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開議 午後 ６時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は10名です。 

 定足数に達していますので、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。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 河内委員長。 

〇河内議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 平成29年第１回浦幌町議会定例会の運営について、３月７日午後、議会運営委員会を開

催し、本日10日の運営について協議をいたしましたので、報告をいたします。 

 本日の日程は、ナイター議会での一般質問に続き、議案第25号 平成29年度浦幌町一般

会計予算の審議であります。理事者、職員の皆様には時間外の対応にご理解をいただき、

心から感謝を申し上げます。一般質問は、通告順に安藤忠司議員、森秀幸議員、杉江博議

員の３名より３項目の通告がなされております。質問順序は、通告順に指名されるよう議

長に申し入れております。また、質問者は通告の内容に沿ってわかりやすい質疑を心がけ

ていただきますようお願い申し上げますとともに、活発なる議論を期待いたしまして、議

会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇田村議長 日程第２、一般質問を行います。 

 一般質問の内容については、会議規則第61条第２項の規定によって、通告した要旨の範

囲内といたします。また、一般質問は、会議規則第61条第５項及び第６項の規定によって、

一問一答方式により行い、質問時間については答弁を含め45分以内といたします。なお、

制限時間３分前に予鈴を１回、終了では終了鈴を２回鳴らしますので、議員並びに理事者、

説明員の皆さんにはわかりやすい質問、答弁となるようご協力のほどをよろしくお願いを

いたします。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 初めに、４番、安藤忠司議員の質問を許します。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 それでは、通告に従いまして、一般質問をいたします。 

 平成かもめ橋開通に伴う交通安全対策と町道の維持管理について。厚内地区待望の厚内

川にかかる平成かもめ橋が２月20日開通となり、これまでの２カ所の直角カーブの路線が
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解消され、新しい橋により流れがスムーズとなり、通行の利便性が図られました。供用開

始とともに地域の住民より交通安全対策について不安の声が聞かれ、現地を確認したとこ

ろ、かなりのスピードで走行している状況であった。また、厚内幼稚園の通園も危険な状

態であると思われる。そこで、次の６点について伺います。 

 １、時速40キロ制限の標識が少なく、漁組の北側から浜厚内市街入り口までの区間に標

識のない状況であり、早急に標識の設置をしていただきたい。 

 ２、幼稚園ありの表示看板を早急に設置する考えはないか。 

 ３、平成かもめ橋に街灯がなく、夜間歩行の際危険な状態であり、早急に設置していた

だきたい。 

 ４、横断歩道の設置について、漁組に通じる町道と平成かもめ橋が厚内に向かって右側

に歩道があり、浜厚内に通じる道路は左側に歩道がある。現在横断歩道がなく、道路を横

断するには危険な状態であるため、早急な横断歩道の設置について対応していただきたい。 

 ５、道道から町道に移管された厚内橋の耐震診断について問題はないのか、また現状の

把握はしているのか。 

 ６、道路の開通により道路とともに歩道の延長も長くなったが、厚内地区の除雪体制を

どのようにしていくのかお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 安藤議員のご質問にお答えします。 

 １点目の時速40キロの速度制限標識の設置についてでありますが、今回の道路整備区間

には設置されていない状況にあります。池田警察署に確認したところ、設置の必要性は認

識しており、標識の設置を北海道公安委員会に要望しているとのことでありました。 

 ２点目の幼稚園ありの看板設置についてでありますが、現在幼稚園付近の両側に学校や

幼稚園、保育所等に係る道路警戒標識が道路管理者の北海道により既に設置されているこ

とを確認いたしました。 

 ３点目の街灯の設置についてでありますが、平成かもめ橋への設置は、北海道が管理す

る道路照明施設設置基準に基づき、橋の長さ100メートル以上の橋梁に設置することになっ

ておりますが、当該場所は基準を満たさないことから設置できない旨北海道から回答を得

ておりますので、ご理解願います。 

 ４点目の横断歩道の設置についてでありますが、道路整備区間に横断歩道は設置されて

おりません。横断歩道の設置は、北海道公安委員会の所管となっておりますが、歩行者の

利用状況と地域住民の要望等を把握の上、検討し、必要に応じて要望してまいります。 

 ５点目の厚内橋の耐震診断についてでありますが、本橋梁の車道部は昭和41年に建設さ

れ、歩道部は地域住民の交通安全対策のため昭和52年に分離橋として建設されたものであ

ります。耐震診断については実施されておりませんが、耐震化の状況については平成28年

度に実施されている本町への移管に際した橋梁点検及び診断結果とあわせて引き継ぎ書の
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一部として報告されることになっております。なお、北海道においても橋梁長寿命化修繕

計画が定められており、本橋梁につきましては平成25年度に補修工事が行われております。 

 ６点目の厚内地区の除雪体制についてでありますが、これまでは大型除雪ドーザー１台

により車道及び歩道除雪に対応してまいりました。移管後においては、除雪延長が増加し、

特に歩道除雪対応が課題との認識を有しております。これについて、道道除雪業者による

歩道除雪車両により道道歩道除雪とあわせて町道歩道除雪対応が可能か北海道と協議を行

っており、効率的で有効な除雪体制の構築に努めてまいります。 

 以上、安藤議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 それでは、再質問を行いたいと思います。 

 最初に、１点目の時速40キロの標識の関係でございますが、この答弁の中で池田警察署

に確認したところと、そういうふうに町長が言われております。町長は、２月21日のこの

開通式の新聞のコメントで、交通安全対策に一層取り組みたいと。普通供用開始前にこう

いう安全対策というものはある程度確認されているかと思うのですけれども、そういうこ

とはしていないのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 ただいまの安藤議員のご質問にお答えいたします。 

 40キロ制限の速度標識につきましては、道路管理者である北海道と公安委員会が道路整

備時に協議をしているということで北海道のほうから聞いてございます。その後の経過に

つきましては、開通のときに標識が立っていないという経過につきましては詳細は把握し

てございません。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 以前からこの橋梁の着工に当たって、こういうふうな交通安全について同僚

議員からも再三質問があったと思うのです。その辺は、町長どういうことで今新聞にこう

いうコメントを載せたのか、町長にお聞きしたいと思うのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 新しい橋の関係でありますけれども、本来あの地域については、橋の新しい

ところに標識がないということでありますけれども、基本的には40キロ制限は標識があり

ます。ただ、新しい区域に新しい標識が立っていないということでありまして、本来の道

路標識については40キロ制限になっているということをご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 現地も私見ておりますし、わかるのですけれども、実際現地見たとき、カー

ブがあって、途中から入ってきて、ここが40キロ制限なのかどうかということが多分そこ

の地区の人はわかっても、ほかから入ってくる方はわからないのではないかと思います。
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共用開始する前に町も一度確認するべきであったのでないかなと、私はそう思いますけれ

ども、その辺についてどう思われますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 40キロ制限を解除するとか、そういう話ではなくて、基本的には40キロ制限

の道路であるということです。ただ、その中で新しい橋の近辺に標識がないということで

ありまして、これは道路管理者である公安委員会の管轄であります。その中で、私どもと

しては40キロ制限の道路に間違いないということは確認しておりますけれども、それに対

して新しい標識をつくらないとかつくるとかいう話については、確かにお話はしておりま

せん。ただ、安全対策については当然のことでありますので、今後そういう標識として見

づらい部分があるのであれば、それは変えていく必要があるだろうと思いますけれども、

基本的にはあの道路は40キロ制限を維持するということについては変わりはないというこ

とであります。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 これは公安委員会だということで、それはわかりましたので、２点目の再質

問をしたいと思います。 

 幼稚園ありの看板なのですが、警戒標識ということで道路管理者が立てているというこ

とは私も確認しております。ただ、前の旧吉野幼稚園の町道にも幼稚園あり、速度落とせ

という看板がこの幼稚園廃止されてからでも町道にそのまま立っております。はっきり言

って、これが道路管理者がやらないとならないものなのか、それとも幼稚園の前後、もと

の厚内中学校の跡地の辺にその看板を立てるとか、幼稚園の南側はフェンスのところに幼

稚園ありという看板を張るとか、それと吉野の幼稚園の跡地のところに道路警戒標識、多

分町でつけた警戒標識です。黄色いやつです。それの下に白い看板で幼稚園ありという看

板もついております。ですから、道路管理者、北海道に言って、幼稚園ありの看板だけで

もそこの警戒標識の下に取りつける。もう一つ、大きいほうの看板については今の吉野の

幼稚園の町道についていますから、それを持っていって、すぐそこにつけるとか、そうい

う早急な対応が必要でないかと思います。これは、幼稚園ありだけの看板ではなく、速度

落とせということも含めて看板設置を早急にお願いしたいと。これは、道路管理者だけで

なくて、町として町有地とかそういうところに設置をお願いしたいということでございま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 道路警戒標識につきましては、道路管理者であります北海道が設置しており、まずは注

意喚起がその標識によってされているものと捉えておりまして、不足しているというふう

には考えてございません。また、標識の下の部分に補助標識ですか、そのような形で文字
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での幼稚園ありという補助標識の設置につきましては、道路管理者であります北海道とも

協議しなければならないところがありますので、その辺については協議してまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 町民課長。 

〇山本町民課長 先ほどの補助標識の設置につきましては、道路管理者である北海道と協

議をしてからということになりますので、今すぐ設置できるというお答えはできないとい

うことでございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 道路管理者は北海道ですけれども、町有地は町ですから、町で立てるものに

