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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は11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。 

 

    ◎日程第１ 議案第１９号 

〇田村議長 日程第１、議案第19号 令和４年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 本件は、昨日に続き質疑を行います。 

 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。 

〇佐藤町民課長 予算書39ページ中段から40ページ上段を御覧願います。あわせまして、

説明資料は18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6,826万7,000円、この科目は交通安全対策、防犯対策の推進事業並びに

消費者保護対策事業を通じ、町民の安全、安心な日常生活を確保するため、交通安全指導

員、防犯指導員が実施している巡視活動や消費者協会による消費者保護活動に対する経費

を計上したものでございます。主な増額として、10節需用費、11節役務費、26節公課費等

で生活安全指導車車検整備の隔年実施により16万1,000円の増、14節工事請負費で街路灯Ｌ

ＥＤ化電気工事5,250万円の増でございます。12節委託料、14節工事請負費につきましては、

説明資料18ページ上段に記載のとおりでございます。 

 予算書43ページ下段から44ページ上段を御覧願います。あわせまして、説明資料は19ペ

ージ中段を御覧願います。２項徴税費、１目税務総務費、本年度予算額2,846万5,000円、

この科目は固定資産評価審査委員会の運営及び税務事務全般に要する職員の人件費並びに

事務的経費を計上したものでございます。主な増額として、人件費527万3,000円の増でご

ざいます。１節報酬につきましては、説明資料19ページ中段に記載のとおりでございます。 

 予算書44ページ中段から45ページ上段を御覧願います。あわせまして、説明資料は19ペ

ージ中段を御覧願います。２目賦課徴収費、本年度予算額1,863万2,000円、この科目は町

税の賦課徴収業務に係る事務的経費を計上したものでございます。主な増額として、12節

委託料で３年に１回の評価替えのための土地鑑定評価業務委託料491万1,000円の増、新規

事業で家屋評価システム導入業務委託料等159万5,000円の増でございます。12節委託料、

13節使用料及び賃借料、18節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料19ページ

中段に記載のとおりでございます。 

 予算書45ページ中段を御覧願います。あわせまして、説明資料は19ページ下段を御覧願

います。３項１目戸籍住民登録費、本年度予算額2,542万5,000円、この科目は戸籍住民登

録等の窓口業務に係る事務的経費を計上したものでございます。主な増減として、増額で
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は12節委託料の戸籍情報システム改修委託料811万円の増、減額では人件費が390万円の減、

12節委託料の戸籍情報システム作業支援委託料221万1,000円の減、18節負担金、補助及び

交付金の通知カード、個人番号カード関連事務の委託に係る交付金281万9,000円の減でご

ざいます。12節委託料、17節備品購入費につきましては、説明資料19ページ下段に記載の

とおりでございます。 

 予算書50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３万9,000円、この科目は国民年金事務及び国民年金制度の啓発等に係る経費

を計上したものでございます。主な減額として、国民年金システム改修業務委託料44万円

の減でございます。 

 予算書52ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は21ページ下段を御覧願い

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807万2,000円、この

科目は重度心身障がい者及び独り親家庭等の医療費を助成する経費を計上したものでござ

います。主な増減として、増額では19節扶助費の重度心身障害者医療扶助費180万円の増、

減額では19節扶助費の独り親家庭等医療扶助費20万円の減でございます。19節扶助費につ

きましては、説明資料21ページ下段に記載のとおりでございます。 

 予算書52ページ中段を御覧願います。あわせまして、説明資料は22ページ上段を御覧願

います。７目後期高齢者医療費、本年度予算額9,605万2,000円、この科目は後期高齢者医

療制度における75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の寝たきり等の状態にある方に係る療

養給付費等に要する経費を計上したものでございます。主な増減として、増額では27節繰

出金の後期高齢者医療特別会計事務費繰出金10万1,000円の増、後期高齢者医療特別会計保

険基盤安定繰出金170万6,000円の増、減額では18節負担金、補助及び交付金の療養給付費

等負担金104万4,000円の減でございます。内容につきましては、説明資料22ページ上段に

記載のとおりでございます。 

 予算書53ページ中段を御覧願います。あわせまして、説明資料は22ページ中段を御覧願

います。２項児童福祉費、２目児童措置費、本年度予算額4,529万1,000円、この科目は児

童手当の支給並びに支給事務に要する経費を計上したものでございます。主な減額として、

19節扶助費の児童手当36万円の減、対象児童数15人の減でございます。内容につきまして

は、説明資料22ページ中段に記載のとおりでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 予算書45ページ、２款３項１目戸籍住民登録費に関連する事項としてちょっ

とお伺いいたします。 

 本町は他の自治体に先駆けて租税公課の納付についてキャッシュレス決済を導入してお

り、友人からも羨ましがられて、大変鼻が高いのですが、今現在キャッシュレス決済を導

入する自治体も増えて、最近は戸籍住民、各種証明書をキャッシュレス決済で行える自治
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体も十勝にも出てきております。本町は残念ながらそこまで対応していないのですが、本

町として対応する考えはあるのかどうかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇佐藤町民課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 町税や手数料など公共施設及び自治体窓口におけるキャッシュレス決済の導入につきま

しては、今般のコロナウイルス感染症の拡大防止につながることが期待され、帯広市をは

じめ全国の一部自治体で導入が進められております。本町においては、さきの行政執行方

針にもありましたけれども、平成24年４月から各種町税のコンビニ、クレジット収納サー

ビスを実施、併せて介護保険料のコンビニ納付を導入し、納税者等の利便性の向上を図り、

収納率の向上につながっているところでございます。また、令和３年４月からは戸籍謄抄

本住民票、印鑑証明の交付事務について指定郵便局での取扱いを開始し、効率的な行政サ

ービスの向上に努めております。ご質問の手数料などへのキャッシュレス決済の導入につ

きましては、導入に当たりクレジットカード、電子マネーＱＲコード決済などに対応する

ためのカードリーダーなど複数の機材を各窓口に設置する初期費用をはじめ決済代行業者

との契約に伴う費用、インターネット通信回線費用及び決済代行手数料など多額の費用が

かかることが想定され、町民課で扱っている戸籍謄抄本、住民票、印鑑証明書、納税証明

書などは年間約200万円程度の収入しか見込めず、１件数百円の各種証明書発行手数料への

導入は費用対効果の観点から難しいものと現時点では考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 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。 

〇佐藤町民課長 予算書64ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は26ページ

中段を御覧願います。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4,531万

3,000円、この科目は葬斎場ほか環境衛生業務に要する経費を計上したものでございます。

主な増減として、増額では12節委託料の臭気測定業務委託料44万円の増、14節工事請負費

348万円の増、18節負担金、補助及び交付金の特定空き家等解体補助金100万円の増、27節

繰出金の個別排水処理特別会計繰出金44万円の増、減額では18節負担金、補助及び交付金

の町外葬祭場使用料補助金10万7,000円の減でございます。１節報酬、12節委託料、14節工

事請負費、18節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料26ページ中段に記載の

とおりでございます。 

 予算書65ページ下段から66ページ上段を御覧願います。あわせまして、説明資料は26ペ

ージ下段を御覧願います。４目墓地墓園費、本年度予算額154万3,000円、この科目は町が



                                             － 7 － 

管理する墓地と墓園の５か所の維持管理に要する経費を計上したものでございます。主な

減額として、10節需用費の墓地墓園管理用消耗品費１万円の減でございます。12節委託料、

13節使用料及び賃借料につきましては、説明資料26ページ下段に記載のとおりでございま

す。 

 予算書66ページ下段を御覧願います。あわせまして、説明資料は27ページ上段を御覧願

います。６目こども医療対策費、本年度予算額1,491万1,000円、この科目は高校生以下の

子どもの医療費の助成に要する経費を計上したものでございます。主な減額として、19節

扶助費の子ども医療扶助費110万円の減でございます。内容につきましては、説明資料27ペ

ージ上段に記載のとおりでございます。 

 予算書67ページ上段を御覧願います。あわせまして、説明資料は27ページ上段を御覧願

います。７目公衆浴場管理費、本年度予算額995万4,000円、この科目は町営公衆浴場健康

湯の管理運営に要する経費を計上したものでございます。主な増額として、12節委託料の

指定管理委託料１万9,000円の増でございます。内容につきましては、説明資料27ページ上

段に記載のとおりでございます。 

 予算書67ページ下段を御覧願います。あわせまして、説明資料は27ページ上段を御覧願

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、この科目は１歳未満の未

熟児を養育するための医療費の助成に要する経費を計上したものでございます。19節扶助

費につきましては、説明資料27ページ上段に記載のとおりでございます。 

 予算書68ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は27ページ中段を御覧願い

ます。２項清掃費、１目塵芥処理費、本年度予算額7,770万7,000円、この科目はごみの収

集運搬処理並びに野犬等処理業務、一般廃棄物処理センター等に係る管理業務に要する経

費を計上したものでございます。主な減額として、14節工事請負費25万7,000円の減、17節

備品購入費400万円の減、18節負担金、補助及び交付金の十勝圏複合事務組合分担金37万

7,000円の減でございます。10節需用費、12節委託料、13節使用料及び賃借料、14節工事請

負費、18節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資料27ページ中段に記載のとお

りでございます。 

 予算書69ページ上段を御覧願います。あわせまして、説明資料は27ページ下段を御覧願

います。２目し尿処理費、本年度予算額425万4,000円、この科目はし尿処理に係る十勝圏

複合事務組合に対する負担金を計上したものでございます。主な増額として、18節負担金、

補助及び交付金の十勝圏複合事務組合分担金63万7,000円の増でございます。内容につきま

しては、説明資料27ページ下段に記載のとおりでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 予算書は65ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、４目墓地墓園費の中の環

境整備委託料についてご質問したいのですけれども、万年に浦幌墓園があると思いますが、
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浦幌墓園の中央に花壇があると思います。その花壇について、お盆時期にお墓参りに行っ

た際に雑草が多くて、非常に汚いという声をお聞きしているのですが、こちらの整備は今

現在どのようにされているのかお聞きしてよろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇佐藤町民課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 浦幌墓園の中央にある花壇につきましては、町内の農家さんのほうから花を購入いたし

まして、６月、７月頃から植え始めまして、随時お盆に向けまして、天候によりますが、

草取りを職員が実施しているところでございます。ただ、天候によりまして、雨が続きま

すとどうしても草取りがうまくいかないということがございまして、町民の皆さんにはご

不便をおかけしている部分がございますけれども、毎年職員のほうで状況を確認して、不

快に思わないようにやっているつもりでございますが、ご指摘のことがございますので、

今後も改めて状況確認しながら気持ちよく参拝いただけるような形にしていきたいと考え

ております。よろしくお願いします。 

 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 質疑なしと認めます。 

 説明員入替えのため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１９分  休憩 

午前１０時２０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解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４款１項８目保健福祉センター管理費までの説

明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 それでは、３款１項１目社会福祉総務費からご説明いたします。 

 一般会計予算書の48ページ下段から50ページ中段までを御覧願います。あわせまして、

説明資料は20ページ中段から21ページ中段までです。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３億4,520万2,000円、この目につきましては社会福祉全般

に係る経費として障害者福祉サービス等の給付費、障がい福祉補助金等交付、各種福祉団

体等運営補助金、遺族災害援護及び浦幌町国民健康保険特別会計繰出金などに係る経費で

ございます。増額となる主なものは、18節負担金、補助及び交付金のうち別冊議案説明資

料76ページ、政策等事業調書に記載のとおり新規事業として補聴器購入支援事業に50万円、

19節扶助費で障害福祉サービス費等に係る給付費が給付対象者の増加などによりまして生



                                             － 9 － 

活扶助費が635万円、27節繰出金、浦幌町国民健康保険事業特別会計繰出金は182万8,000円

増額となる内容でございます。12節委託料、18節負担金、補助及び交付金、19節扶助費、

27節繰出金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、予算書50ページ下段から51ページ上段までを御覧願います。あわせまして、予算

説明資料は21ページ中段です。３目厚生委員費、本年度予算額307万2,000円、この目につ

きましては民生厚生委員協議会及び民生委員推薦会の運営に係る経費など民生委員、児童

委員兼ねて浦幌町厚生委員24名分の活動に係る経費でございます。１節報酬、12節委託料

につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 引き続き予算書51ページの上段を御覧願います。あわせまして、説明資料は同じ21ペー

ジの下段です。４目青少年健全育成費、本年度予算額30万円、この目につきましては浦幌

町青少年問題協議会委員８名、浦幌町少年補導委員会委員11名の経費のほか、青少年健全

育成事業に係る経費でございます。１節報酬は、予算説明資料に記載のとおりでございま

す。 

 次に、予算書51ページ中段から52ページ上段までを御覧願います。あわせまして、予算

説明資料は同じ21ページの下段です。５目社会福祉施設費、本年度予算額344万円、この目

につきましては浜厚内生活館等の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。増額となる主なものは、14節工事請負費で平和塔に設置している木製のあず

まや及びベンチが経年劣化等により腐食していることから、補修する工事費として115万円

計上したところによる増額です。12節委託料、14節工事請負費につきましては、予算説明

資料に記載のとおりでございます。 

 次に、予算書は飛びまして、59ページ中段から61ページ上段まで御覧願います。あわせ

まして、予算説明資料は23ページ中段から24ページ下段までです。３款民生費、３項老人

福祉費、１目老人福祉総務費、本年度予算額２億1,884万2,000円、この目につきましては

高齢者福祉、社会福祉法人等運営費補助金、屋内ゲートボール場３か所の維持管理、高齢

者支援団体活動事業、在宅福祉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。増額となる主なものは、18節負担金、補助及び交付金のうち別冊議案説明資

料78ページ、政策等事業調書に記載のとおり国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金を活用して実施する介護事業所等感染防止対策支援事業に653万9,000円、通所

介護事業運営費補助金166万6,000円、在宅福祉通院等支援運営事業補助金162万円、浦幌町

介護事業等ネットワーク協議会運営費補助金100万円、これらを合わせまして1,082万

5,000円の増、27節繰出金は浦幌町介護保険特別会計繰出金で417万6,000円の増額となる内

容です。また、減額とした主なものは18節負担金、補助及び交付金で訪問介護等事業運営

費補助金で228万8,000円減額とした内容です。１節報酬、７節報償費、12節委託料、13節

使用料及び賃借料、14節工事請負費、18節負担金、補助及び交付金、19節扶助費、27節繰

出金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、予算書61ページ中段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料は24ページ下
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段です。２目老人福祉施設費、本年度予算額9,738万6,000円、この目につきましては養護

老人ホームなどの老人福祉施設に入所されている方に対する保護措置に係る経費でござい

ます。19節扶助費は、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 引き続き予算書61ページ中段から62ページまでを御覧願います。あわせまして、予算説

明資料は24ページ下段から25ページ上段までです。３目老人ホーム費、本年度予算額２億

2,111万5,000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維持、管理、運営

及び入所者に係る経費でございます。増額となる主なものは、12節委託料で特定施設入所

者生活介護運営に係る外部サービス事業委託料が482万円、17節備品購入費は業務用大型洗

濯機と乾燥機、それぞれ１台更新する経費365万円増額となる内容でございます。また、減

額とした主なものは１節報酬、２節給料、３節職員手当等及び４節共済費までの人件費

258万2,000円、14節工事請負費は厨房などに設置した冷房施設新設工事が完了したことに

より180万円減額となった内容でございます。12節委託料、13節使用料及び賃借料、14節工

事請負費、17節備品購入費、19節扶助費につきましては、予算説明資料に記載のとおりで

ございます。 

 次に、予算書63ページから64ページ上段まで御覧願います。あわせまして、予算説明資

料は25ページ中段からです。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２億4,595万円、この目につきましては母子老人保健事業として妊産婦安心出産支援

事業補助金の交付、各種健康診査、特定不妊治療、不育症治療費補助金の交付、各種がん

検診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。増額となる主なもの

は、１節報酬で各種検診及び保健指導に従事する職員、管理栄養士１名が本年11月末日ま

で育児休業を取得していることから、代替職員として会計年度任用職員報酬費215万

4,000円、12節委託料は特定健康診査及びがん検診の委託先である北海道対がん協会の検査

料の単価が改正されたことによりまして49万4,000円の増額となる内容です。また、減額と

した主なものは、27節繰出金で浦幌町簡易水道特別会計の繰出金は事業費の減額により

1,291万3,000円の減額とした内容です。12節委託料、18節負担金、補助及び交付金、19節

扶助費につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、予算書64ページ中段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料は26ページ上

