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開議 午後 １時３０分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

いたします。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 平成23年第４回浦幌町議会定例会、本日11日の運営について６日午後、議会運営委員会

を開催し、協議をいたしましたので、報告いたします。 

 本日は、一般質問であります。一般質問は、二瓶隆議員、杉江博議員、関井雅明議員、

差間正樹議員、福原仁子議員、中尾光昭議員の６名より９項目の通告がなされております。

質問順につきましては、通告順に指名されるよう議長に申し入れております。 

 なお、本日の日程は一般質問で終了でありますが、年１回の日曜議会であります。議員、

理事者ともに傍聴される皆さんにわかりやすい質疑を心がけていただきますとともに、活

発なる質疑を期待いたしまして、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇田村議長 日程第２、一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。 

 初めに、５番、二瓶隆議員の質問を許します。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 本定例会において通告に従って一般質問をさせていただきます。 

 指定管理者制度の導入に係る成果についてを伺います。平成15年９月、地方自治法の一

部改正により町の公の施設管理に関して指定管理者制度による民間での管理が可能とな

り、指定管理者制度による指定管理または直営による管理のいずれかとなり、行政におけ

る民間のかかわりが拡大されるものとして本町でも一部公の施設において指定管理者制度

の導入による管理を進められております。 

 そこで、導入後数年を経過した現在において、今後公の施設管理形態にも大きく影響す

ると思いますが、これまで進められてきた指定管理者制度の成果についてどのようにとら

えられているかを伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 町長。 

〇水澤町長 二瓶議員の質問にお答えをいたします。 

 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の

施設の管理運営に民間のノウハウを活用しながら住民サービスの向上と経費の節減を図る

ことを目的に、平成15年６月の地方自治法改正により創設されました。従来公の施設の管

理運営は、町が直接行うほかは、町の出資法人や公共的団体のみが行うことができ、株式

会社などの民間事業者へは施設の清掃等一部の業務のみ委託することが可能でした。しか

し、この制度の創設により民間事業者でも公の施設の管理運営を行うことが可能となりま

した。本町においても、現在15施設について指定管理者による管理運営を行っています。 

 ご質問の指定管理者制度の導入の成果でありますが、導入施設全般についてお答えさせ

ていただきます。指定管理者制度の導入により、公の施設管理への民間事業者の事業機会

の拡大が図られ、それに伴い新たな雇用創出による地域活性化に寄与しているものと判断

しています。また、営業、販売といった自主事業の展開においては、民間の柔軟な発想と

卓越した経営ノウハウが生かされ、どうしてもかたいといった行政の接遇面においても民

間事業者によることによって親しみやすいといった声も聞かれるところであります。さら

には、指定管理者の選定に際しましても、非公募による施設もありますが、公募による場

合にあっては競争原理が働き、行政コストの縮減といった点においても一定の成果が上が

っているものと判断しています。指定管理者制度施行から８年が経過し、各地方公共団体

においてさまざまな取り組みがなされる中で、全国的な事例としてコスト面が過度に重視

されることによるサービスの質の低下や雇用条件の悪化を招いた事例、事業採算の見込み

違いから経営破綻や事業撤退、それに伴う指定取り消しが行われた事例などがあり、留意

すべき点も明らかになってきています。町では、地方自治法に基づく報告、調査、指導等

に加え、浦幌町指定管理者制度導入施設のモニタリングに関する基本方針により管理運営

状況の点検、評価を行っていますが、今後も引き続き指定管理者制度導入の成果と課題を

検証し、さらなる住民サービスの向上に向けて官民がお互いに学び、対話を通じて指定管

理者制度に関する課題、問題点を解決し、知識、技術、ノウハウを高め、質の高い効率的

な公の施設のサービスの実現を目指すとともに、必要に応じて制度運用のあり方を見直し

てまいりたいと考えています。 

 以上、二瓶議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇二瓶議員 ただいま答弁をいただいたわけでございますけれども、15の公の施設におい

て指定管理制度により一定の成果が上がっているとの内容でございました。これらの中に

は、本年から指定管理者制度に変わった留真温泉と模範牧場も含まれているのかなという

ふうに認識をしております。それぞれ１年満たない状況にあり、一定の成果ととらえるの

は性急な部分もあるのかなと思います。まして両施設とも利用者から年間の利用料によっ

て施設運営に大きく影響するもので、むしろ今後の動向について気がかりとなるものです。
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私は、全施設を一くくりに判断するのではなく、この温泉と牧場については現状から今後

の運営を含めた答弁もいただけるのかなと思っていた次第でございます。 

 そこで、お伺いをします。利用料金のみが収入財源とする施設においては、施設や設備

の整備、その施設管理運営に係る根幹をなすものであり、留真温泉については施設や整備

における町の整備計画は完了しておりますが、模範牧場においては第３期まちづくり計画

で平成23年度から26年度までの４年間で施設整備をすることになっております。これが順

調に計画実施されるか、もしくはされない場合があると、委託を受けた事業者の事業計画

にも大きく影響し、場合によっては死活問題ともなると考えられます。本年度予算の状況

から計画どおり進められておりませんが、そのことに関し事業者に影響はなかったのかど

うか、また今後どのように計画を進められるのか、この２点について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 ただいまの再質問についてご説明申し上げたいと思います。 

 まず、１点目といたしまして、平成23年度からのまちづくり計画の中における事業計画

について進んでいないということについてのお尋ねだというふうに思いますが、平成23年

度からの事業計画につきましては先般第３回の定例町議会においてもお話ししたとおりで

ございまして、平成24年度から１年おくらせまして事業計画を実施してまいりたいと、現

在その事業計画の詳細について指定管理者のほうとも打ち合わせを行いまして、平成24年

度予算において予算を計上してまいりたいというふうに考えております。ただ、この中で

若干、今指定管理者のほうとも話している中で事業計画の変更といいますか、どの施設を

先にやるかというふうな部分については若干変更が出るものと思います。また、今後にお

いてもその中でもう少し詰めなければならないというふうな部分もございまして、平成

24年度からの中では実施してまいるというふうに考えております。 

 それと、この変更が指定管理者の事業計画に影響を及ぼして、それが死活問題につなが

るのではないかということについては、この施設の整備計画につきましてはあくまでも老

朽化によるということの施設の整備計画でございますので、現在その施設がないことによ

って支障を来しているとか、預託において支障があるとかということではございませんの

で、あくまでも老朽化ということでございますので、現有施設の中で行っていただいてお

り、事業計画に支障は出ないものというふうに考えております。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇二瓶議員 ただいま説明をいただいた中で、老朽化による施設の建てかえということで

大きな支障はないという答弁をいただいたわけでございますけれども、改めて伺っておき

たいと思います。 

 第３期まちづくり計画における模範牧場の施設整備計画について、今までの議会の説明

では預託牛のストレスを解消するための施設整備をしなければならないということもお話

しされたかと思います。ストレスの要因は、いろいろな要因があると思いますけれども、
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その中で施設の老朽化による環境悪化も要因の一つとしてあったのかと思いますけれど

も、引き受けた牛がストレスを抱えるのであれば、幾らかの余裕はあるにせよ、早急に施

設整備を行っていくのが当然でなかろうかと思います。そういった中で、23年度から実施

する計画を立てられたのかなと思っております。そのことも含めて、改めて模範牧場の施

設整備計画について伺っておきたいと思います。 

 ただいま説明の中にありましたように、設備の順番も多少変わるというようなお話もご

ざいましたけれども、何がどうして施設が整備を必要とし、その整備の優先順位というも

のを今後決めていかなければならないと思いますけれども、その根拠等もちょっとご説明

をいただきたいと思います。 

 また、指定管理において委託を受けた業者、また指定管理施設内でみずからの企業活動

を行うのは当然でございますけれども、その際指定管理施設にある機械設備等も利用する

ことは制度において反することと思います。そういった中で指定管理という部分と、もし

何か事業をやる場合においても指定管理についてはきちっとした形でやっていただかなけ

ればならない。と申しますのも、町長もよく言われる地域において畜産振興、このことを

考えるときにやっぱり地域の乳牛生産者の方々が安心して預けられる浦幌模範牧場であっ

てほしい、私自身もそう願うわけでございます。そういった中できちっとした形をとって

いただくためにも、町長の考えを改めてちょっと伺っておきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 まず、優先順位ということのご質問でございますが、これにつきまして

は現在ある施設のうち老朽化によって建てかえるものの中で畜舎については将来的に昆布

刈石団地へ移していこうというふうに考えておりまして、そのために平成24年度にはまず

えさを確保するということからバンカーサイロの整備をしていきたいと。その後25年には

畜舎の整備、そして哺育舎、そして待機舎というふうに考えておりますが、哺育舎につい

ては、これについては改築というふうな形のお話はしておりましたが、この点については

老朽化の中でもまだ修繕で何とかできないのかということも今現在検討しているところで

ございます。事業計画の順番につきましては、若干別敷地移転というふうなことでえさを

確保しなければならないということから、一番最後にバンカーサイロというふうな計画で

ございましたが、これを一番先に持ってくるというふうに変更していきたいなというふう

に現在は考えております。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 まず、模範牧場の指定管理につきまして、ストレス云々ということは議会の

皆さんといろいろお話をして誤解があったという点もありまして、22年の第４回定例会で

私のほうからその点については訂正をさせていただくということで明確に申し上げている

ところであります。老朽化の施設の建てかえによってこの事業を進めていくと、事業計画
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をきちんと徹底しながら進めていくということを申し上げているところであります。 

 また、今２番目の質疑の内容が私もちょっとわからなかったのですけれども、指定管理

者が自主事業をやる場合ということであるということであれば、答弁させていただきたい

と思います。指定管理者が自主事業を行うということについては、これは指定管理を行う

指定管理者がきちんと指定管理を受けたものについて事業をきちんと行っていただく、そ

の上で自主事業を行っていただくということについては、民間法人でありますので、これ

については私どもが申すべきものではないだろうというふうに思っています。ただ、指定

管理をしているものについて手抜きがあったとか、自主事業をやることによって指定管理

者がきちんと事業をできないということであれば問題でありますけれども、そのようなこ

とがない限り自主事業を行うということについては何ら問題ではないのではないかという

ふうに考えているところであります。 

〇二瓶議員 以上で終わりたいと思いますけれども、いずれにしても本当に乳牛生産者の

方々、安心でき得る浦幌町模範牧場であっていただきたいということを心からお願いをし

て、質問を終わりたいと思います。 

〇田村議長 これで二瓶隆議員の一般質問を終わります。 

 次に、８番、杉江博議員の質問を許します。 

 杉江博議員の質問は、項目ごとに行う旨の申し出がありますので、これを許します。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 通告に従い、質問させていただきます。 

 まず、１項目めの南浦幌地域の防災対応を早急にということでお尋ねをいたします。町

は、3.11東日本大震災後、防災マップの見直しを今年度中に作成するとしてきましたが、

住民意見を含めて避難対策などほぼでき上がった地域もある中で、南浦幌地域の対応につ

いては豊北地区にサイレン設置の話を行政区にされたのみであります。豊北、十勝太につ

いては、入り江でありませんので、重要視されていないのでしょうか。サイレン設置の件

も問題点を含め、緊急的対応をされないまま事態が進展していない状況の中で、災害はあ

す起きるかもしれない不測の事態に住民の不安は募るばかりであります。補正予算も準備

し、調査中であることは理解しますが、住民を含めた地域ごとの納得できる防災対策を早

急に作成すべきであります。ここで改めてこれまでの経過と今後の対応について伺いたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員のご質問にお答えします。 

