浦幌町特産の認定制度で

特産に関して浦幌町で100％つくった特産品について認定をし、そしてマークをつけてアピ

ールしていこうという形が立ち上がって、ちょっと私まだ詳しい内容も聞いていないので

すけれども、たしか町長も副会長か何かで入っていると思うのですけれども、ふるさと納

税されたら当然浦幌の水産物、農産物、またいろんなものをお礼としていられるわけでご

ざいますけれども、現在もたしかユーエムを通じて贈られていると。肉類が相当希望者が

７割、８割で、ほとんどそれだということなのですけれども、果たしてそれが浦幌100％特

産物ということになると、ちょっと問題あるのかなと思っておりますけれども、今後町が

そういう形で地元が浦幌100％特産を売り出そうという形、そしてその100％の物品に対し

てはシールをつくって、そしてバックアップしていこうというのが立ち上がってきたと思

うのですけれども、それを今度はこれにかわるというか、当然浦幌の特産ですから推奨し

ていかなければならないのですけれども、そのように寄附された方に対しての対応は、そ

ういうものができたという、どのような形で考えておられるのか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。 

〇大山まちづくり政策課長 今質問ありましたけれども、昨年から急激に浦幌に対するふ

るさと納税がふえてきてございます。その中で今現在は記念品と贈らせていただいている

のは、４点になってございます。その中にいろいろ肉以外にも水産物の加工品等もありま

す。それで、当然せっかく今言われましたように浦幌にはいろんな資源がございますので、

先日産業４団体で構成しておりますまちづくり推進連絡会議という、担当者レベルでござ

いますが、その中でもお話しさせていただいたのですが、せっかくこれだけの人数が浦幌

町にふるさと寄附をしてくれたり、ホームページを見ていただいているという中で特産品

について、記念品ですね、についてふやしていきたいという考えでおります、町のほうと

しては。その中には、こういうふうにやってくださいとかいろいろ一定のルールはあるの

ですが、その中で商工会さんのほうからそういうようなお話も受けておりますし、それに

ついては今後協議もできるというふうに考えております。それとあわせまして公募も、募

集もしていきたいなというふうに考えております。その旨は、商工会さん含めて打ち合わ

せをさせていただいております。それと、先ほど肉のお話あったかと思いますけれども、

あくまでギョウジャニンニク入りと、ギョウジャニンニクが100％入っていると、浦幌産が

入っているというふうに理解をしております。どちらにしても、せっかくのこれだけのい

ろんな部分で町外はもとより、全国47都道府県の方からホームページにアクセスをしてい
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ただいた中で浦幌に対する寄附をされているということでございますので、あるものは皆

さんとＰＲをしていき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 12番、野村議員。 

〇野村議員 今言ったように、これから浦幌特産がふえるということで、よくわかります。

ということは、今進められている事業、100％地産で、100％物産品として、そして推奨し

ようという形が４団体を中心に進めているわけですけれども、今言ったようにギョウジャ

ニンニクも入っているということよくわかりますけれども、浦幌町としてふるさと納税い

ただいたということに対してそういう組織ができて、そして浦幌を推奨しようという形で

進んでいるところです。それをふやすことはいいのですけれども、そしたら今までのやつ

は100％浦幌産なのかということの今度はその基準です。今まで寄附してもらうときに非常

に評判がいいからということで、それをそのまま同時進行で進めていくのか。せっかくつ

くった特産をとにかく前面に出して売って、そしてラベルもつくって推奨していこうとい

う組織の思惑というか、その辺は今後こればかりでなくて道の駅、いろんな町内において

も当然シール入りの地元産というのは大いに売り出していこうという形で今進めていると

思うのですけれども、その辺はどのようになるのか。浦幌特産ということで全部置きかえ

てホームページにも、あくまでも推奨マークが入っていなければお土産としてというか、

お礼として出さないのか、それとも今までの中でプラスアルファで出していくのかとかと

なると、そうすると特産としてのネームバリュー、特産として打ち出したときの力の入れ

方というか、本当に地元でできて、地元で加工して、地元でそしてアピールしていこうと

いうやつが薄れるのでないかと思うのだけれども、今後その辺はどのような進め方をして

いくのか。新しく立ち上がった組織とどのような話し合いで、今言ったようにこれに絡ん

でもなのですけれども、今後道の駅だとか留真温泉だとかいろんなところにも置いて地元

をアピールしていこうという考え方で進んでいるはずなのですけれども、その辺について

はどのような考え方で進んでいくかお伺いしたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 今認証制度を含めて検討されていると、今後は地元産を100％

使ったものを含めて町内で対外的にも売り込んでいこうということだと思いますけれど

も、今の段階でうちのほうとして考えているのは当面は両面でいきたいと考えてございま

す。当然今の中で約８割近くがギョウジャニンニク入りジンギスカンということもありま

すし、せっかく定着してきている分もございます。ただ、またあわせまして今後は認証制

度なり検討している中身をよく見守っていかなければならないとは思うのです。どれだけ

のものが出てきて、先ほど言いましたように約1,600件なりあって、それがもし、昨年も補

正させてもらったのですが、12月に600件なりが来たときにその600件すぐ対応できるのか

とか含めて、やっぱりその辺も検証が必要かなということで、当面は両面なり含めてやっ

ていくということになろうと思いますし、その辺の商品なりいろんなものが出てきた段階
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でまたいろいろ協議はできるのではないかなというふ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 それでは、何点か質問させていただきますけれども、まず１点目であります

けれども、文書広報の部分のメルマガの部分です。私の感覚というか、感じで申しわけな

いのですが、私の周りにいろいろ聞きますと、余り浸透していないように思うのです。当

然私はメールちゃんと登録しているのですが、周りを見ますといま一つ登録が浸透してい

ないのかなというような、私はそんな感じを受け取っておりますけれども、これにつきま

して実際の実績等の部分、また今回このメルマガについてはサーバーの借り上げの部分の

予算しかないのですけれども、実績も聞いてからでないとわからないのですが、もし浸透

していないのであれば、やっぱりちょっと浸透させるような方策が必要でなかろうかなと

いうような気がいたしておりますが、まずこのメルマガについて１点目お伺いをいたしま

す。 

〇田村議長 お答え願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 今ご指摘のあったとおりかなというふうに思っております。

昨年の９月から実施してございます。その間広報紙で３回、あとホームページ等で周知を

させていただいております。現在登録者数144名、こういうことになっております。担当課

の中でも、せっかくやっている事業なのになかなか少ないなというふうには理解をしてご

ざいます。ただ、今まで情報としては結構定時16件、随時52件、この間２月までで68件の

情報を提供させていただいております。周知はさせてもらっておりますし、まちづくり出

張説明会に行ったときもメルマガ事業をやっていますということで説明させてもらってお

りますが、なかなかまだふえてきていないのが現状であります。これについては、当然来

年度もふやしていって、せっかくの情報ツールでございますので、ふやしていくことを考

えていかなければならないというふうには考えてございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 144名、やっぱり少ないですよね。だから、私の感覚でいうと、もっともっと

広がっていってほしいと思うし、144名、やっぱり少ないですよね。私もいろいろ聞くと、

やっているという人、正直言って誰もいなかったのです、私の周り何人か聞いたときに。

144名なら多分そういうことになりますよね。だから、この辺で私はこういう情報発信すべ

きだと思っていたので、実際こういう事業してくれていいと思っているのですが、ただ余

りにこういう現状になると、実際に本当に浦幌町にとってこれが必要なのかというような

問題もまた出てきますよね、そうすると。これがやっぱりこういう地域にとってというこ

とで。だから、今回この部門そうですけれども、せっかく予算をつけてやっていることで

すから、これについてはもうちょっと、なかなか年配の方にといっても難しい部分もあり

ますから、やっぱり若い方々、私もずっと使っていますけれども、確かに本当に情報がど

んどん入ってくるのです。私たち議会の情報も入りますし、発信されていますので、私は
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本当これ続けていただきたいと思うけれども、ただやっぱり144名という実績を聞くと、な

かなかちょっとこれは厳しいなという部分で、監査の方からもちょっとこれ厳しい意見が

出てくるのではないかなというような気が私もするのです。ですから、こういうことにな

らないように、具体的に広報するとか説明会で言うと言っていても、これはちょっとそれ

だけでは浸透していかない、新たなもう一つ頭の知恵を絞らないと浸透していかないし、

これがまた来年度も100名台なんていうことになると、初年度で144名で、来年度も200名も

超えないようなことになると、本当に町のお金を使ってやっていいのかなというような判

断にならざるを得ないなという気がいたしますけれども、この辺の考え方はどうですか。

これを地道でもずっと続けていくということなのか、そういうような浦幌にとってまだ、

やることは悪いことではないのだけれども、まだ浦幌にはちょっと早かったという判断を

せざるを得ないのかなというような、ここら辺の判断がちょっと難しいかなと思うのです

けれども、この辺の部分やっぱり目標を持ちながらいかなければ、だって役場の職員が全

員やったっていってしまうわけでしょう、百何ぼいってしまうわけだから、そうすると

144名という数字がやっぱりちょっとこれは、本当にこの事業がいかがなものなのかなとい

うことにならざるを得ないと思います。一回この件考え聞かせてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 今言われたとおり、非常にうちとしてはいろいろＰＲをした

つもりです。つもりではいけないのでしょうけれども、やってきました。知っている方含

めていろんな部分で登録してほしいということでございましたが、なかなか進んでいない

のもご指摘のとおりだというふうに思っています。ただ、多様な情報ツールという部分で

いうと、うちのほうからタイムリーな情報なり随時とかいろいろありますので、その中で

は今この現状を見てすぐもう来年やめますというふうには考えてございません。ただ、あ

わせてやっぱりこの利用の申し込みなり利用される方をふやしていかなければならないと

いうふうには思っております。ただいまありましたけれども、その辺についてはもっと、

ただあとどうしても人によってはメールを受ける場合パケット料が受ける側もかかるとい

う中でそういう情報はパソコンで見ますとか、広報紙で見るとか、そういう考えの方もい

らっしゃるとは思いますけれども、随時という部分で緊急時含めての部分については一番

早い情報手段かなというふうに考えてございます。それと、役場の職員の話も出ましたけ

れども、登録している方の名前はうちのほうで把握できないものですから、実際に144名、

役場職員120なり100いてどうなのかと言われた分についてはちょっとお答えできないのは

大変申しわけないなと思っています。ただ、今後ともとりあえずはふやしていきたいとい

うふうに思いますし、情報の提供に努め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 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も利用者の一人として、ぜひこの事業については継続していただきたいと
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思いますので、こんな数字であればやめたほうがいいということにならないように、ぜひ

今後もＰＲに努めていただきたいと思います。 

 それと、次にもう一点、企画費の備品購入費の中のふるさとづくり寄附金用にパソコン

を１台購入するということでありますけれども、今さらながらにパソコンを１台このため

に買わなければならないという理由がちょっと私には理解ができないところがあるのです

けれども、この部分の購入の内容について説明を求めます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 件数がふえてきたという中で、基本的に今現在役場の中でメ

ールを受けたり、ＬＡＮつながっている今僕らの机の前にあるやつですけれども、ただ全

国各地いろんな方がいらっしゃいまして、たまたまワードだけではないということの中で、

現在のうちのパソコン、職員のＬＡＮでつながっているパソコンでは開けない、読み取れ

ないというような問題もございます。いろんなパソコンを、うちでいえば今ウィンドウズ

使って、それでワード使っていますけれども、マックというのですか、いろんなメーカー

のもございますし、ワード以外のもあるということの中で、それに新たなソフトを入れる

ということになると、セキュリティー上今使っているパソコンであればＬＡＮにつながっ

ておりますので、問題があるだろうと。今いろんな悪意を持ったそういうこともあります

ので、それで別にパソコンを１台用意をしていきたいと。あわせまして今現在、昨年の12月

なんかも600件以上一月で来た中で、その人間が入力全部やっているのですが、たまたま別

の用務もございますので、その間そのパソコンを使ってほかの職員も対応できるような体

制をとっていきたいというふうに考えてございます。効率よくやっていきたいと、そうい

うことを含めて別のパソコンを用意しながら、そして別回線で、もしそういう悪意を持っ

た部分があっても町全体にセキュリティーに影響のないような形をとりたいということで

今回１台購入させていただくということでございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。ウイルスの部分については、いろいろ問題にもなっておりま

すし、この事業で続けてきてずっとやっていながら、今さらまたこれに、やるときにこれ

を用意するならわかるのだけれども、そうではない中でこういうものが途中で必要になっ

たという部分についてのちょっと理解ができなかったのですが、おかげさまで件数もふえ

た、またそういう部分のセキュリティーの部分も強化していかなければならないと、そう

いった理由から１台購入ということでありますれば、理解ができましたので、わかりまし

た。 

 それと、次の質問でありますけれども、ちょっとこれ関連があるのですけれども、先ほ

ど同僚議員も質問しておりました地域おこし協力隊、これについてなのですけれども、こ

れの部分のまず報酬があります、204万。それと、コーディネート料が275万。この報酬と

いうのは、向こうから来られて、ここの浦幌で、そして漁業だとか農業だとかに人を送り
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込むというか、要するにそれの人件費の補助をするという、こういう意味合いなのか、ち

