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（３）第３期まちづくり計画後期実施計画について 

＊産業・建設専門部会（10月５日開催） 

（質疑等１） 

浦幌町観光協会運営事業について、平成28年度から平成32年度まで550万円で予

算計上されているが、平成31年度だけ600万円になっている理由は何か。 

（回答１） 

平成31年度は開町120周年ということで、周年事業を考えているため50万円の上

乗せ計上をしています。 

（質疑等２） 

実際に町で管理している道路の中で砂利道や簡易舗装という道路はまだ多いのか。 

（回答２） 

郊外地は、ほとんど主要道路と言われる路線の整備は終わっています。町道は現

在256路線あり、全町道の路線延長が297㎞、改良済みが192㎞、改良済みの内舗装済

が187㎞となっており、改良率は65％、舗装率は63％となっています。 

（質疑等３） 

公営住宅は、平成30年度から32年度まで１棟６戸となっているが、どこに新築す

るのか。 

（回答３） 

これまでは南町に４棟建設しましたが、平成30年度から32年度は東山町を考えて

います。 

（質疑等４） 

今後、上浦幌地区は計画に入ることはあるか。 

（回答４） 

まちづくり計画と同様に、公営住宅の更新計画も後期５ヵ年の計画の見直しをし、

先日運営委員会で審議していただいておりますが、市街地については建替えの方向

で考え、それ以外の部分については水洗化を優先してやっていくということで、貴

老路団地については３年かけて水洗化が終わりましたが、今年度は美園団地、その

後も十勝太、厚内の水洗化を考えております。 

その後の５年については、再度公営住宅全体の見直しを行います。 

（質疑等５） 

定住対策推進のための重点プロジェクトとあるが、今後、上浦幌は、農家戸数は

減るけれども作付面積は変わらないという状態になってくると、当然一戸当たりの

作付面積が大きくなり、農家も従業員を雇うことも考え出すと思う。 

そうなってきた時に住むところがすごく問題で、その環境が整っていないと募集

してもなかなか来ないことが現状としてある。作付面積が大きくなる、飼養頭数が

増えるというのはそう遠くない将来のことであると思うので、今後の農業や一次産

業は経営者になっていくと考えていくと、従業員の雇用の問題が出てきて、それが

定住という問題に繋がっていくのではないかと思う。出て行かせないことではなく
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入れていくことを考えるとすごく重要なことであると思うがどうか。 