 南浦幌地域の防災対応についてでありますが、本年３月11日に発生しました東北地方太

平洋沖地震以降、本町におきましても地域における避難態勢、避難所の管理等さまざまな

課題が浮き彫りになってきたところでありますが、早急に取り組まなければならない課題

につきましては地震、津波に対する対策であろうと考えているところであります。 



 － 8 － 

 ご質問にあります豊北、十勝太地区の対応でありますが、本年６月９日に豊北地区地域

住民の皆様の環境整備作業、懇談の場に声かけをいただき、自主防災組織の育成、ハザー

ドマップを用いた地域防災についてご説明をさせていただきました。その中で３月の震災

時の状況から、防災サイレン等について公的な避難告知の方法や海岸線への整備の必要性

等についてご意見をいただいたところであります。その後、南浦幌地区連合行政区長会よ

り同様の要望をいただいております。 

 本町の防災行政無線につきましては、昭和58年12月に整備されてから28年が経過してお

り、そのため老朽化による中継局の出力低下が保守点検により指摘され、また電波法の改

正等により現在のアナログ方式からデジタル方式への移行が必要となることから、本年第

３回町議会定例会で防災行政無線の電波伝搬調査委託料の補正予算の議決をいただき、機

器の更新計画策定に向けて検討を行っており、同内容について南浦幌地区連合行政区長会

に回答させていただいております。現在デジタル化に向けた設備の手法について、無線だ

けではなく、本町に敷設してある光ファイバーケーブルを活用した整備、コスト面等の検

討を進めているところでありますが、いずれにいたしましても平成24年度において津波被

害が想定されます海岸線に整備してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたい

と思います。 

 また、ご質問いただいたとおり、災害はあす起きるかもしれないということから、災害

が発生した場合の避難所の確保が急務であろうと考えております。津波警報等発令に伴う

避難所につきましては、十勝太地区住民の皆様については模範牧場に避難していただくと

しておりますが、豊北地区につきましては、現在北海道が実施した津波浸水予測により本

町で作成しておりますハザードマップでは津波による浸水域については海岸より国道

336号までとなっておりますことから、安全性を考慮し、新養老コミュニティセンターに避

難していただくとしており、本年度中に災害用毛布等の整備を行ってまいります。 

 この津波浸水予想図にかかわりまして、３月の震災発生に伴い、現在北海道におきまし

てさまざまな角度から見直しがされておりますが、その見直し後の基礎データ等を本年度

中に沿岸市町村に提供していただけることになっておりますので、本町が現在配布してお

りますハザードマップにつきましても平成24年度中に見直しを行い、周知を行ってまいり

ます。 

 また、避難所、避難経路等確認していただき、そこにある危険や問題点等を再認識して

いただく災害図上訓練を本年度中に十勝太地区で予定しております。 

 本町の防災対策の基本計画であります浦幌町地域防災計画につきましては、さきの平成

23年第２回及び第３回町議会定例会の一般質問に対し答弁させていただいておりますが、

現在平成24年度中の地域防災計画見直しに向けて作業を進めており、見直しに当たりまし

ては地域住民の皆様のご意見を拝聴し、最終的に本町の防災会議のご審議をいただきたい

と考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 以上、杉江議員の答弁といたします。 
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〇田村議長 再質問を許します。 

〇杉江議員 ただいまこれまでの町の取り組みについて説明がありましたが、何点か再度

質問したいのですが、行政区要望のサイレン設置、それからサイレンの効果の検証、当初

提案された状況の中では十分でないということは行政のほうも承知していると思います。

そのほか、これから最終的に24年度中にハザードマップの公表をするということでありま

すが、その間の対応、この海岸地域の皆さんは非常に海の音でサイレンや消防車が広報ス

ピーカーで鳴らして歩いても聞こえないということが現実なのです。その辺の対応をこの

防災計画確定するまでの間にどういう対応をされるのか、あすでも起きる災害のためにど

ういう対応を今しようとして対応策持っているのかということです。ご承知のように、

3.11の東日本大震災では消防団員が殉職213名でしたか、３名か４名か、また消防団員殉職

以外でも339名亡くなったと言われているのです。そういう事態にならないためにも、この

3.11のときにも海岸線回った消防団員からもう今津波が来るというのに向かっていくのか

というような話も聞こえております。そういうことの対応のためにもきちっと防災対策、

仕上がっていないなら、それまでの対応をどうするのかということを早く出してほしい。

内部では決まっているのかもしれません。しかし、私らにはわかりません。そういうこと

が１点。 

 それから、336国道沿いに国に対してサイレン設置要望していますよね。行政要望という

ことで国にしていると思います。この辺のことが実現できれば一番よろしいのでしょうが、

財政的なことを含めて国がやっていただけるということが望ましいですが、この辺のこと

についての見通しがあるのか、非常に経費のかかることだと思うのですが、自治体負担で

なく国がやっていただけるという対応があれば一番好ましいなと思っておりますが、この

辺の見通しはどうなのか。 

 それから、先ほども答弁にありましたけれども、豊北の336までで津波対応はいいのかと

いうことです。私たちもわかりません。原発の被害予想ではないですが、みんなそれぞれ

の判断して、だれの話信用していいかわからない。浦幌でもある大学の先生が336まで大丈

夫だと言われたと。しかし、そんな保証はないのです。ですから、先ほども答弁にありま

したように、養老コミセンに避難用の用具も用意するということであります。これは、早

急にもちろんしていただかなければなりませんけれども、336まででいいのかということを

含めて、十勝太地区、今も開発が浦幌十勝川の堤防施工しております。この堤防施工が本

当に津波に対応できる規模なのかどうか、私たちも規模については全然報告も受けたこと

ありませんからわからないです。現在も工事やっております。冬工事もやっております。

これがどこまで延長されてどういう規模でやっておられるのか把握できていたら、報告し

ていただきたいのと、津波対応にどのぐらいの効果があるのか、このこともはっきりしま

せん。 

 そして、十勝太地区は、避難場所を模範牧場としておりますけれども、336国道に沿って

避難すれというのか、地域の人は裏山あるから駆けのぼればいいのだろうというふうな言
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い方もされております。しかし、そうはいっても夏は草がある、冬は雪がある、どこ通っ

て裏山に上がればいいのと。こういうことで地域の方は、本当に避難場所だけ指定されて

いるけれども、どういう対応したらいいのだということが地域の声、現実なのです。先ほ

どの答弁もありましたように、第２回の定例会、第３回定例会それぞれ多分６名の方がこ

の防災について一般質問やっていると思います。何らかの南浦幌についてのそういう関連

した報告もあるのかなと思いましたけれども、十勝太地区については本当に大ざっぱな対

応の中でお話しされているだけで、今申し上げたような具体的な方法がない。そういう中

で、先ほどの答弁の中では住民含めた図上対応するということでありますけれども、ぜひ

早い時期に地元の方によくわかってもらえるような、そういう対応していただきたいと思

っているところであります。特に冬場に向かっての、あるいは夏場の草の処理、避難路を

きっちり整備するのかどうか、そういうことも含めて町はそういう対応について住民と一

緒になって納得できる避難対応策を策定していただきたいなと思っておりますが、これら

について再度伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 何点か再質問ございましたので、私のほうから何点か説明させていただ

きます。 

 まず、１点目の防災サイレンをつけるまでの当分の間の災害対策についてどうするのだ

という関係でございます。これらについては、災害対策本部が設置された中においては、

今までどおり消防団の協力いただきながら状況判断した中で地域住民に連絡をしていくし

かないというふうに現在考えているところでございます。また、それらの有線も通じる場

合について、災害対策本部としてその有線を利用した中の情報伝達というものも必要かな

というふうに思っています。いずれにいたしましても、その災害の状況等を判断した中で、

今までどおりになろうかと思いますが、消防団の協力を仰ぐということが基本になろうか

なというふうに思っています。 

 また、２点目の336の関係の国へ要望している防災サイレンにつきましては、先般も国と

協議した中では集落数が少ないということを含めた中で、また国としては集落的な問題も

含めた中で戸数的な問題を含めた中でちょっと難しいという中身でございます。ただ、そ

れらについては、336号に何とかサイレンをつけていただきたいという話は継続して進めて

まいりたいというふうに思っています。 

 それから、336で本当にとまるのか、この浸水関係につきまして。これにつきましては、

町長のほうから答弁申し上げましたが、北海道が平成16年、17年、この２カ年で北海道沿

岸ですか、東部に対する一応シミュレーションというものをつくりながら、現在できてい

るハザードマップになっております。そういった中で、先般東部のほうの教育委員会の研

修会がございまして、そのときに北大の北海道防災会議の地震火山対策部会の専門委員会

のワークショップの委員でございます平川教授が来られまして、その際お聞きした中では
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336でとまるでしょうというお話を聞いております。ですが、現在北海道におきまして、こ

の津波浸水予想図につきまして現在さまざまな角度から検討しているところでございまし

て、その見直しのデータ、基礎データがこの沿岸市町村に提供していただけるというふう

になっています。その提供をいただいたデータによりまして、再度防災計画の中でこの

336号については検討してまいりたいというふうに思っています。 

 また、十勝太地区の関係でございます。確かに模範牧場が逃げ場所ですよと、一時避難

場所ですよということで指定をさせていただきますが、その経路については自由に山に上

がってくださいというような現在の状況であろうと思います。そういったことも含めなが

ら、近々開催します災害図上訓練の中でシミュレーション等をいただきながら、住民の意

見を聞きながらその経路についても確保していきたいというふうに思っています。また、

当然336のほうに津波が来ますと、その一時避難した後の対応について、やはり十勝太の牧

場の裏山を抜けて静内のほうに向かってこなければならない線もございます。それらにつ

いての現状把握をしながら、十分それらを含めて対応していかなければならないというふ

うに思っていますので、理解をしていただきたいと思います。 

 一応４点ほどだというふうに思っています。いずれにいたしましても、一番大事なのは

地域の住民の意見を聞きながらこの防災計画の見直しをしていかなければならないという

のが基本であろうというふうに思っています。ある程度審議会、また庁内会議等をしなが

ら、来年度できれば地域に入っていった中で各公民館等の中身の意見も聞いてまいりたい

というふうに思っておりますので、その辺ご理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇杉江議員 おおむね１回目の答弁にもありましたように、内容についてはとやかく言う

筋合いのものではありませんけれども、１点今再答弁の中で開発のほうが集落が少ない、

人が少ないからというお話がありました。これは、町の課長や町長が言っている話ではな

いというふうに理解はしますが、ご承知のように、話ちょっと飛躍しますが、9.11の貿易

センタービル、あの事件のときに３機目の飛行機がペンタゴンに落ちる、そのときにアメ

リカはどういう協議したか、飛行機撃ち落としたほうが被害少ない、そういう協議してい

たのです。現実に報道されています。ですから、人が少ない犠牲だからいいという、こう

いう議論はいけません。国に言ってください。しっかり言っていただきたい。そんなこと

言っていたら、集落なくなってしまいます。特に今浦幌も、浦幌だけでないですが、限界

集落、50％以上の高齢者がふえてきた、物言わない地域が多いのですから、そういう地域

のこともしっかり、我々のこういう僻地の町村は、中央集権の問題ではなくて、ＴＰＰも

問題になっていますけれども、田舎から崩壊していく、そういう発想の一つのあらわれだ

と思うのです、人がいないから対策できないというのは。しっかりとこのことを上のほう

に言っていただきたい。この１点について再度伺ってこの質問終わります。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 町長。 

〇水澤町長 人命は地球より重い、まさに杉江議員の言うとおりだと私も思います。人が

少なければ、それを放置しておいていいのかという話には決してならないだろうというふ

うに思います。3.11で国民みんなが感じたのは、やはり人工構造物でパーフェクトに津波

を防ぐことはできないということでありました。やはりそのためには、避難をまず第一に

考えるということであります。東北では、津波てんでんこという言葉も皆さんから言われ

ました。本当にそれぞれ自分たちの命は自分たちで守るということも含めて、真っ先に逃

げていくというのが津波に対する対応だということであります。そういう面では、そのた

めに逃げる方策のためにサイレンというもの、告知するということが必要なのだろうなと

いうふうに思っています。電波法の改正によりまして、28年５月31日でアナログからデジ

タルになるということでありますので、私どもとしてはその前に来年24年度からそのデジ

タルのサイレン警報装置について検討して進めてまいりたいというふうに先ほど答弁をさ

せていただきました。皆さんに津波が来たらすぐ逃げれるような、そういう態勢をつくっ

てまいりたいというふうに考えております。そのためにも地域の皆さんとよく話し合いを

進めて、その方策を万全な方策ができるかどうか考えながら進めてまいりたいというふう

に考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇杉江議員 １項目め終わります。 

〇田村議長 次に、２項目めの質問を許します。 

〇杉江議員 ２項目め、水資源の保全対策はということでお伺いします。 

 北海道水資源の保全に関する条例、仮称でありますが、素案が道議会総合政策委員会で

10月１日に報告され、12月２日までパブリックコメントを実施、平成24年４月からの施行

をめどに進められております。素案の概要は、海外資本による買収や使用目的の不明な水

源地の乱開発を防ぐ目的で、市町村長が上水道などの取水地点と周辺の土地を水資源保全

地域として道に提案し、道が指定、事業者責務、土地所有者責務としても保全に関する施

策に協力するものとしており、水源涵養林機能の維持増進として保安林制度の活用や造林、

森林施業の適切な実施など盛り込まれ、道は施策を実施するため必要な財政上の措置を講

ずるよう努めるともしています。売る際は、３カ月前に届け出の義務づけ、違反者は勧告、

従わないものは氏名公表となっております。 

 また、国土利用計画法は、森林の１ヘクタール未満は届け出義務は付されておらず、素

案では下限面積を設けずに、保全地域内のすべての土地を届け出対象としています。指定

に当たっては、市町村や水資源保全審議会の意見聴取、土地の乱開発で水資源の保全に支

障が出る場合なども審議会での意見聴取をし、売り主、買い主双方に法の開発規制内容の

助言をし、適正土地利用を促すとしております。 

 素案は、28項目から構成されており、後段の25項目めには市町村がこの条例と同等以上

の効果を有する条例を制定した場合届け出に係る規定は適用しないとしており、町として

はどう対応されるのか。 
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 また、浦幌町においても簡易水道水源地、川上、川流布、厚内、幾千世、浦幌、５カ所、