ついては許可得なくても立てられますから、それは早急に、必要と思えば早急にやってい

ただきたいと思います。 

 次の３点目、街灯の設置でありますけれども、今のは100メートル以下の橋でございます。

100メートル以下であっても、やはり夜になると大変暗い。地域の方からも暗いということ

で、私も一度だけ夜見てまいりましたけれども、やっぱり暗いと。できたら、これも橋梁

の管理者は北海道でございますけれども、北海道が設置できないということであれば、町

で一灯でも占用させてもらってつけるとか、橋の前後ぐらいに、多分それも道路占用とい

うことになるのだと思いますけれども、その辺現地確認して設置する方向で検討願いたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 北海道の道路管理者によりますと、ただいま申し上げましたように橋梁には街灯がつけ

られないと、そしてまた橋の前後につきましても道路管理者としてはつけられないという

回答を得ております。そこで、町で街灯を設置するという場合につきましては、同じく橋

の上には設置できないということから、橋の前後というふうに考えてございます。また、

新しく支柱を立てるということにもなりますので、道路管理者とも設置位置などについて

協議を行って、それからの判断で行いたいと思っております。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。 

 次、５点目の橋梁の関係でございますが、橋梁長寿命化修繕計画が定められていて、本

橋梁については平成25年に補修工事が行われたということでございますので、この関係は

いいと思います。 

 ６点目です。除雪体制、歩道、この関係については道道の除雪業者で、北海道と協議し

てやっていきたいということですが、この関係については今までは町がやっていたと思う
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のです。町がやっていたということですが、こういうふうに業者がかわるということにな

ると、連絡の不徹底だとか、そういうこともあると思いますけれども、その辺については

どのようにやっていく考えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 ただいまの安藤議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 今回お答えをさせていただきました北海道による町道除雪、こういった形態というもの

は、近年大雪時におけるさまざまな障害というものがございまして、北海道及び開発局を

含めた中でさまざまな議論がされております。その中で、道路管理区域を超えた除雪体制

の構築というものも議論の一つになっております。まず、帯広開発建設部自体では今協議

をさせていただいているような実態というものはまだ実績としてはございませんが、これ

を契機に本町としてもより効率的な除雪体制をつくっていきたい。また、本町の除雪体制

も現在の状態でも厳しい状況にありますので、何とかご協力をいただきたいということで

鋭意協議をさせていただいているところでございます。先般協議の中には、現在請け負わ

れていらっしゃいます受託業者の方も協議の中に入っていただきまして、打ち合わせをし

てございます。その中でも、今ご質問のあった連絡体制については今後北海道及び受託業

者とも連絡を密にとりながら対応していくということで、除雪体制の支障にはならないよ

うな方策を考えてまいります。 

 以上です。 

〇田村議長 これで安藤忠司議員の一般質問を終わります。 

 次に、10番、森秀幸議員の質問を許します。 

 10番、森議員。 

〇森議員 通告に従いまして、人口減少対策について町長の考えを伺います。 

 町の最上位計画である第３期まちづくり計画は、平成23年度を初年度として平成32年度

を最終年度とする10カ年計画となっており、「みんなの知恵・世代を超えて創るまち」、メ

ーンテーマのもと、分野ごとに基本目標を定め、総合的、計画的な行政運営を進めている

ところです。全国的な課題でもあります人口減少につきましては、十勝管内においても本

町の減少率は高く、この危機的状況を共通認識と捉え、その要因を考察としてまとめる中

で、人口減少の流れに歯どめをかけ、横断的対策を強力に進める措置として定住対策推進

のための重点プロジェクトを掲げ、３つの重点プロジェクトを推進し、最終年度でありま

す32年度の総人口をおおむね5,000人と想定しました。しかしながら、既に昨年の12月末現

在で5,000人を割り込み、人口減少が加速化している状況であります。第３期まちづくり計

画も既に後期実施計画に入っており、これまでの検証とさらなる対策が必要と考えますが、

町長の考えを伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 町長。 

〇水澤町長 森議員のご質問にお答えします。 

 人口減少対策についてでありますが、本町の人口は浦幌町第３期まちづくり計画策定の

平成22年度時点において住民基本台帳に基づき人口推計を行った結果、平成32年度には

4,566人程度となると推計しておりました。このため、人口減少の流れに歯どめをかけ、横

断的対策を強力に進めるための措置として新たに定住対策推進のための重点プロジェクト

を掲げ、子どもを産み育てる環境の整備充実、雇用機会の新規創出、居住環境の整備充実

の３つのプロジェクトに取り組むこととし、平成22年３月末の人口は5,762人に対し、第３

期まちづくり計画の中間年の平成27年が5,400人、目標年の平成32年が5,000人と設定した

ところであります。また、平成26年12月には国と地方が総力を挙げて地方創生、人口減少

克服に取り組む上での指針となるまち・ひと・しごと創生長期ビジョン及び地方創生のた

めの施策の基本的方向や具体的な施策をまとめたまち・ひと・しごと創生総合戦略が閣議

決定されたことを受け、平成27年９月に浦幌町人口ビジョンと浦幌町まち・ひと・しごと

創生総合戦略を策定し、人口減少問題対策に特化した施策、事業を推進しているものであ

ります。定住対策推進のための重点プロジェクトの前期実施計画の実績では、出産祝金や

中学生までの医療費無料化を初め、農業経営開始奨励金、雇用促進事業補助、定住住宅取

得補助、住宅リフォーム補助等の各施策が有効活用され、一定程度人口減少に歯どめをか

けたものと検証しているところでありますが、残念ながら昨年末に5,000人を割り込む結果

となりました。平成20年に始まった日本の人口減少は、若年人口の減少と老齢人口の増加

を伴いながら加速度的に進行しており、本町においても出生数の減少や高齢化率の上昇な

ど、厳しい現実に直面しているところであります。平成29年度は、まちづくり計画後期実

施計画の２年目となりますが、総合振興計画審議会委員の皆様からのご意見や課長会議等

の庁内会議での検証を行いながら、引き続き定住対策推進のための重点プロジェクトを推

し進めてまいりたいと考えています。 

 以上、森議員への答弁といたします。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 非常に早く人口減少の加速化が進行したということでございます。第３期まち

づくりの策定のころ、平成22年の住民台帳の人口によりますと5,710人と聞いております。

このころは、住民基本台帳の結果による過去の人口推移に基づき人口推計を行った結果に

よると本町の人口も減少傾向で推移し、平成32年度には4,566人程度になることが推計され

たということでございます。しかしながら、自然動態では死亡数が出生数を上回り、社会

動態では転出者が転入数を上回っているものの、平成22年以降転入と転出の差が縮まり、

転出による人口減少が落ちついたことを踏まえまして、平成32年度には総人口おおむね

5,000人と推定したということの内容だというふうに思います。先ほど町長からも答弁がご

ざいましたように、日本の人口減少は若年人口の減少と老年人口の増加を伴いながら加速

度的に進行していると、また本町においても出生数の減少や高齢化率の上昇など厳しい現
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状に直面しているというような答弁をいただきました。しかしながら、32年までまだ４年

もあるのです。どのようなことが一番の人口減少、5,000人を割り込んだということの、ど

この町村でもこのことにつきましては非常に歯どめのきかないような状態になっておりま

すけれども、余りにも早く進んでいますので、その辺のことというのはどういう要素があ

るのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 人口減少がある中でどのような要素があるのかという森議員からのご質問ですけれど

も、5,000人という目標を定めました第３期まちづくり計画の策定時におきまして、同じよ

うに職員の中で策定委員会というのを設けまして、人口減少に対する考察ということで、

これまでの浦幌町の歴史、それから経済動向等を踏まえながら分析を行いました。その段

階では、いろいろな分析を行ったのですけれども、過去の歴史からいいますとなかなか特

定できるものがないということで、いろいろな経過からいきますと、本町でいきますと浦

幌炭鉱の閉山というものもありました。そういったものも踏まえながら総人口が減ってい

ったわけなのですけれども、また中には時代的にいいますと大都市への人口の流出という

ことで大幅に、雇用人口といいますか、労働人口が流れたということもございました。そ

ういったことも踏まえながら、今回は5,000人を切らないまちづくりということで進めてま

いりまして、先ほど森議員からご質問のあったとおり、定住対策の重点プロジェクトとい

うことで進めてまいりました。 

 ３つのプロジェクトを進めてきたわけなのですけれども、当時の平成22年のときにも特

定する要因というものがなかなか定まらなかったわけなのですけれども、現在におきまし

ては子育て環境の整備充実ということで進めてきた中でいきますと、そういったものに関

しましては人口減少につきまして一定程度の歯どめがかかっているというふうに考えてお

りますけれども、働く場の確保とか、若い人方が浦幌に残る環境とか、そういった部分で

やはりもっともっと力をつけなければならない部分があるかと思いますし、またいろいろ

浦幌町で後継者として農業や漁業、それから林業でも残られている方がいらっしゃるので

すけれども、そういった方々の中にもまだご結婚されていないとか、そういったこともご

ざいますので、そういった形が今現時点では、大変雑駁なのですけれども、押さえている

内容ということでご理解いただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 内容的にはある程度理解できることもございます。それで、浦幌町の人口ビジ