段です。２目予防費、本年度予算額2,963万7,000円、この目につきましては結核検診、風

疹抗体検査、任意定期予防接種及び新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る経費でご

ざいます。増額となる主なものは、12節委託料のうち予防接種法の改正により令和４年度

以降から接種の積極的な勧奨を再開することになった子宮頸がんワクチン接種事業の定期

接種に係る経費65万6,000円、新型コロナウイルスワクチン接種事業は実施に係る経費

1,752万6,000円増額となる内容です。12節委託料につきましては、予算説明資料に記載の

とおりでございます。 

 次に、予算書66ページ中段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料は同じく26ペ

ージ下段です。５目医療対策費、本年度予算額１億3,706万円、この目につきましては地域
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医療対策事業及び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。増額となる主

なものは、14節工事請負費で町立診療所医師住宅の外構改修工事に150万円増額となる内容

です。また、減額とした主なものは17節備品購入費で桜町歯科診療所の診療ユニット１台

を更新したことから、485万9,000円の減、27節繰出金で浦幌町立診療所特別会計の繰出金

314万8,000円減額となる内容です。14節工事請負費、18節負担金、補助及び交付金、20節

貸付金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 最後に、予算書67ページ中段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料は27ページ

上段になります。８目保健福祉センター管理費、本年度予算額2,828万2,000円、この目に

つきましては浦幌町保健福祉センターの維持管理に係る経費でございます。増額となる主

なものは、14節工事請負費で別冊議案説明資料79ページ、政策等事業調書に記載のとおり

国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施する浦幌町保健福

祉センター感染症対策整備事業に800万円、事務室等の照明器具をＬＥＤ照明に改修する工

事280万円、これらを合わせて1,080万円増額となる内容です。12節委託料、14節工事請負

費につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 以上で３款１項１目社会福祉総務費から４款１項８目保健福祉センター管理費までの説

明を終わらさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 予算書63ページ、保健衛生費の衛生費について質問させていただきます。 

 委託料のうち特定健康診査等委託料というのが令和３年度に比べてちょっと細分化して

いただいているのかなと。非常に分かりやすくなったのかなとは思っているのですが、町

民の健康に関わる予防というところですので、こちらについてお伺いさせていただきます。

私も今年41になって、がん検診のご案内をいただいて、早速受けに行ってきたというとこ

ろではあるのですが、令和３年度の実績見込みというのは大体どのぐらいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課課長補佐。 

〇新宅保健福祉課長補佐 お答えいたします。 

 今年のまだ暫定なのですが、50％は超える見込みはしております。特定健康診査の対象

は40から74歳までですので、一応その年齢の中の方の受診率が50％超える見込みとなって

おります。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 50％を超える見込みということで、高いほうなのかなと思っています。 

 先日新聞社から陸別町が全道１位になったと。その受診率が71％ぐらいというような記

事が出ておりましたが、浦幌町では大体どのぐらいを数値目標に上げられていますか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 議員おっしゃるとおり、陸別町、非常に高い、全道１位ということ

で、特定健診率、これ高い、数年続けているという状況の報道がなされたところは私ども

も見ております。本町におきましては、保健師が少ない中でなのですけれども、それぞれ

担当地区を持って、そして保健事業計画に基づいた中の計画に今年度60％と掲げたのです

が、このコロナ禍によって受診控え等がありまして、春先の受診される方、これがちょっ

と少なかったものですから、目標まで達しなかったのですが、やはり昨年の55％から若干、

３ポイントほど落ちますけれども、本町におきましての特定健診率、これは全道の高いほ

うの、ベストテン近く、高い率で、職員頑張っていると思っています。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 非常に令和３年度に比べて特定健診の細目もかなり細かく分けていただいて

いて、積算をかなり綿密にやられているのかなと感謝申し上げるところであります。 

 続いて、予防費のほうなのですが、予防接種ですとか定期予防接種というところに関し

てなのですけれども、こちらも同様に現状、もちろんコロナで医療機関に来るのがちょっ

とという方もいらっしゃるとは思うのですが、現状どういった推移を、上がっているので

しょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課課長補佐。 

〇新宅保健福祉課長補佐 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 子どもの予防接種に関しては、以前からほぼ95％前後を占めていまして、90％下がる、

以下になるということは今まで10年間の中ではない状況です。なので、今回コロナであっ

ても、受診のほうは基本的には子どもさんがかかる予防接種に関してはお母さん方は皆さ

ん時期になったら受けていらっしゃる状況であります。高齢者の肺炎球菌と、あとインフ

ルエンザに関しても、今この状況であっても受診率はほぼ変わっていない状況でありまし

て、反対に肺炎球菌は肺炎の予防で受けたいという方が若干増えている感じはあります。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 予算書61ページ、３款民生費、３項老人福祉費、３目老人ホーム費について

なのですけれども、浦幌町には養護老人ホームらぽろがあると思いますが、令和３年度の

予算の際にも質疑されている先輩議員いらっしゃったかと思うのですが、今現在この養護

老人ホーム、定員50名のうち何名入所か教えていただいてよろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課参事。 

〇佐藤保健福祉課参事 私のほうからご説明させていただきます。 

 現在の入所者数、定員は50名ですが、現在37名となっております。 
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 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 定員50名のうち37名ということで、13名空きがある理由を教えていただきた

いのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

保健福祉課参事。 

〇佐藤保健福祉課参事 新型コロナの感染状況もありまして、老人ホームとしてもクラス

ターを避けたい、また入所を希望されているご家族などもそういうのを避けるという傾向

があります。また、今職員の退職に伴いまして資格を持った職員がいなかったりしたこと

もありまして、一時ちょっと入所を、クラスターが発生している時期もありまして、年が

明けてから感染状況とかご家族、ご本人のご希望に沿う形で入所を進めているところでご

ざいます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 今老人ホームの関係、同僚議員から質問があったわけですが、この老人ホー

ムの関係ですが、以前も指定管理者の関係について検討できないのかということで私のほ

うから質問しております。その辺検討するという話はされているのですが、その辺につい

てお伺いしたいと思います、どのぐらいの進捗なのか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 養護老人ホームの指定管理等に関する検討なのでございますけれど

も、まず前回の、前年度の予算のときにもご説明させていただいた中で、安藤議員からの

質問のお答えとして、指定管理等も含めた中で検討するという考え方は持っております。

今現在の経過としましては、年が明けまして今年の１月から民営化が可能かどうかといっ

たところの養護老人ホームの事業内容の精査とそういった計画に基づく策定を進めており

まして、この計画書を基にこれから指定管理としての募集を受けていただける法人がある

のか、またこういった運営状況を踏まえた中である程度他の養護老人ホームを運営してい

る法人などに対して民営化可能かどうかこれから協議を進めるという準備を今現在進めて

いるところでありまして、具体的に法人に行ってまだ話をすると、そういう状況では今現

在ありません。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 浦幌に社会福祉法人の特別養護老人ホームがありますが、最近そこも大変だ

というか、費用もかかって、大変だという話は聞いているのですが、その辺についてそこ

の理事長なり施設長なりからその辺の話は聞いているのかどうか。それと、先ほど言った

指定管理者の関係もそことも協議しているのかどうかお伺いしたいと思います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 ただいまの町内で事業しています特別養護老人ホームのうらほろ幸

寿会、こちらの法人と協議があったのかという内容だと思いますけれども、これにつきま

しては３年ほど前ぐらいにこの養護老人ホームの運営状況と情報提供しまして、それでこ

の法人が養護老人ホームを含めた中で特別養護老人ホームを含めたこの事業を展開できる

かどうかといったところを法人の役員の方、理事長はじめ協議をさせていただいたわけな

のですが、最終的には法人のほうから指定管理のほうはといいますか、運営を引き継ぐこ

とは難しいという判断をいただきましたので、その状況の中で違うやり方、指定管理がい

いのか直営がいいのか、これを今現在検討しながら計画書作成し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っています。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 次に、予算書51ページの社会福祉施設費の中の工事請負費でございますが、

平和塔の関係、昔から平和塔ができて、あそこまで上がって、町内を一望できるというこ

とで、ウオーキングなり散歩なりしている方がたくさんいらっしゃいます。最近聞いた話

なのですが、展望台について今回も工事請負費で予算化しておりますが、その中で去年の

春ぐらいから立入禁止の看板が設置されて、利用できなかったと。この関係、約１年近く

放置したということについて何かあったのかどうか。それと、危険なのかどうか。はっき

り言って、危険であれば補正でも専決処分でも幾らでもできると思うので、その辺につい

て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。 

〇廣富保健福祉課長 ただいまの平和塔のこのたび計上いたしました工事請負費115万円

のご質問ですが、議員おっしゃるとおり、昨年の春、６月の下旬に開催いたしました平和

祭におきましてあずまやに係る階段のところの手すりの木製の部分が朽ち落ちたという話

を指定管理である会社から連絡をいただきまして、平和祭のときにも見たのですけれども、

内容、現地を確認したり、また改修に係る工法等の検討、施設課のほうの建築係とも協議

しながら進めていたところなのですが、その後またベンチも壊れているといったところも

発見されたりなんかしまして、積算に当たりまして若干工法も検討に当たって時間かかっ

たところは確かにございます。ただ、ご利用されている方につきましては、これは６月頃

から使えないような形で対応させていただいたものですから、ご利用者の皆様方につきま

しては大変ご迷惑をおかけしたところなのですが、議員おっしゃるとおり、早急に改修方

法を検討し、必要な予算等提案させていただいた中でこれを改修するのが本来の筋だと思

いますけれども、このたびこの新年度予算になったといったところにつきましては、ある

程度遅かった部分に対しましては非常に反省しているところでございます。新年度予算、

これをご可決いただきましたときには４月早々に発注しまして、早期に展望台に上れるよ
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うに改修してまいりますので、お許しいただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 それから、以前から何回か眺望が狭くなって、今は冬ですから、葉っぱもな

いけれども、葉が出てきますと南町だとか東山の近辺とか見えないところが出てきている

ということで、町有林なのか民有林なのかというのはちょっと定かではないのですが、や

はり今までも何年かに１回剪定したり、枯れ木も今あります。そういうのも切って、見晴

らしをよくしていたのです。それがいつ頃やったかというのはちょっと定かではないです

けれども、状況を判断して、やはりもし民有林もあるのであればそこにも了解得て、剪定

なりしていただければと思いますが、その辺について。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 平和塔の眺望に係る部分の木がちょっと邪魔していると、邪魔をし

て見えないということでございますけれども、多分平和塔のあずまやからの西側の斜面だ

と思うのですが、基本的に浦幌町の土地でございまして、立木等の産業課のほうで管理し

ていただいている部分なのですが、ここの部分につきましては、確かに議員おっしゃると

おり、木が大きくなっていまして、ちょうど平和塔から見ますと東山とか南町の一部とか

見えないような状況になっているというのは把握しているところでございます。その見え

なくしている木が若干、平成18年、19年だったと思うのですが、植樹祭で植えた桜も……

エゾヤマザクラですが、これ大きくなりまして、これも若干景観は見えなくしているよう

な原因になっているところがありますので、そこの部分、春以降葉が出てきて、そしてど

の木が邪魔しているのかなといったところ確認しながら、その木が切れる木であるのであ

れば、産業課と協議しながら景観がよくなるように現地で確認して、伐採ができるかどう

か検討してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 もう一つ、平和塔の東側になります。東斜面のほうです。そっちのほうの関

係で、七、八年前の低気圧か台風か何かで倒木した木が残っていると。平和塔のところか

ら見ても大きい木がどんと横たわっているということもございます。それからあと、町道

になると思うのですが、倒木が幾つか目につくのです。その関係で大きい木に枝がかかっ

ているということもあるようです。やっぱり落下の危険もあるので、その辺については何

らかの対応をお願いしたいと思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 町有林の関係でございますので、私のほうからお答えをさせていただき

ます。 

 今議員ご質問ございました平和塔の東側のほうについて町有林区域となってございま

す。おっしゃられましたように、平成28年頃ですか、大きな風倒木がございました。その
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後、遊歩道等にも影響を及ぼした場面でもありましたが、その場面において一部といいま

すか、やれる範囲については風倒木について影響のない範囲として一度整理は行ったとこ

ろではあるのですけれども、今現在もやはり林の中の中央部分ですとか、作業に行くのに

障害が多くて、なかなか作業に向かえないような場所、そういったところについて残って

いると認識をしてございます。しかしながら、いずれにいたしましてもいつかの場面では

そういった部分についても危険なものであれば障害、危険な状況を改善はしなければなら

ないという観点もございますので、改めて現地を見させていただきながら作業に入れる場

所、なかなか難しい場所、そういったところを選定しながらまず手をつけられる部分につ

いては手をつけてまいりたいと考えています。あと、町道に関しましても同様の状況でご

ざいますので、併せて調査をした中で危険が伴う倒木、そういったものに対しては改めて

現地のほう確認させていただいて、対処のほう進めてまいりたいと思いますので、ご理解

くださいますようお願いいたします。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 もう一つお聞きしたいのですが、医療対策になるのか、今日の朝テレビニュ

ースでやっておりましたけれども、音更町ががん患者の抗がん剤の副作用で髪が抜けると

いうことで、ウイッグというのですか、かつらや何かの、あと乳がん患者の乳房がなくな

ったと。それの関係の助成をする、補助をするということでやっていましたが、朝聞いた

ばかりなので、私も何とも言えないのですけれども、そういう考えというのはあるのかど

うか。なければ、検討していただきたいと思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 議員おっしゃるとおり、音更町の新年度予算にこういった医療用ウ

イッグ等の助成事業、これが全道で初ではないかということで報道はなされているところ

でございます。確かに私どもこの部分、新聞報道等見て、正直言うとなるほどなと正直思

いました。現在いろいろと抗がん剤治療なされている方々というのは町民の方でもたくさ

んいらっしゃいますので、そういったところの実際助成することがこの患者の方々に寄り

添う施策になるかどうかということはこれ検討していかなければならないなと報道見て感

じたところでございます。今後こういったことが可能かどうか内部で検討した上で、最終

的に判断した中で考えていきたいと思っています。 

 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 質疑なしと認めます。 

 説明員入替えのため暫時休憩といたします。 

 

午前１０時５５分  休憩 
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午前１１時０８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８目相談支援事業所運営費から２項８目子育て支援センター費までの説

明を求めます。 

 こども子育て支援課長。 

〇正保こども子育て支援課長 一般会計予算書の52ページを御覧願います。３款民生費、

１項社会福祉費、８目相談支援事業所運営費、本年度予算額７万5,000円、この目につきま

しては特定相談支援事業及び障がい児相談支援事業の運営に係る経費でございます。この

目において特に説明を加えることはございません。 

 次に、予算書53ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料22ページを御覧願

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3,280万4,000円、この目に

つきましては浦幌町児童育成計画策定委員会、出産祝金、保育の認定及び認定こども園等

の入退園等の事務に係る経費でございます。増額の主なものは、７節報償費は出産祝金で

30万円の増額という内容でございます。減額の主なものは、２節給料、３節職員手当等及

び４節共済費の職員人件費で601万2,000円、14節工事請負費は旧しらかば保育園屋外遊具

撤去工事で220万円の減額という内容でございます。１節報酬、７節報償費、18節負担金、

補助及び交付金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、予算書53ページ下段から55ページまで御覧願います。あわせまして、予算説明資

料22ページを御覧願います。３目認定こども園運営費、本年度予算額１億4,714万3,000円、

この目につきましては認定こども園の管理運営及び園児110名の保育に係る経費でござい

ます。増額の主なものは、１節報酬は保育士の産休等に伴う代替会計年度任用職員の配置

等で376万円、18節負担金、補助及び交付金は通園費補助金で89万5,000円の増額という内

容でございます。減額の主なものは、２節給料、３節職員手当等及び４節共済費の職員人

件費で474万2,000円、10節需用費は光熱水費で172万8,000円の減額という内容でございま

す。12節委託料、18節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料に記載のと

おりでございます。 

 次に、予算書55ページから56ページまで御覧願います。あわせまして、予算説明資料23ペ

ージを御覧願います。４目へき地保育所運営費、本年度予算額2,826万円、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８名の保育に係る経費でございます。増

額の主なものは、17節備品購入費は遊戯室のエアコン２基設置で71万1,000円の増額という

内容でございます。減額の主なものは、３節職員手当等の職員等人件費で63万6,000円の減

額という内容でございます。12節委託料、17節備品購入費、18節負担金、補助及び交付金

につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、予算書56ページ中段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料23ページを御
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覧願います。５目児童館運営費、本年度予算額78万9,000円、この目につきましては常室児

童館の維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは、14節工事請負費は常室児童

館外構フェンス撤去工事で35万円の増額という内容でございます。12節委託料、14節工事

請負費につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、予算書57ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料23ページを御覧願

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3,768万6,000円、この目につ

きましては児童福祉法の規定に基づき、発達支援の必要が認められる児童に対しまして必

要な指導を行うことにより当該児童の健全な育成を図るため設置している子ども発達支援

センターくれよん広場の管理運営に係る経費でございます。増額の主なものは、１節報酬

は会計年度任用職員の配置で219万6,000円、２節給料、３節職員手当等及び４節共済費の

職員人件費で1,168万5,000円の増額という内容でございます。12節委託料につきましては、

予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、予算書57ページ下段から58ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料