ょっとこの報酬という意味が、当然働きに行けばそこでお金をいただくのでしょうし、そ

の辺が。それから、先ほども３年間こっち来て働いてもらうということなのですけれども、

結局その３年間町としてその人方の仕事を今月は、要するに今時期だったら農家へ行って

ビートをやってくださいとか、もうちょっとしたら漁業行ってこうやってくださいと、要

するにそういうことを町がきちっと分けて３年間分の仕事を確保していくという、その中

で３年間の中で僕は農業が向いているとか、漁業が向いているとかということで、では僕

は漁業でここに浦幌に、では厚内に住みましょうなんていうような、こういうことを考え

て、こういうことなのかなという部分。あと、それに向けてのコーディネート料というの

は、浦幌に誰かを探してくるという、こういうことなのか。この報酬の意味合いとコーデ

ィネートの意味合い。この部分と移住・交流・若者の定住促進ありますよね、これともち

ょっと絡むのですか。事業としては別々になっているから、あれなのでしょうけれども、

何か絡むような雰囲気もあるし、それと先ほど、これ後で聞こうと思っているのですが、

うらほろスタイルの若者のしごと創造事業という部分と、ここら辺がどういう絡みがある

のか、全くこれは全然別物として考えていっているのか、何かうまく一緒になっていくよ

うな、そんなような印象も受けるのですけれども、どうもちょっとこの辺のやろうとして

いること。先ほどもうらほろスタイルの部分についても予算はわかったのですが、コーデ

ィネートだ云々という部分もその仕事の内容、500万に207万だったですか、という金額が

ちょっと大きいです、実際。今まで300万の予算だったやつが1,000万超えているわけです

から、この辺の内容の部分がいま一つ、これだけの金額がはね上がっている部分について

の内容がちょっとわからないので、関連しているのだったらその関連の中で説明を求めた

いと思いますし、ないのであれば別々の中で説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 まず、報酬に関してでございますが、あくまでこの制度につ

きましては先ほど言いましたように町がその方を委嘱するということになります。あわせ

まして、町のほうからその方の賃金というか、報酬を、働いてもらう分を払うということ

になります。ですから、ここに報酬が出てきていると。これ６カ月間、半年分で２名分と

いうことになってございます。 

 また、コーディネート業務については、基本的には募集から含めてその人の生活支援、

あと地域における活動に対する注意、６カ月間の間ですから、初年目については各浦幌の

産業を知っていただこうということがメーンになりますが、それのプログラムなりをつく

っていただくなりの業務を町が直接でなくて委託をするということになってございます。

その中でその方を今月はこちら、今月はこちらというような形をとりたいというふうに考

えてございます。 

 また、地域協力隊については、25年度については半年ということで地域を知っていただ
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くということで、当然いろんな産業も知ってもらうのですが、地域の活動にもできれば参

加していただきたいと思っておりますし、25年度以降は別の形をとっていきたいというふ

うに考えております。と申しますのは、先ほど来ありましたうらほろスタイルにおける若

者の雇用創出ということがございますが、その中で浦幌の資源を活用した働く場の確保と

いうか、そういうものの計画、プランを作成、来年度うらほろスタイルにおいて作成され

ます。それを実行もしていただこうというふうに考えてございます。あくまでその計画を

つくって終わりでなくて、それの実証試験みたいな形で実証も協力隊も使いながらやって

いきたいというふうに考えてございます。 

 また、うらほろスタイルの若者の雇用の関係でございますが、内容的に申しますと、ア

ンケート調査、またワークショップ、検討会議となってございます。500万ちょっとのうち、

その業務プランの作成の部分が350万ほどになってございます。これについては、公募型プ

ロポーザルを用いてプランを作成し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 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 そうしますと、まず報酬については、例えば農家さんに働きに行ってもその

農家さんはお金を払わなくていいのですね。町がお金を払うのですね。町でただで使って

くださいと、ただだからいろんなそのかわり経験はさせてくださいよと、こういうことを

理解した上で、ですからなれていない人ですし、まともな出面さんのような形にはならな

いけれども、こういうことで理解してこの人使ってくださいと、そのかわりお金は全てこ

ちらが持ちますと、こういうことなのですね。それでやると、半年の間に農林漁業、１次

産業とか含めていろんな経験を浦幌でしてもらうと。半年間、２名分ということですよね。

浦幌に来てもらう、要するに204万だから、１人100万で半年いるということですか、それ

で。生活がどうなのですか。この金額が妥当な金額なのでしょうか。１年いて200万、それ

でそういう人が来て、だからあとそれは来るけれども、住むところとかそういったものは

このコーディネートの人方がきちっと提供するので、あくまでも生活費だけここで賄って

くれれば、それ以外のものは家賃も水道だとかそういったもろもろはかかりませんよとい

うことなのか、来て半年働いてもらうには報酬にしてはちょっと少ないかなというような

気が私はちょっとしたのですけれども、とりあえず報酬についてはそういうこと。 

 今言いましたけれども、そういう部分では全体的に全てが絡んでくると。ということは、

うらほろスタイルが全て行っていくというようなことでこの事業が行われていくと、こう

いう考え方でよろしいのですか。コーディネートが云々くんぬんと、こういう部分とかも

そういう今までの流れの中で組み込まさってこの事業が行われていくと、こういうような

考え方でよろしいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 今ありましたコーディネート、地域協力隊に対するコーディ
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ネートに関しましては、うらほろスタイルが実施するということではございません。最終

的には２カ年目以降は、先ほど言いましたように、若者創造等委託業務の中でプランがで

きた後それに対して実践していくということになりますが、ですから連携協力はあります

が、あくまでこの委託に関してうらほろスタイルに委託していくとかということではあり

ません。 

 それと、先ほど報酬の関係100万安いのではないかということでしたが、基本的に実質的

な賃金というか、報酬というふうに理解していただきたいというふうに思います。という

のは、先ほど言いましたコーディネート料の中に家賃の助成とか、そういうのも全部入っ

てきますので、当然その人が使う車の借り上げ料も認められております。ですから、当然

車持ってこないですから、うらほろから今月は上浦幌のほうに従事しますよと、経験しま

すよといったら、その人のための車の借り上げ料も入ってございます。ですから、その中

にはあくまで賃金だけというふうに理解していただければというふうに思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 １時３７分  休憩 

午後 １時３９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 次に、２款１項10目生活安全推進費から３款２項２目児童措置費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 39ページをお開き願います。２款総務費、１項総務管理費、10目生活

安全推進費、本年度予算額1,545万9,000円、この目につきましては交通安全推進事業、防

犯推進事業及び消費者保護対策事業を通じ、町民の安全、安心を確保するとともに、日常

生活の安全を図る経費でございます。交通安全指導員12名、防犯指導員13名による啓発、

巡視活動、生活安全推進協議会における交通、防犯運動及び消費者保護活動に対する支援

を行うものでございます。また、全国的にも振り込め詐欺や悪徳商法等の被害が後を絶た

ないことから、消費者相談業務を消費者協会に委託をしております。また、消費者相談員

を養成するために、研修会の参加についても委託事業として実施しております。主な増減

につきましては、防犯灯の塗装塗りかえに係ります修繕料63万円の増でございます。１節

報酬、40ページの11節需用費、13節委託料につきましては、予算説明資料15、16ページに

記載のとおりでございます。 

 43ページをお開き願います。２項徴税費、１目税務総務費、本年度予算額2,577万5,000円、

この目につきましては税務業務に係ります職員の人件費と管理経費及び固定資産評価審査
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委員会の運営に係る経費でございます。主な増減につきましては、人件費の減でございま

す。１節報酬につきましては、予算説明資料16ページに記載のとおりです。 

 44ページをお開き願います。２目賦課徴収費、本年度予算額1,520万1,000円、この目に

つきましては町税の賦課徴収に係る事務的経費でございます。主な増減につきましては、

12節役務費のコンビニ、クレジット収納に係る前年度の初期導入手数料102万4,000円の減、

13節委託料の土地評価（鑑定評価）業務委託料453万6,000円の増でございます。この委託

料につきましては、平成27年度の評価がえに向けまして平成26年１月１日が価格評価基準

日となるためでございます。12節役務費、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につ

きましては、予算説明資料16、17ページに記載のとおりです。 

 45ページをごらん願います。３項１目戸籍住民登録費、本年度予算額2,052万7,000円、

この目につきましては戸籍住民登録等の窓口業務に係る経費でございます。主な増減につ

きましては、13節委託料の戸籍総合システム改修業務委託料472万5,000円の増でございま

す。この委託料につきましては、戸籍法施行規則の改正によりまして東日本大震災を教訓

に戸籍の正本、副本の同時消滅を防止するために戸籍副本サーバーを遠隔地、北海道の場

合は関西になりますが、に設置して保管管理するシステムでございます。13節委託料、14節

使用料及び賃借料につきましては、予算説明資料17ページに記載のとおりです。 

 51ページをお開き願います。３款民生費、１項社会福祉費、２目国民年金事務費、本年

度予算額16万2,000円、この目につきましては国民年金事務及び国民年金制度の啓発等に係

る経費でございます。特に説明する事項はございません。 

 52ページをお開き願います。６目重度心身障害者ひとり親家庭等医療対策費、本年度予

算額1,791万4,000円、この目につきましては重度心身障がい者47名、障がい老人111名、ひ

とり親家庭等の親42名、子ども59名の医療費の助成に要する経費でございます。20節扶助

費につきましては、予算説明資料18ページに記載のとおりです。 

 53ページをごらんください。７目後期高齢者医療費、本年度予算額１億587万2,000円、

この目につきましては本町が負担すべき広域連合への療養給付費等負担金及び後期高齢者

医療特別会計に対します事務費及び保険料軽減分の繰出金に要する経費でございます。

19節負担金、補助及び交付金、28節繰出金につきましては、予算説明資料18、19ページに

記載のとおりです。 

 54ページをお開き願います。２項児童福祉費、２目児童措置費、本年度予算額6,979万

1,000円、この目につきましては児童手当の支給に要する経費でございます。３歳未満、月

額１万5,000円、３歳以上小学校修了前までの第１子、第２子につきましては月額１万円、

第３子以降は月額１万5,000円、中学生につきましては月額１万円、所得制限の特例給付に

つきましては月額5,000円となっております。主な増減につきましては、前年度の制度改正

に伴います子ども手当システム改修事業委託料200万円の減でございます。20節扶助費につ

きましては、予算説明資料19ページに記載のとおりです。 

 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。 
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〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に４款１項３目環境衛生費から２項２目し尿処

理費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 65ページをお開き願います。４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境

衛生費、本年度予算額3,332万7,000円、この目につきましては葬斎場ほか生活環境衛生業

務一般に要する経費でございます。主な増減につきましては、11節需用費における火葬場

の火葬炉等に係ります修繕料58万7,000円の減、13節委託料の隔年実施しております臭気測

定業務委託料42万円の増、前年度において環境衛生管理用車両２台の更新に係ります備品

購入費598万円の減、28節繰出金の個別排水処理特別会計に対します一般会計からの繰出金

32万8,000円の減でございます。11節需用費、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金に

つきましては、予算説明資料22ページに記載のとおりです。 

 66ページをごらんください。４目墓地墓園費、本年度予算額89万1,000円、この目につき

ましては町が管理する墓地墓園の維持管理に要する経費でございます。主な増減につきま

しては、11節需用費、修繕料10万5,000円の減でございます。14節使用料及び賃借料につき

ましては、予算説明資料22ページに記載のとおりでございます。 

 67ページをごらんください。６目乳幼児医療対策費、本年度予算額1,829万5,000円、こ

の目につきましては中学生以下の医療費の助成に要する経費でございます。主な増減につ

きましては、12節役務費、請求事務取扱手数料84万円の減でございます。20節扶助費につ

きましては、予算説明資料22ページに記載のとおりです。 

 ７目公衆浴場管理費、本年度予算額1,532万2,000円、この目につきましては公衆浴場健

康湯の指定管理に要する経費でございます。引き続きまして25年度から29年度までの５年

間指定管理者制度によります管理委託を行うものでございます。主な増につきましては、

平成３年の建設当初より稼働しておりますボイラーの老朽化に伴います取りかえ工事

610万円、ホールトイレの洋式化に伴います修繕料55万円でございます。11節需用費、13節

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

 68ページをお開き願います。９目未熟児養育医療対策費、本年度予算額72万1,000円、こ

の目につきましては母子保健法第20条の規定に基づき都道府県等が指定した養育医療機関

において医師が入院養育を必要と認めた重症未熟児に対して養育に必要な医療の給付を行

う未熟児養育医療事務が平成25年４月１日から市町村に権限移譲されたことにより新たに

設けた科目でございます。20節扶助費につきましては、予算説明資料22ページに記載のと

おりです。 

 ２項清掃費、１目塵芥処理費、本年度予算額8,611万6,000円、この目につきましてはご

み処理に係ります収集運搬から処理に要する経費でございます。主な増減につきましては、

平成10年に購入し、２月末現在で走行距離が38万7,610キロメートルの塵芥処理車１台の更
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新に伴います備品購入費1,390万円の増、十勝環境複合事務組合分担金202万5,000円の減で