広範囲に及ぶほか、地域利用水道組合を含めると10カ所を超える水源地を有しており、簡

易水道水源地においても対応はもちろん、利用組合水源地も町として守っていく責務があ

ると考えます。こうした状況を踏まえると、当然町条例が必要となってまいります。条例

制定も含め、道条例に対してどのように対応していくのか考えを伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員のご質問にお答えします。 

 浦幌町における森林面積は、約５万4,114ヘクタールを有しており、森林の持つ多面的機

能の維持増進を図り、水資源を含む森林資源の保全に配慮し、森林整備の推進を行い、適

切な森林施業を実施することで森林を守り、保安林制度を活用し、水、土、環境保全を確

保しつつ、次世代へ維持していくことが重要と考えています。そのためには、土地所有者

及び土地利用者の森林環境の保全や適正な土地利用に対する意識の向上を目的とした普及

啓発活動が必要であります。 

 次に、水源地の保全対策についてでありますが、浦幌町簡易水道の水源は川上、川流布、

厚内、幾千世、浦幌のほか、中浦幌、十勝太の７カ所があり、また簡易水道を供用開始し

ている区域以外の主な水道利用組合の水源は直別、上厚内、幾栄、下浦幌、十静、宝生高

台の６カ所で、合計13カ所あります。そのうち下浦幌、十静、宝生高台の３水道利用組合

は浦幌町簡易水道の認可区域に統合されており、平成26年度までには簡易水道として整備

する予定でございます。 

 本町の大部分の水源は、道有林や町有林の公有林と大手製紙会社等の社有林であり、民

有林についても防霧保安林等にも指定されておりますが、１カ所の地区については個人が

所有する民有林を水源とする地区がございます。水源地の確保につきましては、個人の所

有する土地もあることから、今後とも土地所有者、土地利用者とともに水源の保全に対す

る共通認識をつくることが重要なことと考えており、水資源にかかわる開発行為や土地取

引行為に対する現行制度による法規制の遵守をしていただくことが必要であると考えてい

ます。 

 お尋ねの町条例の制定につきましては、条例の趣旨を考えたとき、水資源を守るという

観点から制定している先進事例を見ると、取水等の規制を厳しく制限できたとしても対応

としては勧告、中止命令や氏名公表までであり、また個人等が行う土地取引に対して行政

としてはあくまでも売り主や買い主のご理解を得るように助言することしかできないもの

でありますので、現段階で本町が条例を制定したとしても実効性が乏しいものになると考

えております。 

 また、北海道水資源の保全に関する条例の素案に規定されている水資源保全地域にかか

わる市町村長の提案につきましては、12月16日開催の同条例素案にかかわる詳細な提案内

容及び市町村との意見交換会に参加して、その内容を十分踏まえ調査研究の上、水資源に
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かかわる公有林については北海道へ提案する方向で取り進めてまいりたいと考えておりま

す。しかし、民有林については、森林所有者の同意が必要なことから、条例の趣旨を説明

の上、ご同意いただけるよう努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

 以上、杉江議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇杉江議員 私は、昨年も森林と水、それから地下資源を守るための条例制定について一

般質問をいたしました。そのことと関連しているのですが、今回はこの１年の間に道が水

資源の保全に関する条例を制定するということがはっきりしまして、素案について手に入

れることができましたので、改めてこの質問をさせていただいているわけですが、既にご

承知かと思いますが、町内においても先ほど報告のあった１カ所の民有林の所有者、その

方は浦幌の水源地近くの伐採を自主的に遠慮していただいているという状況も既に起きて

いる、町外者の所有者がそういう配慮をしてくれている中で、浦幌町が道の条例に対して

も対応すれば、それでいいということだけで本当に済むのかなということを思っておりま

す。昨年も申し上げましたけれども、温泉の事態の二の舞が起きないようにしっかりと状

況把握をして水資源について保全をしていっていただきたいと、そういう思いからこの質

問しているところであります。罰則規定がなくて公表だけだということですから、実効性

が乏しいといえば、そうなのですが、しかし浦幌町が積極的に保全に対する取り組みをし

ていくかどうか、協力要請をしていくかどうかという姿勢が大切であります。浦幌で単独

にそういう姿勢を持たないで道の届け出、指定を受けるだけの手続で終わるのかというこ

とを私は非常に残念に思っているわけですけれども、当然道に届けというか、しましても

地域周辺の所有者の特定を認められるとか、そういう条項も私見ておりますけれども、そ

うなれば地籍調査を早急に行って所有者の確定もしていかなければならない。所有者の確

定がおくれれば、海外資本による買い取りによって境界の確定もできない、そういう事態

が生まれてくるのです。ですから、条例制定、浦幌町は昨年もこれに関連して条例制定し

ないよということでありましたけれども、今回の質問でも条例制定はしないということで

あります。ぜひ16日にそれの説明会ということがあるようですけれども、十分状況を把握

されて浦幌町の水資源、また周辺の環境が保全されるように対策をとっていただきたいと

いうことを私は切にお願いをするところです。いま一度その辺の考え方を伺いたいと思い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 ただいまのご質問に説明させていただきたいと思いますが、先ほど町長

の答弁にもありましたように、町条例の制定についてはどうしても大きく土地取引を規制

できるものにはならないということがございまして、ここの部分ではやはりどうしても実

効性が伴わないというふうに言わざるを得ないのかなというふうに考えております。 
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 それと、道条例による市町村長からの提案につきましては、やはり所有者の方にご理解

をいただくようにこちらとしても努めてまいりたいというふうに思っております。ただ、

その辺で指定されるということになると、また森林所有者についてもそこでの伐採等につ

いて制限加わるということもございますので、なかなかその辺では難しいものもあろうか

というふうに思います。また、現在１カ所あると申し上げました地区につきましては、大

手の会社が１社、そして個人の所有者が６名というふうなことでございまして、その中で

は大体連絡のつく方ばかりですから、お話をしていくというふうな、大体でないですね、

全員お話のつく方ばかりですので、そういうところでは町のほうからもご理解をいただく

ような努力はしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇杉江議員 以上で終わります。 

〇田村議長 これで杉江博議員の一般質問を終わります。 

 次に、１番、関井雅明議員の質問を許します。 

 １番、関井議員。 

〇関井議員 通告に従い、一般質問させていただきます。 

 スケートリンク、アイスアリーナ、町民球場の管理運営についてお聞きします。現在ス

ケートリンクの造成や維持管理、アイスアリーナ及び町民球場の管理については、平成17年

度よりそれぞれの団体や連盟に維持管理をお願いしており、自分たちができることは自分

たちでやるという協働の精神の中では非常によいと思います。本町も少子高齢化の影響か

らそれぞれ団員数も減少しており、保護者あるいは連盟の人員も減少している中で、現状

においても管理運営が大変厳しくなってきているのが実態です。将来を見据えたとき、特

にスポーツ少年団活動に励んでいる子どもたちにとって直接影響することは明らかである

ことから、教育委員会としての今後の管理運営の考え方についてお伺いします。 

 １つ目に、スケート少年団育成会及びスケート協会でのリンク造成に対する賃金等の支

払いの現状と今後の考え方について。 

 ２つ目、アイスアリーナ管理にかかわる土日の管理人配置と今後の考え方について。 

 ３つ目として、町民球場管理についての草刈り等賃金支払いと球場周辺の環境整備の考

えについてお聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育委員長。 

〇松田教育委員長 関井議員の質問にお答えします。 

 スケートリンク、アイスアリーナ、町民球場の管理運営についてでありますが、各施設

につきましては各種事務事業の縮小や廃止に伴い平成17年度から関係団体の皆様方の深い

ご理解とご協力により管理運営を行っていただいております。スケートリンクにつきまし

ては、スケート少年団育成会、アイスアリーナにつきましてはアイスホッケー連盟が昼夜

を問わず散水作業や製氷作業を行っていただき、また町民球場につきましては軟式野球連
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盟が草刈り等を行っていただいているところであります。関係する皆々様に改めてお礼を

申し上げる次第であります。 

 さて、１点目のご質問のスケート少年団育成会及びスケート協会でのリンク造成に対す

る賃金等の支払いの現状と今後の考え方についてでありますが、昨年度までは町有車両等

使用賃借契約に基づきスケート少年団育成会に散水車を貸付し、スケートリンクの造成及

び維持管理にかかわる経費をスケート少年団育成会会員並びにＯＢの方々にお支払いしな

がら実施してきたところであります。今後につきましては、本年４月に設立されました浦

幌町スケート協会にスケートリンク造成と維持管理につきましてご協力いただくことか

ら、同協会と協議をしながら進めてまいりたいと考えております。 

 ２点目のご質問のアイスアリーナの管理にかかわる土曜日、日曜日の管理人配置と今後

の考え方についてでありますが、12月からは平日及び土曜日を含めスケート人口の拡充を

図るためアイスアリーナの一般開放を行ってまいりますが、この一般開放につきましては

教育委員会の職員を配置し、スケートリンクが完成するまでの期間において多くの町民の

方々が利用できるよう対応してまいりたいと考えております。なお、アイスアリーナの屋

内リンク造成及び維持管理につきましては、これまでもアイスホッケー連盟に行っていた

だいており、また平日、土曜日及び日曜日における団体の利用におきましても管理運営を

含めてアイスホッケー連盟のお力をおかりしたいと考えております。管理人配置と今後の

考え方につきましては、少子化の影響によりアイスホッケー少年団員並びに育成会会員が

減少傾向にある中、ご苦労おかけすることになりますが、これまでどおりご理解とご協力

をいただきたいと考えております。 

 ３点目のご質問の町民球場管理についての草刈り等賃金の支払いと球場周辺の環境整備

の考え方についてでありますが、従来は農村環境改善センター、アイスアリーナ及び町民

球場周辺一帯を業務委託し、維持管理を行っておりましたが、町民球場につきましては平

成17年度から軟式野球連盟のご協力により草刈り等を実施していただいております。実施

に当たりましては、町有車両等使用賃借契約に基づき軟式野球連盟に車両を貸付し、管理

運営を行っていただいておりますが、引き続きご理解を賜り、これまで同様のご協力をい

ただきたいと考えております。 

 スケートリンク、アイスアリーナ、町民球場の管理運営につきましては、スケート少年

団育成会、アイスホッケー連盟、軟式野球連盟の役員の方々とシーズンが始まる前と終了

後の打ち合わせを初め、シーズン中も情報交換を重ねながらご協力いただいているところ

ですが、今後につきましても今年度策定されました浦幌町行財政改革プラン2011に基づき

町民協働による管理運営体制づくりと施設の有効活用に努めてまいりたいと考えておりま

すので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上、関井議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇関井議員 ただいま答弁いただきましたが、現状のままで管理運営をしていくことだと
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思います。はっきり言って、とても残念な答弁であります。町は、行政改革プラン2011の