23ページを御覧願います。７目学童保育所費、本年度予算額1,943万2,000円、この目につ

きましては放課後児童健全育成事業を行う町立学童保育所と上浦幌地区の小学生の放課後

に保育を提供する上浦幌児童クラブの管理運営及び児童の保育に係る経費でございます。

減額の主なものは、１節報酬、３節職員手当等は指導員等の人件費で83万6,000円の減額と

いう内容でございます。12節委託料につきましては、予算説明資料に記載のとおりでござ

います。 

 次に、予算書58ページ下段から59ページを御覧願います。８目子育て支援センター費、

本年度予算額1,236万円、この目につきましては一時保育及び親子の遊びなどを通じて子育

て家庭の育児不安や悩み相談、子育て情報等を子育てする親へ発信することにより幼児の

健全育成事業を推進する子育て支援センターの管理運営に係る経費でございます。減額の

主なものは、２節給料、３節職員手当等及び４節共済費の職員人件費で858万3,000円の減

額という内容でございます。 

 引き続き予算書59ページを御覧願います。認定こども園新築事業費につきましては、廃

目整理でございます。 

 以上で説明を終わらさ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、高橋議員。 

〇高橋議員 予算書57ページ、子ども発達支援センター運営費、委託料、専門員支援事業

委託料について質問させていただきます。 

 こちら説明資料で発達支援専門員派遣10回となっているのですが、こちらの事業内容に

ついてお教えいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 こども子育て支援課課長補佐。 
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〇佐藤こども子育て支援課長補佐 ご説明させていただきます。 

 内容といたしましては、支援が必要な子どもさん、それから今保護者の方の支援を求め

てきて、相談業務が大変増えています。保護者の方からも地元で発達検査を受けられない

かなどの要望もありまして、また実際検査を受けるためには今病院のほうの予約をしても

半年以上は待たされるという現実があります。心理士、それから今現在契約をして発達支

援専門員という有資格の方に来ていただいて、発達検査を受けている状況なのですが、で

きれば職員のほうでもっと研修をして、浦幌で検査を受けれるようにしていきたいとは考

えてはいるのですが、なかなかその資格を取ってすぐにその業務に当たるということは大

変難しいことになっております。心理士、発達支援専門員の方を希望しているのですが、

なかなか管内でもその資格を持っている方が少なくて、なかなか人材がいないというのが

現状です。それでも相談業務とかは増えていますので、今相談業務に当たっている職員が

いるのですが、相談のほうが増えていて、子どもたちの指導に時間がなかなかかけられな

いということで、本当であれば資格のある心理士さんとかに来てほしいところなのですけ

れども、それがかなわなければ指導員、保育士の資格を持った方とか、そういう方に来て

いただいて、指導のほうの担当をしていただきたいということで要望を上げさせていただ

いています。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 今、すみません、単語的に間違っていたら申し訳ないのですが、発達障がい

等々、やはり特別な支援が必要なお子さんというのが増えてきている、浦幌町だけではな

くて、全国的にというお話ではありますけれども、そんな中でこういった取組は非常にす

ばらしいというか、あるべき姿なのかなとは思っております。では、この回数10回という

のは専門の方に来ていただいて、職員が研修を受けるというような内容ということでよろ

しいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 こども子育て支援課課長補佐。 

〇佐藤こども子育て支援課長補佐 はい、そのとおりでございます。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 では、引き続き同じく57ページ、学童保育所費について質問させていただき

ます。 

 昨今知育を目的としたアナログのカードゲームであったり、そういったものが増えてき

ているなと私のほうでは考えております。今うちの息子も学童保育所に預かっていただい

てはいるのですが、今預かっていただいている中で子どもたちが遊ぶ道具として知育ゲー

ムですとか、そういったものの導入というのはされているでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 こども子育て支援課長。 
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〇正保こども子育て支援課長 現在そういう知育ゲームというものは行っておりません

が、内部では今そういう時代というか、そういう方向に向いていますので、検討している

ところでございます。予算も伴いますので、今後入れるような形で今内部的には協議して

います。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 知育ゲーム、私も何度か子どもと一緒にやったこともあるのですが、大人で

も非常に頭を使うというか、人の心理を考えながらゲームを進めていくようなものが多く

て、導入に関しては本当カードゲームなので、１セット1,000円、2,000円ぐらいの話です

ので、ともすれば100均でも売っているものですので、ただそれを学童保育所の職員の方に

全部やってくださいというのはなかなかハードルが高いのかなと思うところもあります

し、ただ蓋を開けてみたら浦幌町の浦幌部でそういう取組をやっているとか、浦幌の大人

の方々でそういうのが好きな方がいるとか、そういったこともありますので、学童保育所

だけにそれをやっていただくというよりは浦幌町でそういうのが好きな方含めて子どもた

ちと一緒にやってみるというようなアプローチだとすんなりやっていく、知っていただけ

る機会も増えるし、導入もスムーズにいくのではないかなと思うのですが、その辺りいか

がでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 こども子育て支援課長。 

〇正保こども子育て支援課長 議員おっしゃるとおり、大変いいものだとは思っておりま

す。今後導入に向けてご意見お聞かせいただいたと。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 説明員入替えのため暫時休憩いたします。 

 

午前１１時２４分  休憩 

午前１１時２６分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き審議を続けます。 

 次に、５款１項１目労働諸費から６款２項４目うらほろ森林公園管理運営費までの説明

を求めます。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 それでは、予算書の69ページから70ページを御覧願います。あわせまし

て、予算説明資料27ページから28ページを御覧願います。５款労働費、１項１目労働諸費、

本年度予算額2,012万3,000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。増額の主なものは、12節委託料で木育森林普及啓発活
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動拠点うららパーク管理運営委託業務114万円、就業チャレンジ事業管理運営業務委託料

350万円、17節備品購入費で常室ラボコワーキングスペース感染症対策のための空調設備新

設１台52万円、減額の主なものは18節負担金、補助及び交付金でＵＩＪターン新規就業支

援事業移住支援補助金の該当者見込みがないことによりまして当初予算未計上としたこと

によります100万円の減でございます。12節委託料、17節備品購入費、18節負担金、補助及

び交付金につきましては、予算説明資料に記載のほか、17節備品購入費の常室ラボ施設空

調設備設置事業につきましては議案説明資料80ページの政策等調書に記載のとおりでござ

います。 

 予算書71ページを御覧願います。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3,968万9,000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。減額の主なものは、２節給料、３節職員

手当等、４節共済費など人件費で397万3,000円の減の内容でございます。 

 予算書71ページから72ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料28ページを

御覧願います。３目農業振興費、本年度予算額5,864万9,000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18節負担金、補助及び交

付金で環境保全型農業直接支払交付金、取組面積の増に伴います740万円、減額の主なもの

は12節委託料で農業振興地域整備計画策定委託業務完了に伴う286万円、18節負担金、補助

及び交付金で新規就農者営農促進補助金において現在新規該当者見込みがないことにより

まして当初予算未計上としたことによります98万円の減でございます。１節報酬、12節委

託料、18節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでござ

います。 

 予算書73ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料29ページを御覧願います。

５目畜産振興費、本年度予算額2,404万6,000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、10節需用費の修繕料で模範牧場施設マニア

スプレッダー修理に伴う82万7,000円、14節工事請負費で模範牧場施設取水施設ポンプ取替

え工事など施設改修工事費580万円、減額の主なものは10節需要費の修繕料で模範牧場施設

自動給餌器等修繕ほかの完了に伴います141万円、14節工事請負費で模範牧場施設高圧受電

設備改修工事ほか完了に伴います700万円、17節備品購入費で模範牧場配置トラクター１台

の更新完了に伴います1,400万円の減の内容でございます。10節需用費の修繕料、12節委託

料、13節使用料及び賃借料、14節工事請負費、18節負担金、補助及び交付金につきまして

は、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書73ページから74ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料は29ページ

を御覧願います。６目土地改良費、本年度予算額9,720万1,000円、この目につきましては

農業関係土地基盤整備に要する経費並びに排水機場２か所の管理に要する経費でございま

す。増額の主なものは、18節負担金、補助及び交付金の多面的機能支払交付金において宝

生地区が新規で取り組むこととなったことに伴います410万6,000円、減額の主なものは
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14節工事請負費で基幹水利施設の排水機場施設更新工事において新たな施設整備事業へと

移行することに伴い当初予算未計上としたことによります356万4,000円、17節備品購入費

で積算システム用パソコン購入完了によります26万4,000円の減の内容でございます。12節

委託料、13節使用料及び賃借料、18節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明

資料に記載のとおりでございます。 

 予算書74ページ下段を御覧願います。あわせまして、説明資料30ページを御覧願います。

８目道営土地改良事業費、本年度予算額3,062万3,000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18節負担金、補助及び

交付金で令和３年度に計画を樹立し、令和４年度より本格実施する美園地区工事負担金

585万円の増の内容でございます。減額の主なものは、18節負担金、補助及び交付金で恩根

内地区工事負担金287万3,000円、栄穂地区工事負担金1,343万円、令和３年度で事業を完了

いたしました合流地区工事負担金170万円の減でございます。18節負担金、補助及び交付金

につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書75ページを御覧願います。あわせまして、説明資料30ページを御覧願います。10目

団体営土地改良事業費、本年度予算額426万7,000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。増額の内容は、基盤整備面積の増に伴うも

ので、12節委託料33万円、14節工事請負費237万6,000円でございます。12節委託料、14節

工事請負費につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書76ページから77ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料30ページを

御覧願います。２項林業費、１目林業総務費、本年度予算額2,281万4,000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並びに鳥獣被害防止対策に要する

経費でございます。１節報酬、７節報償費、12節委託料、13節使用料及び賃借料、27節繰

出金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書77ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料は引き続き30ページから

31ページを御覧願います。２目林業振興費、本年度予算額5,177万2,000円、この目につき

ましては民有林の振興及び木材利活用、普及啓蒙活動に要する経費でございます。増額の

主なものは、17節備品購入費で森林林業普及啓発施設うららパーク感染症対策のための空

調設備新設１台58万円、18節負担金、補助及び交付金で豊かな森づくり推進事業補助金、

植栽面積の増に伴います75万6,000円の増、減額の主なものは12節委託料で浦幌の森ＰＲ業

務250万円の減でございます。12節委託料、13節使用料及び賃借料、15節原材料費、17節備

品購入費、18節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料に記載のほか、17節

備品購入費の森林林業普及啓発施設内空調設備設置事業につきましては、別冊の議案説明

資料82ページの政策等調書に記載のとおりでございます。 

 ３目林道維持費、本年度予算額262万2,000円、この目につきましては町が管理する林道

の維持管理に要する経費でございます。13節使用料及び賃借料、14節工事請負費につきま

しては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 
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予算書77ページから78ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料31ページを

御覧願います。４目うらほろ森林公園管理運営費、本年度予算額5,397万2,000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、12節委託料で森林公園管理棟改修工事実施設計に係る400万円、14節工事請負費で森林

公園内河川改修工事3,300万円、減額の主なものは10節需用費の修繕料でみのり館トイレ外

壁修繕等の完了に伴う129万1,000円、14節工事請負費で遊歩道補修、親水護岸改修工事の

完了に伴います2,450万円の減でございます。10節需用費、12節委託料、13節使用料及び賃

借料、14節工事請負費につきましては、予算説明資料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。 

 10番、森議員。 

〇森議員 説明資料の29ページ、畜産振興費の草地更新の委託料で、４ヘクタールの事業

になっているのですが、昨年度は10ヘクタールだと思うのですけれども、これ縮小してい

るのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 草地更新につきましては、令和２年度から始めさせていただきまして、その区域ごとに

草地の状況と更新の方法につきまして施工を担っていただいております事業者の方と指定

管理者で協議の上、その方法についてその区画、区画において選定をして行っているとこ

ろでございます。２年間継続をしまして、令和４年度におきましては団地を飛びまして、

厚内側のほうの団地の区画の更新を予定しております。その更新する対象の用地の区画の

形状が中央部に通路といいますか、機械が走行する通路形態の部分がありまして、そこを

区割りとして１区域を行うということを想定したときに今回予算として計上させていただ

いている４ヘクタールという面積になりまして、今回はその区域を更新をすると。来年度

においてはまた別な団地であれば当該区画の面積、その更新を予定していると、そういっ

た内容で今考えて、整備を進める予定としているところでございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 来年度はまた面積が戻るということなのですが、第４期まちづくり計画の中で

も計画的な実施がなされていくと思うのですけれども、これは予定どおりいかれるのです

ね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 やはり模範牧場におきましても粗飼料の確保ということで草地というも

のは重要な位置づけを持って考えてございますので、まちづくり計画に予定させていただ

きましたとおり、今後におきましても草地更新については継続して進めてまいりたいと考
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えております。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 分かりました。 

 それと、昨年のちょうど第１回の定例会だと思うのですが、模範牧場の施設の改修の件

で私もこれ質問させていただいたのですけれども、そのときには今の指定管理者が平成

30年から令和の５年までの５年間ということで、この間で行政が公共的な牧場の在り方と

いうのを今後考えていかなければいけないなという答弁をいただきました。このことにつ

きましては、令和３年度、４年度で何か考えていくというような答弁をいただきましたが、

今その辺の方向性というのは何か決まっていることがありましたら、お聞きしたいなと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 これまでの模範牧場に関してのお答えといたしましては、今おっしゃら

れましたとおり、検討を進めていくというお答えをさせていただいております。昨年度、

令和３年度におきましても関係機関とのお話というものは、ただ予算を計上させていただ

くための打合せの場面ですとか、機会があるごとに内部事務レベルでのお話というものは

若干でありますけれども、させていただいている状況でございます。ただ、実際に利用し

ていただくための農業者の方々、畜産業に携わる皆様方、そういった団体に対してのやは

り意見をお伺いするということも重要なことであると認識をしておりまして、今のこの状

況下の中、そういった場面を設定できずに、設けることはなかなかできないというような

状況で、令和３年度は経過してしまったというのが実際のところでございます。とはいい

ましても、指定管理期間は令和５年までとなってございますので、令和４年度の中におき

ましては実際に利用いただく方、また関係機関との協議というものは継続をしていく考え

に現在のところ変わりはございませんし、４年度の中で進めてまいりたいと考えています。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 分かりました。 

そうなれば、施設の改修についてはこの以降になっていくのか、その辺も今後協議して

いくのか、その辺はどうなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 これまでも模範牧場の利用の部分につきましては、牛舎が古いですとか、

いろんな課題が軽減されてきました。その中で施設改修につきましては現在は関係機関と

の協議、どの施設を優先して、どういった規模のものを改修なり新築なりしていくかとい

う協議になっていくものと思いますので、指定管理の在り方が決定した後、施設の改修の

検討というものにかかってくると考えています。 
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〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 69ページ、労働諸費、委託料、就業チャレンジ委託料についてお伺いいたし

ます。 

 さきの議会でもちょっと一般質問でさせていただいたのですが、浦幌町内の労働力不足、

もしくは事業承継といったところは私は喫緊の課題だと考えておりまして、一般質問の中

でも就業チャレンジ事業でというご答弁をいただいていたところでしたが、来年度の就業

チャレンジ委託事業、目標というか、ゴールはどこに設定していらっしゃいますでしょう

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 就業チャレンジ事業の関係でございます。昨年の12月の定例会におきま

して一部補正予算を追加させていただきまして、就業チャレンジ事業の応募サイト、こち

らのほうの構築の予算を議決いただきまして、現在その業務をまさに行っているところで

ございまして、先日も当該業者と打合せをさせていただいた中では何とか年度内、３月中

に応募サイトのほうを公開をする、そういったスケジュールで今進めているところでござ

います。公開後、その反応にもよるのですが、４月以降そういった応募があれば、当該事

業の受託者との連絡を取っていただきながら、また、希望される業種、そこのマッチング

がうまく合いましたならば、その時点から事業はスタートしていくと考えてございます。

ただ、目標、到達点というところになりますと、この事業自体始まってみなければ……こ

ういう言葉はちょっと不適切なのかもしれませんが、どういった反応あるかというところ

は非常に読めないところがございます。そういった中では、トライアンドエラーを繰り返

しながら、できるだけ改善して、応募いただけるように修正するような場面も必要かなと

考えたりするところもございますし、何とか応募をいただけて、あとは運用がうまくいく

ような形を取ってまいりたいと考えているところでございます。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 おっしゃるとおり、応募をいただける数というのが一つ指標になってくるの