ございます。11節需用費、12節役務費、13節委託料、18節備品購入費、19節負担金、補助

及び交付金につきましては、予算説明資料22ページに記載のとおりです。 

 69ページをごらん願います。２目し尿処理費、本年度予算額488万7,000円、この目につ

きましてはし尿処理に係る十勝環境複合事務組合に対します負担金でございます。19節負

担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料23ページに記載のとおりです。 

 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。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 それでは、公衆浴場のボイラーの件で質問をいたします。この件については、

昨年の９月の決算のときにも私は質問をさせていただいておりますし、町長からもボイラ

イーについては耐用年数はまだ２年ほどあるけれども、ボイラーのほうには入れかえをし

ていくというようなことですけれども、このボイラーの部分についての入れかえのタイミ

ングというのでしょうか、指定管理者との兼ね合いもありますですよね、新年度からの部

分。どういうタイミングでどういう形で入れかえをしていくのかということをまず１点お

伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 ただいまのボイラーの入れかえ時期でございますが、まずボイラーの

製作につきまして四、五十日かかる予定でございます。設置につきましても１週間程度か

かる予定でございますので、指定管理者と協議をして利用者の少ない時期に今のところ設

置を予定しております。現在指定管理のほうとお話はしているのですけれども、これから

また利用者がふえる時期に入ってきますので、私たちの予測というか、お話の中では秋に

なろうかなという今考えで、どうしても５月連休ありますし、それから６、７、８と、７、

８は特に休み入りますので、いろんな内地からお客さんだとか来ますので、そうやって考

えていきますと秋ごろしかないのかなとは一応思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。そういう部分、利用者の不便にならないようにということが

まず第一だと思います。そういった意味で秋口の利用者が一番減ったときを目がけて更新

をするということ、またその辺については当然指定管理者との打ち合わせも含めた中で一

番利用者の影響の少ないときを目がけてやるというようなこと、ただ予算も通りますから

事前に発注をして、その辺はタイミングを見てスピーディーに、１週間ほどかかるという

ことですけれども、スピーディーに行っていくというようなことでありますので、その辺

については理解をいたしました。 

 それと、もう一点、塵芥処理車の入れかえの部分もお聞きしたいと思います。先ほど救



                                             － 45 － 

急車の辺でも聞いたのですけれども、これも今言ったように平成10年から入れかえして

38万7,000キロ走っているということですから、その数字だけ見ても入れかえ時期なのかな

ということは察しはするのですけれども、この入れかえとかいう部分もやはり一定の、何

を基準に入れかえていくのかということを私は知りたいのです。年数なのかキロ数なのか、

あとは乗っている人の状況でもうそろそろ、あっちもがたきた、こっちもがたきた、当然

車だけではなくて背中のごみを積むところあります。だから、こういうような入れかえを

していくという分についての一定の基準というものをどこに持っていくのかというような

とこら辺を私はお聞きをしたいと思うのですが、今回についてのどういう形で入れかえを

していくのか、この辺について説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 ただいまのご質問でございますが、一応年数が今年入りましたら10年

以上経過しているということと走行距離数も今年40万キロになるのでないかということも

ありますし、やはり修繕等もございます。ちょこちょこ、ちょこちょこ壊れたりもしまし

て、委託をしておりますので、ごみの収集業務に支障があるようなことであれば困るとい

うことでございます。はっきりした基準というものはございませんが、やはり使っている

方もいらっしゃいますので、その方の経過を聞いたり、あとは修繕出したときの業者さん

の話を聞いたりして、それとあと最終的には予算もありますので、そういうことで決めさ

せてもらいました。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。こういう車の部分だとかいういろんな部分は、確かに10年乗

った、20年乗ったら入れかえるというものでもないというのも理解できますし、そういう

状況見ながら、実際使っている方が一番車の状況は判断できるのでしょうから、ただ私は

そういう部分で多少の前後はすると思うのです。でも、入れかえる部分に当たっては、い

ろんな部分町は車持っていますので、やっぱり私はある一定の基準というものを設けてお

く必要があるのではないのかなと。それによっていろんな計画も立つわけだし、そういう

入れかえの部分。結局今言ったように修繕料だとかそういうものも加味して、これだけ修

理代かかるなら新しいの買ったほうがいいという、だからいろんな判断はできると思いま

すが、私はでもやっぱり行政として、町としてはある一定の入れかえ時期の更新の判断基

準というものは持っておく必要があるのではないかなと思いまして、こういう質問させて

いただいておりますけれども、今はそういう基準がないということですけれども、今後ど

うなのでしょう。今これから入れかえる部分に当たって、これもどういうタイミングで入

れられるのかわかりませんけれども、入れかえた後にやはり一定の基準を設けた中できち

っと、要するに15年は使うのだからきちっと管理しなさいよというようにするだとか、そ

んなことでのきちっとした一定の基準を設けながら私はきちっと管理していく必要がある
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のではないかなと思いますけれども、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 車両等の更新の関係でございます。先ほどの救急車両の関係、今回塵芥車

ということで入れかえということでございます。基本的には耐用年数、走行距離というも

のが基本にはなってくるというふうには思うのでございますけれども、ただそれぞれの車

両の用途というものも当然関係してくるかなというふうに思っておりまして、いずれにし

ても公共で使う車両については一たん何かあったときには急を要する関係で非常に救急車

についても塵芥処理についても町民の方々に安心、安全という意味では大変な迷惑かける

ということでございますので、今回の救急車についても塵芥処理車についても今年予算と

して上がってきたわけではなくて、昨年から実際には上がってきているということでござ

いまして、そういう中で状況を見ながら、というのは修繕の状況ですとか、そういうのを

見ながら今回判断をさせていただいたということでございます。これからこれら車両にか

かわらず、いろんな形の車両があるわけでございますので、それについては今後一定の更

新計画というものを持つ中で、その中で状況を見ながら判断していくという形をつくって

いきたいなというふうに思っています。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 説明資料22ページの墓地墓園費でちょっとお聞きしたいのですけれども、浦

幌町で何カ所か管理しているお墓があるのですが、使用している者として何かもうちょっ

ときれいにならないのかなということで、将来として歩く部分だけでも舗装にするとか、

そういう考えはあるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 墓地につきましては、貴老路、川流布、常豊、厚内、浦幌とございま

すが、今舗装ということでございますが、一応管理している中ではそれぞれ夏ですか、草

刈りだとかやっておりますが、今のところは舗装にするような考えは持っておりません。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 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。 

 よって、暫時休憩いたします。 
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午後 ２時０２分  休憩 

午後 ２時１５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 次に、３款１項１目社会福祉総務費から２項８目子育て支援センター費までの説明を求

めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 49ページをお開き願います。３款民生費、１項社会福祉費、１目社

会福祉総務費、本年度予算額３億3,697万4,000円、この目につきましては各種社会福祉団

体に係る補助金、障がい者の生活介護等サービス給付、社会福祉全般に係る経費及び浦幌

町国民健康保険特別会計繰出金等に係る経費でございます。増額の主なものは、13節委託

料は給付対象者の増により地域生活支援事業業務委託料79万4,000円の増、20節扶助費は給

付対象者の増により障害介護等給付費1,973万8,000円の増、障害児通所給付費364万

5,000円の増のほか、扶助費総体で2,312万9,000円の増、28節繰出金は浦幌町国民健康保険

事業特別会計への繰出金1,763万3,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、

第２期浦幌町地域福祉計画策定経費で１節報酬11万円、９節旅費１万5,000円、11節需用費

の消耗品費、印刷製本費執行により、合わせて８万8,000円の減額の内容でございます。13節

委託料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費、28節繰出金につきましては、予算説

明資料17ページから18ページに記載のとおりでございます。 

 51ページをごらん願います。３目厚生委員費、本年度予算額352万3,000円、この目につ

きましては民生委員、児童委員兼ねて浦幌町厚生委員24名の活動に係る経費でございます。

13節委託料につきましては、社会調査委託料として北海道からの委託料、１人当たり５万

8,200円が町に交付され、同額を民生委員各位にそれぞれ交付するものでございます。増額

の主なものは、１節報酬は民生委員改選の年となりますので、民生委員推薦会の開催回数

１回増の１万8,000円の増、９節旅費の費用弁償は３年に１回実施する民生委員道内研修費

用弁償56万3,000円の増、各種会議出席費用弁償24万7,000円の減、普通旅費９万2,000円の

増、合わせて旅費総体で37万8,000円の増額の内容でございます。１節報酬、13節委託料に

つきましては、予算説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 ４目青少年健全育成費、本年度予算額28万6,000円、この目につきましては浦幌町青少年

問題協議会委員９名、浦幌町少年補導委員会11名、青少年健全育成事業に係る経費でござ

います。１節報酬につきましては、予算説明資料18ページに記載のとおりでございます。 

 52ページをごらん願います。５目社会福祉施設費、本年度予算額211万9,000円、この目

につきましては浜厚内生活館維持管理及びアイヌ生活相談員１名の活動に係る経費でござ

います。減額の主なものは、11節需用費の修繕料40万円の減、18節備品購入費２万1,000円

の減額の内容でございます。１節報酬、13節委託料につきましては、予算説明資料18ペー
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ジに記載のとおりでございます。 

 53ページをごらん願います。２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、本年度予算額1,379万

2,000円、この目につきましては児童福祉、保育園、幼稚園等の入退園及び保育料納付事務

等に係る経費及び出産祝金等に係る経費でございます。減額の主なものは、子育てガイド

ブックの製作、印刷経費で12節役務費の通信運搬費６万円、13節委託料154万4,000円の減

額の内容でございます。１節報酬、８節報償費につきましては、予算説明資料19ページに

記載のとおりでございます。 

 54ページをごらん願います。３目認可保育園運営費、本年度予算額9,882万円、この目に

つきましてはしらかば保育園の管理運営及び園児75名の保育及び一時保育に係る経費でご

ざいます。増額の主なものは、７節賃金の臨時保育士賃金29万円の増、通常保育、延長保

育、一時保育の中で特別支援保育補助の支援を要する園児の生活がよりスムーズに行える

環境づくりと支援体制の充実を図るため補助員を適時配置するものでございます。11節需

用費は、入園児の増加により消耗品費11万4,000円の増、賄い材料費25万4,000円の増のほ

か、合わせて需用費総体で47万6,000円の増、15節工事請負費は保育室樹脂製内窓設置工事

1,010万円の増、前年度と比較し980万円の増額の内容でございます。減額の主なものは、

13節委託料は管理業務委託料13万1,000円の増、管外入所保育委託料54万5,000円の減のほ

か、合わせて40万4,000円の減、18節備品購入費は園児用椅子65脚24万3,000円、調理室ガ

ス瞬間湯沸かし器８万円、その他の備品を購入しますが、４万6,000円の減、19節負担金、

補助及び交付金は通園費補助金26万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、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、予算説明資料19ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 55ページをごらん願います。４目へき地保育所運営費、本年度予算額3,474万2,000円、

この目につきましては上浦幌ひまわり保育園の管理運営及び園児19名の保育に係る経費で

ございます。増額の主なものは、７節賃金の臨時保育士賃金62万2,000円の増、通常保育、

延長保育の中で特別支援保育補助の支援を要する園児の生活がよりスムーズに行える環境

づくりと支援体制の充実を図るため補助員を適時配置するものでございます。11節需用費

は、入園児の増加により消耗品費７万7,000円の増、賄い材料費６万円の増のほか、合わせ

て需用費総体で17万2,000円の増、18節備品購入費は屋外用音響ワイヤレスアンプ及びチュ

ーナー等で24万6,000円、洗濯機６万9,000円、食器洗い乾燥機７万3,000円、その他の備品

を購入整備し、10万4,000円の増、19節負担金、補助及び交付金は通園費補助金68万2,000円

の増額の内容でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、

予算説明資料19ページに記載のとおりでございます。 

 57ページをごらん願います。５目児童館運営費、本年度予算額58万2,000円、この目につ

きましては常室児童館維持管理に係る経費でございます。13節委託料につきましては、予

算説明資料19ページに記載のとおりでございます。 

 ６目子ども発達支援センター運営費、本年度予算額1,763万1,000円、この目につきまし
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ては障害者自立支援法、児童福祉法の一部改正に伴い平成25年度より児童デイサービスセ