中で協働を推進し、細かい行政サービスの提供に努めていくとうたっています。今の現状

ですと、町民に果たして十分なサービスを提供するのは無理と思われ、少子化に伴い少年

団、ボランティアの人数が減少していけば、答えは明らかであると思います。本来なら子

どもたちにこうした施設の環境を整え、競技人口の拡大、普及に努めていかなければなら

ないと思います。 

 スケートリンクについては、町営リンクとして町民の皆様が利用できますが、現状では

管理人がいないのが現状です。スケート小屋も少年団の利用時に開放されていますが、そ

れ以外はスケート小屋は閉鎖されてしまい、町民は利用できません。せめて土日に管理者

を置き、一般の人がスケート小屋を利用できるようにし、スケートのしやすい環境をつく

っていただかなければならないのかと思います。また、除雪等も以前は少年団の親の中に

農家の方が多かったので、リンク管理も問題ありませんでしたが、今は農家の人は一人も

いなく、ＯＢにお願いしているのが現状です。協会ができましたので、十分協議して今後

のことを踏まえながら改善していただきたいと思います。 

 アイスアリーナについては、水まきなどのリンク造成、かぎの開閉、掃除、ザンボ、他

町の団体使用の際の管理を含めて連盟が行っています。土日のほかの町村からの利用など

には、連盟の方が交代しながらかぎの開閉、ザンボの運転等やられています。人が少なく

なっても現状のままでお願いします、それでいいのでしょうか。 

 野球場についても言えることですが、連盟の方も掃除や草刈りなど一生懸命やっていた

だいています。ですが、現状のままですと限界があると思います。大人から子ども、気持

ちよく利用していただけるためにはもっと改善できるのではないでしょうか。 

 今この問題に正面から検討しようとしないということは、さらにボランティアとして支

える人が減少している現状があっても、今後の考え方は示さず、ただお願いしますという

答弁です。ですから、今の答弁を聞いていると、ボランティアの方々ができなくなれば、

それをもって町民意思の合意とし、ボランティアできないのだったら施設やリンクの廃止

もやむを得ない、そのように聞こえます。それが施設運営のあり方でしょうか。それを踏

まえて再度今後の考え方、展望、施設の有効活用をどうしていくのかお聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問に対してお答え申し上げます。 

 軟式野球連盟の方々には、夏場の暑い中、町民球場の草刈り、またスケート少年団、そ

れからスケート少年団育成会、アイスホッケー連盟の方々には大変寒い中、リンクの造成、

維持管理など、すべての施設において多大なご協力をいただいているところでございます。 

 ただいま関井議員のご質問にありましたけれども、町民スケートリンクのスケートリン

ク小屋につきましてはスケート少年団育成会に管理をお願いしておりますので、他町村で

大会などがある場合につきましては対応できない部分だというふうに考えております。限
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られた人数の中で管理をお願いしておりますので、また管理する方がいない場合かぎをか

けないでスケート小屋を自由に使っていただくことも防犯上の問題もあるかと思います。

今年度からは、スケート協会に維持管理のご協力をお願いしておりますので、この点につ

きましては今後とも協会とも協議をさせていただいて検討してまいりたいというふうに考

えております。 

 また、アイスホッケー連盟の役員の方々ともシーズンが始まる前に打ち合わせを行って

いるところなのですけれども、今ご質問ありました管理人の関係につきましてはホッケー

連盟の方からは特段ご意見をいただいておりませんでしたけれども、実態としてそのよう

なことがあるということを認識させていただきましたので、限られた人数の中で管理をお

願いしているところですけれども、今後につきましても情報交換等を重ねながら確認して

まいりたいと考えております。 

 いずれにしましても、平成17年度以降これらの施設につきまして会員の方々、団体の方々

に大変多大なるご協力いただいておりますけれども、こういった形になりまして６年間が

経過するということで今進んでいますけれども、今ご意見いただいたことを踏まえながら、

さらに団体の方々と協議を進めながら、教育委員会としても今後の方針を示してまいりた

いというふうに考えておりますので、ご理解願いたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇関井議員 わかりました。 

 施設運営について、スポーツ教育の振興のためにも継続した活動ができるようボランテ

ィアの方々、いろいろな方面で考えてほしいということです。本来であれば、指定管理者

制度を利用して、特にアイスアリーナなどは行ってもいい内容です。合併の破綻により、

行政改革実施計画や自立財政推計により平成17年度からこれらの施設は廃止を打ち出さ

れ、利用者、そして特に浦幌町の宝である子どもたちのためにも各団体が自主運営による

施設の継続活用をお願いしながら活動してきていますが、自立財政推計においても平成

20年度にもとに戻すとうたいながら、今現在も自主運営を継続しています。それが果たし

て本来の協働と言えるのか疑問であり、施設管理者である行政が施策として今後どのよう

に活用し、どのようなまちづくりをしていきたいかという責任を放棄した内容と言わざる

を得ない状況であります。このことからも自主運営していただいている団体とも協議しな

がら、完全にもとに戻すことができなくても、時代の状況に合わせながら対応すべきと考

えますが、再度町長並びに教育委員会の考えをお聞きします。 

 また、平成17年度から自主運営している財政効果ははっきりしていると思います。平成

17年度から現在までそれぞれの施設の節約となった経費について、年ごとに現在までの合

計額についてちょっとお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 
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〇山本教育次長 ただいまご質問ありました件のうち、まず経費の関係につきましてご説

明を申し上げたいと思います。 

 町民スケートリンクにつきましては、平成16年度までは業者委託によりましてリンクの

造成、それから監視とか整備を行っていただいておりますけれども、当時の金額が169万

5,000円に対しまして、現在は平成20年度の決算ですけれども、スケート少年団育成会にお

支払いしている賃金等の経費等が33万9,000円ということで、135万6,000円が残った形とな

っております。また、町民球場の場合は、平成16年度の業者委託が44万円、またアイスア

リーナの場合は平成16年度の管理業務及び製氷業務に係りまして業者委託ということで行

っていますけれども、こちらの経費が815万4,000円ですので、いずれも野球連盟、アイス

ホッケー連盟にはご協力いただいておりますので、この経費はかかっていないような形と

なっております。この３つの施設の合計金額なのですけれども、年額で995万円ということ

になりますので、これに６年間ということでおおよそ6,000万ぐらいは余るような形となっ

ておるところでございます。ただ、このほかの支出として各施設に係る燃料費とか、それ

から光熱水費、消防設備や機械等の保守点検等がありますので、これにつきましては平成

22年度の決算ベースでいきますと約890万円ほど町単独費用ということで支出していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問の中で自立財政推計、そして行財政改革の

関連がございますので、私のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

 特に行財政改革にかかわって本町では第３次の行財政改革ということで、このことにつ

きましては平成17年度から平成21年度までの５カ年間の行政改革を行ってきたという経過

がございます。現在におきましては、第４次の行財政改革プランという中で、このことに

つきましても平成23年度に策定をし、現在進めているところでございます。したがいまし

て、現在までの効果額につきましては、前期の第３次行政改革にかかわっての効果につい

てのみになりますけれども、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 ご質問にございました各公共施設の全般な形でございますけれども、各公共施設の管理

にかかわった行政改革におきましては５カ年間でトータル約３億500万近くの削減効果が

あったということで、こちらのほうでは整理を、認識としてとらえてございます。 

 また、先ほどのご質問の中で第４次の行財政改革プランにかかわる協働事業という部分

のお話もございました。このことにつきましては、その協働事業の推進ということで第４

次にもうたってございます。この中では、24年度以降につきましては事務事業の整理をし

た中で協働事業の実施を図ってまいりたいという考えを持ってございます。ただ、このこ

とにつきましては、それぞれ分類の中で協働という形態がいろいろございますので、その

形態の中で整理をしていきたいという考えでございますし、また先ほど教育委員会からの

ご説明にもございましたとおり、各団体との協議、協働の中でのプランの作成ということ
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になっていく部分もございますので、時代の流れの部分の把握も含めた中で今後協働事業

についての明らかな部分として整理をしていきたいというふうにも思ってございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

〇関井議員 以上で終わります。 

〇田村議長 これで関井雅明議員の一般質問を終わります。 

 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。 

 

午後 ２時５１分  休憩 

午後 ３時０１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、２番、差間正樹議員の質問を許します。 

 差間議員の質問は、項目ごとに行う旨の申し出がありますので、これを許します。 

 ２番、差間議員。 

 最初に、１項目めの質問を許します。 

〇差間議員 通告に従い、質問させていただきます。 

 ＴＰＰ参加交渉について。ＴＰＰは、関税を原則撤廃し、農林水産物の輸入を完全に自

由化するもので、日本の第１次産業と国民の食料に大打撃となります。事態はそれにおさ

まらず、非関税障壁撤廃の名のもとに食の安全、医療、金融、官公需、公共事業の発注、

雇用など国民生活のあらゆる分野での規制緩和をねらうものです。この社会の形が変わっ

てしまいます。弱肉強食の社会が予想され、まさに地域経済はずたずたになってしまいま

す。水澤町長は、ＴＰＰに関していろいろ発信しておりますが、いま一度この場でご所見

をお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員のご質問にお答えします。 

 ＴＰＰ参加交渉についてでありますが、私たち国民に情報提供がほとんど行われない中、

野田首相はＡＰＥＣ首脳会議で交渉参加に向けた関係国との協議に入ることを表明しまし

た。環太平洋パートナーシップ協定、いわゆるＴＰＰは、アジア太平洋地域における高い

水準の自由化を目標とした非関税分野や新しい分野を含む包括的な協定であり、交渉は

21分野と多岐にわたり、第１産業はもとより遺伝子組み換え作物などの食品の安全基準や

医療、金融、労働など幅広い分野にも影響が及ぶことが懸念され、各方面でさまざまな反
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対要請活動や集会等が行われてきました。中でも物品の貿易における関税撤廃を原則にし

ている点においては、第１次産業を初め関連産業などに打撃を与え、地域経済や社会に大

きな影響を及ぼすものであることから、ＴＰＰへの参加表明は大変遺憾であり、私自身も

これまで参加反対を訴えてきたところです。特に農業を基幹産業とする本町においては、

主要農畜産物の生産が大きく減少することが見込まれるとともに、浦幌乳業、東部十勝澱

粉工場を初め、数多く存在する農業関連産業への影響も加味すると、本町地域経済へ与え

る影響は甚大なものとなることが予想されます。 

 政府は、昨年内閣に食と農林漁業の再生推進本部を設置し、高いレベルの経済連携と食

料自給率の向上や農業、農村の振興とを両立させ、持続可能な力強い農業を育てる対策を

検討するため、有識者を含めた食と農林漁業の再生実現会議において議論を積み重ね、我

が国の食と農林漁業の再生のための基本方針、行動計画が10月下旬に示されましたが、具

体策は示されておらず、ＴＰＰ参加への不安を払拭するものとはなっていない状況です。 

ＴＰＰへの参加表明からこれまで新たな情報が示されていない現段階では、国民生活に与

えるさまざまな影響を明確に把握できる状況ではありませんが、政府には十分な情報提供

と農林水産業者や消費者団体など各種各層の意見を聞き、しっかりと国民的な議論を行っ

ていただきたいと考えております。 

 いずれにしましても、ＴＰＰへの参加は、第１次産業のみならず、地域の産業全体に甚

大な影響を及ぼして地域経済や社会の崩壊につながりかねない事態となることから、さき

の全国町村長大会において強い危機感を持ってＴＰＰへは参加しないことを決議し、粘り

強く継続した反対活動を展開することを確認したところであり、私もその一員として町議

会を初め関係機関ともさらに連携を強め、地域一体となってＴＰＰ参加阻止に向けた活動

を続けてまいりたいと考えております。 

 以上、差間議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇差間議員 答弁、ありがとうございます。 

 町長も浦幌町の広報でおっしゃっていますように、ＴＰＰへの参加、このことが議論さ

れていると聞いて町内にも激震が走った、まさにその表現がぴったりだと思います。私ど

もも町に出ていろいろなところでこれを、ＴＰＰの交渉への反対を訴えてまいりました。

そこで聞かれる声は、ＴＰＰというとまるで１次産業の問題であるかのようにとらえられ

ているということが本当に感じられました。しかし、情報がいろいろ出てまいりますと、

例えばＴＰＰの21の協定の中でも知的財産権保護条項で安価な医薬品の供給が脅かされる

という懸念を国際的な医療・人道援助団体、国境なき医師団のアメリカ組織が発表してお

ります。ＴＰＰの米国提案の流出文書には、型を変えただけの古い医薬品に新薬の特許を

認め、特許への異議申し立てを困難にし、その特許の侵害の疑いだけでジェネリック医薬

品の貨物を差し押さえ、特許期間を延長するなど、この影響は私たちの受ける医薬行政に

大きな影響が予想されます。先ほどより申し上げておりますが、ＴＰＰの想定する社会は
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アメリカの得意とする産業が日本を初めとするアジア太平洋諸国を我がものにしてしまう