ョンというのがございまして、27年の10月に出ております。それ以降なのです。私ちょっ

と調べさせていただいたのですけれども、出生の数なのですけれども、平成23年から28年

の１月から12月まで生まれた方の数を調べさせていただきますと、大体30人以上なので、

平成24年の年には48名の方が出産をされておりました。その中で、急激に下がっているの
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が27年が27名、そして昨年の28年につきましては24名しか生まれていないのです。この辺

につきましてはどのように理解をしたらいいのでしょうか。若い方が本当にいなくなって

いるのか、その辺はどうなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいま森議員からおっしゃられたとおり、これまでは大体

出生数は30名を確保してきたのですけれども、平成27年度以降は30名を割る結果となって

おります。現在どのようなものが要因ということのご質問だったというふうに思っている

のですけれども、具体的なものはまだ捉え切れておりませんけれども、先ほどの回答と重

複しますけれども、町内におきましては後継者の方とか、まだまだ独身の方もたくさんい

らっしゃると思うのですけれども、その後のご結婚とか、それからご家庭を持つという環

境がまだ整っていないといいますか、そういった部分で子どもの出生数にも影響している

のかなというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 わかりました。 

 今度転出の関係なのですけれども、やはり23年から28年を調べさせていただきますと、

多いときでは平成25年には267名の転出者、また逆に少ないときでも平成26年には175名の

転出者がいらっしゃいます。転入を調査しますと大方、23年が転入と転出を差し引きしま

すと79名だとか、24年につきましては若干少なくなりまして57名、そして25年につきまし

てはまた多くなりまして97名、差し引きです。26年になりますと逆に少なく34名、27年が

67名と、そして昨年が74名というふうになっておりますけれども、転出される方というの

はどういう方が行かれるのか、この辺ちょっとお話をしていただきたいと思います。どう

いう方が多いのか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 森議員から転出の関係の具体的な年代層とか、そういった形

で今ご質問あったのですけれども、役場の町民課のほうで転出とか転入される方々から協

力いただける方々に関してだけアンケートをとっております。それでいきますと、いろい

ろな回答があるのですけれども、高校を卒業されて、それから大学に行かれるために住所

を移される方、また高齢になってお子さんのところで一緒に住むために出かける方、それ

から同じように高齢の方で施設に入所するために住所を移される方とか、そういったいろ

いろな要素がございまして、どの部分が一番多いとか、それから数的なものというところ

まではなかなか押さえ切れていないというのが現時点での状況でございますので、ご理解

いただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 町長。 
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〇水澤町長 具体的にどういう層がという具体的なものについては、今課長が答えたとお

りなかなかわからないというのが実態であります。ただ、森議員いろいろ調べておられま

すから、よくわかると思いますけれども、平成20年から特に亡くなる方が急増したという

ような状況もあります。20年から、そして死亡率といいますか、減少の数字、亡くなる方

と転出する方の町の人口が減っていくその比率が10％ほど急に上がってしまっているとい

うような状況があります。そして、平成元年と比較してみますと、世帯数は16％しか減っ

ていないのですけれども、逆に人口数が44％減っているという状況です。これは何を示す

のかといえば、世帯数はそれほど減らないで人口が減るということは、考えれば若い層が

そこから出ていって、お年寄り層が残っているというのが実態なのかなと、この数字だけ

見ますとそう捉えざるを得ないのかなというふうに思っているところです。子どもたちの

減少につきましても、これまでも30名になったり46名になったり、アンバランスというか、

いろいろ浮き沈みありますけれども、少子化の波はやっぱりかなり厳しく来ているという

ような状況もあります。 

 そういう面ではなかなか難しい面があるなというふうには思っていますけれども、ただ

人口減少は自然的減少と社会的減少がありまして、生まれた人と亡くなる人との差が、こ

れが自然的減少ですし、転出する人と転入する人の差、これが社会的減少です。今までは

社会的減少、出る人が圧倒的に多かったということで、その比率がかなり社会的減少が多

かったわけでありますけれども、最近は社会的減少の比率がぐっと抑えられているという

か、自然的減少より大分下がってきているという状況で、そういう面では傾向としてはい

いのかなと思いますけれども、ただ自然的減少が伸びてきているというような状況で、社

会的減少と自然的減少が逆転しつつあるというふうな状況であります。そういう面では、

子育て環境をつくっていこうというのが我が町としても最優先課題でありますから、まず

婚活等々をしながら、そして子どもを産み育てる環境をつくっていくというのが重点プロ

ジェクトの大きな狙いでありますから、子育て環境をつくって、子どもを産み育てていく、

そういう人たちがふえることによって社会的減少の幅、亡くなる人と生まれる人との幅を

下げることが人口減少対策の最大のものかなというふうに思っております。そういう面で

は、重点プロジェクトを今掲げて進めてきましたけれども、ほかのまちに負けないといい

ますか、浦幌町で子どもを育ててみたい、そういうまちづくりをこれからも進めていきた

いなというふうに思っているところであります。ぜひお年寄りには長生きしていただき、

そして子どもを産み育てるまちづくりをこれからも目指し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 10番、森議員。 

〇森議員 町長のほうから詳細的に説明をいただきまして大変ありがとうございます。若

い方が少なくなったということで、今町長のほうから婚活事業というようなお話も出まし

た。婚活事業につきましては、昨年度、そして今年度というふうに事業をつくられており

ます。私は、婚活事業につきましては、これはずっとやっていくべきだというふうに思っ
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ております。若い方、それぞれ仕事、特に１次産業に従事する方々につきましては、仕事

に専念されてなかなか女性との出会いがないということもございますので、これにつきま

してはぜひ続けていただきたいなというふうに思っているところなのですけれども、仕事

ということを多く考えた場合、女性を目の前に会ったときに、私も女性の前に出ると何も

しゃべられないような状態があるのですけれども、そういうことを解消するためにも、婚

活事業に向けてのそういうような事前学習みたいものというのですか、そういうのはどの

ようにやられているのか、ちょっとお聞き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。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問ですけれども、これまで平成27年度と28年

度、２カ年間婚活イベントを行ってまいりました。それぞれ参加者が決まった段階なので

すけれども、イベント当日に向けまして男性の方を中心に、コーディネーターの方をお招

きしまして、いろんな話の仕方とか、それから人との接し方についてそういった研修を積

みながら臨んでいるところでありまして、今後につきましてもそういった形で進めてまい

り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 10番、森議員。 

〇森議員 わかりました。 

 それと、他町村から浦幌に住みたいという方で、居住住宅と申しますか、例えば公営住

宅に例えましたら、所得の面だとかいろいろ制約があるものですから、入りたくても入れ

ない方もいるのです。そういう方々の話聞くと、やむを得なくて、やはり浦幌町には住め

ないというようなことも聞いております。公営住宅ですから、条例がありまして、それを

緩和するということは非常に難しい面というのはすごくあるのですけれども、ただ新規の

方が、住宅に関しての大変手厚い支援もあるのですけれども、そういう方々がもうちょっ

と入れるような、例えば新築、また中古住宅を買ったときにも今までの支援もございます

けれども、もう少しその辺のことも考えていくべきあろうかなというふうにも考えており

ますし、また町内の方が住宅を建てると、何年も会社へ勤めて給料が高い方でなくて、若

い方が町内において住宅を建てるということにつきましては、私はそれなりの支援も必要

であろうなというふうにも思っております。そして、住宅の話をしますと、北栄団地のほ

うが今は人がもう入られなくて、全部南町のほうに移っている関係で、当然そこの住宅地

というのはいずれは空洞になっていくこともあります。そういう面でも、低額というよう

な感じで土地を提供して、新築をしていただくというようなことも私思っているのですけ

れども、この辺につきましても考えというのはいかがなものでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 住宅、居住環境という中にあっては、おっしゃるとおり町民の方々、そし
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て転入される方々が居住という部分については、その環境が整った中で住まいとして成り

立っていくのだなというふうには思ってございます。その中にありまして、公営住宅の話

もございました。確かに公営住宅につきましては、公営住宅の法に基づいた建設というこ

とで国の補助金を使いながら整備をしてきたという、その中にありましては入居の基準と

いうのがありまして、おっしゃるとおりで、収入に伴った中で入居ができないといった方

も確かにございます。その中にありまして公営住宅以外にも、多少ですけれども、町とし

て家屋の管理をしているというところもございますので、これについては収入基準を設け

ておりませんので、そういった部分の対応も若干はございます。また、おっしゃったよう

に住宅の取得、建築と、それから中古住宅の購入、これら全て含めて取得という中にあっ

ても、これは従前から重点プロジェクトの中の居住環境の整備を図る意味合いで補助金と

いうことでこれは整備を図ってきてございます。ただ、その中で自己の所有する住宅とい

う部分に手厚くということがありましたけれども、そういった中で住まいの確保という面

では賃貸住宅ということも非常に大事だろうということで、このことにつきましては賃貸

住宅を建設する方に対しても補助金をお示ししようということで、新たに、中途ですけれ

ども、年度途中に重点プロジェクトの中に組み入れたといったことで、この辺は柔軟に対

応してきたという部分で考えてございます。 

 ただ、おっしゃった中で、今後においてはさらにどういったことがそういった面では工

夫が要るだろういうことについては今後の検討課題かなというふうに思ってございますの

で、現在のところ、今後は予算の審査にもなりますけれども、重点プロジェクトの中の補

助金という部分については従前同様の中で進めたいなと思ってございます。また、ただい

まとおっしゃいました。重複しますけれども、これらの動向を見ながら、今後の検討の課

題になるのかどうかということにつきましては庁内で十分に詰めて協議をしてまいりたい

なと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 10番、森議員。 

〇森議員 わかりました。特に若い方、全体に住んでいただきたいのですけれども、特に

若い方につきましては非常にいろいろ考えていただきたいなというふうに思っておりま

す。 

 人口減少に歯どめをかけるために３つの重点プロジェクトがつくられております。先ほ

ども27年度、28年度につきましては出生数も非常に少なく思っております。しかしながら、

昨年から第１子から第５子にかけましてのさらに重みのある支援がなされていますし、今

後29年度、30年度、また31年度にはその辺の効果があらわれてくるのかなというふうにも

思っているところであります。浦幌も第１次産業、基幹産業、農業、林業、漁業あります

けれども、基幹産業に携わる方々、今は後継者も少なくなっておりますし、この数という

のですか、１次産業に従事する方々をこれ以上減らしたくないというような考えというの

ですか、これを定着させて人口を保っていくのも一つの方法であろうなというふうにも思

っております。推定人口でいきますと平成52年、2040年には2,800人ぐらいになるだろうと
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いうような推計もございます。推計を目標にするのでなくて、それにつけて一人でも二人