ンターから子ども発達支援センターへ名称等を変更するものであり、センターの運営及び

言葉や心身の発達におくれが認められる児童の療育に係る経費でございます。センター及

び事業の名称の変更はありますが、療育指導内容の変更はありません。本年度の通室見込

み児童数は、就学前の児童を対象とした児童発達支援に10名、就学児等を対象とした放課

後等デイサービスに児童７名、計17名でございます。 

 ここで説明資料の訂正のお願いを申し上げます。予算説明資料５ページをお開き願いま

す。下段の２目民生使用料、２節児童福祉使用料の子ども発達支援センター使用料、通所

児童数16名となっておりますが、17名に訂正をお願いいたします。 

 また、予算説明資料18ページをお開き願います。18ページの説明欄の上段の障害児通所

給付費の児童発達支援11名とありますが、10名に訂正をお願いいたします。訂正につき深

くおわびを申し上げます。 

 次に、58ページをごらん願います。７目学童保育所費、本年度予算額453万6,000円、こ

の目につきましては放課後児童対策として開設している学童保育所の運営及び児童45名の

保育に係る経費でございます。 

 次に、59ページをごらん願います。８目子育て支援センター費、本年度予算額1,599万

4,000円、この目につきましては親子の遊び等を通じて子育て家庭の育児の不安や悩みの相

談、子育て情報等を子育てする親に提供する子育て支援センターの運営に係る経費でござ

います。新規事業として、次代を担う子どもが健やかに成長できるように地域ぐるみで子

育てを支援するとともに、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを目指して浦幌町

ファミリーサポート事業を開始します。増額の主なものは、ファミリーサポート事業に係

る経費、11節需用費の消耗品費３万5,000円、12節役務費２万8,000円、合わせて６万3,000円

の増額の内容でございます。減額の主なものは、７節賃金は育児休業代替臨時職員賃金

130万7,000円の減額の内容でございます。 

 以上で説明を終わります。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、福原議員。 

〇福原議員 昨年子育てガイドブック製作するということで予算が計上されていました。

年度内というか、年内に作成しますということで、このような立派なものをつくっていた

だきまして、大変ご苦労さまでした。この中でサポートナビというところがありますけれ

ども、定期予防接種、それと任意予防接種とありまして、こういう接種の内容が2013年度

から変更される予定であります。それで、子宮頸がん、それからヒブワクチン、それと水

痘、水ぼうそうですね、それとおたふく風邪、インフルエンザはまだですが、これが任意

から定期予防接種になるような国の…… 

〇田村議長 福原議員、科目違うのでないかと思うけれども。 

〇福原議員 児童福祉総務費…… 
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（何事か声あり） 

〇田村議長 ガイドブックの話はよろしいのですけれども、内容については保健衛生。 

〇福原議員 そうですか。それでは、また後から質問いたします。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 認可保育園運営費の工事請負費、保育室の樹脂製内窓設置工事、これについ

てどういう理由で設置するのか。それとあと、認可保育園だけでなく、ほかの施設ありま

すよね、まだ。そっちのほうも、まずこういう内窓のサッシというか、入っていないと思

うのですが、そっちのほうはどういうふうにしていくのか、ちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 平成25年度、まずしらかば保育園の保育室含めて施設内の内窓サッ

シを取りつけるということで、施設も古く、シングルのサッシが使われておりますけれど

も、暖房の対策ということで25年度に内窓のサッシを取りつけるという形でございます。

他の施設につきましては、今後暖房対策ということで浦幌幼稚園を初めこういった内窓サ

ッシ取りつけるということで考えております。まだ費用のほうについては計算してござい

ませんので、以上でございます。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 暖房の関係で断熱サッシを使うというのはいいのですけれども、この建物自

体もう30年以上経過していると、今後の計画は今のものをそのまま使っていくのだという

ことでやるのであればいいですけれども、もう耐用年数来ているからすぐ建てかえるとか、

そういうことになってこの1,000万という高額な金額、これを実施するということになるの

かどうか、今後の計画は何か予定しているのかどうか、その辺お聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 今回断熱サッシの取りつけということで、施設そのものの老朽化と

いいますか、耐用年数が過ぎてしまっているという施設に暖房対策ということでこの断熱

サッシ設置するわけでございますけれども、今後の予想される計画としましては保育園、

幼稚園を１つの認定こども園化を考えていくということは総合振興計画でありますまちづ

くり計画の後期計画の中で検討されるものと思っております。現状ではしらかば保育園、

浦幌幼稚園、そのままの形で現状の冬期間の寒気、防寒対策ということで内窓サッシの取

りつけ設置を実施するものでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 ３月の11日の町長の執行方針の中で子どもを産み育てる環境の整備の充実

と、そういう中の関係含めて子育て支援、福祉、保健予防、医療対策の中でくれよん広場
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という名称のあれが浦幌町子ども発達支援センターと名称を変えて対応するという状況

で、その中で私も先日ちょっとお伺いしましたら、おひさまクラブの中にぽっぽさん、生

後３カ月から１歳未満、いちごさんが１歳から２歳未満、ばななさん、２歳から就学前と

いう、こういう中で分けて対応されたと、そこに４人の教える先生方がいて非常に懇切丁

寧に子どもと一緒に遊んでいる姿を見てきました。そういう中この辺の対応は変わるのか

変わらないか、ちょっとわかれば教えていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 保健福祉センターの北側、西側の玄関から入るところが２つの事業

所、施設を兼ねて行っております。１つは、子育て支援センター、そして３月いっぱいで

名前は変わりますけれども、児童デイサービスセンター、この２つの事業所を４人の職員

が担っております。このたび障害者自立支援法、児童福祉法の改正によりまして児童デイ

サービスセンターの名称と事業の名称が変更となります。今までの子育て支援センターの

運営そのものには影響及ぼさない形で、現行どおりのスタイルで職員配置も含めて行って

まいります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 ２月の15日に議会報告会を開催いたしまして、その中で町内に住むあるおば

あちゃんからこういう意見が出ました。私の孫がこの生後３カ月から１歳未満の関係に通

って、これは火、水、木ですか、週に３回やられているという中へ通って、非常にこの３

日間を楽しみにしていまだ待っているのだと、これは十勝管内１市16町２村という町村が

あるわけでございますけれども、それに至って浦幌のこのすばらしい子育て支援センター

の関係は孫もそうだし、お母さんから聞いてもこの週に３回行われることを楽しみに待っ

ていると、毎日のように行きたいような感じのそういう気持ちにとれるのだよと、そんな

意味でこの関係をもっともっと、町内59行政区あるわけでございますけれども、これは市

街地区ですからそうはなりませんけれども、そういう人たちにもっともっとＰＲをし、子

どもたちにいい環境をぜひ味わわせてやってはいかがでしょうかという、そんなすばらし

い意見もいただきました。そんな関係で今後まさに今答弁によりますと対応させていくの

だと思いますけれども、その辺含めてもっとＰＲの関係で対外的に全てに行き渡るような

形も考えているのかどうかお伺いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 子育て支援センターは、浦幌町市街地に位置しておりますけれども、

現行は上浦幌地域、ひまわり保育園、厚内については厚内幼稚園ということで、それぞれ

職員が出向き、１年に１回から２回ということで子育て支援センターの職員が、それぞれ

の地域にお住まいのお母さん、お子さん連れで参加していただいているということでござ
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います。今後につきましては、勤務体制含めて地域に出向く回数等々検討させていただい

て対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今課長からお聞きしまして、厚内、そしてまた上浦幌という２カ所の関係で

もそういう対応されているというお話聞きました。なかなか市街地区のような形にはいき

ませんでしょうけれども、先ほど言ったように浦幌の町民の方がすばらしい施設の対応で

あるということを自負しながら、そういうふうにして先ほど言いましたように全町59行政

区につながるような状況があれば、なお非常にまた麗しい、そういう状況になろうと思い

ます。その辺もご検討いただきながら、進め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。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に３項１目老人福祉総務費から10款４項１目幼

稚園運営費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 60ページをごらん願います。３項老人福祉費、１目老人福祉総務費、

本年度予算額１億8,240万2,000円、この目につきましては高齢者福祉及び在宅福祉支援事

業、介護保険特別支援事業及び浦幌町介護保険特別会計繰出金に係る経費でございます。

増額の主なものは、11節需用費は消耗品費10万円の減、美園ゲートボール場簡易トイレ取

りかえ修繕料57万円の増のほか、これらを合わせて49万5,000円の増、12節役務費の手数料

は緊急通報装置の設置手数料８台増、撤去手数料11台増で47万4,000円の増、13節委託料の

緊急通報システム委託料は緊急通報装置75台から新規契約により20台増大し、24万円の増、

14節使用料及び賃借料の緊急通報システム機器借り上げ料は緊急通報装置20台新規契約に

より71万2,000円の増、合わせて緊急通報装置保有台数75台と新規契約台数20台、計95台分

に係る経費142万6,000円の増、19節負担金、補助及び交付金は訪問介護事業運営費補助金

150万円の減、通所介護事業運営費補助金は平成24年度介護報酬改定に伴う通所介護事業の

通所時間の変更等により介護報酬の減収分を助成する運営費補助金727万2,000円の増、介

護保険関連基盤整備事業補助金は社会福祉法人うらほろ幸寿会の特別養護老人ホームはま

なす園の特殊浴槽改修工事費に対する補助金566万5,000円の増、居宅支援事業運営費補助

金は平成24年度介護報酬改定に伴う介護報酬の減収分を助成する運営費補助金49万

1,000円の増、これらを合わせて負担金、補助及び交付金総体で1,146万8,000円の増、28節

繰出金は浦幌町介護保険特別会計への繰出金439万5,000円の増額の内容でございます。減

額の主なものは、８節報償費の敬老祝金は88歳祝金６万円の増、100歳祝金30万円の減、合

わせて報償費総体で24万円の減、20節扶助費の介護用品給付費12万円の減額の内容でござ
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います。新規事業として、高齢者等の見守り体制づくりのため、高齢者等の皆様が安心し

て生活できるよう安否を気遣える、そして地域のつながりを保ち、お互いが支え合えるよ

うに地域ぐるみで取り組んでいく浦幌町高齢者・障がい者見守りネットワーク事業を実施

していきます。３月から４月にかけて見守りネットワーク事業にご賛同いただける各関係

機関及び団体、事業所、行政区各位に趣旨説明を行い、日常業務、日常生活の中で隣近所

の挨拶、声のかけ合い等を通して安否の確認などの見守りネットワーク事業への協力団体

及び協力事業者に登録をいただき、５月をめどに開始していきます。１節報酬、８節報償

費、11節需用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金、20節

扶助費、28節繰出金につきましては、予算説明資料19ページから20ページに記載のとおり

でございます。 

 61ページをごらん願います。２目老人福祉施設費、本年度予算額8,329万9,000円、この

目につきましては養護老人ホーム入所措置等及び３施設の入所者45名に係る経費でござい

ます。増額の主なものは、20節扶助費は養護老人ホーム入所者の増により措置費72万

3,000円の増額の内容でございます。20節扶助費につきましては、予算説明資料20ページに

記載のとおりでございます。 

 ３目老人ホーム費、本年度予算額１億7,635万円、この目につきましては浦幌町養護老人

ホームらぽろの管理運営及び入所者50名に係る経費でございます。増額の主なものは、７

節賃金は臨時介護職員賃金240万4,000円の増、11節需用費の燃料費は単価高騰により60万

円の増、光熱水費24万円の増、修繕料12万4,000円の減のほか、需用費総体で70万円の増、

14節使用料及び賃借料の事務機借り上げ料は平成25年度から29年度までの５年間債務負担

行為により介護保険等業務管理システム機器借り上げ料46万2,000円の増、18節備品購入費

は車椅子２台16万4,000円、消火器は製造年から10年を経過する消火器は耐圧性能試験が義

務づけであり、耐圧検査手数料及び薬剤取りかえ手数料と消火器の買いかえを比較すると

買いかえが安全管理面及び経費節減になることから、消火器買いかえ16本18万5,000円、そ

の他の備品を購入整備し、21万1,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、13節

委託料の暖房設備保守業務、地下タンク漏えい点検業務は隔年実施で本年度は実施しない

年であるため、合わせて33万3,000円の減額の内容でございます。13節委託料、14節使用料

及び賃借料、20節扶助費につきましては、予算説明資料21ページに記載のとおりでござい

ます。 

 64ページをごらん願います。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、本年

度予算額１億7,209万2,000円、この目につきましては各種健康診査、検診委託料等及び浦

幌町簡易水道特別会計繰出金に係る経費でございます。増額の主なものは、13節委託料の

妊婦健康診査委託料47万9,000円の増、健康診査委託料34万7,000円の増、合わせて85万

6,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金は特

定不妊治療費補助金15万円の増、工事負担金130万円の減、合わせて115万8,000円の減、18節

備品購入費９万3,000円の減、28節繰出金は浦幌町簡易水道特別会計への繰出金625万
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9,000円の減額の内容でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助