社会です。この影響は、まさに弱肉強食の社会を引き起こし、いわゆる市場原理が最優先

され、これによって恩恵を受けるのは日本では自動車、電機など一部の輸出大企業だけで

す。その利益と引きかえに私たちの命や暮らし、農業や食料、地域経済を破壊し、国の主

権まで売り渡すＴＰＰ参加には到底賛成できません。野田首相は、交渉への参加を表明し

ましたが、今後予想されるのはアメリカ議会の承認、これは日本がＴＰＰへ参加するかど

うかについてアメリカ議会が承認するわけです。その後我が国、日本国会の参加承認の議

決が必要となります。まだ時間はあります。 

 ここにＪＡ北海道中央会帯広支所の発行するパンフレットがございます。この中には

25の団体が参加しております。その名前をすべて言うのは時間がありませんが、北海道十

勝総合振興局、帯広市、十勝町村会、帯広市議会、十勝町村議会議長会、私たちが所属す

る漁業団体では十勝管内漁業協同組合長会も名前を連ねて、まさにオール十勝であります。

町民への啓発のためにも町長に提案いたします。町民への啓発のためにも広報紙で特集を

組むとか、ホームページに大々的に取り上げるとか、または庁舎に大きな段幕を掲げると

かするべきと思います。町長におかれましてはどう考えておりますでしょうか。よろしく

お願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 今お話の中で庁舎に段幕というふうなお話もございました。本年の３月

ですか、ＴＰＰ参加に反対というふうなことでの懸垂幕を設置しましたが、これがあの４

月の強風によりまして壊れてしまっておりまして、これについては早急に懸垂幕を作成し

て庁舎に掲げたいというふうに考えております。 

 それと、ただいまご提案のありました町広報紙への掲載による啓発、そしてホームペー

ジへの掲載による啓発という点については、今後庁舎の中で関係課とも十分協力しながら

啓発に努めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇差間議員 ありがとうございます。質問を終わります。 

〇田村議長 次に、２項目めの質問を許します。 

〇差間議員 次に、消防広域化について質問いたします。 

 この間、十勝圏複合事務組合消防広域推進室を中心に、管内の市町村で消防の広域化に

向けた検討が急ピッチで進められてきました。しかし、消防はさまざまな災害、事故に際

して救助や救急、防除や予防など重要な仕事をしております。このように住民の生命、身

体、財産を守るという自治体の責務に直接の役割を果たす消防の問題は、広域化先にあり

きで議会や住民の合意のないまま進めるのではなく、直接の責任を負う自治体が主体とな

り、町民合意を大切にしながら住民本位の体制をつくり上げていくことが必要です。帯広

市では、11月16日の総務文教委員会で理事者が広域化について当初の日程は破綻したと答
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弁したと聞いております。 

 そこで、第１に、消防の広域化について現在の進行状況、見通しなどについて町長の見

解をお伺いいたします。 

 第２に、消防の広域化とは別に、法律で決められた無線のデジタル化についての見通し

や検討状況についてお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員のご質問にお答えします。 

 消防広域化についてでありますが、消防広域化は市町村区域にかかわらず災害発生箇所

から最も近い消防署が出動することにより現場到着時間の短縮を図るとともに、災害規模

に応じて近隣市町村の署所から各種部隊を出動させることにより被害を最小限に食いとめ

ることができることが最大のメリットであり、協議を進めてきたところであります。 

 １点目の消防広域化の進行状況、見通しについてでありますが、十勝圏における消防の

広域化についてはこれまで19市町村で広域化後の消防体制のあり方等にかかわる協議を行

ってきたところですが、広域消防運営計画策定のための自賄い方式解消など、現時点で整

理すべき課題の結論が得られず、今後も協議が必要であることから、当初想定していた平

成25年１月１日広域化スタートのために必要な十勝圏複合事務組合規約変更議決、消防事

務組合にかかわる解散議決など、関係規約の12月の議会提案を見送ることになりました。

引き続き、消防救急無線のデジタル化や消防指令センターの整備時期も視野に入れ、広域

化時点までに整理する課題及び広域化後に整理する課題などについて共通認識を図りなが

ら、消防広域化の早期実現を目指し、十分な協議検討を行ってまいります。 

 ２点目の無線デジタル化についてでありますが、消防救急無線のアナログ通信方式は平

成28年５月31日が使用期限とされており、期限までにデジタル無線に移行することが必要

であります。ご承知のとおり、消防救急無線につきましては火災等への災害出動及び救急

出動並びに救助出動等の通信手段としてだけではなく、同一署所内の出動隊相互はもちろ

んのこと、近隣市町村の消防署所との連絡並びに出動隊相互の情報交換の手段としても欠

かせないものであります。このことから、十勝全体でのデジタル無線共同化のシミュレー

ション及び整備費用の低廉化を図るため検討協議を進めております。平成24年度には、十

勝全体を対象とした電波の伝搬調査と当該調査結果を踏まえての基本設計を実施し、平成

25年度には実施設計、平成26年度、平成27年度で整備工事を行い、アナログ通信方式の使

用期限前にデジタル無線の整備を完了する予定で検討を進めております。 

 十勝圏の消防広域化及び消防救急無線のデジタル化につきましては、住民の生命、財産

を守り、より一層の住民サービスの向上を図り、安全、安心なまちづくりのために必要な

ことでありますので、十分な検討と協議を重ねて実現に向けてまいります。 

 なお、消防広域化につきましては、具体的な素案等が作成された時点で町議会及び町民

の皆様にお知らせとご説明をさせていただき、ご理解を得た上で進めてまいります。 



 － 24 － 

 以上、差間議員への答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇差間議員 ご返答、ありがとうございます。 

 この消防広域化につきましては、十勝の全市町村が１町も欠けずに広域化への参加を議

決しなければならないはずですが、現在管内で議決しそうな自治体があるのか、これ質問

いたします。 

 それと、もしそうでなければ、広域化はあきらめるべきではないのでしょうか。この点

について町長のご所見をお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 消防の広域化につきましては、十勝管内19市町村で協議を進めているとこ

ろでありまして、25年の１月１日、広域化に向けようということで意思統一をしながらや

ってきたところでございます。先ほど町長の答弁にありましたように、まだまだ整理する

課題、問題についてすべて解消しておりませんので、引き続き検討していくという状況で

ありますので、それを踏まえまして今回本来的には12月に規約等の改正についてそれぞれ

の町村議会で議決をとらなければならない状況でございましたけれども、そういう状況で

議決に至らなかったということでございまして、この関係につきましては基本的に19市町

村が広域化に向けて進めていこうということでこれまでも意見交換、意思統一をしながら

やってきておりますので、今後問題解決に向けてそれらを解消しながら広域化を進めよう

ということでございますので、あきらめるべきではないかというご質問でございますけれ

ども、今後もそれぞれ協議しながら進めていくということになっておりますので、課題整

理が問題でありますけれども、やっていくということでありますので、ご理解をいただき

たいというふうに思います。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇差間議員 もう一点、消防無線のデジタル化についてですが、広域化とは別に消防無線

のデジタル化、その後の無線の運営を帯広市に業務委託をしてデジタル化を進めようとし

ているとも、そういう話もあるのですけれども、それは本当なのでしょうか。もしそうで

あるなら、その経費のことも含めて全十勝でデジタル化に向けて対処するのは、これは当

然のことだと思います。ただ、平たんな土地の帯広市、中札内、私たちの町のように山間

部、山を背負った海岸部、こういういろんな条件のある自治体があると思います。そうす

ると、自治体間で随分このことに対して経費の考え方も変わってくると思うのですけれど

も、どこまで踏み込んで質問していいのかちょっとわかりませんけれども、今浦幌町で消

防無線のデジタル化について計画している点についてちょっと説明いただきたいと思いま

す。 

 それから、浦幌町の消防施設、人員、車両など、国の消防基準に対する充足率の点でも、

わかる範囲でよろしいですから、質問通告もしておりませんので、説明をいただきたいと
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思います。よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 消防無線のデジタル化の関係ですけれども、これは高機能指令センターと

いいまして、それは別な施設ですけれども、それも含めて今検討している最中でございま

して、デジタル化につきましてはそれぞれ単独の市町村でやりますとかなり膨大な費用が

かかります。そういった意味では、広域的に共同でやろうということでやりますと、かな

りの費用が軽減されるということでありますので、それに向けて今共同でやろうという話

で進めている最中でございます。 

 帯広市に業務委託といいますのは、いずれにしてもそれぞれの町村でやる場合はそれぞ

れの町村で業務委託をしますけれども、今回は共同でやるといったときに形として今自治

法上、法律的な問題もありますけれども、そういう中で帯広市に業務を委託することによ

って共同でやれるということがあるものですから、そういう中身で今検討している最中で

ございます。 

 それと、それぞれ地域の実情によって当然かかる費用が変わってきますので、特に浦幌

町の場合は山間部ということでかなり電波の通りがどちらかというと平野部よりもとりに

くいという中では、現在アナログ方式で５つの基地局が浦幌町にあります。十勝管内的に

いいますと、一番浦幌町が多いという状況でして、基地局が１つの市町村もございます。

そういう中では、当然それぞれ自治体によってはかかる経費が違ってきますが、とりあえ

ず今伝搬調査を行いながら基本設計を平成24年度にやる中でそれぞれの地域にどのぐらい

かかるかということを明らかにしていくということで進めておりまして、とりあえず基本

設計に係る経費については一応広域的にやる部分と、それとそれぞれの基地局が違います

ので、それぞれの負担をどういうふうに割ろうかということで今検討している最中でござ

いまして、今の流れの中ではすべて基地局割りにするということではなくて、やはり共同

でやる以上はある程度均等割も含めてやっていこうではないかという話になっているとこ

ろでございます。そういう中で平成28年の５月までには、いずれにしましても法律でそれ

までに解消しなければいけないことになっておりますので、それに向けて解消していくと

いう流れになっております。 

 あと、本町における車両の充足率等については、今手持ちにその資料がありませんので、

はっきりと今お答えできませんけれども、いずれにいたしましても車両等の更新等につい

ては年次計画を持って今本町も進めているところでございまして、そういう意味では管内

的に見ましても浦幌町の車両整備等については進んでいるということになっているという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇差間議員 ありがとうございます。質問を終わります。 

〇田村議長 これで差間正樹議員の一般質問を終わります。 
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 次に、６番、福原仁子議員の質問を許します。 

 福原議員の質問は、項目ごとに行う旨の申し出がありますので、これを許します。 

 ６番、福原議員。 

 最初に、１項目めの質問を許します。 

〇福原議員 通告に従いまして、項目別に一般質問をさせていただきます。 

 １点目は、延長保育についてお伺いいたします。現在町立保育園は、昭和23年に厚生省

令第63号、第34条に基づき、午前８時30分から午後４時30分、土曜日は午前８時30分から

午後０時までを通常保育時間として規定しています。延長保育は、午前７時30分から午前

８時30分及び午後４時30分から午後６時まで、土曜日は午前７時30分から午前８時30分及

び午後０時から午後１時までとすると規定しております。育児と仕事を両立している家庭

がふえた現状にそぐわないと思いますが、町の第３期まちづくり計画に安心して子どもを

育て、いつまでも暮らせる町という項目に沿った支援をするよう、30分の延長保育を行う

考えはないか、町の考えを伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員のご質問にお答えします。 

 延長保育についてでありますが、しらかば保育園は現在園児数87名、うち67名の延長保

育利用申し込みがあり、時間帯ごとの利用者数は午前７時30分から午前８時30分が平均

27名、午後４時30分から午後６時が平均40名となっております。 

 ご質問のありました保育時間の延長については、子どもが快適に安心かつ安全に過ごせ

る環境づくりに心がけ、日々保育を行っておりますが、長時間保育を受ける中で身体的、

精神的な負担を考慮していくことが必要であるので、これまでもお迎えに際しましては事

業所各位のご理解をいただきながら利用時間内にお子様をお迎えに来ていただいておりま

すが、勤務の都合により迎えに来られる時間が午後６時を過ぎる場合がある保護者各位も

いらっしゃいますので、その場合におきましてはご連絡をいただいた上で柔軟な対応をし

てまいりました。浦幌町といたしましては、子育て支援の環境整備に力を注いでおります

が、延長保育については今後保護者各位の勤務形態の実態及びニーズを把握した上で考慮

してまいりたいと考えています。 

 以上、福原議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇福原議員 前向きな答弁をいただきました。しかし、子育てには休みがないのです。早