でも、それにならないような政策、また今後十分に考えていっていただきたいなというふ

うにも思っております。先ほども町長のほうから答弁をいただきましたけれども、再度町

長から答弁をいただきまして最後の質問にさせていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 平成20年から日本全体が人口減少社会に突入したという中で、特に地方の自

治体については人口減少を食いとめるというのが喫緊の課題になっております。そういう

面では、十勝全体でもどうやって取り組んでいこうかということで町村会でも問題になっ

ているところであります。我が町としては、ほかのまちと比較して何とか子育て環境を充

実させようということで、いろんな重点プロジェクトを組みながら進めてまいりました。

今言われたように、住宅の問題についてもそれぞれリフォーム、そして新規の住宅建設に

対するもの、そして単身赴任に対してのアパート建設等に対する補助、そして要するに住

みやすい環境をどうやってつくっていくかというのが私どもが今重点プロジェクトで進め

ているところであります。 

 また、今１次産業の話もされましたけれども、１次産業、私どもの持っている統計では

昭和41年で農家戸数が996件だというふうに聞いています。この間調べましたら、平成18年

で269件、これだけ、半減どころか４分の１程度になってしまっているというような状況で

す。そういう中で、先ほど言いましたけれども、人口の割合等々を考えながら、どうした

ら減少をとめていけるかというのは我々として行政としての最大の使命でありますので、

今森議員が言われたようなことも含めてこれからも十分対応していきたいなというふうに

思っているところであります。そういう面では、議員の皆さんにもそれぞれこれからもお

知恵を借りることも多々あると思いますけれども、私どもとしては決して浦幌町はなくな

らない。なくなるわけはないのですけれども、そういう深みに入らないようなまちづくり

をこれからも進めてまいりたいというふうに思っていますので、ご理解をいただきたいと

思います。ありがとうございました。 

〇田村議長 これで森秀幸議員の一般質問を終わります。 

 次に、７番、杉江博議員の質問を許します。 

 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 それでは、私の質問を行いたいと思います。 

 公会計導入に伴う庁内体制について伺いたいと思います。国は、地方公共団体の財政の

健全化を目指して、地方公会計の導入を進めるための地方公共団体の総合的な財政分析に

関する調査研究会を平成11年６月に発足、平成12年３月から平成13年３月にかけ研究会報

告、平成17年には地方においても国と同様に資産、債務改革に取り組むよう要請し、平成

18年６月には行政改革推進法が施行され、総務省次官通知により、新地方公会計モデルを

活用した財務書類の整備、資産、債務改革に関する具体的な施策の策定を要請しておりま
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す。その後都道府県や５万人以上の市においても公会計導入が順次進められてきましたが、

平成19年６月には地方公共団体財政健全化法が成立、その後も報告、通知が順次発せられ

ました。平成27年には統一的な基準による地方公会計の整備促進について総務大臣通知に

より都道府県、市町村、公営企業、第三セクター等の対象２万団体に対し、基本的に平成

30年３月末までに財務書類の貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変

動計算書のいわゆる財務４表の作成、公表のため、発生主義による複式簿記で正確かつ客

観的に作成しなければならないとしております。既に作業は進められているものと思いま

すが、どのような庁内体制で取り組んでいるのでしょうか。また、浦幌町は財政難から十

数年かけて健全化のレールに載せる努力をしてきたところですが、今後この財務諸表をど

のように活用していくのか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員のご質問にお答えします。 

 公会計導入に伴う庁内体制についてでありますが、ご質問の内容にありますとおり、原

則として平成27年度から平成29年度までの３年間で統一的な基準による財政書類等を作成

するよう、全ての自治体に対し総務大臣通知により要請があり、作成手順のマニュアルや

財政支援等について総務省より公表がありました。地方公会計制度についてですが、現行

の現金主義会計から発生主義会計による財務書類等を作成することにより資産や債務のス

トック情報などが明確になることから、地方財政の透明性の向上が期待できます。なお、

地方公共団体における現行の予算、決算制度は地方自治法で定められた現金主義会計を採

用しており、地方公会計制度の導入はその現金主義会計を補充するものとして整備するも

のであります。よって、現行の予算、決算制度については引き続き現金主義に基づいてな

されることになります。財務書類等の作成に当たり、現行の予算科目から資金仕訳を行い、

勘定科目へと置きかえなければなりませんが、この資金仕訳の方法には出納閉鎖後に一括

して行う期末一括仕訳と日々の伝票処理業務時に仕訳を行う日々仕訳があり、本町におい

ては現在使用している公会計システムを活用し、日々仕訳による資金仕訳を行うこととし

ました。それにより、総務省により公表された作成手順のマニュアルにおいて、日々仕訳

による財務書類等を作成する地方公共団体についてはシステム改修等に一定の期間を要す

ることも想定されますが、遅くとも平成29年度決算に係る財務書類等を作成、公表する必

要がありますと示されていることから、平成29年度決算に係る財務書類等を平成30年度作

成、公表に向けて準備を進めているところであります。 

 庁内体制につきましては、平成29年４月１日から日々仕訳に対応した伝票処理を行うた

め、昨年全職員を対象とした地方公会計制度の内容や発生主義会計の仕組みについての研

修会を実施し、今月末にはシステムの操作研修会を実施する予定となっております。基本

的には、システムにおいて仕訳を行い、その仕訳されたデータをもとに財務書類を作成す

ることから、地方公会計制度や発生主義会計に係る基礎的な知識の習得と一部システムの
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操作方法が変更となることのみで、通常の業務体制が大きく変わることはないものと想定

しております。 

 今後の財務書類等の活用方法についてですが、ストック情報やフロー情報についても公

表が可能となることから、より詳細な情報を町民の皆様にお示しできるものと考えており

ます。また、全ての自治体が同一基準で作成し、公表を要請されていることから、ホーム

ページ等により全国の市町村の財務書類等が閲覧できると予想されるため、他町村との財

政状況の比較も今まで以上に容易に把握できるものと考えております。なお、ほとんどの

自治体において現在は財務書類等作成の準備段階であり、本町においても現時点では作成

と公表までのスケジュールのみの計画となっておりますが、平成30年度以降において各自

治体の活用事例や国において公表している財務書類等活用の手引などを参考にしながら、

より有効な活用方法や公表の方法について情報収集を行ってまいります。 

 以上、杉江議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいま答弁いただいた内容ですと、現状ではほぼこの実務に手をつけてい

ないというような解釈でよろしいかと思うのですが、庁内体制ということでまず伺いたい

と思います。一度職員向けの研修をしただけと、今月末に再度やりますという報告であり

ます。そういう面では、人材の育成という面で、私も多分行政も同じ書類で勉強されてい

るのだろうと思うのです。新地方会計統一基準、これらの本何冊かで私勉強させていただ

きました。私自身も素人でございますから、そういう範囲での質問しかできないわけであ

りますが、人材の育成ということに関して、この報告の中でも継続的に人材育成しなけれ

ばならないというふうに言っています。そういう中では、浦幌が先ほど報告ありましたよ

うに日々記帳ということで１年先延ばしになるということですから、１年半なり、そうい

う期間はあるのだろうと思うのですが、職員研修、全体で皆さんが講習受けたということ

だけでなくて、一つの例ですが、これ報告がありましたから実例を私読みました。庁内で

財政に興味のある方集まってくださいということで研修をやって、そのスタッフでこの公

会計処理に当たったという実例もあります。 

 人材育成という面で何度もお話ししますけれども、専門家、公認会計士やら税理士が言

っているのは、複式簿記の２級あるいは３級程度の能力が必要だと、こう言っています。

資格がなければならないのです。ですから、浦幌町役場の職員は皆さん優秀ですから、３

級程度の能力というのは研修や勉強すれば達成できるレベルだと私は思うのです。そうい

う中で、特定の財政担当、総務課財政担当、直接は１人ですか、２人担当していますか、

ぐらいしかいないのです。今私が申し上げたような職員研修、システムというのはどうで

しょうか。まだ十分時間があると思うのです、まだ始まっていないですから。そういう面

での人材育成という考え方伺いたいと思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 
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〇大山総務課長 今ご質問にありました関係について説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 人材育成ということで、今ありましたように公会計を進めていく上では複式簿記という