（回答５） 

現実、下浦幌の法人では従業員が来ても住む所がないという問題があり、それを

公営住宅でカバーするのか、新しく民間住宅建設に対する補助もあります。町とし

ても法人化を進めていきたいと思っている中では、現実的に来たいけれども住むと

ころがないということが大きな問題であります。 

農業はこれから大型化が進み、従業員が増えてきて、町と農協の方でも法人化を

進めていきたいと考えている中では、そういう課題が出てきますので、どういった

方法がいいのか検討していきたいと考えています。 

（質疑等６） 

新規創業等促進補助金と新事業創出・育成支援組織構築事業について、もう少し

詳しく説明して欲しい。 

（回答６） 

新規創業等促進補助金は、新しい商売を始める、商工業の振興という施策であり、

今までやったことがない人が新しく商売を始めるといったパターン。町外から来た

方が店を買うとか改築するといったものの経費に対する支援。すでに商売をしてい

る方が業態を変える、全く別の商売を始める、異業種の新たな商売に参入するとい

った場合の３パターンを想定していますが、そういった事業を起こす方に対して

300万円を限度に補助金で支援をしながら創業していただきたいという制度です 

新事業創出・育成支援組織構築事業は、浦幌にある地域支援等を活用し、起業等

を考える人材を町外から受け入れをし、その準備期間を過ごす拠点作りを進めてい

くという３ヵ年の実証事業になります。若者や移住候補者を対象とし、浦幌町に実

際に住んでいただきながら、農業や林業、漁業といったものを体験していただいて、

浦幌町での新しい暮らし方のきっかけ作り等を行っていき、最終的に浦幌町に住ん

でいただくということを構築するための事業を３ヵ年で実証事業として行うもの

です。 

（質疑等７） 

新規創業等促進補助金は、どの産業でもいいのか。 

（回答７） 

商工業を想定しています。新規就農というわけではありませんが、農業は農業と

して、商工業としての新しい入り口をというイメージを作っておりまして、全産業

ということではなく、商工会を絡めた中で想定をしております。 

例えば農業をやりながら新たな工場を建てる、６次化という話にもなりますけれ

ども、そういったことであれば対象となります。農業だけということであればなか

なか難しい部分がありますけれども、中小企業の創立に位置付けされるような創業

をする場合について想定しています。 
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（質疑等８） 

新事業創出・育成支援組織構築事業は、町外から裸一貫で来て、新たに事業をす

る方を見つけるということか。 

（回答８） 

すぐに起業、創業ということではなく、ある程度準備期間を過ごすという期間の

中で、その方に人材研修を行って、最終的に数ヶ月後にその方が起業するというイ

メージでいます。 

（質疑等９） 

研修というのは、例えばどこかの農場に入るといったようなことか。 

（回答９） 

そうです。他にも商業関係や林業もありますが、将来的には長期のものを想定し

ており、先月に２泊３日の短期ではありますが、農業や酪農、林業、漁業といった

ものを体験していただきました。 

（質疑等10） 

何泊か泊まって体験して、牛屋になりたいとなった時は、牛屋になれるのか。 

（回答10） 

最終的にそういったことをご希望されるのであればそれに伴うさまざまなサポ

ートをする態勢、そういった支援組織を最終的に構築して、研修期間で現在考えて

いるのは６ヶ月間浦幌町で研修としていただいて、最終的にどういった方向性が自

分に向いているのか、どういったものがやりたいのかということになった時に、酪

農がしたいとかレストランをやりたいといった方がいらっしゃれば、全体的に支援

していくといった組織体を構築していきたいという事業で、実証事業を進めている

段階です。 

（質疑等11） 

発想は素晴らしいと思うが、予算が650万円の事業費が実際にどのような使われ

方をするのかが不透明に感じる。これから精査していくのであろうとは思うが、調

査、研究をするための予算というのは、往々にしてコンサルタント会社に委託で消

えていくお金が一般的には多いと聞いているが、実際にここにそういった事業者が

入ってくると思うがどうか。 

（回答11） 

650万円の内、約600万円が民間事業者への委託料となっております。委託してい

る事業者については、徳島県神山町で実際に６ヶ月間の地域滞在型研修を実施して

おります。この事業については平成22年度から始まっており、実際にこの６ヶ月の

研修に77人の方が受講され、その内25人程度が町に残り起業等されているという実

績を持っております。 

 

 

 



 

- 4 - 
 

（質疑等12） 

店舗リフォームの補助率が20％というのはどういった経緯で設定したものか。 

（回答12） 

既に住宅リフォームの補助率が20％ですので、今までは店舗は含まれない一般住

宅だけということであったものですから、同じような形で想定して率としては合わ

せています。限度額に関しては店舗の方がかかるということで、一般住宅が50万円

を限度としているところを、100万円を限度というところまでにしております。 

（質疑等13） 

金額よりはパーセンテージを上げてくれた方が良かったと思う。 

（回答13） 

店舗併設住宅を想定した時に、店舗は店舗部分、住宅は住宅部分という補助を同

じようにしていこうと想定した時に、店舗と住宅を分けるのも難しいところもあり

ましたので、20％ということで設定をさせていただいています。極端な話ですと、

店舗併設ですと100万円と50万円で150万円になるということも想定しています。 

店舗部分が大きいのか、住宅部分が大きいのか、そのお店で違いますので、同じ

20％として、限度額を上げるということにしております。 

（質疑等14） 

民間賃貸住宅建設補助だが、アパート経営で考えると大変ありがたい事業だが、

これは他町村で実際にこの補助金を使って建てた実績はどれくらいあるのか。アパ

ート経営だけを考えて70万円の補助は当然ありがたいが、地域性を考えると事業と

してのアパート経営は難しい地域ではないかと思う。 

（回答14） 

管内では、７町村が民間賃貸住宅に対する建設補助をしておりますが、㎡単価や

坪単価を基にある一定程度の単価をかけて、それに対して補助をしています。 

ご意見のありました需要があるのかということは、９月から始まったばかりです

ので申請はまだありませんが、ご利用いただけるのと考えています。 

町村によっては単身者用の一般賃貸住宅の他に、会社の社員のための職員住宅や

社員住宅の建設に対する補助を行っているところもありますが、現在、浦幌町で取

り組もうとしているのは、これまでの５年間の中で一般の住宅の建築、中古住宅の

購入に対する補助を行ってきたということと、新たに単身者用の住宅に対して補助

ということで進めています。 

（質疑等15） 

こういった地域でどんなアパートを建てるかと考えたら、単身向けよりはファミ

リー層の方が、需要があるのではないかと思う。１戸当たりの基準をどのように決

めたのかはわからないが、㎡単価の方がいいのではないか。 

（回答15） 

実際的には㎡単価、坪単価、その面積によって一定程度の単価をかけながら補助

しており、中には上限額を設けていない町村もありますが、結局単価をかけても町
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村の予算に応じて頭打ちとなってしまうので、本町の政策を打つ中で、一定程度の