かなと思っています。もちろんウェブのページを作って、見ていただいた方に分かりやす

く制度というか、浦幌町でこういった働き口がありますですとか、そういった情報の整備

というのは最低限必要なことだとは思うのですけれども、問題は移住して働きたい方にそ

ういった情報を届けるというところなのかなと考えておりまして、この事業の中で例えば

ウェブ広告を出すですとか、そういった方々に情報を届ける、アプローチするというよう

な予算ですとか内容というのは含まれているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

産業課長。 

〇小川産業課長 今議員がおっしゃられましたとおり、単体のホームページだけで募集を

してもなかなか目に触れる機会というのは限定されてしまうかと思います。この業務とし
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て今考えていますのは、委託料の中、若干ではございますが、他の同様で有名な求人広告

サイト、そちらのほうに広告を掲載して、こういったサイトがありますというような誘引

するような、そういった広告の費用というものはこの令和４年度の委託業務の中に一応見

込んでいるところではございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 そういったマスなというか、全国的にそういう情報を発信するということも

含めて、現在コロナ禍で飲食業が非常に厳しい状態であると。それは帯広でも同様だと思

っておりまして、廃業される方も結構いらっしゃると聞いております。そういった口コミ

というか、人づてでアプローチをするというようなところも重要になってくるとは思うの

ですが、そういったところに関してはいかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 せっかくこういった事業を始める、そういったサイトを作る、そういっ

たことを皆さんに知っていただくというのは大変重要だとは常々認識をしております。先

ほど何とか年度内に公開という話をさせていただきましたが、その場面におきましては当

然といいますか、今考えているところでは十勝毎日新聞さんですとか北海道新聞さんにお

いても公開をしましたという記事を掲載していただくというようなこともお願いをしよう

と考えておりますし、人づてというところも重要だと思いますので、できるだけ、私一人

では限られてしまいますけれども、そういったことを認識していただける方につきまして

できるだけそういった働く機会、働くきっかけ、そういったものの仕組みが浦幌にあるの

だというところのお知らせというのは皆さんにもお願いしたいと考えているところでござ

います。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 かなり限定された話ではあるのですが、司厨士会というような料理人の会が

あったりですとか、そういったところもございますので、必要であれば私のほうからご紹

介ということも可能ですので、その際は遠慮なくお声がけいただければと思います。 

 続きまして、予算書78ページ、うらほろ森林公園管理運営費の工事請負費について質問

させていただきます。こちら予算説明資料で森林公園内河川改修工事3,300万円と計上され

ておりますが、こちら具体的にどういった工事をされる予定でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 商工観光係長。 

〇前川産業課商工観光係長 ただいまの件でございますが、今回の改修工事の内容につき

ましては、森林公園内河川のＬ型トラフが破損していることを原因として駐車場路肩部分

の崩壊の危険性があることから、河川一帯を改修するものであります。 

 以上です。 
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〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 Ｌ型トラフというのが、すみません、ちょっとイメージができていないので

すが、安全対策工事というようなイメージで、例えば子どもなり来る方々が水と親しめる

ような空間をつくるというような工事ではないということでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 まず、今改修を行おうとしている場所の説明をさせていただきたいと思

うのですが、今当該場所につきましては令和３年度に階段の部分、段差が大きくて壊れて

しまっていた部分、あの部分を直させていただきました。その階段の若干下流側になるの

ですが、その下流側から、今キャンプ用の駐車場がございます。そこから管理棟へ渡るた

めの小さな橋があると思うのですが、あそこまでのコンクリートの構造物の形態の部分、

あそこの部分についてＬの形をした擁壁、これによって駐車場側と、あと管理棟側もなの

ですが、土留めをして、排水路として形状をなしているのですが、それが老朽化と、あと

土圧によりまして底辺部のところにおきましても亀裂が発しておりまして、崩落をする危

険性がありますと。あれが座屈をしてしまいますと、キャンプ場の駐車場の部分において

ガードレールがあるのですが、あれも含めて全部転倒してしまうような危険があるという

ことで、その部分を改修するという内容の工事になっております。その部分におきまして

は、景観に配慮した場所と我々は考えていますので、今と同じような形状のコンクリート

構造物で改修するのでは若干景観に配慮していないのではないかということで、同じコン

クリートではあるのですが、若干景観に配慮した少し見栄えのよい、そういった護岸で再

整備をするということで今考えているところであります。親水する部分につきましては、

直上流に階段部分がありますので、今回工事をする区間においてはそういった施設を設け

る考えはございません。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 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。 

 

午前１１時５５分  休憩 

午後 ０時５８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。 
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〇田村議長 次に、６款３項１目水産業総務費から11款２項２目水産業施設災害応急費ま

での説明を求めます。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 それでは、予算書の78ページを御覧願います。６款農林水産業費、３項

水産業費、１目水産業総務費、本年度予算額849万8,000円、この目につきましては水産業

事務関係職員の人件費及び水産事務に要する経費でございます。特に説明を加える事項は

ございません。 

 予算書78ページから79ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料31ページか

ら32ページを御覧願います。本年度予算額1,454万3,000円、この目につきましては水産業

の振興及び厚内漁港の管理等に要する経費でございます。増額の主なものは14節工事請負

費で十勝太共同作業所高圧受電設備更新工事に伴う340万円の増でございます。11節役務

費、12節委託料、13節使用料及び賃借料、14節工事請負費、18節負担金、補助及び交付金

につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書80ページから81ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料32ページか

ら33ページを御覧願います。７款１項商工費、１目商工振興費、本年度予算額２億96万

6,000円、この目につきましては商工事務関係職員の人件費及び商工業の振興対策等に要す

る経費でございます。増額の主なものは、18節負担金、補助及び交付金でプレミアム商品

券発行事業に伴う2,250万円、地場工業等振興補助金、対象施設増によります346万円、新

型コロナウイルス感染症緊急対策資金融資利子補給補助金80万円の内容でございます。減

額の主なものは、７節報償費で当初予算計上見直しによります行政ポイント事業100万円、

18節負担金、補助及び交付金で、こちらも当初予算計上見直しによります太陽光発電シス

テム設置補助金25万円、木質ペレットストーブ購入費補助金20万円、中小企業経営承継事

業補助金100万円の減でございます。７節報償費、18節負担金、補助及び交付金、20節貸付

金につきましては、予算説明資料に記載のほか、18節負担金、補助及び交付金のプレミア

ム商品券発行事業につきましては議案説明資料83ページの政策等調書に記載のとおりでご

ざいます。 

 予算書81ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料33ページを御覧願います。

２目観光費、本年度予算額6,648万4,000円、この目につきましては観光振興対策事業及び

観光施設の管理運営等に要する経費でございます。増額の主なものは、12節委託料でアフ

ターコロナを見据えた観光情報サイト、観光パンフレット制作業務450万円、令和４年度よ

り第４期の指定管理期間が始まる産業交流施設管理運営指定管理委託料64万9,000円、14節

工事請負費でレストラン施設暖房設備改修工事など1,330万円、留真の里交流施設機械設備

改修工事など600万円の増額の内容でございます。減額の主なものは、14節工事請負費で道

の駅大型看板改修工事完了に伴います480万円、17節備品購入費で留真温泉券売機等更新購

入等に伴う298万6,000円の減でございます。12節委託料、14節工事請負費、18節負担金、

補助及び交付金につきましては、予算説明資料に記載のほか、12節委託料の観光情報サイ
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ト、観光パンフレット政策事業、14節工事請負費のレストラン施設空調設備改修事業及び

留真の里交流施設機械設備改修事業につきましては別冊の議案説明資料84ページから86ペ

ージの政策等調書に記載のとおりでございます。 

 予算書82ページを御覧願います。３目工業対策費、本年度予算額96万4,000円、この目に

つきましては企業誘致対策事業等に要する経費でございます。特に説明を加える事項はご

ざいません。 

 飛びまして、予算書の109ページを御覧願います。あわせまして、説明資料につきまして

は41ページを御覧願います。11款災害復旧費、２項農林水産施設災害復旧費、１目農業施

設災害応急費、本年度予算額20万円、この目につきましては農業施設に係る災害応急対応

に備える経費でございます。14節工事請負費につきましては、予算説明資料に記載のとお

りでございます。 

 ２目水産業施設災害応急費、本年度予算額35万円、この目につきましては水産業施設に

係る災害応急対応に備える経費でございます。減額となりましたのは、18節負担金、補助

及び交付金の流木処理負担金で、原則として流木処理の負担金については海岸管理者が負

担すべきものとして当初予算未計上としたことによります減の内容でございます。13節使

用料及び賃借料につきましては、予算説明資料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、高橋議員。 

〇高橋議員 80ページ、商工振興費、18節負担金、補助及び交付金のプレミアム商品券の

補助事業についてお伺いいたします。 

 こちら今までも何度か予算化され、町民の方も非常に助かっているというか、喜んでい

ることとは思うのですが、他町村の事例を見ていると飲食店限定で使えるプレミアム商品

券ですとか、そういう業種に区切ったもの出されているところもちょこちょこあるのかな

と理解をしております。来年度やるプレミアム商品券事業では、そういった業種に分けて

ということを考えてはいらっしゃいますでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 商工観光係長。 

〇前川産業課商工観光係長 ただいまの質問でございますが、他市町村におかれましては

そういった飲食店に上乗せした部分で発行されているケースもございますが、本町におき

ましては広く全般使えるようにしていきたいと考えております。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 プレミアム商品券自体町民が広く、もちろん用途を指定しないでというほう

が使える方も増えてというのがある反面、消費喚起というよりは日常の生活費に補填され

るという側面もあるのかなとは思っておりまして、現在コロナ禍で売上げが落ちている業

種というのは結構あるかとは思うのですが、そういったところに絞った支援という意味で
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は業種を区切るというのも一つ方策としてありなのではないかなと思うのですけれども、

そういったことの検討はされていますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 ただいまの質問でございますが、我々プレミアム商品券、これまで幾度

となくやらさせていただいております。他町村におきましては、今議員がおっしゃられま

したように、ただ飲食店に対して配慮したであったり、別枠でですとか、そういった形で

やられているところもございます。そういった関係につきましては我々も関係事業者、商

工会のほうとどういった形の配付が必要か、良いのかといった話はさせていただいており

ます。その中におきましても、飲食店さんにおきましては今現在時短ということもありま

すけれども、そういったところに協力金であったり、そういった配慮がなされているけれ

ども、他の小売店さんですとか他の業種の方、そういった方々については特別な措置がな

いと。そういったところに配慮したときには広く、町民への還元というものも当然なので

すが、多くの販売店の、小売店の皆様、その方々に使っていただけるような形が望ましい

と。そういったことでこれまで同様の昨年行っていたような形での発行事業を今回も求め

たいということで今回ご提案をさせていただいているところです。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 分かりました。ありがとうございます。 

 続いて、81ページ、観光費、12節委託料の観光情報サイト、観光パンフレット制作業務

委託料についてお伺いいたします。こちらどういったものをどういう形で作成することを

想定されていますでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 商工観光係長。 

〇前川産業課商工観光係長 ただいまの件でございますが、まずどういったものというご

質問ですが、今現在浦幌町で抱えている課題といたしまして、これまで観光に特化した情

報サイトがなく、プロモーションの弱さというのが課題としておりまして、アフターコロ

ナにおける観光客の誘因に向けまして本町の観光資源であります自然などを含めた魅力を

効果的にプロモーションするため、新たなパンフレットの制作と観光情報に特化したサイ

トの構築を図っていきたいと考えています。観光パンフレットと観光サイト一体で制作す

るということで、統一感のあるデザインやテーストの媒体でブランディングを図っていき

たいと思っています。観光パンフレットにつきましては、まず手に取りたくなるようなデ

ザインで、浦幌町に行ってみたいと思えるようなストーリー性のある内容の掲載を考えて

います。観光情報サイトにつきましては、パンフレットで掲載できない細かな情報をさら

に詳しく掲載するとともに、浦幌町のタイムリーな情報が掲載できるような形で、ＳＮＳ

とも連動しながら幅広く情報を伝達していきたいと思っておりますし、これらの媒体を通

じて浦幌町をまず知ってもらい、浦幌町に足を運んでもらえるようなきっかけとなるよう
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な仕掛けをしていきたいと考えています。 

 続いて、どのような方式、どのような方法でという質問だったかと思いますが、まず事

業者の選定につきましては、今担当課といたしましては公募型プロポーザル方式を検討し

ておりまして、幅広い事業者から企画提案を受け、選定をしていくことを検討しています。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 ウェブとリンクしたパンフレットの作成はぜひすばらしいものを作っていた

だきたいなと思っています。 

 あと、今プロモーションが紙媒体よりショート動画が主流になっていると私は考えてお

ります。紙媒体でもちろん置いているものを手に取って見るというのも大事だとは思うの

ですが、やはりそれだと来た方、もしくはパンフレットが置いてある場所で手に取った方

というのに限定されてしまうと考えていまして、ショート動画であれば今ユーチューブシ

ョートですとかティックトックですとか、いろいろそういったものがあるとは思うのです

けれども、不特定多数の方に拡散すると。プラスして、うまくいけばちょっとバズるとい

う表現になると思うのですが、多くの方に見ていただける機会も出てくると考えているの

ですけれども、そういったところとの連動というか、ショート動画をコンテンツの中に入

れるということは考えていますでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 商工観光係長。 

〇前川産業課商工観光係長 ただいまの質問でございますが、議員のおっしゃるとおり、

動画のユーチューブですとかティックトックの需要が高いことは把握しているところであ

ります。また、町としても作ることも一つで、今後検討していかなければならないと考え

ておりますが、今現在素人といいますか、仕事としてやっている方も趣味としてやられて

いる方も相当高いクオリティーで動画をそれぞれ配信されている方がいらっしゃいますの

で、もし可能であればサイトの中でその方たちの協力をいただきながら動画がホームペー

ジにアップできるような仕組みづくりも必要かなと考えているところです。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 ということは、町として政策的にそういう動画を作るページを作っていくと

いうよりも、浦幌町もしくは町外の方でも浦幌産品を取り扱ったショート動画を作ってい

らっしゃる方々を集めてというか、リンクを貼ったウェブページを作るというイメージを

されているということでよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 商工観光係長。 

〇前川産業課商工観光係長 ただいまの質問でございますが、おっしゃるとおり、町で作

るとなると人の問題とか費用の問題、いろいろな課題があるところでございますし、あと
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動画もやっぱり鮮度といいますか、新しいものをどんどん発信していくことが大事だと思

っていますので、そういった個人で情報を発信されている方と連携を図っていきたいと思

っております。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 もちろん一長一短あるとは思うのですが、個人でやられている方というのは

やはりその方が好きなものですとか、その方と関係のある方の動画を作るというところに

どうしてもなってくるのかなと思っています。ただ、浦幌町の漁業を紹介するページを作

ろうといったときに漁の様子があって、例えばツブ漁であればそのツブを炭焼きして、お

いしそうなシズル感のある動画があるですとか、そういったところというのを個人の方に

依頼せずに、あるものを当てはめていくというよりある程度計画に沿ってというか、こう

いうもの作りましょうというようなグランドデザインがあった上で作っていったほうが浦

幌町を発信するという意味ではいいものになるのではないかなとは思っているのですが、

その辺りいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 商工観光係長。 

〇前川産業課商工観光係長 ただいまの質問でございますが、おっしゃるとおり、戦略的

にサイトを作っていく、構築していく必要があると考えています。今回プロポーザル方式

で事業者を選定する見込みとなっておりますが、選定した際には事業者と連携しまして、

１次産業の皆さんのご協力をいただきながらそういった形を進めていきたいと思います

し、新型コロナウイルスによりまして観光に対するニーズとか嗜好の変化というアンケー

ト、調査結果がございまして、やはりコロナ終息後は国内旅行で山、海や自然を満喫した

いという意見もありますので、そういったニーズに沿った形で進めていきたいと思ってい

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 質疑なしと認めます。 

 説明員入替えのため暫時休憩いたします。 

 

午後 １時１７分  休憩 

午後 １時１８分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き審議を続けます。 

 次に、２款１項４目自動車管理費から８款２項３目道路建設補助事業費までの説明を求

めます。 

 施設課長。 
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〇早瀬施設課長 予算書35ページ上段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料16ペ

ージ中段を御覧願います。２款総務費、１項総務管理費、４目自動車管理費、本年度予算

額3,112万9,000円、この目につきましては施設課車両管理係で維持管理する公用車及び町

民バスの運行に要する経費でございます。増額の主なものは、車検及び任意保険加入台数

の増に伴う11節役務費83万7,000円、町民バス運行委託に伴う12節委託料30万円、公用車購

入に伴う17節備品購入費125万円増額の内容でございます。減額の主なものは、町民バス修

繕費用の減に伴う10節需用費の修繕料69万6,000円、町民バス運行に関わるバス借り上げ料

の減に伴う13節使用料及び賃借料125万1,000円減額の内容でございます。公用車の管理台

数につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書74ページ下段を御覧願います。６款農林水産業費、１項農業費、７目飲料営農用