費につきましては、予算説明資料21ページに記載のとおりでございます。 

 65ページをごらん願います。２目予防費、本年度予算額1,304万5,000円、この目につき

ましては各種検診、予防接種等保健予防に係る経費でございます。増額の主なものは、13節

委託料の予防接種委託料57万9,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、11節

需用費の消耗品は各種検診に係る消耗品及びワクチン購入費88万円の減額の内容でござい

ます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料21ページ

から22ページに記載のとおりでございます。 

 67ページをごらん願います。５目医療対策費、本年度予算額9,874万6,000円、この目に

つきましては患者輸送バス運行業務、日曜当番医、医療対策及び浦幌町浦幌町立診療所特

別会計繰出金に係る経費でございます。増額の主なものは、11節需用費の修繕料は浦幌町

立診療所医師住宅外部修繕で車庫修繕30万円の増、28節繰出金は浦幌町浦幌町立診療所特

別会計への繰出金1,397万8,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、18節備

品購入費29万6,000円の減額の内容でございます。11節需用費、13節委託料、19節負担金、

補助及び交付金、21節貸付金につきましては、予算説明資料22ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 ８目保健福祉センター管理費、本年度予算額1,536万5,000円、この目につきましては保

健福祉センター維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは、11節需用費の燃料

費は単価高騰により23万円の増、修繕料は備品の修理14万円の増のほか、合わせて41万

9,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、13節委託料のボイラー自動制御保

守点検業務、地下タンク清掃業務は隔年実施で本年度は実施しない年であるため、合わせ

て28万円の減、15節工事請負費は保健福祉センター浴室の浴槽取りかえ内部改修工事70万

円の増ですが、前年度と比較し150万円の減、18節備品購入費10万4,000円の減額の内容で

ございます。13節委託料、15節工事請負費につきましては、予算説明資料22ページに記載

のとおりでございます。 

 101ページをごらん願います。10款教育費、４項幼稚園費、１目幼稚園運営費、本年度予

算額6,123万7,000円、浦幌幼稚園、厚内幼稚園の管理運営及び浦幌幼稚園34名、厚内幼稚

園６名、園児合計40名の保育に係る経費でございます。増額の主なものは、11節需用費の

燃料費は単価高騰により11万2,000円の増、修繕料は浦幌幼稚園の通路舗装改修10万円、屋

根雨漏り改修10万円、消耗品等合わせて需用費総体で74万5,000円の増、18節備品購入費は

屋外用音響スピーカー及びマイクミキサー等で17万円、冷凍冷蔵庫13万8,000円、その他の

備品を購入整備し、25万2,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、７節賃金

の育児休業代替職員賃金等128万8,000円の減、13節委託料の厚内幼稚園ボイラー保守点検

業務は隔年実施で本年度は実施しない年であるため10万9,000円の減のほか、園児定期健康

診断委託料等の増を合わせて10万4,000円の減、15節工事請負費は浦幌幼稚園正面玄関ポー

チ改修工事105万円、前年度と比較し285万円の減額でございます。13節委託料、15節工事
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請負費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料31ページに記載のと

おりでございます。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 先ほどは失礼いたしました。完成しましたら予防費の中ということで、65ペ

ージの予防費についてお伺いいたします。すばらしい子育てガイドブックが完成して、一

目瞭然に浦幌町の子育てに関することが全て載っていて、小さいお子さん、それからこれ

から子どもを産む方も非常に心強く思っているかと思います。それで、国の方針がいろい

ろと変わっていきます。今子育てサポートナビというところの８ページを見ているのです

が、ここで定期予防接種と任意予防接種に分かれていまして、定期というのは必ずどなた

でも受けなければならないというものでございまして、無料のものもたくさんあります。

任意というのもございますが、今国会のほうで子宮頸がんもそうなのですが、ヒブワクチ

ン、それからおたふく風邪、水ぼうそう、これらを国では2013年度から定期接種とするこ

とが決定されました。2013年の２月13日の調査の内容のものを検索してみたのですが、こ

れと対応していきますと、すぐにいろんなものが変わっていくと思います、予防するもの

と定期的なものと任意的なもので。一回出してしまうと、変わった内容をこれからどうや

って町民の皆様にお知らせをしていくのかなというふうに非常に疑問に思ったというか、

立派にできたのですけれども、これからどういう対応されていくか、ちょっと知りたいと

思いまして質問をいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 ただいまのご質問の内容ですけれども、福原議員からの今の定期接

種ということで決まったというようなお話がございましたけれども、定期の……失礼いた

しました。いずれにいたしましても、任意から定期に変わるだとか、このガイドブックに

記載されている内容が随時変わるということはこの予防接種ばかりではございません。私

どもこのガイドブックを製作して、これを何十年も使える、同じ形で使えるとは思ってお

りません。変わったところについては、それぞれ定期に、いずれにしても予防接種とか変

更になったときには対象の保護者の方にその旨お手紙を出させていただいて、変更になっ

た内容等をお知らせをしていくという形にもなろうかと思いますし、このガイドブックも

随時更新をしていくという考えでおります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 学校で予防接種をする分については、ほとんど漏れがないかと思います。個

人的に受けなければならないもので無料になって定期接種になるものが、途中で変わって

こうやって無料で国のほうでも見ますよということで変わっていきます。それで、子ども
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さんの場合はいいのですけれども、中学生以上というか、高校生も含めてなのですが、い

ろいろと連絡の仕方が、広報の情報で流したからといって、やったからいいのだよという

ことであれば、やはり接種率が上がっていかないかと思います。それで、非常に大変でし

ょうか、個人的に何かの形で郵送して、無料で受けられますので、どうぞ受けて体の安心、

安全な状態で成長をしていただくということで、病気にならないということで何かきめ細

かな周知方法をしてほしいと思うのですが、その点についてはどのようにお考えでしょう

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 ただいまのご質問に対してですけれども、いずれにいたしましても

任意接種という場合についても定期接種についても保護者のお母さん、お父さん、そのワ

クチンの副反応等説明をさせていただくということももちろん必要でしょうし、個別にご

案内をしている、現状で個別に接種対象者に、このワクチン予防接種各種ありますけれど

も、その時期に、そして送らせていただいていますし、乳幼児健診等受けたときにそのお

子さんの生育状況、健康状態もあるかと思いますけれども、必要なワクチン予防接種の時

期をお知らせする、そういった配慮をこちらのほうでしておりますので、ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 老人福祉費の老人福祉総務費の中の関係で市街地のゲートボール場なのです

が、旧浦幌高校の体育館を今まだ利用しているということです。今いろいろ耐震の関係が

出ています。それで、今後管理運営についてどのようにしていくのか、今のまま使用して

いくのかどうか、それを聞きたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 町内のゲートボール場についてのご質問でありますけれども、正式ではあり

ませんけれども、ゲートボール場の現在地を変えてほしいという要望も一部あります。古

いということと屋根が雨漏りがするということで、その修繕を今しながらそれぞれ使用し

ているわけでありますけれども、ただ希望されている施設についての移動ということにつ

いては町の所有ではないということもありまして、なかなか移動は難しいなというふうに

思っているところであります。今使用されている皆さんには、できるだけ今の修繕をしな

がらこのゲートボール場を維持してもらいたいなというふうにお願いをしているところで

ありまして、新たな施設を設置するとかいう考え方は今のところございませんので、答弁

とさせていただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 建物自体が昭和40年代前半か、ちょっとはっきりした年代はわからないです

けれども、やはり耐震診断だけでもやって、床も抜いていますし、大変危険な建物でない
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かと私は思っています。やっぱり一度耐震診断して、どうしてもだめであれば新しく建て

る、使えるのであればそのまま継続して使ってもいいと思いますけれども、その辺につい

てお聞きしたいと思いますけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 耐震診断というお話でありますけれども、建物についてはかなり古いという

ことでありますから、はっきり申し上げて診断するまでもないという年代に建てられた建

物であります。そういう意味では危険というよりは、常時そこで暮らすとか、そういうも

のでありませんので、ただ試合というか、そういうものしたときに地震等々に遭いました

ら、危険性があるということは承知しているところであります。ただ、今それをだからと

いって建て直すということについては、町としては、行政としては今のところ考えていな

いということははっきり申し上げたほうがいいのではないかなというふうに思います。検

討するとか、そういうことではなくて、今のままの状態というのではなくて、修繕しなが

ら利用していただきたいということをお願いをしているところであります。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 予算書の65ページ、予防費について伺いたいと思います。インフルエンザに

ついてでありますけれども、インフルエンザの予防接種、浦幌町も実施要綱つくって助成

措置の対応しているところです。しかし、65歳以下、高校生以上ですか、については特別

な規定はなくて、私も確認をしておりませんけれども、近隣の町では浦幌より一般の人の

予防接種が安いというふうに聞いております。これについて私もよその病院、医療施設行

きませんからわからないのですけれども、これらのところでやった人たちに対して浦幌町

が補填しているという事実はありませんよね。要するに補填しているのだったら、いかに

もその町に対して、当然なのだけれども、浦幌町民にすれば何か変だなということになり

ますし、補填しないでしてもらっているとすればいかにも失礼な話です。その辺について

状況把握しているかどうか、近隣の町村の予防接種料金が安いということなのですが、そ

の辺の確認を。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 浦幌町におきましては、町内の診療所、そして他町村の病院、この

インフルエンザの予防接種がされるそのときの予防接種の料金がそれぞれ違うかと思いま

すけれども、個人負担が1,000円ということで接種できるような形にしております。ただ、

その病院によって2,500円だったり3,000円だったりということはありますけれども、現状

浦幌町では1,000円で65歳以上の方受けられるようにしております。ただ、もう一つ、他市

町村の接種料金、補填といいますか、自己負担が幾らになるのかというのは現在は把握し

てございません。 

 以上でございます。 
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〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 補助対象外の65歳以下については、状況把握していないということでありま

すけれども、実は子どもを連れて予防接種に行きます。そうすると、親も一緒にしたいの

だけれども、浦幌は3,000円です、浦幌の医療機関に来ましても。そうすると、両親やると

6,000円だというのです。人間の感覚として5,000円以下と6,000円はかなり違うのです、感

覚的に。ぜひ親も何とかして助成措置してもらえないかというご意見がございます。今年、

診療所所長おられますから、きっと聞いてもらえばわかると思うのですが、非常に大人が

多かったのです、子どもたちが意外とかからなくて。そういうことも含めて、町の消防の

職員さんとか、あるいは保育所、診療所、いろんな対外的に接触する場所の人たちは優先

的に予防接種助成してやっています。それ以外の人もインフルエンザにかかって５日間な

り６日間なり休めば、やっぱり生産活動に支障あるわけです。そういうことを考えれば、

せめて500円でも助成措置して夫婦でやっても5,000円しかかからないでできるよという、

これは感覚的に大きいのです、6,000円かかるより。そういうことで、この後12月ぐらい、

11月の末から12月にかけての予防接種の時期となると思うのですが、どうでしょう、今後

検討していきませんか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 昨年でしたか、インフルエンザの予防接種するのに全人口やるのに足りない

ということで、医療従事者を優先的にしたという事実がありました。そのときは、急遽日

本製のものがつくられてかなり余ったという話もありましたけれども、裏話ですけれども、

そういう中で今言われる予防接種の料金の他町に比べてどうかという話でありますけれど

も、65歳以上のお年寄りについてはできるだけ低減しようということで制度をつくりまし

た。そのほかにもどうなのだろうというお話でありますけれども、インフルエンザがこれ

からどうなるかというのはありませんけれども、町の町立診療所だけということであれば

対応も可能だというふうなこともあるのかもしれませんけれども、町立診療所だけであり

ませんので、多分民間の医療機関との兼ね合いもありますので、その点についてはちょっ

と今後検討させていただきたいなというふうに思います。いろいろ協議をした経過もあり

ますけれども、今のところは助成をしていないという状況でありますので、今後について

はちょっと検討させていただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 私も予防費のことでちょっと聞きたいのですけれども、フッ素のことでちょ

っと、450名になっているのですけれども、現在小学生だけだと思うのですけれども、幼稚

園とか中学校はいつからやっていくのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 ただいまのご質問の内容につきましては、フッ化物の洗口事業のこ
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とをおっしゃっているのではないかと思うのですが、確認をさせていただきます。 