予算というものがありますので、戸当り単価で設定したところであります。 

ご意見のありましたファミリー層向けの住宅とか、細かなニーズまでは把握でき

ていませんが、現時点ではあくまで単身者用の住宅の建設促進ということで今回の

要綱の制定に至ったところであります。 

（質疑等16） 

農業の１戸当りが大きくなって、雇用を生み出すような方法を取っていく形の方

が現実的という気はする。そうなってくると、何が大事かというと居住できるとこ

ろがあるかどうか。例えばまだ５人は雇えるといっても、住むところがなければ雇

えない。だったらこれ以上の規模にはできないという判断にもなりかねない。そこ

まで大きくなってくると、自分で住宅を建てるなり社宅を建てるなりという話にな

ってくると思うが、そこまでやってでも事業を大きくしていった方がいいのか、そ

こまでしなくてもその範囲でやっていこうという選択肢が生まれる。 

そこまででいいとなればそこまでだし、もっと大きくしたいと思えば、家がなけ

れば自腹で社宅を建てるという話になる。そうなると居住が一番大事なのではない

かという気がする。 

畑作に関しては、おそらく色々な考えを持っている人がいて、世代交代が始まっ

ていく頃になっていくと思う。規模を大きくした部分で、高収益作物を作っていこ

うとなった場合は人の手がどうしても必要になってくる。そういったことが雇用に

繋がっていくし、それに見合っただけの収入を得られる。それは経営の部分なので

何とも言えないが、考え方として個々としてやっていくことが農業として効率的な

のかという考えは、若い人の中に当然あると思う。そういったことを考えると雇用

は農業で生み出せるのではないかと思う。 

雇用するに当たっての農業自体の拡大、１戸当たりの拡大をするバックアップが

あれば必然的に人は増えると思う。根本としてはそこではないかと思う。 

（回答16） 

農業の形態も色々変わってきていると思います。離農される方がいて、離農され

た方の土地を引き継ぐ形態も今ある元々の形態なのか、新たな高収益作物を用いた

中での継続であるとか、それによってそういった人が今まで以上に必要になる場合

であるとか、機械の大型化をする場合とか、色々な形があると思います。 

今日いただいたご意見については、第３期まちづくり計画で今すぐ入れるという

ことはできないと思いますが、こういったご意見をいただきましたので、全体会議

の中でもそうですし、担当である産業課とも詰めながら、また農協とも情報共有を

図りながら段階的に進めていただきたいと思います。 
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＊福祉専門部会（10月６日開催） 

（質疑等１） 

福祉車両購入の椅子対応車両はどこでどのように使うのか。 

（回答１） 

養護老人ホームの車両が老朽化したことによる購入で、入所者の病院への通院時

等のための車両となっています。 

（質疑等２） 

認定子ども園の建設予定地はどこになるのか。 

（回答２） 

具体的な建設用地等については決定しておりませんが、平成28年度からすでに認

定子ども園を実施している施設等を見学しながら、浦幌町としてどのような認定子

ども園の建設をすべきか等を調査し、そして浦幌町内で適地となる場所を模索しな

がら建設用地等を決めていきたいと考えております。 

（質疑等３） 

浜厚内生活館の屋根、外壁改修工事が計画されているが、現在の会館の状態はど

うなっているのか。 

（回答３） 

現時点で壊れているような箇所はありませんが、今後災害等の関係もあるので、

計画的に修繕を行うものです。 

（質疑等４） 

これまで、福祉部会や全体会で青年後見人制度について質問、意見があったはず

だが、必要性については町においても十分認識しているということで、社会福祉協

議会等、関係施設とも連携して協議してみるというご回答があったが、協議の結果

はどうなったのか。 

（回答４） 

成年後見人になるという以前に、成年後見人とはどのような形のものかというこ

とが、町民の中に浸透していないと思っています。まず成年後見人制度について町

民の方々に知っていただくような講演会というようなものを現在のところ予定し

ております。その講演会の中で、町民の方に成年後見人制度について認知していた

だいて、その後に市民後見人というものに繋げていけたらという形で協議、検討し

ております。 

（質疑等５） 

実施計画の介護予防事業と地域包括支援センターの運営事業について、平成29年

度以降に大幅に予算が増額されているが、これらの事業にさらに力を入れるという

ことで理解しているがよろしいか。 

（回答５） 

介護予防事業については、平成28年度については704万円、平成29年度以降は

2,500万円ということで計上させていただいております。これにつきましては基本
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計画の文言の中もご説明させていただきましてけれども、今年度から始まりました