水対策費、本年度予算額１万9,000円、営農用水施設に関わります土地使用料でございます。 

 75ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料30ページ上段を御覧願います。

９目地籍調査費、本年度予算額5,984万7,000円、この目につきましては地籍調査事業に要

する経費でございます。本年度は５年目地区として字常室及び字常豊の一部地区3.29平方

キロメートル、２年目地区として字円山の一部地区6.19平方キロメートル、１年目地区と

して字円山の一部その２地区4.87平方キロメートルを実施してまいります。増額の主なも

のは、筆界基準ぐい埋標委託に伴う12節委託料434万5,000円増額の内容でございます。減

額の主なものは、地籍調査事業に伴う12節委託料668万4,000円減額の内容でございます。

１節報酬、12節委託料、13節使用料及び賃借料につきましては、予算説明資料に記載のと

おりでございます。 

 予算書82ページ中段から83ページ上段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料33ペ

ージ中段を御覧願います。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、本年度予算額

3,254万4,000円、この目につきましては土木業務関係職員に関わる人件費、事務費及び交

付税算定基礎となる道路台帳修正委託業務等に要する経費でございます。減額の主なもの

は、印刷製本費に伴う10節需用費21万3,000円減額の内容でございます。12節委託料につき

ましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書83ページ中段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料33ページ下段を御覧

願います。２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、本年度予算額4,698万2,000円、この目

につきましては維持業務関係職員に関わる人件費、事務費、建設機械等年間維持管理に要

する経費でございます。増額の主なものは、車検台数の増に伴う10節需用費の修繕料130万

8,000円、役務費の手数料46万6,000円、パトロール車購入に伴う17節備品購入費550万円、

26節公課費33万円増額の内容でございます。減額の主なものは、建設機械更新完了に伴う

17節備品購入費6,000万円減額の内容でございます。17節備品購入費につきましては、予算

説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書84ページ中段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料33ページ下段を御覧

願います。２目道路維持事業費、本年度予算額9,110万2,000円、この目につきましては町
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道258路線、実延長298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、道路維持、除雪作業に伴う132万3,000円、新規土捨場現地調査測量に伴う50万円は

12節委託料、土捨場整地及び除雪機械借り上げに伴う13節使用料及び賃借料978万2,000円

増額の内容でございます。減額の主なものは、事業量減に伴う14節工事請負費900万円減額

の内容でございます。12節委託料、14節工事請負費につきましては、予算説明資料に記載

のとおりでございます。 

 予算書84ページ下段から85ページ上段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料34ペ

ージ上段を御覧願います。３目道路建設補助事業費、本年度予算額５億2,310万円、この目

につきましては社会資本整備総合交付金及び老朽化対策事業による町道の改良舗装、橋梁

長寿命化修繕計画に基づく橋梁点検、補修に要する経費でございます。増額の主なものは、

12節委託料で、橋梁補修調査設計に伴う600万円及び橋梁長寿命化修繕計画策定支援委託に

伴う1,050万円、事業量の増に伴う14節工事請負費２億1,570万円、町道用地買収に伴う16節

公有財産購入費70万円、道路改良による水道管移設補償費に伴う21節補償、補填及び賠償

金1,050万円増額の内容でございます。減額の主なものは、事業量の減に伴う調査測量設計

委託による12節委託料900万円及び18節負担金、補助及び交付金700万円減額の内容でござ

います。12節委託料、14節工事請負費、16節公有財産購入費、18節負担金、補助及び交付

金、21節補償、補填及び賠償金につきましては、予算説明資料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。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 お伺いしたいのですけれども、土木車両管理費というのがあるので、その前

に自動車管理費の中でも結構経費が出ているのですが、この土木車両というものの台数は、

取りあえずパトロール車１台を買うのは分かったのですが、まずこれに使われている台数

だけ取りあえず教えていただきたいなと思って。 

〇田村議長 答弁願います。 

 課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 ただいまのご質問にお答えします。 

 令和４年度予算計上させていただいておりますパトロール車両につきましては１台でご

ざいます。土木車両全体におきましては全台で14台、そのうち１台を更新するという内容

でございます。 

 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 質疑なしと認めます。 

 次に、８款３項１目河川管理費から11款１項１目公共土木施設災害応急費までの説明を



                                             － 35 －

求めます。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 予算書85ページ中段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料34ペ

ージ下段を御覧願います。３項河川費、１目河川管理費、本年度予算額3,913万9,000円、

この目につきましては町が管理する215河川の維持管理及び道管理河川に関わる樋管樋門

管理委託業務、国所管の救急排水施設管理委託業務に要する経費でございます。増額の主

なものは、救急排水施設等に伴う12節委託料６万3,000円増額の内容でございます。12節委

託料、13節使用料及び賃借料、14節工事請負費につきましては、予算説明資料に記載のと

おりでございます。 

 予算書86ページ上段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料35ページ上段を御覧

願います。４項都市計画費、１目都市計画総務費、本年度予算額22万9,000円、この目につ

きましては都市計画に要する経費でございます。増額の主なものは、都市計画マスタープ

ラン策定に関わる審議会に伴う１節報酬１万2,000円増額の内容でございます。１節報酬に

つきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書86ページ中段を御覧願います。２目公共下水道費、本年度予算額9,662万9,000円、

公共下水道特別会計への繰出金でございます。 

 予算書86ページ中段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料35ページ上段を御覧

願います。３目公園緑地管理費、本年度予算額1,362万9,000円、この目につきましては中

央広場、駅前広場、児童公園などに関わる維持管理及び森林公園遊歩道など町有地の除草

管理に要する経費でございます。増額の主なものは、環境整備に伴う12節委託料20万

1,000円増額の内容でございます。減額の主なものは、都市計画マスタープラン策定に伴う

12節委託料50万円減額の内容でございます。12節委託料につきましては、予算説明資料に

記載のとおりでございます。 

 予算書87ページから88ページ上段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料35ペー

ジ中段を御覧願います。５項住宅費、１目住宅管理費、本年度予算額4,924万5,000円、こ

の目につきましては建築業務関係職員に関わる人件費、事務費、町営住宅384戸の維持管理

及び住宅リフォーム補助金に要する経費でございます。増額の主なものは、住宅リフォー

ム補助金に伴う18節負担金、補助及び交付金100万円増額の内容でございます。減額の主な

ものは、事業量の減に伴う14節工事請負費210万円減額の内容でございます。１節報酬、12節

委託料、14節工事請負費、18節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料に

記載のとおりでございます。 

 予算書88ページ中段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料は35ページ中段を御

覧願います。２目町営住宅整備費、本年度予算額１億1,832万円、この目につきましては公

営住宅整備事業に要する経費でございます。増額の主なものは、東山町団地除却工事に伴

う12節委託料440万円、事業量の増に伴う14節工事請負費1,880万円増額の内容でございま

す。減額の主なものは、事業量の減に伴う21節補償、補填及び賠償金500万円減額の内容で
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ございます。12節委託料、14節工事請負費につきましては、予算説明資料に記載のとおり

でございます。 

 予算書109ページ上段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料41ページ中段を御覧

願います。11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害応急費、

本年度予算額27万4,000円、災害が発生した場合に備える応急費でございます。14節工事請

負費につきましては、予算説明資料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。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 説明員入替えのため暫時休憩いたします。 

 

午後 １時３６分  休憩 

午後 １時３７分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き審議を続けます。 

 次に、２款１項８目支所費及び６款１項４目農業団地センター管理費の説明を求めます。 

 上浦幌支所長。 

〇小林上浦幌支所長 予算書38ページ中段から39ページを御覧願います。２款総務費、１

項総務管理費、８目支所費、本年度予算2,170万6,000円、この目につきましては上浦幌支

所での窓口業務に係る経費でございます。増額の主なものは10節需用費の修繕料で役場支

所事務室内ブラインドカーテンの取替え修繕22万円の増額であります。 

 次に、予算書72ページ、あわせまして予算説明資料28ページ下段を御覧願います。６款

農林水産業費、１項農業費、４目農業団地センター管理費、本年度予算751万7,000円、こ

の目につきましては浦幌町農業団地センターの維持管理に係る経費でございます。維持管

理費のうち７割分を管理負担金として浦幌町農業協同組合に負担していただいておりま

す。増額の主なものは、10節需用費の燃料費の設定単価アップによる43万1,000円の増額で

ございます。12節委託料につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。ま

た、17節備品購入費につきましては、議案説明資料政策等調書81ページに記載のとおりで

ございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 次に、６款１項１目農業委員会費の説明を求めます。 

 農業委員会事務局長。 
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〇坂下農業委員会事務局長 一般会計予算70ページ中段から71ページ上段を御覧願いま

す。あわせまして、予算説明資料28ページ上段を御覧願います。６款農林水産業費、１項

農業費、１目農業委員会費、この目は農業委員会の運営及び事業活動、農業者年金加入促

進、資格管理などに要する経費でございます。本年度予算額2,662万4,000円、８節旅費の

研修旅費19万3,000円でございますが、前年度農業委員の実務研修として計画をしておりま

したが、新型コロナウイルス感染症予防対策により中止としたことから、改めまして事業

計画をしているものでございます。減額の主なものは、２節給料、３節職員手当等、４節

共済費の職員人件費で493万7,000円の減の内容となっております。１節報酬、12節委託料

につきましては、予算説明資料28ページに記載のとおりでございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 説明員入替えのため暫時休憩といたします。 

 

午後 １時４２分  休憩 

午後 １時４３分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き審議を続けます。 

 次に、２款１項11目はたちの集い事業費から10款３項４目スクールバス管理費までの説

明を求めます。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 一般会計予算書の40ページを御覧願います。２款総務費、１項総務管理

費、11目はたちの集い事業費、本年度予算額23万6,000円、この目につきましては令和５年

浦幌町はたちの集いに要する経費でございます。民法の一部を改正する法律が令和４年４

月１日から施行されることにより成年年齢が18歳に引き下げられることから、令和５年以

降の成人式の対象者を従来どおり20歳としたことにより名称を成人式からはたちの集いに

変更いたしました。 

 続いて、ページが飛びます。予算書の91ページから92ページを御覧願います。あわせま

して、予算説明資料の37ページ上段を御覧願います。10款教育費、１項教育総務費、１目

教育委員会費、本年度予算額253万4,000円、この目につきましては教育委員４人の報酬、

費用弁償などの教育委員会の運営に要する経費でございます。１節報酬につきましては、

説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の92ページ上段から93ページを御覧願います。予算説明資料は引き続き37ページ

上段を御覧願います。２目事務局費、本年度予算額5,336万7,000円、この目につきまして

は教育委員会事務局の運営や職員の人件費及び小中一貫コミュニティ・スクールに要する
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経費でございます。減額の主なものは、職員の人件費で477万7,000円の減額でございます。

18節負担金、補助及び交付金については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の93ページから94ページを御覧願います。予算説明資料は37ページ中段でござい

ます。２項小学校費、１目学校管理費、本年度予算額１億3,054万8,000円、この目につき

ましては小学校２校、児童数185名、教職員数27名に係る学校経費、施設維持に要する経費

でございます。増額の主なものは、10節需用費は燃料費で181万4,000円の増、12節委託料

で浦幌小学校児童玄関スロープ設置工事実施設計委託料150万円の増、14節工事請負費で浦

幌小学校教員住宅新築工事4,000万円の増、浦幌小学校体育館改修工事2,350万円の増額で

ございます。減額の主なものは、12節委託料で浦幌小学校教員住宅新築実施設計委託業務

の完了による250万円の減、浦幌小学校体育館トイレ改修実施設計委託業務完了による

150万円の減、14節工事請負費で浦幌小学校教頭住宅新築工事完了による2,200万円の減、

浦幌小学校校長、教頭住宅解体工事完了による520万円の減でございます。10節需用費、12節

委託料、13節使用料及び賃借料、14節工事請負費、17節備品購入費につきましては、説明

資料に記載のとおりでございます。 

 予算書は94ページの中段を御覧願います。説明資料は38ページ上段でございます。２目

教育振興費、本年度予算額1,614万8,000円、この目につきましては小学校２校の教育振興

のための事務委託、関係団体への事業支援、学校給食費補助金及び要準要保護児童学用品

等扶助費に要する経費でございます。12節委託料、18節負担金、補助及び交付金、19節扶

助費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の95ページ中段を御覧願います。予算説明資料は38ページ中段でございます。３

目特別支援教育振興費、本年度予算額901万7,000円、この目につきましては特別支援教育

推進のための事業費と特別支援学級を浦幌小学校に４学級、上浦幌中央小学校に２学級を

開設し、その運営に要する経費でございます。学級の内訳は、浦幌小学校が知的障がい１

学級、言語障がい１学級、情緒障がい２学級、上浦幌中央小学校が言語障がい１学級、情

緒障がい１学級でございます。増額の主なものは、１節報酬で会計年度任用職員である特

別支援教育支援員の人件費38万2,000円の増額でございます。１節報酬につきましては、説

明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の95ページ下段を御覧願います。４目簡易水泳プール管理費、本年度予算額42万

6,000円、この目につきましては上浦幌中央小学校に設置しております学校プールの維持管

理に要する経費でございます。特にこの目で説明を加える事項はございません。 

 予算書の96ページを御覧願います。予算説明資料は38ページ中段でございます。５目学

校保健費、本年度予算額277万3,000円、この目につきましては小中学校の児童生徒及び教

職員の健康診断等に要する経費でございます。12節委託料につきましては、説明資料に記

載のとおりでございます。 

 予算書の96ページ下段から97ページを御覧願います。予算説明資料は38ページ下段から

39ページでございます。３項中学校費、１目学校管理費、本年度予算額7,507万7,000円、
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この目につきましては中学校２校、生徒数100名、教職員数27名に係る学校経営、施設維持

に要する経費でございます。増額の主なものは、10節需用費の燃料費で97万1,000円の増、

修繕料は浦幌中学校舎等修繕料169万5,000円の増、12節委託料で浦幌中学校、上浦幌中学

校ガラスワックス清掃163万7,000円の増、14節工事請負費で上浦幌中学校外構舗装工事

50万円の増、17節備品購入費で浦幌中学校ほか無線アクセスポイント機器及び上浦幌中学

校体育館カーテン購入費69万6,000円の増額でございます。減額の主なものは、10節需用費、

消耗品費で教師用指導書、教授資材物品購入の完了による265万円の減、14節工事請負費で

上浦幌中学校暖房給湯ボイラー取替え工事完了による700万円の減額でございます。10節需

用費、12節委託料、13節使用料及び賃借料、14節工事請負費、17節備品購入費については、

説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の98ページを御覧願います。予算説明資料は39ページ上段でございます。２目教

育振興費、本年度予算額1,913万3,000円、この目につきましては中学校２校の教育振興の

ための経費、関係団体等への事業支援に要する経費、外国語指導助手の配置に要する経費、

学校給食費補助金及び要準要保護生徒学用品扶助費でございます。増額の主なものは、18節

負担金、補助及び交付金で学校給食費補助金について対象生徒の増加により132万円の増額

でございます。減額の主なものは、１節報酬で外国語指導助手の入れ替わりによる報酬

133万6,000円の減、８節旅費で外国語指導助手の帰国旅費65万円の減額でございます。 

 予算書の99ページを御覧願います。３目特別支援教育振興費、本年度予算額183万

8,000円、この目につきましては特別支援教育振興のための事業費と特別支援学級を浦幌中

学校に２学級、上浦幌中学校に１学級を開設し、その運営に要する経費でございます。学

級の内訳は、浦幌中学校が知的障がい１学級、情緒障がい１学級で、上浦幌中学校が情緒

障がい１学級でございます。 

 予算書の99ページの上段から100ページを御覧願います。予算説明資料は39ページ中段で

ございます。４目スクールバス管理費、本年度予算額5,456万4,000円、この目につきまし

てはスクールバス７路線のうち、直営運行５路線、委託運行２路線に係る人件費及び運行

管理費でございます。増額の主なものは、職員の人件費190万4,000円の増、14節工事請負

費でスクールバス車庫外構改良舗装工事190万円の増額でございます。減額の主なものは、

１節報酬及び３節職員手当等で令和５年度より乗車する児童生徒がいなくなる十勝太線の

廃止による会計年度任用職員人件費209万2,000円の減、17節備品購入費でスクールバス更

新完了による購入費2,585万円の減額でございます。12節委託料、14節工事請負費、17節備

品購入費については、説明資料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、よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 予算書94ページ、10款２項１目17節、図書購入費についてお聞きします。 

 文科省において令和４年度から令和８年度を対象期間とする第６次学校図書館図書整備
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等５か年計画を策定され、本年１月24日、文科省から各都道府県教育委員会に対して公立