ことになりまして、それなりの専門知識が当然必要かと思います。ただ、今まで研修をさ

せていただいたのは、公会計とはこういうものですということの中で全体的な研修をさせ

ていただきました。あわせまして、予算をつくる上においても、29年の決算から公会計で

やっていくということでございますので、29年の予算を策定する中で一応総務課のほうの

通知で、こういうことで細々節なりを仕訳をしてくださいとか、そういう通知もさせても

らっております。今現在もきょうも打ち合わせをしておりましたが、現在システムを委託

させていただいているところの専門家の方から情報をいただくなり、レクチャーをいただ

くなりして、それぞれ進めているというような状況にあります。そんな中におきまして、

今公認会計士とかいろいろお話があったかと思うのですけれども、考えられるのは今後

29年の決算が終わって、30年に決算をして公表する場合にどういうふうに検証できるかと、

検証して公表するということになろうかと思うのですけれども、そのときに本当に職員で

できるのか、そういうことについては危惧して検討しているところでございます。ただ、

始まるに当たりましてはそれなりの研修させていただいた中で、システムが動いてしまう

という部分があるという部分で非常にあれなのですけれども、システムを導入させていた

だいている業者のほうの指導をいただきながら今現在は進めているというような状況でご

ざいます。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほど町長からの答弁の中でありましたけれども、日々記帳か期末記帳かと

いうことの中で、私が調べた中では帳簿の仕訳は日々行うことが望ましいが、事務負担、

経費負担を勘案し、一定の条件を満たせば期末一括仕訳も差し支えないと、こういうふう

になっています。先ほど私が言ったのは、システムの改修というか、対応が間に合わない

ようなので、先延ばしにする日々記帳を選んだと、こういうことであります。どちらを選

ぼうと私たちとやかく言う必要ないのですが、あえてこういうふうに私が調べた中では書

いてあるのに、日々記帳を選んだ。確かに経費削減というか、システムを続けて利用する

という中ではいいのかもしれませんけれども、専門家がこういうふうに言っているのです

けれども、その辺どういうふうに判断したのでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 ただいまのご質問でございますが、期末一括仕訳と日々仕訳がございま

す。その中で、当初は期末一括仕訳ということのお話がありました。ただ、いろいろ事例

を調査いたしますと、期末一括になりますと出納閉鎖後に全てを処理しなければならない

ということの中で、逆に経費をかけてコンサルに委託をしたりとかをしてやっている町村
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もあるというような情報もありました。また、日々仕訳を選択いたしますと、通常は期末

一括でしたら１年に１回ですけれども、四半期に１度なり、半年に１度なりの中で月単位、

日々単位ですけれども、集計は１カ月単位ですから、そういう中での内容の確認もできる

ということの利便性もあるということを含めまして、町のほうとしては日々仕訳のほうを

選択させていただいているということでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほど人材育成の面でご提案も含めお話しさせていただきましたけれども、

ちょっとさかのぼって申しわけございませんが、行財政改革プラン2011、このプランの中

で、これ27年で終了した部分でありますけれども、たまたまこんな文章がありまして、改

革プランの柱２のところでは、職員が高い倫理観と責任を持ち、やる気を発揮できる組織

づくりを行うと。次に、職員研修による職務能力の向上や業務領域の拡大等により職員定

数の適正化に取り組むという、こういうくだりがあるのです。ですから、できればその部

署の担当の人だけでなくて、この後もう少しお話ししようと思っていることが、聞きたい

ことがあるのですが、そういう分野で人材の育成をする、そういう考えはないのでしょう

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 職員研修についてのご質問だったと思いますけれども、研修については年

間の中で研修計画ということを立てながら、研修委員会も含めてこの１年間どうしていこ

うかということについて計画を立てて、またその計画に基づいた中で職員の皆さんに募っ

て、参加していただくというのを基本的に行ってございます。その中には本町だけではな

くて、広域な対応として十勝圏の中でも参加させていただいているという形でございます。

それぞれいろんな分野の研修ということになっておりますので、これはこのことで対応し

てまいりたいなと思っているところでございますし、従前から行ってきているということ

でございます。そういった面では研修の区分的な分野的なことの内容についても以前より

はかなり充実はしているだろうということと、また参加者についても多くなっているとい

うようなことで、それぞれ職員の皆さんにも関心が多くなってきたというのが実態ではな

いかというふうに捉えてございます。また、その中で専門的な分野等につきましては、こ

の中では国等の機関を利用しながら、そういった部分のアカデミー的なところの研修利用

というのもございますし、そういった対応を図ってきているというのもございます。ただ、

恐らく今回については公会計制度についての部分の専門的な知識を要すると、これについ

ては特化した部分として今後必要でないかというようなご質問ではないかと思いますけれ

ども、このことについては今後の部分としては公会計制度を進めた中で柔軟に対応せざる

を得ないのかなと。これは本町だけに限りませんので、十勝圏の中でどういうような形で

対応していくのかといったことも情報を集めながらという部分になろうかと思います。 
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 ただ、１点、今回のシステムという言葉を使っておりますけれども、機械上のシステム、

この中で公会計の対応するようなカスタマイズをしてきているというような部分もござい

ますので、改めて手で記帳するというような、こうなりますと、ご提案申し上げている新

年度予算については一般で69億円を超えて、特別会計を含めますと97億円を超えるという、

この予算の執行については記帳という中で手作業というのはなかなかこれはでき得ないと

いう部分があった中では、やはり電算システムを活用した中で、当然それは予算の段階か

ら仕訳という部分については細分類を行ってきているといったこともございますので、予

算書の作成、編成作業から、その段階から発生主義に対応できるようなシステムの変更と

いうことは機械上行ってきてございますので、このことについてはご理解をいただきたい

というふうに思います。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいま副町長のお話では、管内の研修にも職員派遣してというお話であり

ました。それで、私は心配しているのです。非常に大変な作業だろうなということを予想

するから、心配しているのです。素人なりにです。この統一マニュアルの中では、公有財

産台帳では金額情報が不明であるといった固定資産も多々存在すると、そのため多くの地

方公共団体では固定資産台帳の作成に取りかかることになってもどこから作業を着手した

らよいかということで、膨大な固定資産の評価作業を前に途方に暮れている自治体がある

と、このように書いています。私は、本当に心配しているのです。例えば浦幌町で総務課

だったら役場庁舎、そのほかあるでしょうけれども、まち政だったら地域会館担当ですか、

それから産業課へいけば模範牧場ある、森林公園ある。資産抱えている。教育委員会とい

ったら、もっと膨大に資産ありますよね。そういうものを各担当の原課がそれぞれ評価す

るということには多分ならないと思うのです。その資料を全部財政の担当者に預けて、償

却の終わった資産、これは常識としては複式簿記だと１円残して、最後の年に評価して１

円残して台帳に載せる。それが常識だと思うのです。ところが、償却が終わっていない資

産で遊休資産があった。これどこで、誰がどういうふうに金額判断するのだろう。多分一

定のマニュアルはあると思います。しかし、この判断が正しいかどうかをチェックする機

能、そういうことも非常に大切です。ということになれば、やっぱり課長職の皆さんも相

当勉強していただかなければならない。そういう心配をしているのです。ですから、先ほ

ど答弁にあった庁内研修だけでは非常に物足りないな、心配だなということです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 まず、最初の前段の固定資産の台帳の関係について若干説明させていた

だきたいと思います。今まで決算書におきましては財産に関する調書ということで、基本

的には面積等しか出ておりませんでしたけれども、今現在うちのほうでは平成27年９月に

補正予算を提出させていただき、固定資産台帳を管理するためのシステムを導入させても

らっております。それに基づきまして、総務課のほうで今までも各課に照会して財産に関
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する調書をつくってございましたけれども、その中で固定資産台帳についても整備をさせ

ていただいております。このことについては、各課に照会を、当然施設、管理を持ってい

るところについては照会をさせていただきました。その中で、今現在は土地、建物、立木、

工作物、道路を含めての部分まで終了してきてございます。ただ、一部土の中にあるもの

とか、議員もご存じだと思うのですけれども、評価のしづらいものとか、そういうのにつ

いては今精査をさせてもらっているような状況にございます。ですから、固定資産台帳に

ついてはそういう形で今進めてきておりますので、それについてはご理解を願いたいなと

いうふうに思います。ですから、総務課の中で財政係が今言いました固定資産台帳を整理

するのでなくて、財産管理のほうでもともとが町全体の財産管理の中で財産に関する調書

の異動関係もやってございましたので、その分は整理してきているというような状況にご

ざいます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいま課長のほうからお話ありましたように、施設課の話をしなかったの

はこういう関係でございます。土の方に埋まっている下水道、簡易水道の評価もしなけれ

ばならない。それから、道路も橋もどれだけお金かけたか台帳に載せなければならない。

そういう状況があるということで、今課長のほうからお話ありましたから、そこそこ進め

ているのかなというふうに理解をしておりますけれども、これは私見でありますけれども、

通告書に書きましたように、浦幌町は財政難から何とか健全化のレールに載った。何も公

会計、複式簿記やらなくてもちゃんと載れたのです。ですから、私は何でこんな面倒なこ

とを今さら。多くの自治体が財政健全化に向かって動き出している。時期おくれな法律を

施行しなければならないのかなと、個人的にはそう思っているのです。公の場で言ってい

いかどうかわかりません。私の責任で発言ですから。そう思っていますけれども、これは

総務省がやれということですから、進めていただかなければならないということでありま

す。そういう作業があって非常に大変ではないかなということでは、庁内の管理職から原

課の職員、それから担当、総務の職員も非常に大変だということを私心配しているのです。

やっておられるのはわかります。 

 それから、仕訳や一回入力してしまえば、エクセル仕様のものを供給していますと書い

てありますから、そういうシステムで大した苦労はないのだろうと思うのですが、そうい

う中で１つ、これも小規模自治体に対して意見を発しているのですが、行政コスト計算書

と純資産変動計算書、これは合体してもいいというふうに言われています。これは、どち

らを選択するのでしょう。財務４表にするのか、３表であわせてやるのかお聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 ただいまのご質問でございますが、本町といたしましては財務４表を使