（「はい」の声あり） 

〇横田保健福祉課長 フッ化物洗口事業につきましては、教育委員会サイドで小学校が今

３月から実施されるということで、まず保育園、幼稚園につきましてはＷＨＯのほうでは

４歳以上の子どもさんから対象年齢にするということでございますが、実際に保育園、幼

稚園児の４歳、５歳児でフッ化物を口に含んで１分間、そして口の中から吐き出すという

ような作業がすぐにできるかどうか、あるいは現在フッ素塗布の事業を町は実施しており

ます。このフッ素塗布事業におきまして、齲歯予防対策ということで実施しておりますけ

れども、フッ化物洗口事業につきましては保育園、幼稚園の担当と平成25年度中に、まず

歯磨きの習慣を子どもたちに実践してもらう、そしてフッ素塗布もあわせて現在の齲歯予

防対策でいいのか、フッ化物洗口事業を保育園、幼稚園も行っていったほうがいいのか、

25年度実施するかしないか、歯磨き励行ということで歯ブラシを持参していただくだとか、

そういった形の方法を平成25年度保育園、幼稚園検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 フッ化物に対しては賛否両論、反対している親もいるということで、もし利

用する親が結構いて、受ける、義務ではないと聞いているのですが、もしそれほどフッ化

物に対して私は嫌だとかという親が多数いてやる子が少ないとなったら、町としてどうい

うふうな考えなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 町としては、今施設に通所されている保育園、幼稚園のお子さんを

まず考えておりますけれども、必ずしもフッ化物洗口ありきで進めているわけではござい

ません。現状のフッ素塗布で齲歯予防対策を行っておりますけれども、いずれにしても集

団でフッ化物洗口ということは保護者の同意を得た中で実施していくということがござい

ます。教育委員会、小学校のほうで24年度３月から実施されるということでございますが、

保育園、幼稚園、乳幼児につきましては現在フッ素塗布ということで実施しております。

危険性、安全性というところをご指摘されているのかと思いますけれども、いきなりフッ

化物を口に含んでということではなくて、水を含んで練習をして飲み込まないでというこ

とができるようになった子からというふうに考えております。途中で間違って飲み込んで

しまっても問題はないということでございますが、きちんと口に含んで１分間たったら口

から吐き出せる、そういう訓練、練習を重ねてできるようになった子どもたちから実施す

るということが基本だと思います。 

 それから、保護者の同意につきましては、保護者が危険だからといってもやっぱり齲歯

予防対策ということで、まずは物を食べてから歯を磨くという、その歯磨きの習慣が子ど
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もたちになければ、フッ化物だけをやっても効果は全くないわけではないかと思いますけ

れども、歯磨き励行とあわせてフッ化物もやることによって効果的に齲歯予防がされると

いうことで考えております。 

 乳幼児につきましては、現在のフッ素塗布事業を行っておりますので、それで町は考え

ております。保育園、幼稚園については、25年度実施するか否か検討をさせていただきま

す。 

 以上でございます。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 フッ化物洗口について若干補足説明をさせていただきたいと思います。 

 フッ化物洗口につきましては、今全十勝が行っている状況です。浦幌町もやっていない

ということではなくて、始めました。今議員が言われたのは、親が拒否されたらどうなの

だということだろうというふうに思います。私どもとしては、やはりフッ化物洗口がどの

ような安全性があるとか、子どもにとっていいのかということを説明することが重要だと

いうふうに思っています。今議員が心配されたように、拒否されたらどうなのだというこ

とではなくて、そのフッ化物洗口の正しいということをやはり父兄というか、保護者にき

ちんと説明することが大事だろうなというふうに思っています。今まさに賛否両論とあり

ましたけれども、私どもはフッ化物洗口がだめだという考え方ではなくて、やはりフッ化

物洗口は子どもたちの役に立つのだという考え方のもとに説明を行っていかなければなら

ないだろうというふうに思っていまして、それについて保護者の理解を得るようにこれか

らは進めてまいりたいというふうに思っているところであります。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 やっぱり町としては悪いもの進めるというあれではないと思うので、親の認

識もいろいろあるので、日本はこうやってフッ化物洗口国でやっているのですが、違う国

では一切やらないという国も、そういう知識もある親は見て意見分かれていると思うので

すけれども、そういう説明ちゃんとしないとなかなか親も理解得られないので、保健福祉

課でもやるのならしっかりした説明をしてやってほしいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 議員言われるとおりだと思います。保護者の信頼というか、安全というのを

確認していただくためにもやっぱり丁寧な説明が必要だというふうに思いますし、今後と

も丁寧な説明をして安心、信頼を得るようにしていきたいなというふうに思っています。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 あわせて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、それにご異議あり

ませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認め、よって暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１８分  休憩 

午後 ３時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 次に、５款１項１目労働諸費から２項５目林道上厚内線開設事業費までの説明を求めま

す。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 それでは、一般会計予算書の70ページをごらん願います。あわせて一般

会計予算説明資料23ページから26ページもごらんください。それでは、５款労働費、１項

１目労働諸費、本年度予算額335万7,000円、この目につきましては勤労者対策及び雇用対

策並びに職業病対策に要する経費でございます。減額の主なものは、平成24年度まで取り

組んでまいりました緊急雇用創出推進対策事業の終了に伴い706万8,000円の減額の内容で

ございます。増額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で新たに中小企業に勤めて

いる方の福利厚生の向上を支援する中小企業勤労者福利厚生共済加入奨励補助金36万

5,000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23ページをご参照願います。 

 次に、71ページ中ほどをごらん願います。６款農林水産業費、１項農業費、２目農業総

務費、本年度予算額4,488万円、この目につきましては農業事務関係職員の人件費及び関係

団体等に対する負担金に要する経費でございます。増額の主なものは、人件費568万3,000円

の増額の内容でございます。 

 次に、72ページをごらん願います。３目農業振興費、本年度予算額5,235万2,000円、こ

の目につきましては本町農業の振興対策に要する経費でございます。増額の主なものは、

13節委託料で新たに浦幌町農業振興地域整備計画の全面改定を２カ年事業で行うことから

本年度は基礎調査を行うための委託料254万1,000円の増、19節負担金、補助及び交付金で

平成24年度補正予算により追加いただきましたので、新規就農者１名に係る新規就農者営

農促進補助金115万1,000円、青年就農給付金事業補助金600万円、戸別所得補償経営安定推

進事業補助金550万円の増、新規事業として農協とともに３カ年間事業を行うジャガイモシ

ストセンチュウ侵入防止を図るために収穫前と翌年作付する圃場の土壌診断の実施及びジ

ャガイモシストセンチュウ生存の温床となる野良芋を根絶するために雪割りを奨励補助す

るジャガイモシストセンチュウ侵入防止対策事業補助金122万8,000円、本町は豆類の主産

地であり、豆類の落葉病の原因となるセンチュウ密度を減らすために緑肥として野生燕麦

ヘイオーツの栽培を奨励するためのダイズシストセンチュウ・ネグサレセンチュウ密度低
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減対策事業補助金120万円の増額、継続事業では平成25年度から始まる農協の新５カ年計画

で高収益作物の導入拡大として位置づけられた高級菜豆は作付面積を40ヘクタールまで増

大させることから高級菜豆産地づくり事業補助金65万円の増、昨年秋の収穫時期以降の天

候不順により予定した事業面積を実施できなかったことから緊急農地排水不良改善対策事

業補助金116万8,000円の増、取り組み面積15.06ヘクタールの増加により80ヘクタールとな

る環境保全型農業直接支払交付金56万円増額の内容でございます。減額の主なものは、交

付対象面積の減により中山間地域等直接支払交付金169万8,000円の減、償還完了や繰上償

還などによる補助対象経費の減に伴い農業経営基盤強化資金貸付事業を初めとする利子補

給補助金76万6,000円減額の内容でございます。１節報酬、13節委託料、19節負担金、補助

及び交付金については、一般会計予算説明資料23ページから24ページをご参照願います。 

 74ページをごらん願います。５目畜産振興費、本年度予算額１億3,013万8,000円、この

目につきましては畜産の振興対策に要する経費でございます。増額の主なものは、11節需

用費の消耗品費で畜舎建設確認申請収入証紙代等で16万円の増、13節委託料で模範牧場哺

育舎１棟の建てかえに係る実施設計を行う調査設計委託料150万円の増、15節工事請負費で

畜舎１棟を建設する工事請負費9,600万円の増、18節備品購入費で建設後の畜舎に係る給餌

用機械であるミキサーフィーダー１台及び施設開設当初に購入して以来35年経過し、昨年

10月にエンジンが壊れたトラクター１台更新を合わせて1,464万5,000円の増、19節負担金、

補助及び交付金で平成24年度に国内で口蹄疫が発生したために家畜共進会が中止されたこ

とから２カ年はその繰越金を含めて事業を行っていました町家畜共進会協議会負担金20万

円の増、平成24年度補正予算により追加いただきましたことから酪農生産基盤拡大緊急対

策事業補助金500万円の増、同じく優良後継牛確保緊急対策事業補助金75万円増額の内容で

ございます。減額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で事業内容の精査により町

家畜伝染病自衛防疫推進協議会負担金10万円減額の内容でございます。13節委託料、14節

使用料及び賃借料、15節工事請負費、18節備品購入費、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24ページから25ページをご参照願います。 

 75ページをごらん願います。６目土地改良費、本年度予算額8,250万1,000円、この目に

つきましては農業関係の土地基盤整備に要する経費でございます。増額の主なものは、11節

需用費の消耗品費で農地・水保全管理支払事業に係る事務費13万5,000円の増、14節使用料

及び賃借料で今年度から年次計画を持って国営総合農地防災事業で整備いたしました排水

路の床ざらいを行うため事業量の増加などにより機械借り上げ料170万7,000円の増、19節

負担金、補助及び交付金で昨年秋の収穫時期以降の天候不順により予定した事業面積を実

施できなかったことから小規模暗渠排水事業補助金115万円の増、平成24年度は年度途中か

ら事業の名称を変えて継続実施が行われることになったため補正予算により追加いただき

ましたことから農地・水保全管理支払事業負担金235万3,000円増額の内容でございます。

減額の主なものは、12節役務費で平成24年度に行いました豊北排水機場の消火器詰めかえ

手数料12万2,000円の減、19節負担金、補助及び交付金で事業終了により国営総合農地防災
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事業完成式典補助金20万円減額の内容でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、

15節工事請負費、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25ペー

ジをご参照願います。 

 76ページをごらん願います。８目道営土地改良事業費、本年度予算額4,454万円、この目

につきましては道営事業による土地改良事業に要する経費でございます。増額の主なもの

は、19節負担金、補助及び交付金で平成26年度に新規事業採択地区となるための合流地区

担い手支援型畑地帯総合整備事業計画樹立負担金450万円増額の内容でございます。減額の

主なものは、平成24年度において実施しました過去の道営事業で整備した明渠排水路の床

ざらいに係る機械借り上げ料200万円の減、19節負担金、補助及び交付金で平均割と事業割

の減により北海道土地改良団体連合会負担金11万2,000円の減、事業完了により中浦幌地区

担い手支援型畑地帯総合整備事業負担金2,000万円の減、事業費の減により浦幌地区担い手

支援型畑地帯総合整備事業負担金180万円減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25ページをご参照願います。 

 77ページをごらん願います。10目団体営土地改良事業費、本年度予算額1,000円、この目

につきましては団体営事業による土地改良事業に要する経費でございます。 

 ２項林業費、１目林業総務費、本年度予算額1,744万円、この目につきましては林業事務

関係職員の人件費及び一般林務行政に要する経費でございます。増額の主なものは、人件

費で21万3,000円の増、８節報償費は有害鳥獣駆除でキツネの捕獲数50匹増加、新たにタヌ

キを対象としたことから捕獲数50匹増加、有害駆除のエゾシカ捕獲数400頭増加、一斉駆除

のエゾシカ捕獲数150頭増加、平成24年度は補正予算により追加いただきましたエゾシカ有

害駆除報償費の単価アップにより250万円の増となるものでございます。次に、13節委託料

で平成24年度は補正予算により追加いただきました一斉駆除に係るエゾシカ残滓処理委託

料45万円の増、14節使用料及び賃借料で平成24年度は補正予算により追加いただきました

一斉駆除に係る町管理林道除雪及びエゾシカ残滓ステーション運搬車両借り上げの機械借

り上げ料56万9,000円の増、19節負担金、補助及び交付金で山火事注意の看板設置に係る事

業費の増により町林野火災予消防対策事業補助金15万円の増、新規狩猟免許、新規わな猟

免許取得助成及びわな猟免許更新助成の件数増加による鳥獣被害防止対策協議会補助金

10万円増額の内容でございます。減額の主なものは、13節委託料で民有林に係る森林管理

巡視調査計画業務委託料16万8,000円の減額の内容でございます。１節報酬、８節報償費、

13節委託料、14節使用料及び賃借料、28節繰出金については、一般会計予算説明資料25ペ

ージから26ページをご参照願います。 

 79ページをごらん願います。２目林業振興費、本年度予算額1,984万7,000円、この目に

つきましては民有林の振興に要する経費でございます。増額の主なものは、19節負担金、

補助及び交付金で補助対象面積47ヘクタールの増により除伐緊急対策事業補助金81万

2,000円増額の内容でございます。減額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で補助

対象面積４ヘクタールの減により未来につなぐ森づくり推進事業補助金21万円の減、補助



                                             － 64 － 

金単価の減額により事業実施希望者がないため森林整備地域活動支援交付金180万円減額

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。 

 ３目林道維持費、本年度予算額182万円、この目につきましては町が管理する林道、路線

数13本、延長63.95キロメート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節工事請負費で林道下草刈り工事、延長559メートル増により19万円増額の内容でござい