小中高校全ての図書館に新聞を複数紙配備、その内訳は小学校が１校当たり２紙、中学校

は１校当たり３紙行うよう通知がなされております。そして、国のほうも５年間の合計で

190億円の地方財政措置を講じるというニュースが配信されておりました。まず、この文科

省からの通知というのは、本町は把握されているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 次長補佐。 

〇原口教育次長補佐 ただいまの質問についてお答えいたします。 

 文科省の通知につきましては、令和４年１月24日、文科省のほうから通知があり、本町

には１月25日付でメールのほうで十勝教育局より届いております。あわせまして、同日に

各学校にこの通知を配付しております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 あともう一点、国の財政措置というのは、これ地方交付税として本町に入っ

てくるという理解でよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 次長補佐。 

〇原口教育次長補佐 ただいまの質問についてですが、普通交付税で措置されると聞いて

おります。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、この図書館整備分として入ってくる金額というのは分かるもの

なのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 普通交付税の措置の関係でございますので、私のほうでご説明をいた

します。 

 普通交付税の場合、それぞれの費目に応じまして単位費用というものが設けられており

まして、その単位費用の中に今言われた学校図書の部分が含まれると思われます。その単

価が分かれば、うちの町では幾ら交付されたというのが分かるのですが、その単価が交付

税の算定が終わって少したってからでなければ単価の正式な細かい数値が来ないものです

から、交付税が決まるのが７月で、その半年後ぐらい、年末ぐらいまでには分かるような

形にはなります。交付税措置されていますけれども、これは必ずそれに使いなさいという

ものではなくて、あくまでも交付税を算定する上での物差しとしてこれだけのもの交付す

るというものでありまして、この額、それをちゃんと使わなければ駄目ですとか、そうい

ったものはないものですので、その辺だけは誤解のないようにお願いしたいと思います。 
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〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 今の答弁ですと、図書館整備費として交付税来たけれども、それは図書館整

備に使わなくてもいいよという理解でよろしいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 今言われたとおりでございまして、あくまでも一般財源として措置さ

れるその金額の算定上としてそうなっているというものでございますので、その部分を全

部そのとおり使うとなりますと、うちの町で違うことに使いたいといっても全く使えない

ものがありますので、逆に交付税措置されていないものを予算上措置をして使うこともあ

りますし、その逆のこともあるという状況でございますので、ご理解のほどよろしくお願

いいたします。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 本年の予算上にはこの予算措置、図書館整備の予算に関しては新聞複数紙置

くというのは聞いていないのですが、来年度以降はどのようにされるおつもりでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 次長補佐。 

〇原口教育次長補佐 次年度以降ですが、まずこの通知が届いた段階で、現在小学校、中

学校それぞれ２紙ずつ購読しておりますので、中学校が３紙ということになっております

ので、両中学校のほうと協議させていただきまして、もし取れるのであれば増やしていた

だけるとありがたいということで中学校のほうもお話ししていましたので、ただいずれに

しても予算のほうがもう間に合わないということも説明させていただいて、次年度の中で

改めて校長会、教頭会で協議した中で学校が必要ということであれば、予算要求していき

たいなと考えております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 先ほど図書館整備に関するものについては図書館整備に使わなくてもいいと

いうご答弁いただきましたが、私はこの文科省の計画に基づいて国から財政措置される以

上、学校の図書館整備分として入ってきたものはきちんと学校図書の充実に支出していた

だきたいと考えておりますが、いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、学校図書に限らず、先ほど申し上げま

した単位費用というものはそれぞれ設けられております。それが今言われたとおりにそう

いったことで措置をされているのであれば、その部分は使うべきだというお話でございま

すが、そうしてしまいますと国のほうで物差しとしてつくった交付税の内容を全て国の言

うとおりに使わなければならないということになってしまいます。あくまでも一般財源と

して措置される交付税の算定の単位としてこういう形であなたの町にはこれだけ交付しま
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すというものですので、それの使う中身についてまでは基本的には限定されないものでご

ざいます。ただ、国としましてはそういう形で文科省のほうで財政措置をお願いして、交

付税措置をしているので、使ってほしいという通知は来ますけれども、本来であれば私考

えますのは交付税措置するのではなく、補助金で交付する。そうすると、これだけ図書を

買ったので、それに対しお金を交付する、そういう形をしていただくのが本来であると思

います。ですが、今そういう状況になっていないものですから、必ず来たものを全てその

とおり使うということはなかなか難しいということはご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 93ページ、学校管理費、13節使用料及び賃借料について質問させていただき

ます。 

 教育支援クラウドサービス使用料という名目が上がっておりますが、こちらどんなもの

を使われているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 次長補佐。 

〇原口教育次長補佐 ただいまの質問についてお答えいたします。 

 教育支援クラウドサービス使用料につきましては、もともと学校のほうにそれぞれファ

イルサーバーであったり、いろいろ管理するサーバー、４校それぞれ学校にサーバーを置

いてあったのですが、コンピューター教室の機械の入替え、そして校務用パソコンの機械

の入替えに併せまして、学校でそれぞれ管理するという部分も大変なので、まず業者のデ

ータセンターのほうにクラウドサービスを借りる形で学校のファイルサーバーであった

り、メールサーバーであったり、全てのサーバーを一括管理するために集約したものにな

ります。こちらの中に授業支援ソフトという部分もあるのですが、こちらもそれぞれ配備

されたタブレット等、そういったものを管理するためのソフトウエアを使用できるように

したりと何種類かサーバーを置いて管理している状況になっております。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 では、今子どもたちにＧＩＧＡスクールで、児童一人ずつ端末を持っている

とは思うのですが、そちらに入っているソフトウエアという意味ではないということです

ね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 次長補佐。 

〇原口教育次長補佐 一部入っているものといいますか、当初この計画をしたときに、ま

だ設計段階のときにクラウド化で利用できるソフトもそんなに多くなく、サーバーにアプ

リケーションをインストールして使うものというのを視野に入れた中で使っております。

ただ、実際導入したときにクラウドサービス、教科書会社だったり、民間の販売している

ものでクラウド利用できるものも出てきておりますので、やり方としてはクラウドサーバ
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ーで使用しているもの、端末自体で使用しているもの、それとそこの会社に直接アクセス

してクラウドを使っているもの、この３種類の中で運用している状況になっております。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 今私の子どももたまに端末を持って帰ってきてという形で、たまにそれを見

たりということもしているのですけれども、子どもたちが持っている端末で、いろんなソ

フト入っているかと思うのですが、その度合いというのは非常に基礎的なものが多いなと

いう印象持っておりまして、その次に、要はそのレベルで満足できない、次のレベルに行

きたい子というのには今のところ対応できていないのではないかなと思うのですが、そう

いったところいかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 次長補佐。 

〇原口教育次長補佐 ただいまの質問ですが、議員のおっしゃるとおり、今現状、今の段

階でどれぐらい子どもたちのスキル、あと先生も併せてコンピューターのスキルというの

がどれぐらい上がっているかということが細かくまでは把握はしておりません。ただ、Ｇ

ＩＧＡスクール構想で１人１台の端末全て整備が終わったのが令和３年の１月22日になり

ます。日本中でタブレットの導入が始まったものですから、物がなかったりとかというこ

とで、全て一遍に入ったわけではなく、段階的に入れていって、最後に導入したのが令和

３年１月22日になります。そこから子どもたち、パスワードの入力であったり、もっと言

うと電源を入れてどう立ち上げるかというところからスタートしておりますので、約１年

なので、教育委員会としましてはまずはどう使っていくかというよりも機械に慣れてもら

ってというところでスタートしておりますので、今の議員のおっしゃるとおり、子どもた

ちのスキルという部分と照らし合わせて、必要であればそこの改善というのは常に行って

いきたいなと考えておりますが、今年度につきましてはまずはいろんな部分慣れていただ

くということでスタートしておりますので、ご理解いただければと思います。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 決して私文句を言いたいというわけではないのです。やはり先生もいろんな

業務を抱えている中で、例えば情報リテラシーの教育を子どもにしなさいとかタイピング

の仕方教えなさいとか、端末に関することを教えるというのに特化してしまうと、ふだん

の授業に支障が出るぐらいになってくるのだろうなということは容易に想像ができており

ます。ただ、だからといって伸びていく、それが好きでやりたいという子どもにそのレベ

ルに見合った環境を用意してあげないというのもまたちょっと違うのかなと思っておりま

して、そういうやりたい子がどんどんできるような体制さえ整備しておけば、先生から習

うというのではなくても子ども同士教え合うですとか、そういったことが可能になるので

はないかなと思っております。ただ、現状子どもの端末を見ている限りは本当非常に基礎

的なもので、できる子はすぐ飽きてしまうレベルだなと思っておりまして、そこをどう進

めていく、もちろんおっしゃったとおり、昨年１月ですか、ようやく全員そろって、もち
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ろん慣れていない子どもは電源の入れ方からというところも重々承知はしているので、た

だその次に行く段階の子どもたちにもそういう環境を整えていくというのは大事なことな

のではないかなとは思っているのですが、その辺りいかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 次長補佐。 

〇原口教育次長補佐 ただいまのご質問ですが、環境整備という部分で予算上の話をさせ

ていただきますと、今小学校については１クラス年間３万円、中学校については１クラス

につき５万円ソフトウエアとか購入するお金を学校配当の中で自由に使ってくださいとい

うところで用意しております。あと、無料のソフトとかも当然ありますので、この金額が

ちょっと妥当かどうかという部分は今後いろいろそういう活用が増えてくると、当然こう

いった部分のお金というのもかかってくるとは思うのですが、無料のソフト等学校のほう

で工夫して使っていただいている状況になります。御存じのとおり、うちは４校といって

も小中２校で、さらに上浦幌と市街とでは学校の規模も違いますし、なかなか学校規模や

形態を含めると教育委員会で何か統一してこういったものを使ってとやっていく部分とい

うのはちょっと難しいかなと考えております。学校の中で学校規模等に合った中で、そし

て子どもたちのレベルに合った中でそれぞれ限られた予算の中で整備していっていただけ

ればなと思っています。教育委員会も学校のほうの意見を聞いて、今回もほかの部分で予

算要求で上げさせていただいているのですが、コンピューター教室に入っていたソフトで

普通のタブレットでも使いたいという部分で追加してほしいとか、できる限りそういった

学校の要望に応えて、せっかくそろえたＩＣＴ機器なので、有効活用できるように予算要

求だったり、整備だったりというのは考えていきたいと思っております。今の意見もいた

だいた中で学校のほうと十分協議した中で整備が進めていけるように考えていければなと

思っていますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 今ご答弁いただいた、前向きにご検討いただけるということで大変ありがた

いのですが、１つ私が懸念していることとして、もちろん今ご答弁いただいたとおり、教

育委員会で画一的にやるというのも結構いろいろ難しい問題が出てくるでしょうし。それ

と、教員の方々でそういったところに明るい方というのがどのぐらいいらっしゃるかとい

うのが私は全く把握していなくて、教員の方でそういう子どもに使ってもらうソフトウエ

アとか、そういったことの情報収集をされている方というのは結構いらっしゃるものなの

ですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 教員の方のパソコン、それからソフト関係に精通しているというような

ご質問だったかと思うのですが、教員の中にはそれぞれパソコンに精通している教員はお

ります。その精通している教員が各学校でリーダーシップを取りながら、それぞれほかの
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教員に指導をしているというような場面も見られます。また、１人１台パソコンというこ

とで整備が全国的になされたということで、各学校の先生方の研修も、十勝の教育研究所

があるのですが、その研究所でもそういう研修を行っていますので、そういう研修会に先

生方も積極的に参加していただいているというような状態ですので、これから、先ほど言

ったように１人１台の整備が始まったばかりですので、先生方もそういうような研修会に

出席しながらスキルアップをしていきまして、子どもたちによりよいプログラミング教育

ですとか、そういうようなＩＣＴ環境を有効活用した教育を行っていっていただけるもの

と思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 ちょっと砕けた表現にはなってしまうのですけれども、端末って道具なので、

それをどう使うかというのは本当子どもたちの自主性に任せるべきだと私は思っていま

す。こういうところでこういうのが使えるよねとか、そういうことを考えるのも教育の一

環ではないかなと思っておりまして、私がそういう懸念を持ったのが学校の中でこれしか

使っては駄目だよと。子どもの言うことなので、どこまで、切り取り方というのもあると

は思うのですが、これしか使っては駄目だよと言われたのだよねというのを聞いていまし

て、それは道具の使い方を否定するというのはちょっと違う……もちろんシチュエーショ

ンもあるので、一概には言えないのですけれども、なるべく道具をどう使うかというとこ

ろまで子どもたちに考えさせて、いろいろやっていけばいいと。ただ、やはり専門的なと

ころ、特に端末使うに当たってリスクとしては有害サイトへのアクセスですとか、そうい

ったリスクももちろんありますので、そういったところに関しては情報リテラシーのこと

がちゃんと分かっている専門家に講習をしていただくなりなんなりという方法もあります

し、学校内だけで全て解決しよう、できると私も思っていませんので、そういったところ

も活用しながら、子どもたちに道具を、せっかく多額の金額をかけて導入したものなので、

最大限使わせるという方向にご検討いただければなと思うのですが、もちろんまだ入って

すぐというところなので、今後の話ではあるとは思うのですけれども、そういったところ

はそういうお考えをお持ちだと思っていてよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまのご質問でございますが、まずＩＣＴ環境を整えまして、それ

で端末を使って子どもたちがＩＣＴを活用して学習していくということで、やはり学年、

学年、例えば１学年とか２学年、低学年はタイピングからですとか、そういうような学習

方法がそれぞれの学年によってあろうかと思います。その中でやはり既に低学年でも家庭

でパソコンをいろいろと操作して、タイピングはもうマスターしているとか、そういうよ

うな子どもたちもいるかと思いますけれども、まずは学校側でそれぞれの学年に合ったＩ

ＣＴ環境を活用した学びというものを学校では今実施しておりますので、これが年数がた
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ってくればそれぞれ子どもたちもＩＣＴ環境、端末器の操作に慣れてくるということも十

分考えられますので、そうなってくるとより高度な端末を使った学習が行っていけるので

ないかなと考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 慣れてくるというところでもう一点質問させていただきたいのですが、現状

各家庭に持ち帰らせるという形になっていないとは思うのですが、将来的には子どもたち

に持たせて、家にまで持って帰っていいよというような方向で考えていらっしゃいますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 今議員がおっしゃったように、今の現状では平常時においての持ち帰り

はしておりません。ただ、今新型コロナということで、コロナ禍において例えば休校にな

ったとか、そういう場合には緊急的に持ち帰りということは今準備は行っておりますが、

今後平常時に向けて持ち帰るということは、これからこのＩＣＴ教育を行う上では率先的

に実施していかなければならないのかなと考えておりますので、平常時における持ち帰り

については今後において検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 どうぞ。教育次長。 

〇熊谷教育次長 先ほど10款教育費、３項中学校費、４目スクールバス管理費の中で、私

の説明の中で令和５年度より乗車する児童生徒がいなくなる十勝太線の廃止と説明しまし

たが、大変申し訳ありません、令和４年度より乗車する児童生徒がいなくなるということ

ですので、令和５年ではなく、令和４年度ということで私の説明を訂正させていただきた

いと思います。大変失礼しました。 

〇田村議長 ただいま教育次長からさきの発言の訂正について報告されました。 

 訂正の発言は本会議の記録として残りますので、これをもって了承いただきたいと思い

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、暫時休憩します。 

 

午後 ２時１９分  休憩 
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午後 ２時３２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ます。 

 次に、10款４項１目社会教育総務費から５項３目給食センター管理費までの説明を求め

ます。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 一般会計予算書の100ページ中段を御覧願います。あわせまして、予算説

明資料の39ページ中段を御覧願います。４項社会教育費、１目社会教育総務費、本年度予

算額4,694万9,000円、この目につきましては社会教育、文化振興及び文化財保護並びに関

係団体への事業支援、そして職員人件費に要する経費でございます。減額の主なものは、

職員の人件費64万3,000円の減額でございます。１節報酬につきましては、説明資料に記載

のとおりでございます。 

 予算書の101ページ中段から102ページを御覧願います。予算説明資料は39ページ中段を

御覧願います。２目公民館運営費、本年度予算額4,673万6,000円、この目につきましては

町内４つの公民館の管理運営と施設維持に要する経費でございます。増額の主なものは、

10節需用費、燃料費で105万1,000円の増、印刷製本費で令和４年度に発行する町民文芸誌

印刷代110万円の増、14節工事請負費で厚内公民館屋根防水改修工事640万円及び玄関ポー

チ改修、非常用階段手すり設置工事300万円の増額でございます。減額の主なものは、14節

工事請負費で中央公民館地下重油タンク改修工事完了による400万円の減額でございます。

１節報酬、10節需用費、12節委託料、14節工事請負費、17節備品購入費については、説明

資料に記載のとおりでございます。 

 予算書は102ページ中段から103ページを御覧願います。予算説明資料は39ページ中段か

ら40ページでございます。３目博物館費、本年度予算額417万6,000円、この目につきまし

ては博物館の企画展や資料収集及び保存などの管理運営に要する経費でございます。増額

の主なものは、17節備品購入費で博物館常設展示室展示ガラスケース購入費154万6,000円

の増額でございます。減額の主なものは、14節工事請負費で博物館常設展示室改修工事完

了による50万円の減額、17節備品購入費で検索端末器購入完了による40万円の減額でござ

います。１節報酬、12節委託料、13節使用料及び賃借料、17節備品購入費については、説

明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書は103ページ中段を御覧願います。４目高齢者学級開設費、本年度予算額34万