急に対応が必要なときなのです。2011年行財政改革プランの現状及び課題の中に、子育て

支援策についても支援策を通じて地域経済の活性化等に波及効果のある支援制度について

検討を行う必要があり、現制度についても検証を行うというふうにうたってあります。23年

度に調査研究の計画ですが、どのような進捗状況か伺います。 

 また、定住対策推進のための重点プロジェクト１に子どもを産み育てる環境の整備充実



 － 27 － 

としてファミリーサポートセンター事業の検討を23年度からの調査になっておりますが、

途中経過でよろしいのですが、この件についても進捗状況をお伺いします。そして、今後

の対応についてもお伺いをしておきます。 

 延長の保育園児が現実に６時までの保育園児が40名とたくさん、50％の子どもたちが延

長保育を受けています。実情に合った延長保育、せめて延長時間30分をはっきりと規定を

してほしいということで門扉を開いて規則を再度見直しをしてほしいということを要望し

て再度お伺いをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 ただいまのご質問でございますけれども、延長保育の30分延長とい

うことでございますね。その件につきましては、現在延長保育の利用申込者の中で母親が

早出、あるいは遅出、宿直等の変則勤務で午後６時以降に勤務がある保護者について勤務

実態ということで延長保育申込書を、そして保育園の実態を把握させていただきました。

その中で６時以降に勤務がある保護者につきましては、11名いらっしゃいます。遅出、宿

直の場合、父親、家族の方が迎えに来ていただいております。11名のうち、利用時間終了

時間６時におくれたことがない方は６名、時々おくれる方は３名、まれにおくれる方は１

名、毎日おくれる方は１名でありますが、いずれも６時15分ぐらいには迎えに来ていただ

いている状況であります。ご連絡をいただいた上で柔軟な対応をしております。その中で

長時間保育を受けるお子さん、身体的あるいは精神的なストレス、負担を考慮していく必

要があると思いますけれども、これまでも保護者、そしておじいちゃん、おばあちゃんの

ご協力、そして各事業所、事業主さんのご理解とご協力をいただいた中で利用時間内にお

子様を迎えに来ていただいているという状況であります。30分延長というご要望でござい

ますけれども、保護者のお父さん、お母さんの勤務実態を、変則勤務といいますか、そう

いった方もいらっしゃいますので、改めて把握させていただいた上で30分がいいのか、現

行のままでいいのか、さらには１時間必要なのか、その辺につきましても考慮させていた

だきたいなと考えております。安心して働いていただくということがお父さん、お母さん

には重要なことかと思いますけれども、このことと子育て支援ということで安心して子ど

もを預けられるということが比例していけばいいのですけれども、どうしても30分、さら

には１時間というふうに延長保育が遅くなれば、家庭で過ごすお子さんの時間が後ろに、

後ろにといいますか、遅くなる、１時間なり遅くなってしまう。乳幼児のお子さんにつき

ましては、早寝早起きということである程度決まった時間にお食事をとっていただいて生

活のリズムをつくっていただくということがやはり大切だと思います。そういった意味で

この延長保育の延長につきましては、考慮させていただきたいと思っております。 

 また、子育て支援策に係ります波及効果ということでございますけれども、第２子半額、

第３子無料ということで第２子以降の保育料について対策をとらせていただいておりま

す。こういったことに関しましても波及効果は町内に及んでいるかと思います。 
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 それから、ファミリーサポートセンター事業の検討につきましては、平成22年度から26年

度までの５年間の浦幌町次世代育成支援後期行動計画に目標として登載しております。ま

た、第３期まちづくり計画の先ほどおっしゃっていました定住対策推進のための重点プロ

ジェクトとしてファミリーサポートセンター事業の検討を掲げております。平成23年度、

24年度に調査を行い、平成25年度から実施する計画となっております。ファミリーサポー

トセンター事業につきましては、地域住民皆様の育児に関する互助、援助活動でございま

す。サービス提供者、サービス利用者がともに登録を行い、会員組織によって運営される

事業であります。サービス提供者には、子育てを経験した方々に担っていただきたいと考

えています。ファミリーサポートセンターの運営は町が実施しまして、ファミリーサポー

トセンターに援助を受けたい会員、サービス利用者、援助の申し入れを行い、援助を行い

たい会員、サービス提供者となりますが、ファミリーサポートセンターが援助の打診を行

いまして、必要とするサービスの調整等に役割を担っていくこととなります。現在考えて

いる活動内容につきましては、保育施設の開始前や終了後の子どもの預かり、保育施設ま

での送迎、冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり、学校の放課後の子ど

もの預かり、あるいは子どもと一緒に行くことができない買い物等の外出の際の子どもの

預かりも考えております。この事業は、会員間で行う互助、援助活動の詳細につきまして

は、今後現在活動中の事故に備えた補償保険の加入、あるいは複数の預かり、援助活動に

対する報酬だとか、会員への講習の実施について、この対応について現在検討中でありま

すので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇福原議員 非常に丁寧なお答えをいただきました。本当に子育て、皆さんも子育てをお

母さん、お父さんもしてきたと思いますが、待ったなしなのです。今本当に欲しい制度が

保育園の30分か１時間の延長とか、それから保育ママのサポートセンターみたいのを今欲

しいのです。検討してから、計画してから、いろいろなことをしてから、もう子どもたち

は学校行ってしまいます、今欲しいお母さんの。そういうものをやって、もう既に事業と

してどんどんやっている町村もたくさんあるのです。ですから、調査研究もよろしいので

すが、本当に早急に、今現在の声を私は町のほうにお願いしているということなのです。

それについて本当にもっと早くできないか、再度お聞かせ願います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 今まさに欲しい制度というお話でありますけれども、まちづくり計画の中で

は優先してきたのは一時保育を優先していました。これ父兄の方々からそういう要望が強

いということでありまして、一時保育を優先して年齢の引き下げを行いました。第３期ま

ちづくり計画の部会の中で保育園の延長という声は上がりませんでした。これは、やはり

今まで５時半から６時まで延長した段階で、父兄の方についてはその以降そういう要望と

いうのは私どもには承っていないということでありまして、特に先ほど細かく説明しまし
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たけれども、６時を過ぎても保育園としては十分受け入れ態勢を連絡いただければお待ち

していますよという態勢の中で、それは理解していただいていたのかなというふうに思っ

ていますし、また勤務時間が６時過ぎて勤務をしているという方もいらっしゃいますけれ

ども、それはお母さんだけではなくてお父さんとかおじいちゃん、おばあちゃんがかわり

に迎えに来ていただいているという実態もあるように聞いています。そういう面では、今

のところ私どもとしてニーズが本当にあるのかどうかというのがつかみ切れていないとい

うことでありまして、これは単純に30分延長すればいいということではなくて、30分延長

することによってお子さんの食事の問題、また勤務体制の問題あります。30分延長すると

なると、やはりもうおなかがすいてくるという時間で食事の時間ということになりますか

ら、そういうこともあわせて考えなければならないということがあります。そういう意味

では、もう少しやっぱりここは広く聞いて考えながら、どのようにしたらいいのか、本当

に30分がいいのか、順番に30分ずつ延長していくのではなくて、それでは７時までという

延長がいいのか、その辺についてもきっちり精査しなければならないのではないかなとい

うふうに思っています。そういう意味では、すぐサービスと言われましたけれども、今現

在６時過ぎても受け入れ態勢については連絡さえしていただければ、その態勢については

整えているというふうに考えておりますので、正式に延長ということになると、やはりち

ゃんとしたニーズ等、そういうものを考えて精査して行っていきたいというふうに思って

いますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 次に、２項目めの質問を許します。 

〇福原議員 次に、フリースポット、無線の設置についてお伺いいたします。 

 インターネットでの情報収集、発信は日々進化しています。公共サービスを高めるため、

道の駅にフリースポットを設置する考えはないか、町の考えを伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員のご質問にお答えします。 

 フリースポット、いわゆる公衆無線ＬＡＮの設置についてでありますが、公衆無線ＬＡ

Ｎの概要としてはインターネットへの接続を提供するサービスを指し、高速で大容量のイ

ンターネット接続ができるエリアをフリースポットと表されるものだと認識をしていま

す。これまでのモバイル通信をはるかに超えるアクセスを実現し、しかも自由にアクセス

できる手軽さを兼ね備え、出先でのメールやインターネットでの情報収集など高度なネッ

トワーク活用を実現させるものです。このフリースポットの商業的な利用としては、鉄道

の駅や道の駅、ホテル、喫茶店やファストフードといった飲食店などの利用者向けに使用

されている場合が多く見受けられます。 

 公共サービスを高めるため、道の駅にフリースポットを設置する考えはというお尋ねで

すが、公共サービスとしてフリースポットを新たに設置するのかということに関しては、

既存の道の駅のエリアはモバイル端末などを使用しての通信自体ができない状態ではない
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と認識しています。しかし、道の駅における商業的なサービスをより高める観点から、利

用者の利便性の向上を図ることが求められるものと考えており、設置の目的の中にも記載

していますが、道路を利用する町民や来訪者に快適で安らぎのある休憩の場と地域情報を

提供するとなっています。したがって、道の駅にフリースポットを設置するか否かに関し

ては、指定管理者である道の駅うらほろ直売会が管理運営を行っている施設でありますの

で、道の駅うらほろの利用者の利便性の向上や道の駅の魅力をアップすることによって集

客を図り、もって自主事業の拡大と道の駅の活性化を図る上でも指定管理者みずからが経

営戦略の一つとして有効な手段であるとの認識を持ち、内部でのご議論をいただきながら

フリースポットの導入についての方向性を見出していただけるよう町としては積極的に情

報提供を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたしま

す。 

 以上、福原議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇福原議員 その町を通過するときに、旅の人にここに住んでみたいなと思わせるような

個性のある行政指導の温かくて優しい心遣いが求められる時代です。道の駅利用者の利便

性を図るため、町民の利便性を図るために既に十勝管内では道の駅で設置されています。

大樹と鹿追と幕別町忠類、それとまた民間を含めて帯広、音更、士幌、上士幌、新得、豊

頃、このまちにはフリースポットが設置されています。これから釧路への高速道路や336の

開通に伴う交通量の減など、問題が今後発生します。指定管理者に積極的に指導と情報提

供をしていただきながら、早急に対処するよう要望をして、私の質問を終わります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 先ほど町長の答弁の中でも申し上げておりますが、やはり指定管理者で

あります道の駅直売会に対してこの情報について、それぞれの業者もおりますので、そう

いうところを介してこちらのほうとしても一緒に行って情報を提供してまいりたいと思い

ます。 

〇福原議員 終わります。 

〇田村議長 これで福原仁子議員の一般質問を終わります。 

 次に、４番、中尾光昭議員の質問を許します。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 それでは、私が６人目、最後でございます。通告に従いまして、町民の声に

ついて質問をさせていただきます。 

 町のホームページに町民の意見などが掲載されている町民の声がありますが、今年度は

町民からの投稿が３件と少ない現状にあります。現在は、町の広報紙に添付されている封

筒により郵送で投稿されていますが、メール等での受け付けなど検討が必要と考えます。 

 また、回答に時間を要している場合もあり、現在の対応状況について伺います。 
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 掲載の内容についても適切と思われないものや回答も不十分なものも見受けられると感

じますが、投稿内容や回答内容の確認状況についてもお伺いをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 中尾議員のご質問にお答えします。 

 町民の声についてでありますが、町民の声は行政に対するさまざまなご意見、ご提案等

をまちづくりに反映することを目的に平成11年６月から実施しています。平成11年当初は、

町のホームページを開設していない状況でありましたので、町広報紙に返信用封筒様式を

折り込み、郵送のみで受け付けていました。現在も年３回程度広報紙に折り込みしていま

すが、平成16年４月からは町ホームページに専用投稿フォームを設け、現在は郵送のほか

メール、ファクスのいずれの方法によっても受け付けています。お寄せいただいたご意見

等については、まちづくり政策課から担当部署へ回付し、個人的に回答を要するものや問

い合わせ事項等は担当部署から直接投稿者へ回答し、それ以外で無記名であったり、町民

の皆様と共有すべきと判断されるものはホームページや広報紙に町からの回答とともに掲

載することとしています。なお、掲載に当たっては、特定者への誹謗、中傷、指摘、苦情

や町の行政に直接関係のない内容のもの、あるいは個人的な要望、意見等で掲載の必要性

が著しく希薄なものについては対象外としています。 

 本年度のホームページへの掲載件数が現在のところ３件となっていますが、実際にお寄

せいただいたご意見等は郵送によるものが５件、メールによるものが６件の合計11件とな

っています。このうち５件は個人的な質問、意見等でありましたので、担当課から直接ご

本人に回答しており、１件は感謝の気持ちを伝えたいとの内容でしたので、投稿文をその

まま広報紙に掲載しています。また、１件は投稿者及び内容が不明なものとなっており、

１件が未回答の状況となっています。このほかにメールによる投稿の中には、各種アンケ

ートの協力依頼であったり、営業にかかわる問い合わせといったものもあります。お寄せ

いただいたご意見、ご質問等には速やかに回答することを心がけておりますが、内容確認

や対応方針に時間を要する場合もあり、回答が遅くなっていることもあります。 

 町民の多種多様なニーズによる課題に対応し、町民の意見や発想をこれからのまちづく

りに生かしていくためには、町民の声を初めとした広聴活動の一層の充実に取り組み、お

寄せいただいたご意見等には迅速かつ的確な回答に努めなければならないと考えます。改

めて各課の連携協力体制の強化に努めてまいります。 

 以上、中尾議員への答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇中尾議員 これからの行政を行っていく上に当たり、町民の声というもの、町民からの