介護保険法の改正に伴いまして、介護予防事業の中に当初より、現行の制度ですけ

れども通常介護予防事業と訪問介護予防事業の給付が、地域支援事業、介護予防事

業の方に取り込まれたということになってございます。平成27年度、現在準備を進

めながら、平成28年度に向けて制度の改正で地域支援事業の中で、この介護予防事

業の事業料が増えるといったところに伴います事業費の増額ということで、今後、

町としまして重度の要介護といった方々の受動化を防ぐためにも、何とかこの予防

事業に力を入れていきたいというところの予防事業にかかる事業費の増額と捉え

ていただければいいと思います。 

地域包括支援センターの運営事業については、平成28年度が245万円、以降につき

ましては840万円ということで、増額で計上させていただいております。この金額に

つきましては、平成28年度におきましては、これも法の改正というものもございま

すけれども、事業の中でまず認知症の施策推進事業ということで１つ、在宅医療の

介護連携推進事業という事業、それからもう１つ生活支援体制整備事業という事業

の経費が、これも方の改正によりまして、この事業を地域包括支援センターを中心

としまして住み慣れた地域で、高齢者の方が在宅で長く元気に過ごしていただくた

めの施策にかかります事業経費ということで、平成27年度から28年度に事業費の増

額という計上の仕方をさせていただいているところです。内容については、それぞ

れこの地域包括支援センターの運営にかかる事業費の増額というものに対しまし

ては、ただいま申し上げました３事業毎にいくらかということは、この場でご説明

申し上げることはできないのですけれども、いずれにしましても高齢者の方が在宅

で長く元気に過ごしていただくためにも、こういった事業を進めていくというとこ

ろの、要望事業に対する重点的な施策を盛り込むための増額ということで捉えてい

ただきたいと思います。 

（質疑等６） 

成年後見人制度について池田町ではすでに町民向けに町民後見人育成プログラ

ムみたいなものがスタートしていると聞いている。池田町、豊頃町、浦幌町くらい

でプログラム作ることも確かに難しいことだし、管理していくことも難しいとは思

うが、広く町民に理解をいただいたところで、多くの方が使うシステムではないと

思う。本当に一部の人が必要に迫られて使うもので、もっと言えば市民後見人をや

ってみようと考える人もそんなにたくさんいるものではないので、広く求めること

が無駄だとは言わないが、早くスタートしたいと思う。 

（回答６） 

市民後見人制度その以前に、成年後見人とはどういうものなのかということを理

解していただかないと、こういう制度であれば私もできるのではないかというとこ

ろで、まず理解していただこうという考えでいます。 

この成年後見人制度というものを活用して後見人となるには、長時間の研修を受

けて、この研修を受けないとなれない。そして研修を受けたからといって資格を得
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られるというわけでもありません。講習、研修を受けたというだけであって、後は

家庭裁判所が後見人を決定するというような形になるものですから、人の財産管理、

またその人の権利等を護っていかなければならないという仕事ですので、単純にや

りますというような形でなれるようなものではないものですから、まずは成年後見

人とはどういったものかということを町民の方にご理解をしていただいて、こうい

う成年後見人という形であればやってみたいというような思いを描いていただい

て、それから市民後見人制度の養成ということで入っていけたらと考えております。 

（質疑等７） 

現状としては、子どものいない高齢者が増えてきていて、後見人がいないとサー

ビスの契約すら出来ないという、特に認知機能が衰えている方がそうだが、着実に

増えていると感じているので、あまり後回しにはできないというのは実感している。 

（回答７） 

身寄りのいないお年寄りが増えているということは現状でありまして、福祉サイ

ドとしても認識しております。現状におきましては、いわゆる成年後見人の専門職

種、弁護士や司法書士がおりますので、その方々が成年後見人となって仕事をして

いるということになっておりますけれども、これからますますそういった方が増え

てくると専門職では支援しきれないという部分においては、市民後見人というよう

な形で活躍が期待されると思うので、市民後見人制度の活躍という部分を見据えな

がら、浦幌町としてもどういう形で養成していくのかということを検討させていた

だきたいと思います。 

（質疑等８） 

民間賃貸住宅建設促進事業は、入居者の予定は単身者なのか、家族持ちの世帯を

対象としているのか。 

（回答８） 

単身者の共同住宅ということで、１棟４戸以上、１棟６戸、１棟８戸といった住

宅であります。 

（質疑等９） 

高等学校等生徒遠距離通学費補助事業について、遠距離の基準として距離の制限

があるのか。また、10人で計上しているが仮に11人の申請があった場合、予算を11

人で割り振りすることとなるのか。 

（回答９） 

基本的には浦幌高等学校が平成21年度に閉校したことへの措置ということで、通

学費に対する補助と下宿費に対する補助ということで、それぞれ経費の中の２分の

１、20万円を限度として、町立中学校を卒業してから高校に通っているお子さんが

対象となっている。 

また、限度額が20万円ですので、10人の方が限度額まで使うと200万円となります

が、これまでの実績では、帯広や池田の高校に通学している中ですと限度額までい

かないものですから、現状では81万円という金額で予算を計上しているところでご
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ざいます。 