っていく予定でございます。 
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 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 わかりました。それは行政のほうの選択ですから、どうこうということでは

ございません。 

 もう一つ、具体的なことで、これは財務諸表の監査に関してです。これは、例を出せば、

東京都は地方自治法199条の１項、２項、４項ですか、を使って監査権限で監査をするとい

うことで、書類を出しなさい。したものを議会に提出すると。大阪府は、独自に条例をつ

くって、監査に付するということで、監査終わったものを議会に提出すると、こういう手

法をとっているようです。これは私の勝手な判断ですけれども、大きな自治体は当然監査

委員に公認会計士なり税理士がいます。ですから、そういうことを堂々とやると言って、

実施できていると思うのです。当然これ今の新公会計基準の前に始めた自治体らしいです。

私が調べた範囲です。私たちの町が監査委員に審査を要求するかどうか、これは町の判断

なのですけれども、地方自治法の233条では何にも書いていないです。従来の監査記入しか、

改正になっていませんから、ですから町長が提出して、監査委員に審査をしてくれと言わ

ない限り、これはやらなくてもいいという判断になると思います。ところが、せっかくの

貴重な資料なので、監査に供することが望ましいと書いてあるのです。これは、基本的に

は町の判断にかかっています。浦幌町はどういたしましょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 ただいまのご質問について説明をさせていただきたいと思います。 

 議員の言われたとおり、今回の公会計につきましては地方自治法なりの改正はございま

せん。あくまで統一した基準においてやりなさいというようなことでございます。そうい

うことを受けまして、今現在においてはうちの町といたしましてはこの財務４表なりが決

算を補完する資料というふうに考えてございます。そういう中で、ただその中の目的の一

つとして、町民に当然公表しなさいということでございます。いろいろな財務諸表の有効

活用の中で議会での有効活用、監査ということではないですけれども、有効活用して、将

来に向かった町の財政なりをお互いに情報共有しながら進められる一つの材料になるので

はないかということのようなあり方があります。そして、今現在においては、また法律等

も変わるなり、いろんなことがあれば別ですけれども、あくまで補完的な資料というふう

に考えてございます。 

 今ＱアンドＡで言われているのは、８月ぐらいに何とか作成をして、９月末に公表でき

ればベターですというようなこともあります。ただ、初年度目については、初めてのこと

ですからその辺がうまくいくかどうかわかりませんけれども、公表するに当たっては注釈

もつけなければならないとかいろいろあると思います。初めてのことですから、一回公表

として皆さんに理解してもらえばあれですけれども、その辺も含めて監査ということでは

なくても議会のほうにもこういう形ですというのは当然町民の方と同様なふうに考えてご
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ざいますので、その辺についてよろしくお願いします。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 つけ加えて言わせていただきますけれども、監査の審査に供しないというこ

とになれば、議会への提出も当然必要ないということになりますね、地方自治法の規定で

は。そのことをまず１つ確認したいのと、それからこういう難しいややこしいシステムが

入るということですから、先ほどから心配している庁内体制、人材の育成含めて十分に配

慮いただきたいなというふうに思うのです。 

 それで、最後に町長にお伺いしたいのですが、先ほどちょっと私の私見で申し上げまし

たけれども、しかしこの公会計による財務処理が決して無駄だと言うつもりはございませ

ん。特に職員の皆さんには私は重要だろうと。これはなぜかといいますと、皆さんもご承

知のように、企業会計幾ら厳しい規則をつくっても、外部監査まで導入してもＪＡＬの破

綻、それから今話題になっている東芝の債務超過問題、こうやって起きるのです。規則が

何ぼあっても起きるのです。そういう中では、職員の皆さんには財務諸表を十分精査され

て勉強していただきたいし、しっかりといいものをつくっていただきたい。先ほど課長の

ほうからもありましたけれども、注釈つけて十分誰が見てもわかるような、財務諸表でき

て、議会で一番何の質問が多いか、遊休資産がよくわからない、この質問が一番多いそう

です、全国で。ですから、そういう注釈をつけてしっかりとわかるような財務諸表の作成

に当たっていただきたい。町長には、そういうことで会社もそうです。行政もそうです。

執行者の町長が数字だけに惑わされず、先ほどさきの同僚議員も質問ありましたように、

町の活性化、人口対策、しっかり頑張ってほしいなと思うところですから、町長に一言も

らって、納得できればこれで終わりにしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 公会計システムについては、以前からやるというか、移行するという話があ

りまして、町としても当然それに対応するべく準備を進めてきたというか、30年までにし

なければならないということで今進めているところであります。はっきり申し上げて、行

政は今まで単式簿記ですから、複式簿記に移行するというのはなかなか簡単にはいかない。

職員についてもなれていない中で行うということはなかなかいかないというのは、これは

実態であろうというふうに思います。ただ、今本当にシステムが整備されていまして、そ

ういう面では記帳の仕訳さえすれば諸帳簿については作成できるということであります。

ただ、作成して、その後どういうふうに使っていくかというのが、これが一番重要な問題

でありまして、これを町としてはどのように活用していくか、これは町職員ともどもしっ

かり研修し、そして先駆的な町村もありますから、そこに倣いながら活用をうまくしてい

きたいなというふうに思っているところであります。 

 また、公会計システムに移行するに当たっては６つのことが必要だと言われています。

それは、資産形成度とか、また世代間の公平性とか、持続可能性とか、効率性とか、弾力
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性とか、自立性とか、それぞれ言われておりまして、この目的に沿った公会計システムを

構築するべきだというのがこのたびの新たな公会計に移行する主眼だろうというふうに思

っています。そういう面では、町民の皆様に今浦幌町の実態はどうなっているのかという

ことをわかりやすく説明するための手段でもあるのだろうなというふうに思っていたしま

して、これについては職員、我々も含めてしっかり勉強して、それができたものを議会の

皆様にもお示しをし、通すということではなくて、それは決算の予備的な書類としてにな

るかもしれませんけれども、それはしっかりお示しすることも必要だろうなというふうに

思っています。それは監査委員の皆さんにもお示しをし、監査を通すとか、通さないとか

いうのではなくて、予備的な補佐的な書類として目を通していただくということも必要な

のだろうなというふうに思います。当然できたものについては町民の皆様に公開するとい

う必要がありますから、これも含めてどのように、わかりやすい公開をしなければならな

いというふうに思っています。数字だけ羅列して並べたとしてもきっとわからないという

のがあると思いますから、そういうものも含めてどういうふうに工夫してわかりやすい表

現にするのかということがこれから我々の課題だろうというふうに思っています。 

 とにかく初めて行うわけでありますから、まずシステムにのっとってやっていくと、粛々

とやっていきますけれども、あとできたものには、しつこいようでありますけれども、ど

う活用していくかというのが我々に課せられた宿題だろうなというふうに思っています。

せっかくつくるものでありますから、ぜひこれをうまく活用して、町民の皆様、そして浦

幌町のためになる公会計制度にしたいなというふうに思っているところでありますので、

ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 これで杉江博議員の一般質問を終わります。 

 以上をもちまして一般質問を終結いたします。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思います。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、ここで暫時休憩といたします。 

 

午後 ７時３８分  休憩 

午後 ７時５０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。 

 

    ◎日程第３ 議案第２５号 

〇田村議長 日程第３、議案第25号 平成29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。 
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 町長。 