ご意見というものをしっかりと聞いて運営をしていくということは、これは不可欠なこと

でありますし、これは今町長も答弁にありましたように今後は広聴活動の一層の充実に取

り組むという決意の答弁もございました。この町民の広聴活動、町民の声を聞くというこ
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とにつきましては、これは議会としてもしっかりと取り組まなければならないということ

でございまして、きょうも日曜議会ということで、きょうはたくさんの町民の皆さん方が

ここにお見えでございます。これも私たち議会といたしましては広聴活動の一環でござい

ます。やはり町民の方々にこの議会に実際に来て、どういう議論がされているのか、どう

いうやりとりがあるのかということを実際に肌で感じていただく、そしてきょう感じてい

ただいたそういう声というものをぜひ行政なり議会にお寄せいただきたいというふうに思

っています。そういった形の中で町民の声というものは、これから町を運営していく上に

は欠かせないものというふうに、これはきっと町長も私たち議会も統一の見解であろうと

いうふうに思っています。 

 そこで、先ほども私が質問しましたけれども、現在ホームページに載っている受け付け

の件数というのが３件ということでございます。内容によっては、実際のところは今の答

弁では11件の投稿があったのだと、その中で町としてもいろんな精査をして必要なもの、

必要でないもの、これは公表するもの、しないものというようなある程度町がフィルター

にかけて、これは公表すべきだというようなものの内容が今年度はまだ３件ということで

あるというお話でございました。 

 ここで、何を公表するのか、何は公表しないのかという、ここら辺の基準が私はちょっ

とあいまいなのではないかなという気がしてございます。例えば町民からの声が先ほど言

いましたように郵送のものもあれば、メールのものもあるという中において誹謗中傷とか

そういったものは排除しているということでございます。この辺は、私もそれはいいこと

というのでしょうか、当然そういう形にならざるを得ないと思いますし、今現在は投稿す

るに当たってはしっかりと住所、氏名を明記した上で受け付けをしているということでご

ざいます。当初始めたころは、名前等が明記されない中ではいろんな誹謗中傷が多くて、

そういった問題の中で、そういう経過の中から名前を明記していただくというような形に

変わったということでございますから、その辺は私もその形のほうがいいのかなという気

がします。しかし、ちょっと件数が少ない。この辺については、やはり私はもう一歩違っ

た形の中でのもっといろんな形で町民に声をいただきたいというような努力が足りないの

ではないかなということを率直に申し上げなければならないかというふうに思ってござい

ます。 

 それと、先ほども言いましたけれども、何を載せるのか。例えば名前を添付してこない、

名前をはっきり公表しないものは受け付けしないのか、するのかしないのか、名前がなく

てもこれは公表するに値するだろうという判断がされたものは載せるというような部分も

あろうかというふうにお聞きをしてございます。ここら辺でございます。私がこの町民の

声というものが大事という中においては、こういった形のときには載せない、こういった

ものは載せる、例えば名前がきちっと明記されていないものは一切受け付けないのなら受

け付けないだとか、そういった一定のルールづくりというものが必要ではないかと思うの

です。その辺が町民の皆さん方にも少しわかりづらいところがあるのではないかなという
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ふうに思うのであります。現に今回も３件という町民の声というものがありますけれども、

実際にこの中で広報紙にある郵送で来てホームページには載せていますけれども、広報紙

では回答していない部分があるのではないでしょうか。こういった部分も私はやっぱり広

報紙にもしっかりと載せるべきだと思うのです。ホームページに載せるのであれば、広報

紙にも載せると。先ほどの答弁の中にもありましたけれども、感謝の気持ちがあったのだ

と、その部分については広報紙に載せたというのです。感謝の気持ちは載せるのだけれど

も、では感謝の気持ちでそういうものがあったというものはホームページには載っていま

せんよね。だから、広報紙に載せる、ホームページに載せるとかと、その辺が少し私はあ

いまいではないかなと思うのです。そういった部分においてきちっとした要綱というので

しょうか、ルールをしっかりと町民の方々に明示をした上で改めて私はたくさんのご意見

というものをいただく努力が必要ではないかと。そういったものを町政にしっかりと反映

をさせていくと、しかもそれもタイムリーに反映をさせていくということが私は今後の行

政には欠かせないことではないかなというふうに思いまして、今回質問させていただいて

いるわけでございます。その辺についてぜひ今後の考え方もありますので、ご答弁をいた

だきたいというふうに思います。 

 また、せっかくいただいたその３件の内容であります。３件とも、件数が少ないので、

全部プリントアウトしてきたわけでございますけれども、その中においてもこの内容が掲

載するに適切か適切でないかというのは、これは個人的な感覚もございますから、これは

行政としては適切だという判断のもとに、これはまちづくり政策課が受け付けして担当課

に振って、そこから回答得ると、きっとそれは最終的には町長なり、またまちづくり政策

課に戻って、町長なり副町長もこれでいいだろうという判断のもとに、各課が勝手に載せ

ているのではなくて、町長、副町長の最終的な決裁のもとに公表されているのだというふ

うに思いますけれども、ここら辺で感覚の違いというようなものもございますから、一概

に言えないかもしれませんが、私としてはこれはちょっと適切ではないのではないかなと

いうような感じがいたします。 

 具体的に申し上げます。例えば10月17日受け付けのスクールバスの部分でございます。

この部分につきまして、詳しくはしませんけれども、内容的にスクールバスの運転手さん

が高齢だと、高齢なので、とても心配だと、高齢の方がスクールバスを運転するのは心配

なので、運転手さんをかえてほしいと、こういった町民の声がございました。それに当た

っては、行政として業者に、スクールバスは民間に委託していますから、その業者に確認

したら、実際に高齢の方が運転しているという確認ができたので、早急に交代してほしい

ということを業者に言って交代していただきましたと、こういうような答弁がございます。

この答弁の中で、私も何人かの方からご意見をいただきました。高齢の方だから運転をか

わっていただいたと言っている、では高齢というのは何歳なのだと、80歳なのかと、75歳

なのかと、では70歳ならいいのかと、そんなあいまいなことがあるのかと。やっぱりそう

いったことはしっかりと明示するべきだろうと。何歳ならいいのだと、高齢だからだめだ
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なんていう、そんな理屈が通るのだろうかと、こういったご意見がございました。そんな

ことも私もちょっといろいろ調べてみますと、ただただ高齢だからだめだというわけでは

ないらしいのです、これは。スクールバスというのは、あらかじめこの人が乗りますよと

いう届け出があるのだと、その届け出ではない人が乗っていたので、だめだったというこ

となのです。そうしますと、この答弁見ますと、高齢だからかわってもらったというよう

な答弁なのです。そうではないのです、現実は。高齢だからだめだったのではなくて、本

来業務の委託を受けるに当たってこの人が運転しますというものを違う人が運転していた

からだめだった話であって、これは回答が私ちょっと合わないのではないかと思うのです。

これは、施設課、教育委員会ですね、担当課。私は、この回答は町民に誤解を与えるよう

な回答ではないかと思うのです。実際のところが違うのではないかと思うのです。実際に

運転されている方も町民ではないですか。やっぱりそういった形の中で、私こういうあい

まいな回答というものは町民に要らぬ誤解を与えるのではないかなというふうに思いま

す。 

 また、もう一点、これは９月15日の受け付けでございました。水道メーター、水道を要

するにメーターなしで勝手に使っている人がいると、使用している家がありますと言って

いるのです。１軒ありますと言っているのです。そのほかにもあるのではないかと思うか

ら、調査してくれと言っているのです。こういう声が町民から上がってきています。この

方はありますと言っているから、どこかあるところを確認しているのではないかと思うの

です。その上で、１軒見ているのだけれども、そのほかにもあるのではないかと思うから、

調査してくれと言っていると思うのです。しかし、回答は、調査したけれども、ありませ

んでしたというだけなのです。この調査、受け付けてから回答するまで１カ月以上かかっ

ているのです。９月15日に受け付けして、回答したのは10月26日ですから、１カ月以上調

査したのだと思うのです。どういう調査をされたのか。ただ単に調査したけれども、あり

ませんでしたではなかなか町民は納得しないと思うのです。どういう調査をしてどうだっ

たのかと。それで、ないと言っているのか。逆に言うと、ないものをどういう根拠で水道

を勝手に使っている人がいるという質問が出てくるのかということです。こういうものを

載せてしまうと、だれか町内に水道を勝手に使っている人がいるのだろうと思ってしまい

ます、町民は。その中で町が調べたけれども、ないと言ったって、町は本当にちゃんと調

べたのかと、どこかにいるのではないのかと、やっぱりそういう疑心暗鬼になります。だ

から、調べて、ないのだったら、こういうものはきちっとその方に、ではどういう根拠で

そういうことになっているのかぜひ教えていただきたいと、そういう確認ができないもの

か。私は、今回この部分はホームページなんていうものに公表すべきものではなかったの

ではないかと思うのです。少ない件数でありますので、あれですけれども、こういった部

分においてどうもこの受け付けの基準について私はちょっと不明確な部分があるなという

ようなことを感じる部分があります。これは、私と町の考え方の違いもありますから、私

はそういうふうに感じました。 
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 そういったことで、今回こういう形の質問させていただいています。ですから、この部

分につきましても、先ほども言いましたけれども、体制です。ここで受け付けてこうして、

それでまた戻っているというこの部分です。ここら辺の確認、またこういうようないわれ

のないような、実際調べて、なかったということですから、いわれのないことだったら何

だってできるではないですか、質問できるわけですから。やっぱりする上には名前とかき

ちっと公表されてきていると思いますから、そういった方に実際どういうことなのかとい

うことを、それは公表しない中できちっと確認するということも必要だと思いますし、や

っぱりそういった部分の確認事項というものが私は必要になってくると。何でもかんでも

載せることが決して町民にとっていいことでもないだろうしというような部分で、これか

ら行政運営していく上では町民の声というものは本当に大切だという思いがあるからこ

そ、この取り扱いというものをもうちょっと慎重にしていかなければならないのではない

かなということを切に思うわけであります。 

 以上の点につきまして答弁をいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問にかかわって、何点かございましたけれど

も、私のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

 最初に、町民の声に関して、先ほどの町長の答弁にございましたとおり、目的にはやは

り町民の声について多くの方のご意見、ご提案をいただきながらまちづくりに反映すると、

第一の目的でございます。このことにつきましては、地方自治の本旨であります主権たる

町民の方々のご意見を町政にいかにして反映させるべきか、これは大きな使命でございま

す。この趣旨のもとに、その声を広く聞いていきたいという考えのものでございます。 

 その中で記名、無記名の扱いという部分でご質問があったかと思いますけれども、最初

にホームページ上の記名、無記名につきましては、投稿フォームまでネット上で検索をし

ていきますと、その段階で記名方をお願いする文にはなっております。ただ、そういって

も記名がない場合については扱いませんということもしてございません、実を申しますと。

といいますのは、やはり町民の意見でございますので、記名があるなしという以前に多く

の方々から意見を賜りたいという考えでございますし、また中には記名、無記名の中でご

意見を述べたいという方もやはりおられるかと思います。そういった方々のやはり多くの

意見を賜りたいということで考えている内容でございますので、このことについてはご理

解いただきたいと思います。 

 また、もう一点、記名、無記名の扱いについては、本来的には記名、無記名というより

も内容確認の上で記名のあった方のほうが後ほどご連絡した中で確認がとれるという利点

もございますので、それについてご協力いただきたいという考えでございます。ただ、先

ほどから質問の中にいろいろございましたけれども、町の考え方の周知が不足していると

いう意味合いがある中では、その分については謙虚に受けとめた中で今後整理してまいり
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たいというふうには考えているところでございます。このことに関しては、先ほどの町長