（質疑等10） 

学校給食費補助金について、これで給食費は小中学生共に完全に無料になるのか。

一部負担金とかはないのか。 

（回答10） 

今年の７月から学校給食費の補助金ということで相殺され、基本的に保護者の負

担はありません。 

（質疑等11） 

紙おむつの助成事業も浦幌独自のものか。他の町村の状況はどうなのか。 

（回答11） 

紙おむつの購入助成については、管外では実施している自治体もございますが、

管内では浦幌町のみと認識しております。 

（質疑等12） 

大人の紙おむつは実施していないのか。 

（回答12） 

本町におきましては、町単独事業としまして、介護認定者以外の方への町の施策

ということで、この中で福祉用具の購入助成といったところで、購入に対する助成

事業を行っているところでございます。介護保険で給付される福祉用具に対する購

入はもちろんでございますけれども、それ以外に対する補完する事業ということで

町として実施しているところでございます。 

（以下、補足説明） 

今回、後期計画に載せています高齢者の福祉に係ります家族介護支援特別事業と

いった中身に、高齢者等にかかります福祉用具の給付費ということで計上させてい

ただいております。この事業内容につきましては、概要が載っているとおり、福祉

用具の給付に当たりましては、20人を計上させていただきまして、この20人の１人

１万円を12ヶ月、240万円分を計上させていただいているところでございます。 

この事業につきましては、町内の方で道・町民税が非課税世帯に対しまして要介

護の３、４、５の認定をされている方々のご家族に１ヶ月１万円、四半期ごとに３

万円という形になりますけれども、そういった金額を支給しながら介護用品の紙お

むつ、尿取りパット、使い捨て手袋、ドライシャンプー等の日用品、福祉用具に対

しまして、給付にかかる助成ということで実施しているところでございます。 

（質疑等13） 

新事業創出・育成支援組織構築事業支援組織に関する調査研究の費用とは具体的

にどのようなものか。新たに支援組織を立ち上げるという考えでいるのか。 

（回答13） 

基本的には実証事業の中で、若者や移住を希望する方を本町に招いて、一定の期

間の中で農業や林業、漁業等の浦幌町の産業に触れたり、浦幌町の地域資源という

ものを体験した中から、それぞれの方に合った事業を展開していただく、職業を模
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索していただくということで、そういったプログラムを作っていこうという事業で