5,000円、この目につきましては高齢者を対象として４つの公民館ごとに開設している４寿

大学の運営費と寿大学生が一堂に会する４寿大学交流会の事業に要する経費でございま

す。この目につきましては、特に説明を加える事項はございません。 

 予算書の103ページ下段を御覧願います。予算説明資料は40ページ上段を御覧願います。

５目青少年教育費、本年度予算額228万4,000円、この目につきましては少年教育や子ども
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会活動、相互交流事業に要する経費でございます。12節委託料については、説明資料に記

載のとおりでございます。 

 予算書は104ページでございます。６目家庭教育学級開設費、本年度予算額12万円、この

目につきましては浦幌小学校と上浦幌中央小学校の校下に開設されている家庭教育学級２

学級の運営に要する経費でございます。この目は、特に説明を加えることはございません。 

 予算書の104ページ上段から105ページを御覧願います。予算説明資料は40ページ上段で

ございます。７目図書館管理費、本年度予算額5,040万6,000円、この目につきましては図

書館の管理運営及び教育文化センターの管理、維持に要する経費でございます。増額の主

なものは、職員の人件費296万3,000円の増、14節工事請負費で教育文化センターの暖房機

更新工事700万円の増、17節備品購入費で議案説明資料89ページの政策等調書に記載してい

る図書滅菌器購入費113万6,000円の増額でございます。１節報酬、10節需用費、12節委託

料、13節使用料及び賃借料、14節工事請負費、17節備品購入費については、説明資料に記

載のとおりでございます。 

 予算書の105ページ下段から106ページを御覧願います。予算説明資料は40ページ下段で

ございます。５項保健体育費、１目社会体育総務費、本年度予算額1,136万3,000円、この

目につきましては社会体育事業及び関係団体への事業支援と職員人件費に要する経費でご

ざいます。減額の主なものは、職員の人件費409万3,000円の減額でございます。１節報酬、

18節負担金、補助及び交付金については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の106ページ下段から107ページを御覧願います。予算説明資料は40ページ下段で

ございます。２目社会体育施設費、本年度予算額8,704万6,000円、この目につきましては

アイスアリーナ、町民スケートリンク及び学校開放事業並びに指定管理者に管理を委託し

ているパークゴルフ場、総合スポーツセンター、浦幌スイミングプール、健康公園、町民

球場に要する経費でございます。増額の主なものは、14節工事請負費でスイミングプール

屋根防水改修工事等の728万円の増額でございます。減額の主なものは、14節工事請負費で

うらほろパークゴルフ場防球ネット設置工事完了による130万円の減、17節備品購入費でア

イスアリーナ用製氷車購入完了による2,700万円の減額でございます。12節委託料、14節工

事請負費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の107ページ下段から108ページを御覧願います。予算説明資料は41ページでござ

います。３目給食センター管理費、本年度予算額7,726万3,000円、この目につきましては

学校給食センターの管理運営及び施設維持に要する経費でございます。増額の主なものは、

職員の人件費402万7,000円の増、10節需用費の燃料費、修繕料等77万4,000円の増額でござ

います。１節報酬、10節需用費、12節委託料につきましては、説明資料に記載のとおりで

ございます。 

 以上で説明を終わりますので、よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ９番、阿部議員。 
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〇阿部議員 博物館のことでお聞きいたします。 

 せんだってから浦幌町に神社とか、そういうものにおきまして結構古いといいますか、

先代、先々代がいろいろ寄贈してくれたものや何かを、我々がどうなのかなと思っている

ことを発掘していただいて、皆さんの目に、皆さんの耳に入れていただいていることはす

ごくありがたいなと感謝いたします。ただ、昨年でしたか、東山の上の昔の館に置いてあ

った場所といいますか、その後そこに置いてあったものはどうなったのか。それから、そ

の一部が吉野の旧学校にも恐らく所蔵してあるのだと、収納してあるのだと思うのですが、

その管理について今どのようになっているかちょっと教えていただければと思います。 

〇田村議長 博物館係長。 

〇持田博物館係長 お答えいたします。 

 旧郷土博物館に収蔵されておりました博物館の収蔵資料につきましては、現在当該建物

を解体いたしまして、町内の共栄地区にあります旧吉野小学校を収蔵庫として活用させて

いただいて、そちらのほうで保存をしながら年間の企画展示のテーマに合わせてその都度

博物館のほうへ移送して、御覧いただく、また他町から資料調査等でいらっしゃる方にお

いては吉野の小学校のほうに直接来ていただいて、計測等の調査をしていただく、そのよ

うな活用をしております。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 代々いろいろと大切にしていたものを収蔵していただいているということで

感謝申し上げます。私どもやっぱり心配するのは、環境的なものがありまして、結構朽ち

るというような感じのものがあるものですから、若干心配しております。今持田係長の言

葉の中に、人の目、耳にさらすということはそれをやっぱり発掘するという意味で、それ

から保存するという意味で大変ありがたいことなのだなと私考えております。今後ともそ

ういうことに着目していただいて、浦幌町の発見といいますか、先祖代々のものをやっぱ

りそういう中で発表していただければ私的にはありがたいと。また今後ともよろしくお願

いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 博物館係長。 

〇持田博物館係長 収蔵資料のいわゆる手入れ、メンテナンスにつきましてですが、確か

に1969年に開館して以降かなりの資料に劣化が見られているのが実情です。旧来の旧郷土

博物館、それから従来であれば吉野にありました旧教員住宅、それから現在東山にありま

す防災倉庫の一部にも分散して寄贈いただいた資料の収蔵がされている状態に従来はあり

ます。現在東山に一部大型のものが残っておりますが、そのほかのものについては旧吉野

小学校のほうに移送をいたしまして、旧吉野小学校に移送してからは一年間を通して資料

整備に活用できる環境が整ったということで、毎月１回ボランティアさんにお手伝いいた

だきながら資料のさび落としなどのメンテナンスもできるようになっております。ちょっ



                                             － 50 －

とコロナウイルスの関係で現在ボランティア活動が少し停滞している部分はあるのです

が、感染が収まりましたら以後またそういった活動再開して、皆さんから提供いただいた

郷土資料を適切に管理できるような体制に戻していきたいと考えておりますので、ご理解

のほうよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 予算書102ページ、10款４項３目博物館費についてお聞きしたいと思います。 

 13節、情報システム借り上げ料、令和３年度予算は39万6,000円、今回令和４年度予算は

54万8,000円となっており、若干増加しておりますが、その理由を教えてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 博物館係長。 

〇持田博物館係長 お答えいたします。 

 現在博物館のホームページ、独自サイトの構築を図っていることと博物館資料のデータ

ーベース、これを新たに構築を図っておりまして、現在構築中のものが新年度になってか

ら公開運用を図るようになります。このための年間管理契約料として新たに計上している

ものでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 次に、厚内神社に奉納された絵馬が浦幌町初の有形文化財に指定されたとの

報道がなされております。その指定に至った経緯、あと有形文化財に指定された意義及び

今後の活用方法を教えてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 社会教育係長。 

〇佐藤教育委員会社会教育係長 ただいまのご質問についてご説明させていただきます。 

 今回町の有形文化財に登録された厚内神社の絵馬ですが、こちらのほうは明治に作成さ

れたもので、当時厚内にいらっしゃった方が厚内神社に奉納されたものでございます。そ

の歴史的な貴重性でありますとか、絵馬の来歴が示します厚内地区の歴史であるとか、そ

ういった希少性を加味して、今回文化財に指定させていただいたものでございます。 

 今後の活用方法ですが、ちょっと今月コロナの関係で延期になってしまいましたが、厚

内地区で絵馬に関します説明会と文化財指定の意義に関する公民館講座のほうを実施する

予定であったのですが、そちらのほうが中止になってしまいましたので、今後そういった

住民の方に御覧いただく機会などを設けて、希少性のほうを伝えていきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 博物館に展示するという考えはないのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 博物館係長。 

〇持田博物館係長 お答えいたします。 

 厚内神社の絵馬につきましては、現在、本町で確認されている絵馬の中では最も古いも

ので、明治42年に奉納されたものであることは明らかになっております。以来神社の中に

地元の方がその由来書きなどお書きになって、大切に奉納されている地域の財産でありま

して、実物の絵馬につきましてはこれは引き続き神社の氏子会の皆さんを中心に保存、管

理いただくのが適切なのかなと。しかしながら、この絵馬の重要性について最近講座等で

周知をしましたところ、厚内神社の拝殿の中に入れる機会が年に３回ほどしかございませ

んので、実際目にする機会が少ないという声はいただいております。そこで、これは今後

ですけれども、絵馬の複製を作りまして、博物館のほうで展示、閲覧するなど、実物の保

存と公開につきましては別途の方策を考えて、今後有効な活用を図っていきたい。また、

厚内地区はそのほかにも様々な史跡文化財が点在しておりますので、年間を通じて随時そ

ういったものの見学会等を開催して、地域の皆様をはじめ全国の皆様に絵馬の重要性など

を知っていただく機会を増やしていきたいと考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 すみません。もう一点、博物館について先日の議会において博物館法に基づ

く博物館とする条例を可決させていただきました。その意義を改めて教えていただきたい。

また、今後の博物館の在り方、展望を町としてどのようにお考えなのかお聞きしたいと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 博物館係長。 

〇持田博物館係長 ありがとうございます。博物館法につきましては、これまでは当館は

法律上の位置づけがございませんでした。法律上の位置づけのない博物館は、通称ですけ

れども、博物館類似施設と呼ばれまして、例えば日本や北海道に博物館が幾つあるのかと

いった統計にも浦幌の博物館は実は統計に入ってくるものと入ってこないものがある。こ

れは、つまり博物館を対象とした様々な例えば補助金などの行政の対象から外されてしま

うようなケースもこれまではございました。また、収蔵している資料の中に実際に法律上

の博物館でなければ収蔵ができない資料が含まれておりまして、例えば種の保存法の対象

になっている希少野生動植物種のタンチョウやエトピリカやオオワシの標本につきまして

は、これは法律上の博物館でしか所蔵が認められていないもので、こういったものの例え

ば展示場所の変更やほかの博物館とのやり取りなど行っていくに当たって、やはり登録化

の必要性があるものと認識をしております。今後の方向性につきましては、これは町で考

えていただくことなので、私がここで申し上げていいものかどうか分かりませんが、専門

職の立場で申し上げるならば、現在の博物館は少し規模に見合った事業を超えているかな

と自分では考えております。この７年間で学芸員が１名配置になりました。これは、本町
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にとって非常に大きな決断をいただいたなと考えております。条例の改正も認めていただ

きまして、登録博物館の道筋もついてまいりました。これは私が赴任してからこの７年間

で一つの到達目標としてきた事業ですけれども、こちらをご理解いただくに当たっては幅

広く地域の皆様方に博物館やっぱりあったほうがいいよねと。また、博物館があるなら学

芸員がいたほうがいいよねといったことに関してご理解をいただくためにある意味この７

年間は少しむちゃをしながらがむしゃらな運用をしてきた部分があります。何かないもの

から新しいもの１つつくるときには、がむしゃらにやらなければいけない時期というのは

多分あるのだと思うのです。今回ある程度一定の到達が見えましたので、今後私の後の学

芸員がここまでの基盤を整備すればどんな方が来ても円滑に博物館運営ができる、そうい

った体制がこれである程度整うかなと考えておりますので、以後博物館の安定形成期と考

えて、規模に見合った形の事業規模への内容の整理、安定化に向けた取組を進めていきた

いなと考えております。 

少し漠然とした話ですけれども、以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 博物館において毎月いろいろなイベントが開催されていて、非常に努力され

ているなと感じるところであります。ぜひ今後もすばらしい博物館をつくっていただきた

いと思います。答弁は不要です。 

〇田村議長 答弁はいいですか。 

（「はい」の声あり） 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 すみません。今阿部議員と伊藤議員の質問ございましたけれども、それに関

連して予算書100ページからの社会教育総務費と、恐らく３目の博物館費にも少し関わって

くるとは思いますが、文化財と博物館のこれからの考え方についてちょっと伺いたいので

すが、浦幌町にはチャシですとか集落跡のような埋蔵文化財、あと史跡や獅子舞、あとＫ

Ｐｇ境界等の多くの伝えていくべき自然や文化があると思います。このような先人の方々

が築き上げてきた文化や歴史を浦幌町はどのような格好で教育をしているのか教えていた

だけますでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 まず、浦幌町の文化財は、今議員がおっしゃられたとおり、多々あります。それぞれの

遺跡ですとか、それから無形文化財の開拓獅子舞がありますが、それぞれこれらを包括的

に保存していきながら、そしてまた学校授業等にもし活用できるのであれば、活用方法等

も十分に検討していけるのかなと考えています。いずれにせよ、浦幌の文化財につきまし

ては、それぞれの遺跡等が浦幌の中に約57ぐらいあろうかと思いますので、それらを有効

活用していければなと思っております。 
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 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 私も博物館で開催されている企画展ですとか、夜間講座に参加させていただ

いたこともありまして、私出身は浦幌ではなくて帯広市なのですが、そのような講座行く

と本当にすごい歴史があって、浦幌町面白いなとか、浦幌町を好きになったりとかするも

ので、非常に学ぶべきものだなと思っておりますので、この歴史をぜひ教育の中にもどん

どん、どんどん取り入れていっていただきたいなと思っているところであります。 

 それで、文化財というのは受け継いでいくことと同様に保護をしていかなければいけな

いという面もあると思います。その中で今回の予算を見ても、また第４期まちづくり計画

の実施計画を見ても文化財の保護管理にかける費用というのが変わらず例年どおりで計画

をされているのかなと思います。しかし、例えば厚内にございます十勝畜産業の重要な史

跡とされている斉藤牧場さん、こちらの斉藤牧場さんについて浦幌町としてどのように保

護していくかという方向性があまり見えてこない。斉藤牧場さんって私も初めて博物館で

知ったのですが、今斉藤牧場さんにある厩舎については老朽化で倒壊してしまっていると

いう面もあって、老朽化が進んでいるということですので、方向性については早急に考え

ていかなければいけないのではないかなと私は思っているのですが、行政としてはどのよ

うに考えているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまの議員のご質問でございますが、まず旧斉藤牧場の事務所棟、

厚内の事務所棟ですね、今のご質問は。この旧斉藤牧場の事務所棟については明治の36年

に建てられた和洋折衷式の牧場事務所と、それから住宅が兼用とされている構造物であり

まして、面積が延べ約285.9平方メートルというような建造物でございます。明治時代の牧

場の事務所に日本に存在する建物としては多分この斉藤牧場と、あと札幌にあるエドウィ

ン・ダン記念館、その２棟のみでないかと言われていますが、これは本当に近代化施設と

して価値があるものと認識しております。ただ、これが浦幌町が保存するということにな

りますと、実際に今の所有者が個人の所有者だと。個人の持ち物だということがあります。

また、明治36年に建造されたということですので、かなり老朽化しております。これを町

で保存していくことになるとかなりな経費がかかるということが推測されますので、今の

現状で町での保存については大変困難なものなのかなと判断しております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今ご答弁いただいたとおり、私も斉藤牧場さんについて非常に畜産業につい

ても重要な史跡、日本においてもすごく重要な史跡なのであろうなと思っているところな

のですが、当然明治に建てられたものを保存していくには多額の費用がかかっていくとい

うのは予測されるわけですが、それで予算をかけられないというのであれば、例えばです
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が、動画で保存していくとか写真をしっかりと撮って、記録をしっかり残していくですと

か、そういうような方策も考えていかなければならないのかなと思っているところですが、

こちらの斉藤牧場さんについては現在個人の方が所有されているということですので、町

だけがこうしたいといっても恐らくその方向性は所有者の方と話し合わなければいけない

のであろうと思います。その点斉藤牧場さんについてこの方向性等、所有者と連絡を取り

合ったり、打合せしたりみたいなことは今現在されているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 博物館係長。 