〇水澤町長 平成29年度予算をご審議いただく前に、私から概略を説明させていただきた

いと思います。 

 97兆4,547億円から成る平成29年度の国家予算につきましては、衆議院を通過し、30日を

経過すると自動的に成立するという憲法の規定のもとに、今年度内に成立することが確定

をいたしました。平成29年度地方財政の一般財源総額につきましては、地方財政運営と改

革の基本方針2015を踏まえて、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源は平成30年

度から27年度水準を下回らないという、実質的同水準を確保するということになっており、

社会保障充実分の確保を含め、地方税や臨時財政対策債などの増加により前年度を上回る

額が確保されたところであります。しかし、地方公共団体の重要な財源である地方交付税

につきましては、昨年の大幅な減額に続いて前年度より2.2％の減となりました。日本の人

口減少は加速度的に進行しており、本町においても出生数の減少や高齢化率の上昇など、

厳しい現実に直面しているところであり、このような状況の中で浦幌町の平成29年度予算

においては、行政の効率的な運営と財政基盤強化を図るため、財政の健全化に努めながら、

人口減少対策を最重要課題として捉え、浦幌町第３期まちづくり計画の後期計画を基本に

重点プロジェクトを強力に推し進めるための予算編成を行ったところであります。一般会

計予算は、総額69億3,600万円で、前年度当初予算比７億3,400万円増で、11.8％の増、８

特別会計を含む合わせた総額は97億2,423万円であり、前年度当初予算比５億6,331万円増

の6.1％増といたしました。 

 地方交付税の増が見込めない中での財源として、ふるさと納税によるふるさと基金を子

どもが健やかに育つ環境づくり事業や大いなる田舎まちづくり事業などの各事業に

5,384万円を充当し、また地域振興基金を町民が安心して安全な暮らしを確保できるよう

に、定住対策推進のための重点プロジェクトを中心に子どもを産み育てる環境整備の充実、

地域振興基金の各事業に2,265万円を充当しています。新規事業のうちハード事業で主なも

のは、塵芥処理車、消防指揮広報車及びスクールバスの購入、上浦幌中央小学校校長住宅

の新築、厚内団地水洗化改修及びスイミングプールボイラーの取りかえなどがあり、また

平成28年度に実施設計を行った給食センター改築事業の建てかえ工事費について計上して

います。また、防災の観点から、避難所へのワイファイ導入事業、災害対応の大型発電機

購入も行います。ソフト事業については、国からの新たな地方創生推進交付金を受けて実

施する新事業創出・育成支援組織機構事業、はまなすブランド開発発展事業、サテライト

オフィス・コワーキング運営事業、起業創業・事業者支援事業などを計上し、継続事業に

ついては、人口減少への対策は重要課題でありますので、結婚を望む町民の方々に出会い

の場を提供する婚活応援委員会の負担金、子育て環境の充実のための紙おむつ購入助成金、

学校給食補助金、そして民間賃貸住宅建設促進事業補助金、子どもを望む人への特定不妊

治療の拡大、町内での新規創業に係る費用を補助する新規創業等促進事業補助金や店舗リ

フォーム補助金、町民の健康増進のための留真温泉の入浴料を助成する留真温泉町民利用
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券助成事業などを引き続き行ってまいります。 

 一般会計の歳入におきましては、町税収入を前年度当初比2,624万円増、4.7％増の５億

7,950万円を見込んでおります。地方交付税のうち普通交付税につきましては、昨年当初比

4.3％の減で１億3,000万円減の29億円を見込んでいますが、昨年実績費では１億3,734万円

減、4.5％減となります。臨時財政対策債につきましては、１億5,000万円で、昨年当初予

算比3,000万円の減、実績費では323万円の増となりました。普通交付税に臨時財政対策債

を加えた実質的な地方交付税につきましては、総額30億5,000万円で、前年度当初予算比１

億6,000万円の減、マイナスの5.0％で、実績費では１億3,700万円の減、4.3％となってい

ます。歳入では、財源不足により前年に引き続き財政調整基金から繰り入れることとし、

３億3,600万円を繰り入れることといたしました。限られた財源の中でありますけれども、

効率的で効果的な行政運営に努めて財政の健全化と浦幌町第３期まちづくり計画に基づく

まちづくりを今後とも進めるとともに、町民の皆様の安全、安心を確保しながら、住民生

活の充実に向けた積極的な予算を編成してきたつもりであります。 

 以上で予算の提案に当たっての概略説明とさせていただきますが、それぞれの詳細につ

きましては副町長、担当課長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 続いて、平成29年度予算説明書附表の説明を求めます。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 それでは、平成29年度予算書附表を説明させていただきます。 

 お手元の予算説明書附表の１ページをごらんいただきたいと思います。最初に、ページ

左側の各会計予算比較表でございますが、平成29年度予算額、一般会計69億3,600万円、町

有林野特別会計など８特別会計を含む総計で97億2,422万5,000円になります。比較増減で

ありますが、一般会計につきましては前年度当初比７億3,400万円、11.8％の増となってお

ります。一般会計、特別会計の総計で前年度当初比５億6,330万6,000円、6.1％の増となっ

ております。 

 特別会計の主な増減要因といたしましては、町有林野会計において前年度比で7,502万

4,000円減ですが、これは森林整備加速化・林業再生事業を終えたことから、全体計画調査

測量設計委託料1,400万円及び工事請負費3,600万円の減と公有財産購入費2,700万円の減

によるものが主な減額要因でございます。国保事業会計の8,977万1,000円減は、保険給付

費7,858万9,000円、後期高齢者支援金436万1,000円、介護納付金335万9,000円、共同事業

拠出金549万8,000円とそれぞれ減額となることが主な要因であります。公共下水道会計に

おける1,802万円の増は、終末処理場における機械設備の更新を図るところの実施設計等の

委託料1,350万円の増及び工事請負費1,550万円の増と一部償還が完了したことによる長期

債償還元金及び利子額で1,314万9,000円の減が主たる要因であります。簡易水道会計の

3,059万円の減は、森林公園緊急応急給水設備設置工事で350万円、浦幌浄水場取水施設改

修工事で300万円を新たに施行するもので、水道管移設工事では6,180万円の減、統合簡水

事業で2,350万円の増が主な要因でございます。 



                                             － 27 － 

 次に、右側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６億6,864万6,000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90億5,557万9,000円で、前年度と

比較しますと６億1,447万2,000円の増となっております。 

 次のページの一般会計歳入歳出総括表については、説明を省略いたします。 

 次に、３ページでございます。一般会計の歳入及び歳出に係る款別比較表についての説

明でございますが、歳入歳出に係る各科目の内容につきましては、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て大きな増減につきましてはその内容

の説明がございますので、ここでの詳細にわたる説明は省略し、前年度と比較し増減の主

なものをご説明いたします。平成29年度予算の編成におきましては、第３期まちづくり計

画の後期計画を基本として、重点プロジェクトを中心に各事業、施策を推し進めるための

編成に当たったところでございます。 

 初めに、３ページから始まる一般会計歳入款別比較表についてご説明いたします。１款

町税2,624万4,000円の増につきましては、固定資産税の増が主な増額要因となるものです

が、たばこ税については健康志向の高まりからか減額傾向にあります。６款地方消費税交

付金2,000万円の減は、前年度の実績見込み額によるものでございます。９款地方交付税１

億3,000万円の減は、普通交付税の減額によるもので、前年度の実績費で見ますと前年度交

付額30億3,734万4,000円でありますので、4.5％の減で見込んでおります。11款分担金及び

負担金4,076万円減は、道営土地改良事業である合流地区担い手育成型畑総整備事業受益者

分担金3,930万4,000円の減が主な要因であります。 

 次に、４ページをごらん願います。13款国庫支出金1,634万6,000円の増は、道路建設補

助事業及び公営住宅建築事業の充当財源である社会資本整備総合交付金が2,154万6,000円

減、給食センター改築事業の充当財源である学校施設環境改善交付金4,110万7,000円増が

主な要因であります。地方創生交付金については、うらほろスタイル推進事業負担金、起

業創業・事業者支援事業委託料、婚活応援委員会負担金にそれぞれ充当するものでありま

す。14款道支出金2,909万5,000円の増は、合流地区担い手育成型畑地帯総合整備事業の充

当財源である農業競争力強化基盤整備事業補助金1,197万円の増、対象地区の追加による多

面的機能支払い事業補助金1,465万6,000円の増、林道上出沢線開設事業補助金459万円の増

によることが主な要因でございます。16款寄附金3,000万円の減は、ふるさとづくり寄附金

の減によるものであります。17款繰入金２億763万円増は、財政調整基金繰入金２億2,600万

円の増、ふるさとづくり基金繰入金2,328万8,000円の減が主たる要因であります。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、この予算書附表の中の各会計予算説

明資料の一般会計説明資料38ページにその内容を記載しておりますので、ごらんおきを願

いたいと思います。その他基金からの繰り入れといたしまして、まちづくり計画重点プロ

ジェクトの地域産業活性化補助金、民間賃貸住宅建設促進事業補助金、出産祝金、新規就

農者営農促進補助金、転入者はまなす商品券贈呈、新規創業等促進補助金、店舗等リフォ
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ーム補助金の７つの事業に充てるために地域振興基金から2,265万円を繰り入れする内容