す。 

今年度はまだ短期間、３日間程度のものから始まっているのですけれども、この

３年間の中でその期間を１週間から10日間、最長は半年間といったことで進めてい

きたいということが、現在の予定でございます。 

（質疑等14） 

第３期まちづくり計画策定時点で、平成32年の時点での人口の目標を5,000人と

いうことで設定したが、平成32年で5,000人の確保は難しい状況であると思うが、こ

の目標のままでいいのか。 

（回答14） 

将来人口の考え方ですが、平成23年度から始まりました第３期まちづくり計画に

おきましては、10年後の平成32年度の人口が4,566人になるという推計でしたが、

5,000人を切らないための取組みとして、重点プロジェクトということで、居住環境

の整備、雇用の場、子育て環境の充実ということで、３本柱で行ってきております。 

平成26年度末人口が5,198人ということで、５年経過する中で人口が落ちてくる

のは避けられないところはありますが、各種施策を取組む中で急激な人口減少を抑

え、緩やかな減少ということで、少しでも最初の形で進めて参りたいと考えており

ます。 

（前回の専門部会に関する回答） 

８月の審議会の部会の時に介護職員の確保がなかなか難しいということで、事業

者が積極的にやるべきではないかというご意見や、事業主だけではなかなか改善で

きない問題であるということで、何らかの形で基本計画の変更や重点プロジェクト

の中でそういったものを明示できないかというご提案を受けております。 

現在、重点プロジェクトの１つとして浦幌町のホームページの中でハローワーク

の求人情報を掲載しています。こちらには、浦幌町に係る色々な職種の募集が載っ

ていますが、造林作業員、林業作業員、介護の職員、看護師、保健師、土木作業に

係る運転手の確保であるとか、食品製造業、そういった事業に係る募集等を１週間

から10日刻みで更新を行っております。 

ただ、年間通して募集が36人、37人程度で、常時このような人数が載っており、

専門部会では介護職員の確保についてご意見がありましたが、様々な業種や企業に

係る募集がこうやってある中で言いますと、特定をした中で進めていくということ

は厳しいというように考えております。 

人口減少が進む中で、総体的な働き手の不足とか、そういったものに対策を打っ

ていかなければならないということで、これまでも重点プロジェクトを行っている

ところですが、現段階におきましては、なかなか決定的なものがない状況にありま

す。 

なお、継続事業の雇用促進事業補助金制度は、中小企業者やＮＰＯ法人も対象と

なっており、正規雇用を行った場合、１年限りですが１年につき48万円の交付をし
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ておりますので、活用していただきながら、職員の確保につきましてご理解をいた

だきたいと考えております。 

 

＊総務専門部会（10月７日開催） 

（質疑等１） 

子宮頸がんワクチンについて、テレビ等で子宮頸がんワクチンによって手が動か

なくなる等の症状が出たといったことが報道されていたこともあり、実績で０人と

なったのではないかと思う。安全性が確認されるまでは例えば検診に力を入れるた

めに助成するといった形の方が良いのではないか。 

（回答１） 

ご意見のとおり、子宮頸がんワクチンの副作用について報道等で問題になってお

り、任意接種の時も副作用についての説明をした上で接種するといった方に対して

補助をしてきています。 

後期実施計画につきましては、予防接種事業に組み込まれていますが、こちらは

国において定期接種として定めたものになります。ただし、副作用について解決は

されてはいないということであります。 

（質疑等２） 

重点プロジェクト１の中で、高校の通学費補助等、色々と入れ替えをしたから新

規としているのか。 

（回答２） 

前期実施計画から実施している事業ですが、重点プロジェクトとしては新たに追

加ということになりますので、新規という書き方をしております。 

（質疑等３） 

重点プロジェクトにした方が良いだろうという判断はどこでしたのか。 

（回答３） 

国は地方創生法に基づき、日本全体の人口減少に歯止めをかけるということで、

都道府県、市町村が人口ビジョンと総合戦略を策定し、将来的な人口減少を食い止

めるということで、国全体が動いている状況でございます。 

本町は、第３期まちづくり計画で5,000人を切らないまちづくりを目指すという

ことで、計画事業について進めて参りました。こちら中間年を迎えまして、人口が

平成26年度末で5,198人ということで、人口減少がどんどん進んでいる状況でござ

います。重点プロジェクトに関しましては、人口減少に歯止めをかけるというもの

に関しまして、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

境の整備充実といった部分を踏まえて前期から進めて参りました。 

また、後期におきましては人口減少に少しでも歯止めをかけるため、重点的に実

施する施策を増やそうという考えの下、前期実施計画で他の章に入っていた事業に

つきましても、人口減少に歯止めをかける事業ということで、重点プロジェクトに

移行させていただいたところでございます。 
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（質疑等４） 