〇持田博物館係長 ちょっと年を忘れてしまったのですが、令和元年度だと思うのですが、

農林水産業に関する重要産業遺産の全国一斉調査がありまして、その調査、斉藤牧場に関

しては私が担当いたしました。その調査に当たりまして釧路在住の所有者の方とご連絡を

取りまして、調査とともに実際に建物に関心のある方がたくさんおられると。毎年本町に

もたくさんお見えになっていますので、土地の立入りなどについての打合せを行った経緯

がございます。現在のところ博物館といたしましては建物周辺までの立入りと周辺の草刈

りのような軽微な管理に関しては了解をいただいていますが、建物内への進入については

許可をいただいておりません。ただ、実は現状廃屋状態になっている建物でして、いろい

ろな方の侵入の形跡が実は見られるようになってきております。なので、本町としては現

在そういった状況なのですが、今後地権者の方とさらに細かく連絡を取りながら、今議員

がご指摘のような写真、映像による記録、もしくは再測量のようなことが可能かどうかと

いったことも含めて密接に地権者の方と連絡を取り合いながらできることを探っていきた

いなと考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これをもって歳出の質疑を終了いたします。 

 説明員入替えのため暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時０３分  休憩 

午後 ３時０６分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き審議を続けます。 

 これより歳入の質疑を行います。 

 初めに、昨日説明を受けた第３表、地方債までの質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 
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 次に、１款町税から13款使用料及び手数料までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇佐藤町民課長 予算書12ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は２ページ

を御覧願います。２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人、本年度予算額２億3,329万

5,000円、現年課税分は令和２年収入に基づく令和３年度課税標準額からの伸び率等を換算

して積算をしてございます。内容につきましては、説明資料２ページ上段に記載のとおり

でございます。 

 ２目法人、本年度予算額3,000万1,000円、現年度課税分は153法人に係るものでございま

す。内容につきましては、説明資料２ページ中段に記載のとおりでございます。 

 ２項１目固定資産税、本年度予算額３億5,882万6,000円、現年課税分は令和３年度課税

標準額を基にした課税客体の増減及び３年ごとの評価替え等により積算をしてございま

す。内容につきましては、説明資料２ページ下段に記載のとおりでございます。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額66万5,000円、国及び北海道が所有する

固定資産の貸付資産に対する固定資産税相当分として市町村に交付されるものでございま

す。 

 ３項軽自動車税、１目環境性能割、本年度予算額27万7,000円、消費税率の引上げに伴い

自動車取得税が廃止され、令和元年10月より新たに導入した軽自動車税環境性能割で取得

時に課税されるものでございます。内容につきましては、説明資料２ページ下段に記載の

とおりでございます。 

 ２目種別割、本年度予算額1,641万7,000円、原動機付自転車をはじめ５種類、3,140台に

係るものでございます。内容につきましては、説明資料３ページに記載のとおりでござい

ます。 

 予算書13ページ上段を御覧願います。あわせまして、説明資料は３ページ下段を御覧願

います。４項１目町たばこ税、本年度予算額3,636万3,000円、町内で購入された紙巻きた

ばこなどの製造たばこに係るものでございます。内容につきましては、説明資料３ページ

下段に記載のとおり、８万本の減で算定してございます。 

 ５項１目入湯税、本年度予算額210万円、内容につきましては説明資料４ページ上段に記

載のとおり留真温泉における中学生以上の日帰り入浴者３万人分を見込んでいる内容でご

ざいます。 

〇獅子原総務課長 引き続き予算書、同じく13ページを御覧願います。あわせまして、予

算説明資料４ページを御覧願います。２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税、本年

度予算額2,300万円、内容につきましては説明資料４ページに記載のとおりでございます。 

 ２項１目自動車重量譲与税、本年度予算額6,500万円、内容につきましては説明資料４ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ３項１目森林環境譲与税、本年度予算額6,701万2,000円、内容につきましては説明資料

４ページに記載のとおりでございます。 
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 ３款１項１目利子割交付金、本年度予算額70万円、内容につきましては説明資料４ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 次のページを御覧願います。４款１項１目配当割交付金、本年度予算額100万円、内容に

つきましては説明資料４ページに記載のとおりでございます。 

 ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、本年度予算額50万円、内容につきましては説明

資料４ページに記載のとおりでございます。 

 ６款１項１目法人事業税交付金、本年度予算額350万円、内容につきましては説明資料４

ページに記載のとおりでございます。 

 ７款１項１目地方消費税交付金、本年度予算額１億600万円、内容につきましては説明資

料４ページに記載のとおりでございます。 

 ８款１項１目環境性能割交付金、本年度予算額478万2,000円、内容につきましては説明

資料４ページに記載のとおりでございます。 

 ９款１項１目地方特例交付金、本年度予算額304万1,000円、内容につきましては説明資

料５ページに記載のとおりでございます。 

 10款１項１目地方交付税、本年度予算額33億3,300万円、普通交付税5,000万円増額、特

別交付税700万円減額の内容でございます。 

 11款１項１目交通安全対策特別交付金、本年度予算額75万円、内容につきましては説明

資料５ページに記載のとおりでございます。 

 12款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金、本年度予算額1,536万

6,000円、減額の主なものにつきましては水利施設等保全高度化事業受益者分担金において

栄穂地区1,998万5,000円、恩根内地区1,009万3,000円減額の内容でございます。内容につ

きましては、説明資料５ページに記載のとおりでございます。 

 ２項負担金、１目民生費負担金、本年度予算額１億558万5,000円、減額の主なものにつ

きましては老人福祉施設費負担金290万4,000円、老人保護措置費負担金937万2,000円減額

の内容でございます。１節社会福祉費負担金、２節児童福祉費負担金、４節老人福祉施設

費負担金、５節老人保護措置費負担金につきましては、説明資料５ページに記載のとおり

でございます。 

 次のページを御覧願います。２目衛生費負担金、本年度予算額15万円、内容につきまし

ては説明資料５ページに記載のとおりでございます。 

 ３目農林水産業費負担金、本年度予算額562万5,000円、１節農業費負担金につきまして

は説明資料５ページに記載のとおりでございます。 

 ４目教育費負担金、本年度予算額1,819万1,000円、１節教育費負担金につきましては説

明資料５ページに記載のとおりでございます。 

 13款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料、本年度予算額284万4,000円、増

額の主なものにつきましては町営住宅目的外使用料増額に伴う行政財産使用料175万円増

額の内容です。内容につきましては説明資料５ページから６ページに記載のとおりでござ
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います。 

 ２目民生使用料、本年度予算額2,467万8,000円、減額の主なものは３節介護サービス使

用料298万3,000円減額の内容です。内容につきましては、説明資料６ページに記載のとお

りでございます。 

 ３目衛生使用料、本年度予算額42万1,000円、内容につきましては説明資料６ページに記

載のとおりでございます。 

 ４目農林水産業使用料、本年度予算額３万円、内容につきましては説明資料６ページに

記載のとおりでございます。 

 ５目土木使用料、本年度予算額6,721万3,000円、内容につきましては説明資料６ページ

に記載のとおりでございます。 

 ６目教育使用料、本年度予算額42万5,000円、内容につきましては説明資料６ページに記

載のとおりでございます。 

 ２項手数料、１目総務手数料、本年度予算額231万6,000円、内容につきましては説明資

料６ページに記載のとおりでございます。 

 次のページを御覧願います。２目衛生手数料、本年度予算額820万5,000円、内容につき

ましては説明資料７ページに記載のとおりでございます。 

 ３目農林水産業手数料、本年度予算額7,000円、内容につきましては説明資料７ページに

記載のとおりでございます。 

 ４目教育手数料、本年度予算額1,000円でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 説明員退席のため暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１６分  休憩 

午後 ３時１６分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き審議を続けます。 

 次に、14款国庫支出金から21款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 予算書18ページ中段を御覧願います。あわせまして、説明資料７ペー

ジを御覧願います。14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、本年度予

算額１億5,183万円、増額の主なものは障害福祉サービス費等給付費国庫負担金317万

6,000円増額の内容でございます。内容につきましては、説明資料７ページから８ページに

記載のとおりでございます。 
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 ２目衛生費国庫負担金、本年度予算額645万6,000円、増額の主なものは新型コロナウイ

ルスワクチン接種対策費国庫負担金623万5,000円増額の内容でございます。内容につきま

しては説明資料８ページに記載のとおりでございます。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、本年度予算額１億1,359万3,000円、増額の主

なものは地方創生推進交付金537万6,000円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金5,123万6,000円増額の内容です。減額の主なものは、公衆無線ＬＡＮ環境整備支援

事業補助金1,586万6,000円減額の内容でございます。内容につきましては、説明資料８ペ

ージに記載のとおりでございます。なお、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金につきましては、限度額9,466万円に対しまして5,123万6,000円を予算計上しているこ

とから、残りの4,342万4,000円の活用事業につきましては今後補正予算を計上する予定で

ございます。 

 ２目民生費国庫補助金、本年度予算額537万8,000円、内容につきましては説明資料８ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ３目衛生費国庫補助金、本年度予算額1,079万5,000円、増額の主なものは新型コロナウ

イルスワクチン接種体制確保事業費補助金1,067万8,000円増額の内容です。内容につきま

しては、説明資料８ページに記載のとおりでございます。 

 ４目土木費国庫補助金、本年度予算額３億733万8,000円、増額につきましては道路メン

テナンス事業補助金988万3,000円、社会資本整備総合交付金におきまして道路整備事業交

付金１億282万2,000円、地域住宅交付金1,099万円増額の内容でございます。減額につきま

しては、社会資本整備総合交付金の除雪機械整備事業交付金2,506万2,000円減額の内容で

ございます。内容につきましては、説明資料８ページに記載のとおりでございます。 

 ５目教育費国庫補助金、本年度予算額16万8,000円、内容につきましては説明資料９ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 次のページ、20ページを御覧願います。３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額

16万8,000円、内容につきましては説明資料９ページに記載のとおりでございます。 

 ２目民生費委託金、本年度予算額86万2,000円。 

 ３目土木費委託金、本年度予算額550万円、内容につきましては説明資料９ページに記載

のとおりでございます。 

 15款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金、本年度予算額3,529万5,000円、地

籍調査事業道負担金336万7,000円の減額で、内容につきましては説明資料９ページに記載

のとおりでございます。 

 ２目民生費道負担金、本年度予算額１億262万3,000円、増額の主なものは障害福祉サー

ビス費等給付費道負担金158万8,000円増額の内容です。内容につきましては説明資料９ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ３目衛生費道負担金、本年度予算額11万円、内容につきましては説明資料９ページに記

載のとおりでございます。 
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 ２項道補助金、１目総務費道補助金、本年度予算額192万円、内容につきましては説明資

料９ページに記載のとおりでございます。 

 ２目民生費道補助金、本年度予算額1,095万円、内容につきましては説明資料10ページに

記載のとおりでございます。 

 ３目衛生費道補助金、本年度予算額266万1,000円、内容につきましては説明資料10ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 22ページを御覧願います。４目農林水産業費道補助金、本年度予算額１億3,947万

5,000円、増額の主なものは中山間地域等直接支払交付金等交付事業補助金1,133万

6,000円、次世代農業促進生産基盤整備事業費補助金1,322万円増額の内容でございます。

内容につきましては、説明資料10ページから11ページに記載のとおりでございます。 

 ５目商工費道補助金、本年度予算額500万円、プレミアムつき商品券発行支援事業費補助

金の増額で、内容につきましては説明資料11ページに記載のとおりでございます。 

 労働費道補助金につきましては、廃目整理でございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額1,412万6,000円、増額の主なものにつき

ましては参議院議員選挙費委託金746万3,000円増額の内容です。内容につきましては、説

明資料11ページに記載のとおりでございます。 

 ２目衛生費委託金、本年度予算額１万5,000円。 

 ３目農林水産業費委託金、本年度予算額155万5,000円、減額の主なものは中山間地域等

直接支払交付金1,115万5,000円減額の内容でございます。 

 ４目商工費委託金、本年度予算額1,000円。 

 ５目土木費委託金、本年度予算額372万3,000円、２節河川費委託金につきましては説明

資料11ページに記載のとおりでございます。 

 24ページを御覧願います。16款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、本年

度予算額5,455万2,000円、内容につきましては説明資料11ページから12ページに記載のと

おりでございます。 

 ２目利子及び配当金、本年度予算額145万9,000円。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、本年度予算額1,000円。 

 ２目物品売払収入、本年度予算額1,000円。 

 17款１項寄附金、１目一般寄附金、本年度予算額1,000円。 

 ２目指定寄附金、本年度予算額３億3,200万1,000円、増額につきましてはふるさとづく

り寄附金3,000万円、企業版ふるさと寄附金２億540万円増額の内容でございます。２節ふ

るさとづくり寄附金につきましては、説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 18款繰入金、１項他会計繰入金、１目国民健康保険特別会計繰入金、本年度予算額

1,000円。 

 ２目後期高齢者医療特別会計繰入金、本年度予算額1,000円。 

 ３目介護保険特別会計繰入金、本年度予算額1,000円。 
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 26ページを御覧願います。２項１目基金繰入金、本年度予算額４億6,345万7,000円、増

額につきましては財政調整基金繰入金8,000万円、ふるさとづくり基金繰入金889万

7,000円、森林環境譲与税基金繰入金259万7,000円増額の内容でございます。減額につきま

しては、公共施設整備基金繰入金3,211万1,000円減額の内容でございます。ふるさとづく

り基金繰入金につきましては説明資料12ページに記載のとおりで、寄附金活用事業につき

ましては説明資料42ページから43ページに記載のとおりでございます。 

 19款１項１目繰越金、本年度予算額100万円。 

 20款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額20万円。 

 ２目加算金、本年度予算額1,000円。 

 ３目過料、本年度予算額1,000円。 

 ２項１目町預金利子、本年度予算額10万円。 

 ３項貸付金元利収入、１目中小企業融資貸付金元金収入、本年度予算額１億1,000万円、

内容につきましては説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ２目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入、本年度予算額25万9,000円。 

 ３目介護経営貸付金元金収入、本年度予算額250万円、内容につきましては説明資料12ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ４目株式会社ユーエム貸付金元金収入、本年度予算額65万円、内容につきましては説明

資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ５目医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入、本年度予算額48万円、内容につきまし

ては説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入、本年度予算額375万円、内容につきまして

は説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ２目民生費受託事業収入、本年度予算額1,092万5,000円、増額の主なものは後期高齢者

医療広域連合受託事業収入909万6,000円増額の内容でございます。内容につきましては、

説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ３目農業費受託事業収入、本年度予算額70万円。 

 ５項１目雑入、本年度予算額892万1,000円、２節雑入につきましては、説明資料13ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ２目過年度収入、本年度予算額１万円。 

 20款１項町債、１目総務債、本年度予算額１億1,550万円、増額につきましては街路灯Ｌ

ＥＤ化電気工事事業債5,250万円増額の内容でございます。減額につきましては、臨時財政

対策債１億260万円減額の内容でございます。内容につきましては、説明資料13ページに記

載のとおりでございます。 

 ２目民生債、本年度予算額4,660万円、内容につきましては説明資料13ページに記載のと

おりでございます。 

 ３目衛生債、本年度予算額800万円、減額につきましては医療費無料化事業債100万円減
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額の内容でございます。内容につきましては、説明資料13ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ４目労働債、本年度予算額200万円、内容につきましては説明資料13ページに記載のとお

りでございます。 

 ５目土木債、本年度予算額２億6,980万円、増額につきましては道路建設補助事業債

6,830万円、老朽化対策事業債3,600万円、橋梁長寿命化修繕事業債1,040万円、普通河川整

備事業債1,000万円増額の内容でございます。減額につきましては、除雪機械購入事業債

2,780万円、道路維持事業債900万円、公営住宅建設事業債1,000万円減額の内容でございま

す。内容につきましては、説明資料13ページに記載のとおりでございます。 

 ６目消防債、本年度予算額4,330万円、増額につきましては指定避難所整備事業債2,500万

円、高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線機器更新事業債1,830万円増額の内

容でございます。減額につきましては、消防車両購入事業債990万円、公衆無線ＬＡＮ環境

整備支援事業債790万円減額の内容でございます。内容につきましては、説明資料13ページ

に記載のとおりでございます。 

 ７目教育債、本年度予算額5,200万円、増額につきましては教職員住宅整備事業債1,030万

円増額の内容でございます。減額につきましては、学校給食費補助事業債100万円、スクー

ルバス購入事業債2,000万円減額の内容でございます。内容につきましては、説明資料13ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 農林水産業債につきましては、廃目整理でございます。 

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

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 これをもって歳入の質疑を終了いたします。 

 ここで議案第19号 令和４年度浦幌町一般会計予算全体を通じての質疑を受けます。質

疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第19号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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    ◎延会の議決 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 審議の途中でありますが、本日の会議はこの程度にとどめて延会と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することに決定をいたしました。 

 なお、会議の再開は明日午前10時といたします。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会といたします。 

延会 午後 ３時３１分 