ます。減額の主なものは、７節賃金で林道補修に係る人夫賃は日数の減により18万円減額

の内容でございます。14節使用料及び賃借料、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。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費、本年度予算額2,440万3,000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要する経費でございます。増額の主なものは、開町100年

記念花壇整備に係る７節賃金で５万4,000円、14節使用料及び賃借料の機械借り上げ料で８

万3,000円、16節原材料費で10万円の増、11節需用費の修繕料でバンガロー傾斜補正、外部

すき間修繕及びみのり館周辺木製ブロック修繕により135万3,000円の増、15節工事請負費

で遊歩道及び遊具並びにつり橋の補修工事により850万円の増、18節備品購入費でみのり館

の業務用冷凍冷蔵庫２台は14年経過により冷却機能が低下しているため購入するもので

125万9,000円の増額の内容でございます。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26ページをご参照願います。 

 80ページをごらん願います。５目林道上厚内線開設事業費、本年度予算額4,565万円、こ

の目につきましては町が管理する林道上厚内線、延長1,682メートルのうち441.7メートル

の開設工事を行うために要する経費で、今年度で事業が完了する予定でございます。増額

の主なものは、15節工事請負費で岩盤が多くを占めているために工事費が上昇することか

ら3,009万円増額の内容でございます。減額の主なものは、平成24年度において測量調査が

終了しているため580万円減額の内容でございます。15節工事請負費については、一般会計

予算説明資料26ページをご参照願います。 

 以上で６款農林水産業費、２項林業費、５目林道上厚内線開設事業費までの説明を終わ

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。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 予算の項目にはございませんが、一般質問のときもお話ししましたように、

排水対策ということで２点ほど伺いたいと思いますが、それぞれ１点ずつお聞きしたいと

思います。 

 まず、１点目ですが、ご承知のように国営農地防災事業は既に終了しましたが、朝日地

区の釜場を設置し、排水場としてお金をかけていただいた部分がございます。国営農地防

災事業で設置をしましたが、昨年の５月に非常に大量の水が押し寄せ、水をくむ施設をし

たのですが、実はそこへおりていけない、４トン車、発電機を積んでユニック車がおりて
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いけないという状況になっております。これは、冬場に向かって工事をやったために締ま

っていなくて歩けないのです、おり口が、取りつけ道路が。それから、釜場のところも水

があふれたら、水の面と同じ足場が高さで、ぐしょぐしょで人間もはまるというようなこ

とで、当然機械は、車おりていけないのです。こういう状況の中で昨年の冬に向かったと

きも私現場確認しましたが、何も手打たれていないです。今見ていたら、同じ状況で、入

っていけません。車、発電機持っていけないです。当時も、昨年の５月、発電機おろせな

くて、辛うじて電気のコードが届いたので、地域の農家の機械を借りて下へおりてもらっ

てポンプを設置すると、そういうことをやっています。仕方ない事情だったとしたら、こ

の夏場ずっとどんな対応あったのか、災害ですからいつあるかわからないのです。今冬場

はいいのですが、大量の雪で大きな雨降れば、まきつけ前であればいいのですが、またま

きつけがおくれるような、そういう状況にならないかと思って心配しています。まず、こ

の１点、この夏場、一夏どういう対応あって、今後どういう対応していくのか伺いたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 帯広開発建設部の池田河川事務所のほうにお願いして転圧というふうな

形はとっていただいたわけですが、現実問題として高さを高くするだとか、そういうふう

な締め固めるという転圧という形はとりましたけれども、そこに舗装材等を入れていると

か、そういうふうなことを行ってはおりませんので、今年の夏の状況についても確かにた

くさんの水が出れば同じ状況は生まれるものなのかなとは思います。それで、今年度につ

いてもその辺の改善策について池田河川事務所のほうと再度協議してまいりたいというふ

うに考えております。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 これもご承知のように去年の５月からなのです。さっきも言いましたように、

一夏たってしまっている。協議して進める、いつまでになのですか。早くしないと、水が

出たら、またおりれない、そういう対応、同じような対応しなければならない。一般質問

のとき申し上げましたけれども、きちっと準備していないと毎回対症療法です。出たから、

大変だ、ほら、業者、ほら、ポンプ、発電機。ですから、せっかく釜場つくってできるよ

うになったのですから、場所つくってもらったのだから、せめて転圧だけでなくて、ご承

知かと思いますが、アスファルトの粉砕したものは非常に踏圧に強くて、隣近所の町では

林道にどんどん引いているというぐらい水にも流れないし、転圧力も強い、そういうもの

を使って舗装ができないのなら、早く災害に対応できるような対応していってもらいたい。

池田事務所とは協議して進める、それだけでいつまでどうなるかわからないということで

は、もう１年なってしまうのですから、ぜひ先の見通し立つように対応していってもらい

たいと思っているのです。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 産業課長。 

〇亀山産業課長 これから融雪災等も考えられますことから、早急な中で池田の河川事務

所のほうには要望していきたいというふうに思いますし、ただアスファルト粉砕のものに

ついての対応についてはこちらからも提案をしていきたいというふうに考えております。

実行できるかどうかというのは、また別な話で、こういう提案もしていきたいと。今杉江

議員からの提案もありましたので、それらについてお願いしていきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 釜場の足場、低い部分について、それがかさ上げできるかどうかわからない

と先ほどのお話でありましたけれども、これだってそこ行けなければ同じですから、当時

は人間が行ってもぐさぐさ、枠だけがコンクリなのです。近間行けば、人間もはまってし

まうようなぐさぐさの中だということでは、水がその高さまで来たら同じ現象起きるとい

うことですから、開発池田事務所ともきちっとその辺の相談をして、かさ上げできないの

だったら、がっちり車がはまらないような対応してくれるということが原則で、税金の無

駄遣いだと言ってください。お金かけてやって使えないのですから、その辺の対応しっか

りしていただきたいなと。この点についてはよろしいです。 

 ２点目は、浦幌川本流生剛樋門の下のことでありますけれども、これも水が出るたびに

問題の場所であります。水出るたびにポンプ持ってきてもらっていますから、状況把握は

できていると思います。統太から行った浦幌川の堤防から発祥の地へおりるところの取り

つけの問題でありますけれども、以前にもこの話はしております。かつては橋だったので

す。この橋が老朽化して、いつの間にか橋がなくなって、コンクリ管入れて終わらしてし

まったのです。このコンクリ管の水抜けが毎回何かが詰まったり、要するに吐く容量がな

いのだと思います。ポンプ持ってきて上から下へ、管の上から下へ吐き出してもらってい

るという状況です。その樋門閉めると内水、要するに畑側の堤内排水が満杯になって統太

に大幅に逆流するのです。ですから、この位置から浦幌川まで多分500メートルぐらいの距

離かと思うのですが、旧浦幌川ですね、そこまではけるだけの勾配、あるいはそういう状

況にあるのかどうかも私らではわかりません。ふだんは流れているのですから、でもふえ

たときに本当に下が水位が余力あるのかどうかもわからないです。しかし、とりあえずは

取りつけ道路の管の対応していただかないと、毎回私がこの場所で言う羽目になります。

その辺の対応について、今までも状況把握している中でずっと放置されてきました。対応

について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今の樋門における排水対策なのですが、河川の管理というか、そっちの

ほうとも関連ありますので、自分のほうでもちょっと把握しているところありますので、
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生剛樋門というのは町道の発祥の地線だと思いますが、ですよね。これにつきましては、

以前から水が、旧浦幌川が高くなりますので、流下するのに逆流というのですか、そうい

うのが起こっております。それで、原因としましては、今杉江議員も言われましたが、こ

の間一般質問ちょっとありましたけれども、支障木なんかが流れを阻害しているというの

があります。あとは、底にたまっている土壌関係ですか、そういったのも影響しているの

かなと思っております。この件につきましては、今後の対処といたしまして、やっぱり堤

内排水につきましては町の対応ということでありますので、支障木の伐採ですとか、あと

もちろん管理者である北海道の土現のほうとも検討はしなければならないのですが、床ざ

らいなんかも要望を検討いたしまして、あと横断管渠の上下流分置ですか、そういったも

のは町が対応していかなければならないと思ってはおります。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 状況把握しているようですから、何回もここでこういう状況報告をしなくて

もいいようにぜひ対応していただきたいと。ご承知かと思いますけれども、大雨になれば

職員の皆さんも夜じゅう走って歩いているの知っています。しかし、町内の126ですか、樋

門。樋門管理されている皆さんも夜じゅう寝ないで、外出しないで管理しているのです。

そういう中で、特に下のほうは河川が大きくなって夜樋門を閉めるかどうかという状況は

電池を持って、恐ろしいです、皆さん堤防おりたことありますか。夜おりていけないです、

怖くて。しかし、川に流れているか、内水、畑、堤内排水流れているか草むしって投げて

確認しているのです、電池つけながら。そういう管理をしていただいているのに、毎回そ

ういう、樋門管理はしなければならないのですが、そういう一生懸命やっている人たちの

軒先ばかりなのです、被害あるというのは。１人で怖いから、奥さんもかっぱ着て一緒に

ついていってライト照らしたり、そういう対応しているのです、皆さん町内で126の樋門管

理のために。ぜひ毎回毎回対症療法でなくて、手が少し抜けるような根本的な、抜本的な

対応していただきたいと思って何回もここでお願いしているのです。ぜひこういう対応に

ついてもっと真摯に受けとめて、特に私はある町の予算審議で少し勉強させてもらいまし

た。こういう質疑があって、この次どんな対応したか、例えば今年の予算審議、去年の予

算のときこういう意見がありました。こうこうこうで、こういう対応しましたから、予算

こうです。こう言われましたけれども、必要性を感じますので、道や国の補助もあります

から、再度事業提案しました。こういう説明までしているのです、審議あった前のことを

きちっと組み込んで。そういう報告できるように努力していただきたい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今の樋門なのですが、言われたように、帯広土現、旧土現ですけれども、

管轄124カ所あります。そして、釧路の管内が１カ所ということで、全部で125樋門ありま

すが、それぞれ定期報告ということで、施設の状況は月に１回建設管理部のほうには報告
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を樋門の管理人から受けた中身をしたりはしています。機械の状態とか、そういう状態は

報告はしてはおりますが、ただ樋門の管理人さんも高齢化になってきまして、特にやっぱ

り夜のそういう行動とか、その辺恐ろしいというのも実情として私のほうでは聞いてござ

います。そういった意味で年齢的からきて結構大変なものがありますので、今後について

はその辺についても樋門の管理人さんと協議しながら支障のないように町としても進めて

いきたいなと思っていますので、ご理解願います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も何点か質問させてもらいますが、まず労働費、お願いいたします。労働

費の中の雇用促進事業補助金であります。今回も補正を組んで１人分増額をしたという内

容でございます。この内容の中身でありますけれども、本来であれば新規の雇用というほ

うにつながればいいのですが、私の把握している部分におきますと、なかなか新しくとい

う部分ではなくて、例えば今までパートだったものが正社員になっただとかいうような形

で、新規の雇用として起きる部分には、ちょっとそこまでの期待まではいっていないのか

なというふうに思いますけれども、まずこの辺の実態の部分、内容、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。 

〇亀山産業課長 雇用促進事業補助金の内容でございますが、平成23年度から事業実施し

ておりまして、平成23年度が７事業所で最低年齢が20歳、最高年齢が67歳、平均年齢が

34.6歳、このうち町内の方が９名、町外の方が２名、町外の構成比は18.8％、平成24年度

は事業所数としては12事業所、最低年齢が18歳、最高年齢が46歳、平均年齢が30.3歳、町

内の方が８名、町外の方が９名、町外の構成比が52.94％、この２カ年で19事業所でござい

ます。平均年齢が32.0歳、町内の方が17名、町外の方が11名、町外の構成比が39.29％、約

４割が町外の方というふうな状況になっております。今中尾議員がおっしゃられましたこ

の補助金を使って新規の雇用なのか、もしくはいわゆる入れかえといいますか、そういう

ふうな状況なのかと、その点についてはちょっと把握しておりませんでしたので、その点

についてはお答えできかねます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 若年の若い方から年配の方まで幅広く利用されているということは、今の説