新事業創出・育成支援組織構築事業は、支援組織に関する調査研究にこの予算を

使っていくということか。 

（回答４） 

起業、創業を考える人材を都会から浦幌町に受け入れをして、その各種支援をし

ていくことになりますが、まずは浦幌町の地域資源に触れながら、新しい産業の起

業、創業のきっかけ作りをするというものでございます。実際のところは起業、創

業を目指している方に浦幌町に来てもらって、ある程度の期間、研修をしていただ

いて、その中で浦幌町での働き方、暮らし方を見つけていく、作っていく機会を提

供するというものでございます。 

今年度につきましては２、３日間という短期間ですが本州から浦幌に来ていただ

いて、見ていただくということで進めているところでございます、今後、１ヶ月滞

在して研修をしたり、３ヵ年の事業として考えておりますけれども、最終的には６

ヶ月くらい滞在していただいて、浦幌の地域資源を見ていただきながら、浦幌町で

企業を起こしていただきたいということでの、そういったきっかけ作りでの場の提

供を目的としております。 

（質疑等５） 

民間賃貸住宅建設促進事業について、平成28年度、29年度だけ記載されているが、

平成27年度から３ヵ年の事業ということか。 

（回答５） 

３ヵ年ということで、今年度から始まっている事業です。平成28年度から後期と

いうことで新規という形で掲載されておりますが、現在、浦幌町には単身者用の住

宅が非常に少ないということで、早期に解消したいということで、３ヵ年で区切っ

て実施するものでございます。 

（質疑等６） 

医療費の無料化ついて、高校まで無料化にしているところもあるようで、これに

関しては国のお金は使われていないようだが、何でもかんでも医療費無料化にする

ことに対して、国の方で助成金は出さないということを先日報道されていたが、浦

幌の場合は、これを見る限りでは地方債なので使っていないという解釈でいいのか。 

（回答６） 

医療費の無料化について、北海道が実施する部分も補助の対象となるという形に

なっております。それ以外の純然たる町の負担分について、現在のところ地方創生

交付金と過疎債を活用しているという形になります。 

国では出さないというような形で、地方創生交付金が入っておりますが、道の補

助金が続く限り道の補助金をいただき、その残分については町の負担となりますの

で、過疎債等で対応していくという方針となっております。 

（質疑等７） 

金を出して人を集めるということになっていて、他の町村でもやっているし、ど
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うしようもないのだろうとは思うが、医療費無料化、子どもを産んだらいくら渡す

とか、他の市町村もやっているし、他にいい案があるかと言われるとない状況にあ

る。国の言い方だとしても地方創生といいながらも金をやるからアイデアを出せと

なっているのは、本末転倒というか、根本的なところで違うという気がしてしまう。

（意見としてなので、回答はいらない。） 

（前回の専門部会に関する回答） 

８月26日に開催されました部会の中で、基本計画の変更についてご審議いただき

ましたが、携帯電話のエリア拡大の中で情報端末機器が急速に普及している状況を

考慮した文言を入れて推進してはどうかというご意見をいただきました。 

このため、主要施策の(2)町民への情報発信の強化というところに「及び情報端末

機器の普及に伴う通信環境」という文言を追記させていただきました。 

実施計画にはこの部分については事業としては載っていませんが、通常予算の中

で厚内、上浦幌、吉野の公民館に、新年度でwifiの機器を設置するということで現

在考えておりますのでご了解いただきたいと思います。 

 

＊教育文化専門部会（10月９日開催） 

（質疑等１） 

健康公園噴水改修工事について、これだけの金額をかけて更新するくらいならい

らないと思う。 

（回答１） 

噴水につきましては、漏水しておりまして、それを補修、修繕するということで

事業費を上げさせていただいております。かなり年数が経っているという状況にな

っておりますが、公園ということもございますので、来た方の心を安らげるとか、

そういった効果も当然あるものですから、ある物を直して維持していきたいと考え

ております。 

（質疑等２） 

2,000万円ということだが、ウレタンの部分も含めて全部張替えになるのか。 

（回答２） 

漏水している部分だけではなく全部補修ということになります。 

（質疑等３） 

なかなか納得しましたとは言い辛い部分があるかと思う。2,000万円という投資

をするのであれば、人にかけた方がいいと思う。意見として聞いていただきたいと

思う。要望としては再度検討して欲しいという要望をすることはできる。 

真っ向から反対ではないが、例えば使わなくなったといった場合に、美観的には

どうなのかと思う。 

2,000万円というお金はともかく、健康公園の噴水をあのままにしておいて、衛生

的なことなどから言えば逆にどうなのかということもあるので、補修をしないであ

そこを綺麗にするという選択ができるのであればその方がいいということになる
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かもしれない。 