の答弁の中にございましたとおり、経過の中では最初に広報で町民の声の開設をした中で

は平成11年ということで約12年を経過していると、またその後ホームページでは16年から

行っているという中で７年のそれぞれ経過をたどってきております。確かにその年数の中

で詳細な要綱、規則等についてどれほど整備されたのだと、そういう分についてのご指摘

はご指摘のとおりでございまして、今後の大きな課題かなというふうにとらえております。 

 また、ホームページ、広報紙の掲載についてもそれぞれに、本来であれば両方に載せる

べきではないかといったご質問もございます。このことにつきましては、ホームページの

利点、それぞれ広報紙の利点等々がございます。ホームページにつきましても、やはりタ

イムリー的なお答えができるのかなといったことで、それに努めてきたわけでございます

けれども、これが広く町民の方にその意見という部分について見ていただきたい、お聞き

していただきたいという観点から、広報紙の掲載ということについては、ご指摘のとおり

両方に載せていなかったという点は今後の大きな課題かというふうにとらえているところ

でございます。 

 また、先ほどの中で特に郵送による投稿の中でのご指摘だと思いますけれども、水道の

関連、スクールバスの関連、それぞれこのことにつきましては町の行政として、そのご質

問に対して行政のかかわることでございますので、その事実がないということの部分とし

てもお知らせするのが役目かなというようなことで担当課としての思いという分がホーム

ページに掲載をさせていただいております。また、スクールバスにつきましても、掲載の

お答えする内容が高齢者という方に限ったようなあいまいな部分としてなったのかもしれ

ませんけれども、このことにつきましてもいずれにいたしましても町行政としてそういう

事実がない、また指導の中でも今後努めてまいりたいといったこともご理解をいただく上

でのホームページということでなったものでございますから、この点についてはご理解い

ただきたいということと、改めてその掲載内容のことにつきましては細心の注意を払った

中で誤解のないような形でそれぞれの担当課とも協議をしながら進めてまいりたいという

ふうに思っているところでございます。 

 いずれにいたしましても、ホームページ、広報紙の扱い、記名、無記名の扱い等々含め

まして、道内外のいろんな自治体の進めておられますことを参考にさせていただきながら、

行政の事務処理といたしましてはやはり明文化という部分がございますので、文書の作成

の中で規則等を整備してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

〇田村議長 施設課長。 

〇新川施設課長 私のほうからは、今中尾議員の言われた２つの件の経過といいますか、

事実関係、それについてお答えいたします。 

 まず先に、スクールバスの関係なのですが、これはおっしゃるとおりスクールバスの運

転手が高齢者であるということでかわってほしいというようなご意見でした。事実関係を
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私どものほうで確認いたしました。当初は、運転専任担当者という通知の中で委託の職員

の運転手が出てきます。出てきた段階でなぜかなということで、我々の持っている資料の

中では、高齢者の定義はありませんけれども、ちょっとそれを確認しました。そしたら、

運転の専任担当者届というものが出されていない運転手が乗車しておりました。その関係

を委託会社のほうに確認しました。委託契約書の中身には、年齢のもちろん制限の事項は

ございませんので、別に違法なことではございません。それにつきましては、臨時的に運

転手を交代したということで、届けを出すのがおくれましたと。なぜかというと、本社の

ほう、そちらのほうが急業務というのですか、業務が多忙で臨時的にそちらのほうに行っ

たということで乗車員が足りないということでございまして、そうしたということで、教

育委員会とも協議をいたしました。もちろん年齢制限、ハローワークでも今高齢者を元気

で働ける方は使ってくださいということですので、私どももそういうふうには思っており

ます。ただ、今回の中身ではその届け出がないということと、ただ保護者とかが子どもを

不安にもし感じることであれば、これは強制的とか、そういう指導とかではなくて、不安

に感じているということであるので、もしもとの方にかわれるのであればお願いしますと

いうような言い方でお願いしまして、かわったというような経過でございます。 

 次に、水道についてなのですが、これにつきましては記名で来たわけではございません。

当初これにつきましても協議いたしました、理事者も含めて。その中で浦幌町の水道、不

正しているというのは基本的にないとは思ってはいますが、ただ全域広いですので、普通

は引っ越ししたとか移転した、あと廃屋にしたというときには廃止の届け出というのが出

されますので、その中で確認はできます。そういうのもきちっと精査した上で確認はしま

したが、ございません。でも、こういう不正使用しているというご意見がありましたので、

時間をちょっと要したのは、例えば検針員各戸回りますので、その地区にもういない方と

かいうところがあれば、もしそこをだれかが無断で利用しているといったもの、検針のメ

ーター、そういうものがついていれば確認はできます。そういったところも当たったとい

うことで１カ月間、検針の期間は毎月決まった月の上旬に行いますので、そういう意味で

時間がかかりました。我々の、その報告された方はどこの方か知りませんが、一斉の調べ

た中ではそういう不正使用の方はございませんでしたので、そういう意味でこれにつきま

してはそういう場所はありませんということでお返事させていただきましたのと、あとそ

ういう実態が、必ずとは、絶対とは言いません、もしあれば、ここに書きました過料とい

う法的な措置がありますので、そういう中身もあるので、そういうことはしないでくださ

いという、そういう意味で載せさせていただきました。 

 事実関係については以上です。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇中尾議員 スクールバスにつきましても、今言われたように、あくまでも年齢ではなく

て専任の部分ということでございます。今課長の答弁では、専任ではない方が乗っていた

ので、できればかわってほしいというような話でしたけれども、本来スクールバスですか
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ら、専任されていない人が乗っているなんていうことはとんでもない話でありまして、業

者がたまたま忙しかったら専任していない人を乗せましたなんていうことは許されない話

なのです。このことは、今回の町の声とはちょっと違いますので、また別の機会に議論す

ることになろうと思いますけれども、やはりそうだとしたときにあくまでもこれは高齢者

だからという話にならないです。それでいいと思うのです、高齢者だからだめだったので

はないということですから。高齢者だって元気な方いっぱいいるのですから、70でも80で

もいいのですから、それで。いろんな形で働いていただく。ただ、やっぱりお母さん方に

してみたらこういう声が出るというのも、これもまた理解できなくもないです。だから、

ここら辺はやっぱり配慮しなければならないし、今後委託する上でそういった制約を設け

ていくとか設けていかないとかというのは、これまた別の問題ですから、きょうはしませ

んけれども、ただどうしてもきょうのこの答弁だとそういう誤解を生むという可能性が大

いにありますから、ぜひその辺の精査をお願いしたいと思いますし、水道についてもそう

いう検針の調査をしているということであれば、そういったことをしっかり、やっている

ことなのですから、ただありませんでしたではなくて、しっかり載せればいいと思うので

す、せっかくやったことなのですから。そういったことでの町民の誤解というのでしょう

か、今聞くと使っていますよといっても、これ無記名だったというお話です。無記名でそ

ういう声を、それが私はそういうことすると５倍の罰則があるということを周知するため

には必要なのかなという、ここら辺が考え方ですけれども、でもこれはあらぬ誤解を、だ

れかいるのではないかなんていうような余計な心配を、町民に不信感を持たせるようなこ

とにならないかなということで私はちょっと適切ではないという判断をいたしました。こ

こは感覚の問題です。 

 先ほども課長の答弁の中で、いろんな部分でその辺の整理をしっかりしていただいて、

これからも行政運営に当たって町の町民の声というものをしっかりと取り組んでいくとい

うお話でしたし、ホームページに載せる、広報紙に載せる、この辺についても実際に整理

していただくというお話でしたから、この辺もぜひ早目にしていただきたいと思います。

これは、行政も議会も町民の声なくして行政運営はあり得ません。私たちもこれから２月

にはまた町民との意見交換会、また３月にはナイター議会等、町民の声を少しでも多くい

ただけるようにいろんな努力をしてまいりたいと思います。行政もしっかりとしたご努力、

今まで以上に、町長もしていないとは言いません、私は決して。しかし、いろんな形の中

で努力はしていただきたいと思います。 

 ただ、またその中で最後にもう一つお願いでございますけれども、先ほど言っていまし

た３件の中の１つ目のやつ、６月３日にありました議員の選挙についていろんな質問がご

ざいました。その中で町の答弁の中では、いろいろ法律がありますから選挙のことについ

ては、それはやむを得ないことなのですが、最後なのですけれども、議員の顔、だれが立

候補しているかどうかをきちっと明確にしてほしいという答弁の中で、今後については立

候補届一覧表を町ホームページで掲載したり、各公民館に備えつけることなどについて検
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討してまいりますので、理解を願いますと。今も私が言ったこと検討すると言っていただ

いたではないですか。これもそうなのですけれども、議員はこうやって再質問したり、い

ろんな質問の機会があるのですが、町民はそういう機会ないです。検討してまいりますと

いうことは、別に載せると町は言っているわけではないのです。載せるかどうか検討する

ということなのです。では、その検討した結果どうだったのだという話です。載せること

になったのか、検討した結果載せないことになったのか、この辺の明示の仕方というもの、

町民からいただいたせっかくの声に対してきちっとしっかりと返すということ、これは議

員にも求められるのですけれども、必要だと思うのです。ですから、こういった部分、今

私が質問した部分についても、いつまでにその辺の要綱をきちっと定めて町民に対してこ

ういった形でやりたいというような部分、今こういった形といってもこれから議論するの

でしょうけれども、しかしいつまでにやるとかというような部分、その部分をこういった

形でまたホームページならホームページ、広報紙なら広報紙にいつまでにはしっかりと具

体的な方策を載せるというようなところまでして初めて回答だというふうに思うのであり

ます。そこまでして初めて、せっかく町民の皆さんからいただいた声が生きてくるという

ふうに思います。先ほども言いましたけれども、これからの行政運営、町も議会も町民の

声なしにはやれません。一番大事なところであります。やはりそういった部分を含めて、

その辺の最終的な対応のところまでの考えをしっかりと町民にわかりやすくご説明いただ

きたい、そして私の質問終わりたいと思いますけれども、町長、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今いろいろとご指摘いただいた点については、いろいろとこれからも私ど

も直すところは直しながら、町民の皆さんによりよい情報を提供していきたいというふう

に思っております。ルールづくり等も含めまして検討させてもらいます。ただ、最終的に

掲載する場合の判断というのは、やはりルールをつくったといえども、先ほど何点かご指

摘されましたけれども、そういう問題というのは今後も出てくる可能性はあるのかなとい

うふうに考えております。スクールバスの問題、水道の問題ご指摘ありました。先ほどか

ら担当課長答弁しておりますけれども、例えばスクールバスの問題については届け出の問

題もありますけれども、例えば80歳以上の方が運転しているという場合についてはやはり

常識的にいって当然町民の方も不安に感じるでしょうし、私どもとしては当然指導しなけ

ればいけないという問題がありますので、そういった意味では年齢は回答の中には書いて

おりませんでしたけれども、そういう実態を含めて事業者の方とご相談をさせていただい

たということと、やはりその投稿の仕方が無記名ではがきだったということで、広報紙に

掲載するとなると、月に１回ですから、時間を要するということで、無記名ですので、回

答の仕方としていかに早くその方に伝えるかということではホームページが一番早いのか

なということで投稿させてもらいました。なぜかといいますと、その中には表現として書

いてあるかどうかちょっとあれですけれども、不安なので、次の日から自分で子どもを乗
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せて通学するということも書いてありましたので、そういうような問題であれば、何とか

できるだけ早くその方にお知らせする方法がないのかなということで掲載させていただい

たということもありました。 

 また、水道の関係につきましては、やはり投稿の中では具体的にその地域名と、特定さ

れるような内容での投稿でありました。したがって、そういう意味では町としても調べま

したけれども、やはりなかなか最後までたどり着けなかったということもありますけれど

も、そういう意味ではいろんなそういう罰則規定がありますとか、あるいは投稿してくれ

た方が逆に言うとそこまで具体的に書くという投稿であるとまずいのではないかというこ

とも含めて、そういう意味で載せてもらったというのが実態でありまして、これは受けと

め方いろいろあろうかと思いますけれども、やはり町民の方にもできるだけ多くの情報提

供しながらやっていきたいということが基本にありますので、させてもらったということ

でご理解いただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

〇中尾議員 終わります。 

〇田村議長 これで中尾光昭議員の一般質問を終わります。 

 以上をもちまして一般質問を終結いたします。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ４時２６分 