明でわかりました。私も今回も一般質問で雇用の部分でさせていただきましたけれども、

人口減少対策としてしっかりとこの浦幌に骨を埋めてもらうというのですか、きちっと定

住していただくということにはやはり雇用なのです。しっかりそこで仕事をして、ここで

収入を得ていただかなければ、ここに定住できないわけでありますから、そういった意味

でもこの雇用促進の部分はいいのですけれども、本来はこういうような事業を使って新た

な雇用、今まで10人いた人が11人、12人とふえていけば一番いいのです。しかし、この中

身のまだ内容が把握されていないということですけれども、要するに今までパートだった
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人を正社員にする、今まで派遣だった人を正社員にする、それも決して私は効果がないこ

とだとは思っていません。今までそういう不安定的な状況で働いていた人が正社員として

きちっとして安定して雇用ができるということは、私は一つの大きなプラス要因だと思い

ますから、決してこれを無駄なものだとか、そういうことは全然思っていません。しかし、

一般質問しましたけれども、人口減少対策という意味からはこの雇用の部分が最重点課題

としながらも、その部分が本当にプラスになっているのかというような検証も私はしてい

く必要があるのではなかろうかなというふうに思います。今はそういう部分がなっていな

いと、データとっていないということですけれども、さかのぼってとれるものはとってみ

るだとか、またもしくはこれからの部分についてはその辺のこともしっかりと精査した上

でこの事業がそういう部分になっていくのか、もし新しいそういう新規の部分につながっ

ていなければ、これをやりながらもう一歩新しい手も打っていかないと人口減少対策とい

うことには私は片手落ちになるのではなかろうかなと思いますので、今後この辺をしっか

りとデータを、もうちょっと精査して中身のあるデータをとっていく必要があろうかなと。

そして、また来年度につなげていく必要が私はある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。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 今のご質問の中でありました今後の対応という部分で申し上げますと、

先般の一般質問でもお答えさせていただいておりますが、町長のほうから、やはりアンケ

ート調査、これは働く人も、いわゆる町民の方も、また企業の方にもそれぞれマッチング

するような形の中でどんな需要があるのか、どんな点が問題があるのか、それらについて

アンケート調査の中で調査した上で平成26年度に向かって新たな手を打っていかなければ

ならないというふうに考えております。 

 また、雇用促進事業補助金の関係につきましては、23年度、24年度の状況について、こ

れは各企業さんにお聞きすればわかることでございますので、それを聞くということと新

年度、25年度にはこれが新規の雇用拡大なのか入れかえなのかというふうな項目も申請書

の中でわかるような形をとれば、これは可能なことだというふうに考えておりますので、

その点については改善してまいりたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 町長の答弁いただかなくても、今の答弁で十分でありますので、しっかりと

状況把握していただきながら、今言ったように事業所に聞けばわかることですから、そう

いうことで本当にこの部分が人口減少対策になっているかどうかというところも含めて調

査していただいて、私はこの事業を決してだめとは思っていませんので、この事業はこの

事業で進めながら、またより一歩深い、一歩進んだ雇用対策を打っていただきたいなと思

いますので、お願いいたします。この件については、結構でございます。 

 それと、もう一点目であります。農業振興費であります。これも私毎度毎度質問してお
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ります。もうおわかりかと思いますが、白花豆の高級菜豆産地づくりであります。これ今

回も金額もふえていますし、先般、前にも私質問したときにもなかなかこれが思ったよう

に産地までいかないという部分については、答弁の中でこの作物は手間暇がかかるのです

と、だから手間暇がかかるので、なかなか浸透していかないのだというようなお話もいた

だいていました。なかなかだからそういった、ただ答弁もいただいた中では手間暇かかる

ことは最初からわかっていることだから、そんな中でこれを産地にしようということでこ

の事業組んでいっているわけですから、これが本当に産地となり得るのかどうかというこ

とです。本当に今ＴＰＰもこういうことで参加するということになりましたから、これは

いい悪いは抜きとしても、もう参加するという方向で国が動いているわけですから、そう

すると本当にこの農業政策自体が根本的に変えていかないと、今までどおりの補助のつけ

方では私は全く立ち行かなくなるだろうなという気もいたしますし、町として本当にこの

農業政策の考え方というものも考えていかないと、ただ反対を訴えているだけでは私は前

へ進んでいかないなというふうに思っております。そのＴＰＰのことは結構ですけれども、

産地づくりのこの部分の、私はこの産地づくりというところにこだわりたいのです。本当

に産地づくりになっているのですかということなのです。今回のこの金額も100万になって

いますし、この分についてこれが本当に、もう５年たちましたですよね、そういう部分の

中で本当に産地になっているのですかという、ここら辺です。これを今後も続けていきた

いということは、前からも、前の答弁でもいただいていましたけれども、これが続けてい

って本当に産地になっていくのですかということです。このことを私も聞いているのです

けれども、その辺農協とも審議するというようなお話もいただいていましたけれども、ど

んな議論の中でこの事業がまた継続されて予算もふえた中で行われていくのかということ

もお聞きをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 白花豆のいわゆる高級菜豆の産地づくり事業補助金でございますが、こ

れにつきましては先ほども説明の中で触れておりますが、農協の新５カ年計画の中で作付

面積を全町で40ヘクタールまで持っていこうということの目標値が定められております。

そういう中で５ヘクタールずつというふうな分で補助していきたいというふうに考えてお

りまして、100万円という数字でございます。それで、昨年の状況としては、平均反収がキ

ロ数でいうと303キロでございます。そして、平均収入、反収でございます。これが15万

1,268円というふうなことでございまして、やはり他の作物よりは優位性は大いにあると、

もちろんその分手間もかかってはいるのですが。あと、農協のほうとしては、この作付奨

励のためにこの冬のシーズン特別にチラシをつくりまして、優位性があります、収益性が

高いですよということの中でお知らせして、何とか作付を拡大しようということでファク

スを流しているという状況でございます。それで、本町の白花豆の状況につきまして申し

上げますと、昨年は12月末前の時点で引き合いが多くて農協としてはさばけてしまったと、
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まだつくってほしいという状況がございます。ただ、いかんせん中尾議員もご存じのとお

りの状況でございます。そういう状況の中で主に商社のほうへ出荷しております。製品の

販売をしております。色選して製品になったものは、そういうふうに行っております。で

すから、それらをホクレンのほうでは煮豆だとか甘納豆、ようかんの原料として販売して

おりますし、管内のＪＡにも物産展用として販売を行っているということで、商社に対し

てはやはりもっと欲しいという状況がございます。ただ、いかんせんその部分ではなかな

か作付面積が、せっかく平成23年産は15ヘクタール近くまで伸びたのですが、平成23年の

あの雨、長雨によりまして平成24年産は10.8ヘクタールというふうにやや３分の２にまで

落ちてしまったと、何とかこれを起死回生でもって上げていきたいと、やはり農家の方に

とっては収益性の高いものという位置づけを十分理解していただくしかないのかなと。下

浦幌のほうで大面積でやっておられる方については、なかなか難しい点もあるかとは思う

のですが、現在気候的には随分暖かくなりましたので、結構下のほうでも取り組むことは

できるのではないかというふうには考えております。ですから、下といいましても現在中

浦幌ぐらいまで、帯富ぐらいまで来ていますか、それをもう少し下まで拡大しながらでも、

大規模でやっていらっしゃる方はなかなか難しいのかもしれませんけれども、そういう中

で何とか作付拡大を図っていきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 今農協さんも５カ年計画を持ってこの作付面積をふやしてやっていくという

ことで、ただ５年という経過がたってきていますと、これくいの補助ということですけれ

ども、一番最初にやったところがもう４年、５年でだめになって更新していかなければな

らなくなります。あくまでも初期購入、だから今40ヘクタールまでふやしていくという初

期購入の部分についての補助ということで、そうすると前の部分のやった人方にはそれは

対象になっていかないと。では、前やった人方は、次設備かえやっていくときはおのおの

が自己負担でやってくださいよという中で、それがふえていくところと、そのときはそん

な金かけてまでまたやらないということで、この辺がうまくなるのでしょうか。要するに

私は産地になってくれれば、これが優位性のあるものだということはわかりますので、産

地になってくれればいいので、こういうお金を使っていることは。ただ、そういうような

形で、今５年というとちょうどそういうような時期に来ているということになってくると、

その辺の部分やると新たにという部分が前回やった人のその辺の兼ね合いというのはどう

いうことになりますか、教えてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 この白花豆の竹の支柱については、やはり新たに作付するという、新規

の作付分というふうな形の中でやっております。ですから、今まで３反やっていました。

今度新たに２反ふやして５反にします。では、２反分について対象としますというふうな

形なものですから、前にやっていたこの３反の分については更新時期が来たら自費でお願
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いしますというふうな形になっております。ですから、新たに産地づくりという中では維

持費的なものというふうに考えられておりまして、そういう中では対象としていないので

すが、何とか新たに作付するというふうな人をふやしていきたい、増反するということも

含めて、そのように考えております。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。今言われたように、前のやつを更新していってしまったので

は余り意味ないのです。ふえていかないと本当に意味がないのです。それでないと産地に

ならないのですから、今の考え方が、町としてそういう考え方の中でふえていく分につい

てきちっと補助して面積ふやして産地にするのだという、そういう姿勢だということです

から、このことについては理解をいたしました。 

 それと、最後にもう一点お伺いをいたしますが、うらほろ森林公園の部分の工事費の部

分なのですけれども、500万、500万で1,000万出ております。それで、特にこの中のつり橋

の補修に500万というのがありました。この辺も要するに今これだけ防災、防災とやってい

るわけですから、本当にあのつり橋も500万の部分でそういうようないろんな不測の事態が

あったときにきちっと、地震なりなんなりがあったときにきちっと耐え得るような補修が

これでできているのかどうなのかという部分についてのこの辺の考え方、状況というのは

どういうことなのか、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。 

〇廣富産業課長補佐 中尾議員のご質問なのですけれども、森林公園のつり橋の改修とい

うことで平成25年度新規といいますか、補修に係りまして500万円、こちらの工事請負費と

いうことで計上させていただいてございます。この500万につきましては、既存のつり橋の

軸となる横ワイヤ、これにつきましては強度的には計算上もつということでメーカーさん

のほうからいただいておりますけれども、この主軸となる横ワイヤを押さえております縦

軸のワイヤが、これが経年劣化によりまして、ワイヤが少し劣化した中の一、二本断裂し

ているといったところもございますので、こちらにつきましては工事費につきまして新年

度において改修する工事費ということで計上してございます。ですから、主軸の重さに耐

え得るこのワイヤにつきましては、耐震強度についてはあるというふうに判断してござい

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 今耐震強度があるというこの部分、要するに今の地震、震度何ぼ、もちろん

津波も来るとかという、これでもきちっと耐え得るものだというような認識でよろしいの

かなと。先ほども町長もちょっと言われていたのですが、ゲートボール場も年数もたって

いるので、調査するまでもなく、耐震強度はないだろうと、しかし今建てる考えはないの

だというような町長お話がありましたけれども、町の施設としてやっているものに耐震強
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度がないというものを使いなさいということには私はならないと思うのです。先ほど同僚

議員もそういうような質問をして、やっぱり町として町の施設としてある以上、だから今

のこのつり橋もやっぱり町の施設としてある以上は私はきちっとした、それこそその場、

その場の補修ではなくてきちっと耐震、この時代ですから耐震強度のあるきちっとした手

を打つべきだなということであります。その部分で最後に１点だけ、どのレベルまできち

っともつというような、もつ、もつというその基準になる部分、この辺最後にもう一度説

明求めたいと思います。 

〇田村議長 産業課長補佐。 

〇廣富産業課長補佐 ただいまのご質問に対しまして、私のほうからまたお答えさせてい

ただきます。 

 本日こちらの耐震強度等のメーカーからの明確な計算等につきまして資料等を持ってき

ていないものですから、細かい部分についてはお答えできるところはないのですけれども、

現在のつり橋につきましては揺れと引っ張りに対するワイヤが現在の太さに対して切れる

か切れないかというところの耐震の検討の仕方をしてございます。建物とは違いまして、

建物の例えば鉄骨づくりの部分に対する強度、そういったものの計算ではなくて、今現在

４本でもっておりますつり橋につきまして主たるワイヤが規格的に現在のところは今言わ

れている耐震に対する強度的にはあるというところで報告をいただいているものですか

ら、こちらを押さえております、４本を押さえています縦のワイヤが部分的にたるんだり

なんかしているものですから、こちらにつきましての補修工事等に対して500万円というと

ころで計上させていただいております。 

 以上でございます。 

 

    ◎延会の議決 

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、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にし

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、本日はこれをもって延会とすることに決定をいたしました。 

 なお、再開はあす午前10時といたします。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ４時１８分 