（回答３） 

美観のことは、当然、青いシートでくるんでそのままにしているという状態は非

常に見苦しいと思います。利用される方は確かに多くはありませんが、利用される

方もいらっしゃるので、公園としては噴水があるかないかでは違うということもあ

ります。金額的には小さい額ではないのですけれども、噴水によって来る方も増え

るということを期待もしてということで事業費を上げさせていただいているもの

でございます。 

（質疑等４） 

ハローパークの噴水にしても、今年非常に暑い日があった時に、小さい子どもが

遊んでいる姿を見た。ああいう光景が健康公園でも頻繁に見受けられるのであれば

非常にいいが、やはりハローパークとは立地条件が違うので、ついでに寄っていこ

うだとか、そういう気持ちになる場所でなければ、奥のほうにあるから、指定管理

者の方にもその旨を伝えて、誘導するような何かがないとどうか首を傾げる町民が

多いかと思う。その点も踏まえて説明できるように検討して欲しいと思う。 

駅にも噴水があるが、年間を通しても２ヶ月か３ヶ月くらいしか噴水が上がって

いない。あとはシートをかけている。寒い時期は。もったいないと思う。保育園や

幼稚園の子どもたちが夏の暑い日に１回か２回来て遊びはするが、本当に２ヶ月く

らいしか噴水が上がっていないのに、どうしてこんな寒い地方で噴水を作るのかな

といつも思っていた。 

公園に噴水は付き物だという先入観が昔からあるので、やはり設計事業者は公園

には噴水で、後の管理は考えてなかったのではないか。こんなに補修に経費がかか

るとは考えていなかったからこんな風になってしまったというようにしか見えな

いが、どうしても町民のために、子どもたちのために必要なんだという強い説得理

由がないとこういう噛み合わない話になってしまうから、どうか絶対必要なんだと

言えるだけの説明ができるようにして欲しい。 

（回答４） 

北海道という地域性では噴水を使える期間は短いということはありますが、イベ

ント等で噴水を見に来る子どもを増やす、子どもたちだけではなく、大人も健康公

園に来ていただけるようなイベント等をしっかり考えて、この2,000万円が無駄で

はないという事業を考えていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

（質疑等５） 

生涯学習広域連携事業で、豊頃町との研修会だが、継続でこのまま事業としてや

っていくのか。もう終わるようなことを言われたと思うが。 

（回答５） 

浦幌町と豊頃町ということで載っておりますが、今年度から幕別町と池田町も加

わることになりまして、事業概要について、浦幌町・豊頃町社会教育委員合同研修
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会というところを東部４町ということで訂正をさせていただいて、金額も訂正をさ

せていただきたいと思います。 

（質疑等６） 

小中一貫コミュニティ・スクール事業だが、行事とか学校で呼びかけをした時に

来ていただいているが、学校にある程度予算的な物でお礼が出来るような形のもの

を与えているのか。報酬として適正なのかどうかをお聞きしたかったのと金額も

年々幅があるが、その辺の理由もお聞かせいただきたい。 

（回答６） 

学校運営協議会委員については、学校長を含めて６名ということで委嘱をさせて

いただいております。そういう方々には報酬、謝金という形でお渡ししております。 

学校支援という方々は、ボランティアということで、無報酬でお願いをして活動

をしていただいておりますが、学校運営協議会委員の方々には若干ではありますが

謝金という形でお渡ししております。 

また、事業費が平成31年度以降若干減っているというのは、先進地視察を平成24

年度から続けて参りまして、道外研修視察の旅費については、平成31年度以降は少

なくしているということで、事業費の減という形になっております。 

（質疑等７） 

スポーツセンターのシンプルバレーやバドミントンで使っている支柱やネット

は、指定管理者で整備するのか、町で備品として管理するのかどちらになるのか。 

（回答７） 

小破修繕であれば、指定管理者の方で見ていただくことになっておりますが、金

額が高額になれば、町の方で支出するという形になります。 

（質疑等８） 

学校給食費は、全て無料化になるのか。 

（回答８） 

学校給食費については、学校給食法に基づいてお支払いいただいていますが、学

校給食法では保護者の負担となっております。このため、保護者の方に給食費相当

分の補助金を支給し、その補助金でお支払いいただくということで、実質的に無料

化ということになります。 

（質疑等９） 

出産祝金について、金額的にも抜本的に変わっているが、子どもを産んで、お金

をもらっていなくなるということはあり得ないか。 

例えば、生まれた時に半分渡して３歳でもう半分渡すとか、小学校に入ったらお

祝い金を渡すとか、５年間くらいはその子を育ててもらわないと危険でないかと思

いますがどうですか。 

（回答９） 

出産祝金は、これまで町民の出産を全体でお祝いしながら、次代を担う子ども

たちが健やかに育つようにということでお渡ししているものです。 
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本町は一律５万円ということで、贈呈してきましたが、管内では、本町の他に

池田町、豊頃町、中札内村、新得町、更別村、足寄町ということで、７町村が出

産祝金制度を設けています。 

現在は、６ヶ月以上住んでいる方を対象としていますが、贈呈した後に転出した

場合についての規定はしていない状況にあります。 

ご意見のありましたことにつきましては、今後、金額の改正の条例改正を行いま

すので、併せて、懸念される部分について検討させていただきたいと思います。 

（質疑等10） 

民間賃貸住宅建設促進事業について、この内訳をもう少し詳細に教えて欲しい。 

（回答10） 

１棟４戸以上の民間賃貸住宅建設への補助ということで、１戸当たり70万円と

考えております。420万円の内訳は、１棟６戸の共同住宅で１戸当たり70万円かけ

る６戸ということで、420万円となっております。 

（質疑等11） 

新規創業等促進補助金とあるが、町内の人が創業した場合にも対象になるのか。

町外のみが対象か。 

（回答11） 

商工業対策ということで、現在、商工会とも話しながら具体的なものを詰めて

いる最中ですが、基本的には新規創業等の促進補助金ということで、新たに創業

する方ということで、個人も法人も含めています。 

業務転換とか新起業、新事業に進出する町内の中小企業も含まれているのです

けれども、これについては新たに取り組むことということで、町内、町外問わず

新たな事業を起こす方への補助金ということで考えているものでございます。 

 