でございます。次に、20款町債６億7,940万円の増は、過疎対策事業債において７億2,300万

円増で、全会計主な事業費調べ、27ページにあります給食センター改築事業に対する起債

措置が主な増減要因となっております。 

 次に、６ページからの一般会計歳出款別比較表についてご説明をいたします。６ページ

をごらんおき願います。継続して行う拡充事業または大型事業と新規の特徴的な事業のみ

ご説明させていただきます。継続して行う拡充事業または大型の主な事業といたしまして

は、まず６ページの２款総務費、下から５行目、新事業創出育成支援組織構築事業ほか８

事業を行うところのうらほろスタイル推進事業補助金2,990万円、同じく下から２行目、本

年１月から運行しておりますコミュニティバスの年間運行委託料1,011万7,000円、７ペー

ジの３款民生費、上から５行目、平成28年第１回町議会臨時会において全部改正のご議決

を賜りました贈呈金額の拡充を図る出産祝金贈呈条例による出産祝金において570万円の

祝金を見込んでおります。 

 次のページに移りまして、６款農林水産業費、上から５行目、多面的機能支払交付金

5,982万4,000円、８款土木費、上から４行目にあります改良舗装を行うところの相川川西

線道路整備事業、続いてその下、５行目、橋梁長寿命化修繕事業4,950万円、次の行の町道

の舗装修繕を実施する老朽化対策事業に3,000万円を見込んでおります。以上が継続して行

う拡充事業、または大型の主な事業でございます。 

 次に、新規の特徴的な事業といたしましては、７ページに戻りまして、３款民生費、上

から６行目以下、上浦幌ひまわり保育園外壁塗装工事、常室児童館屋根塗装工事、東山町

内にある屋内ゲートボール場改修工事。４款衛生費、上から２行目、妊産婦の方が安心し

て出産できるよう支援するための妊産婦安心出産支援事業補助金105万3,000円、下から２

行目、塵芥収集車の老朽化に伴う車両更新購入費1,531万4,000円。 

 ８ページをごらん願います。７款商工費、最初の行にあります起業創業事業者における

支援調査を行う起業創業・事業者支援事業委託料、８款土木費、上から６行目と８行目に

あります。光南３丁目通整備事業3,720万円、北栄５条通道路整備事業3,130万円で、それ

ぞれ町道の整備を行うものであります。 

 ８ページから続きの９ページにおける９款消防費、上から４行目、避難所としての旧吉

野小学校改修工事、非常時に避難所として機能すべく公民館に設置可能な災害対応型大型

発電機の購入費690万円、10款教育費、最初の行にあります建てかえするところの上浦幌中

央小学校校長住宅新築工事1,870万円、上から３行目、浦幌小学校校内放送設備更新工事

670万円、１つ置きまして、スクールバス更新購入費2,500万円、その下の行、厚内幼稚園

外構改修工事は道道直別共栄線の開通による支障物件移設関連工事の内容であります。１

つ置きまして、吉野公民館研修室内装改修工事は経年劣化対応でございます。下から２行

目のスイミングプールボイラー取りかえ工事2,100万円、その下、給食センター改築工事は

平成28年度の実施設計に基づく工事を施行するもので、８億710万円を見込んでおります。 
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 以上で歳出についての説明を終わらせていただきます。 

 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きましては、説明を省

略いたしますますので、後ほどごらんおきを願いたいと思います。 

 それでは、14ページから15ページにわたってごらんおき願います。各会計予算性質別一

覧表でありますが、まず14ページ上段の一般会計について増減でご説明をいたします。人

件費、前年度比6,942万5,000円の減、このことにつきましては３年に１度精算納付する退

職手当組合特別負担金が主な内容であります。次に、物件費、維持補修費1,903万5,000円

の増は、燃料費241万9,000円の増、修繕料1,506万7,000円の増が主な増額内容であります

が、燃料費は単価変動によるもの、修繕料は北海道の浦幌太地区基幹水利施設管理事業補

助金を充当財源に浦幌太排水機場機械器具の1,360万円での修繕によるものが主たる要因

でございます。次に、扶助費、補助費等につきましては6,236万円の増、このことにつきま

しては臨時福祉給付金事業1,905万8,000円、通所介護事業運営費補助金739万4,000円、妊

産婦安心出産支援事業補助金105万3,000円、多面的機能支払交付金1,954万2,000円、地場

工業等振興補助金2,015万6,000円、それぞれの増額が主な内容であります。次に、普通建

設事業費、災害復旧事業費につきましては７億2,325万7,000円の増、このことにつきまし

ては18ページから28ページまでの全会計主な事業費調べにおける米印を付している事業が

これに当たるものでございますが、給食センター改築事業費８億2,781万5,000円が主たる

増額要因となっております。普通建設事業など投資的事業費につきまして、新規事業は上

浦幌ひまわり保育園外壁塗装工事、常室児童館屋根塗装工事、福祉車両購入費、塵芥処理

車購入費、厚内共同作業所舗装工事、光南３丁目通道路整備事業、北栄５条通道路整備事

業、浦幌小学校校内放送設備更新工事、上浦幌中央小学校校長住宅新築工事、スクールバ

ス購入費、厚内幼稚園外構改修工事費、スイミングプールボイラー取りかえ工事等、全22事

業、10億887万3,000円を新年度において実施してまいるものであります。公債費は8,080万

3,000円の増ですが、長期償還に係る元金で9,432万1,000円の増、利子で1,351万8,000円減

となるものでございます。繰出金は、特別会計への繰出金ですが、5,116万6,000円の減は

国民健康保険事業特別会計3,705万9,000円の減、簡易水道特別会計2,620万1,000円の減が

主な減額要因であります。その他につきましては、ふるさとづくり基金積立金3,000万円減

が主にその他の全体を占めております。 

 次に、15ページ、下の段の一般会計、特別会計の合計でありますが、これも増減でご説

明をいたします。人件費8,474万2,000円、6.1％の減、物件費、維持補修費で3,351万5,000円、

2.1％の増、扶助費、補助費等で2,967万9,000円、1.1％の減、普通建設事業費、災害復旧

事業費は６億4,001万円、44.7％の増において、18ページから28ページまでに記載しており

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投資的経費として普通建

設事業費、災害復旧事業費の対象事業でありますが、28ページをごらんいただきたいと思

います。28ページの全会計、本年度投資的経費合計の金額20億7,052万円は、15ページにお

戻りいただきまして、普通建設事業費、災害復旧事業費の合計と同額となっているもので
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ございます。引き続き15ページですが、公債費8,614万5,000円、8.3％の増、出資金、貸付

金1,000円の増、繰出金5,116万6,000円、7.1％の減、その他3,077万8,000円、24.5％の減

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

ありますが、平成29年度予算額合計、17ページの下の段になります。１億7,692万7,000円、

そのうち一般財源につきましては１億7,605万3,000円であります。次に、右側の平成30年

度以降支出予定額は、合計が３億4,875万5,000円で、うち一般財源につきましては３億

4,528万6,000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きましては、説明を省略

いたしますので、後ほどごらんおきを願いたいと思います。 

 続きまして、給与費明細書付表についての説明をいたします。28ページの次のページに

青い表紙があり、給与費明細書付表と表示しています。これは、表紙の次の１ページから

72ページまで、一般会計から各特別会計までの全会計における給与費明細の内容となって

おります。まず、１ページをごらん願います。一般会計の給与費明細書、特別職に係る内

容で、表の比較欄におけるその他の特別職の人数が前年度比79名の減となっていますが、

これは平成28年７月10日に実施された参議院議員選挙における立会人の人数減が主な内容

であります。給与費、共済費の合計、一番下の右側の欄になりますが、前年度対比42万

7,000円の減となっております。内訳は、下の比較の欄でご説明をいたします。給与費の計

で５万7,000円の増、共済費48万4,000円の減の内容でございます。 

 次に、２ページをごらん願います。一般会計に係る一般職につきましては、職員108人で

前年度と同数でございます。給与費、共済費の合計で前年度比773万4,000円の減となって

おります。 

 次に、３ページ以降につきましては給与費明細書の説明を省略させていただきますけれ

ども、一般会計、特別会計における９会計全体での職員数は127名となり、前年度比１名の

減でございます。一般職の給与費、共済費の総合計は９億6,694万円で、前年度対比で

2,299万6,000円、2.4％の減となっております。 

 以上で平成29年度予算説明書附表の説明を終わらせていただきます。 

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。 

〇大山総務課長 予算書の１ページをごらん願います。議案第25号 平成29年度浦幌町一

般会計予算。 

 平成29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69億3,600万円と定める。 

 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。 
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 （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29年３月６日提出、十勝郡浦幌町長。 

 次のページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算につきましては、説明を省略させ

ていただきます。 

 次に、７ページをごらん願います。第２表、債務負担行為、事項、平成28年台風等によ

る農業緊急支援資金利子補給補助金、期間、平成29年度から平成33年度、限度額192万円、

図書館情報システム借り上げ料、期間、平成29年度から平成34年度、限度額1,070万7,000円。 

 次のページをごらん願います。第３表、地方債、起債の目的、過疎対策事業、限度額10億

7,710万円、移住・交流・若者の定住促進対策事業、1,550万円、高等学校等就学費補助事

業、300万円、地域公共交通確保事業、1,000万円、うらほろスタイル推進事業、300万円、

紙おむつ購入費助成事業、130万円、介護事業運営補助事業、3,400万円、医療費無料化事

業、800万円、汚水処理施設共同整備事業、1,380万円、塵芥処理車購入事業1,530万円、雇

用促進事業補助事業、240万円、模範牧場作業用機械購入事業、860万円、合流地区担い手

育成型畑地帯総合整備事業、1,450万円、林道上出沢線開設事業、1,220万円、道路建設補

助事業、１億870万円、老朽化対策事業900万円、橋梁長寿命化修繕事業、1,520万円、住宅

リフォーム補助事業、700万円、消防車両購入事業、560万円、学校給食費補助事業、1,400万

円、スクールバス購入事業、2,500万円、給食センター改築事業、７億5,100万円、以上が

過疎対策事業に係ります内容でございます。次に、起債の目的、公営住宅建設事業、限度

額につきましては680万円。次に、起債の目的でございますが、緊急防災・減災対策事業、

防災拠点施設整備等事業、限度額につきましては690万円でございます。次に、臨時財政対

策債、１億5,000万円、計でございますが、12億4,080万円でございます。次に、起債の方

法でございます。証書借入又は証券発行、利率、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
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還の方法、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。 

 以上で地方債までの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。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。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29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。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29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。 

 

    ◎延会・休会の議決 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 会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とし、

あすから３月12日までの２日間、議事の都合により休会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し、あすから３月12までの２日間、議事の都合によ

り休会とすることに決定をいたしました。 

 なお、再開は３月13日午前10時ですので、よろしくお願いをいたします。 

 

    ◎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 ８時２６分 


