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開議 午後 ２時００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。 

 議事については、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３１号 

〇田村議長 日程第１、議案第31号 平成24年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 昨日に引き続き、予算審議を行います。 

 初めに、５款１項１目労働諸費から６款１項９目地籍調査費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 69ページをごらん願います。５款労働費、１項１目労働諸費、本年度予

算額1,005万7,000円、この目につきましては勤労者対策及び雇用対策並びに職業病対策に

要する経費でございます。減額の主なものは、緊急雇用創出推進対策事業の事業量減に伴

い、４節共済費88万1,000円、７節賃金578万4,000円、11節需用費の消耗品７万円、印刷製

本費５万円、13節委託料1,763万3,000円で、合わせて2,441万8,000円の減額の内容でござ

います。平成24年度の緊急雇用創出推進対策事業につきましては、町が実施する直接事業

では町道等管理作業に２名を雇用いたします。また、委託事業では、移住体験住宅の管理

業務、定住交流対策の企画提案、体験プログラムの実証、ホームページへの掲載等を事業

委託し、委託先で１名の雇用を図るものでございます。７節賃金、13節委託料、19節負担

金、補助及び交付金については、一般会計予算説明資料23ページをご参照願います。 

〇賀下農業委員会事務局長 70ページをごらんください。６款農林水産業費、１項農業費、

１目農業委員会費、本年度の予算額3,338万3,000円、この目は農業委員13名と職員の活動

及び人件費並びに農業者年金加入促進等の事務費の内容でございます。増額の主なものは、

人件費でございます。また、減額の主なものは、農地法改正に伴う農地基本台帳の整備が

終了したことによります13節委託料、18節備品購入費でございます。 

〇亀山産業課長 ２目農業総務費、本年度予算額3,919万7,000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の負担金に要する経費でございます。減額の主

なものは、人件費333万4,000円の減額の内容でございます。 

 ３目農業振興費、本年度予算額3,483万9,000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、19節負担金、補助及び交付金で農業

者戸別所得補償制度の推進事務を行う浦幌町農業再生協議会補助金14万5,000円、新規事業

として昨年の春先及び９月の長雨による農地の排水不良改善対策として心土破砕を３年間

の期間限定で行い、町と農協が負担割合を半分ずつとして実施する緊急農地排水不良改善

対策事業補助金280万円、平成23年度は補正予算で実施されている環境保全型農業直接支払
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交付金264万円増額の内容でございます。減額の主なものは、事業規模縮小により高級菜豆

産地づくり事業補助金35万円、対象面積の減により中山間地域等直接支払交付金79万

6,000円、事業終了により心土破砕事業補助金280万円、事業終了により農地・水・環境保

全向上対策事業負担金77万1,000円の減額の内容でございます。補正予算につきましては、

平成24年２月に新規就農者に認定いたしました農業者１名に係る営農資金100万円と固定

資産税相当額25万円の新規就農者営農促進補助金125万円の追加補正を予定しております。

１節報酬、19節負担金、補助及び交付金については、一般会計予算説明資料23ページから

24ページをご参照願います。 

〇小路谷上浦幌支所長 73ページをごらんください。４目農業団地センター管理費、本年

度予算額959万2,000円、この目につきましては農業団地センターの施設管理にかかわる経

費でございます。管理費の７割につきましては、浦幌農協に負担をいただいております。

15節工事請負費につきましては、予算説明資料の24ページに記載のとおりです。 

〇亀山産業課長 ５目畜産振興費、本年度予算額1,195万2,000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。減額の主なものは、14節使用料及び賃借料で

借り上げ面積14.85ヘクタールの減による草地借り上げ料29万7,000円、19節負担金、補助

及び交付金で補助対象農家戸数及び補助対象経費の減により家畜排せつ物処理施設整備事

業補助金で27万7,000円の減額の内容でございます。14節使用料及び賃借料、19節負担金、

補助及び交付金については、一般会計予算説明資料24ページをご参照願います。 

 ６目土地改良費、本年度予算額7,757万4,000円、この目につきましては農業関係の土地

基盤整備に要する経費でございます。増額の主なものは、14節使用料及び賃借料で事業量

の増加により機械借り上げ料65万円、19節負担金、補助及び交付金で13年の歳月を費やし

て完成した国営総合農地防災事業の完工を祝うため、下浦幌地区国営総合農地防災事業促

進期成会に対し、国営総合農地防災事業完成式典補助金20万円増額の内容でございます。

減額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で事業終了により農地・水・環境保全対

策事業負担金267万6,000円、移行事務終了により積算システム移行負担金11万1,000円、国

営総合農地防災事業が平成23年度で終了したことにより全国国営総合農地防災事業促進協

議会負担金５万円の減額の内容でございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節

工事請負費、19節負担金、補助及び交付金については、一般会計予算説明資料25ページを

ご参照願います。 

〇新川施設課長 ７目飲料営農用水対策費、本年度予算額１万9,000円、この目につきまし

ては営農用水管路に係る土地使用料でございます。特に説明する内容はございません。 

〇亀山産業課長 ８目道営土地改良事業費、本年度予算額6,384万円、この目につきまして

は道営事業による土地改良事業に要する経費でございます。増額の主なものは、19節負担

金、補助及び交付金で中浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業負担金1,760万円の減、

浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業負担金4,180万円の増、合わせまして2,420万円

増額の内容でございます。14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金について
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は、一般会計予算説明資料25ページをご参照願います。 

〇新川施設課長 ９目地籍調査費、本年度予算額4,775万8,000円、この目につきましては

地籍調査事業に係る経費及び人件費でございます。本年度はオコッペ及びチプ子オコッペ

の各一部地区7.85平方キロメートルが３年目となります。また、新規地区として帯富の一

部地区9.14平方キロを実施いたします。増額の主なものは、新規地区に伴う地籍調査のし

おり作成に係る11節需用費の印刷製本費及び説明資料25ページに記載の13節、地籍測量委

託料でございます。減額の主なものは、一筆調査に伴う筆界ぐいの減少による11節需用費

の消耗品及び14節使用料及び賃借料で、25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。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、労働費の緊急雇用創出推進事業委託金のこの部分ですけれども、これ

につきましては昨年度もこの事業はありまして、今回はまた新しく、町長の執行方針にも

ありましたけれども、体験移住住宅の管理をしながら移住者等への情報提供や体験プログ

ラムの考案を行う管理業務の委託ということですけれども、この辺の部分のどういった形

になるのかということをもう少し詳しく説明を求めたいと思いますし、またホームページ

等にもということでありますけれども、ホームページも町のホームページなのか、またこ

れは全く別な形でホームページができてくるのかとか、その辺の詳細、まず説明を求めた

いと思います。 

 それと、もう一点、これは前回も全額、10分の10の補助という形で、前回は３つの事業

があったのですけれども、今回はこれ１つだけということですよね。それで、こういうい

ろんな、せっかくの補助ですからたくさん事業をやりませんかということになったのだけ

れども、これしかなかったので、この金額になっているのか、前回が３つ事業やったから、

今回は浦幌さんは１つしかだめですよということになって１つのこの事業だけが緊急雇用

の事業としてのってきているのかという部分も含めて詳細な説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 まず、移住体験住宅、今回の緊急雇用創出推進事業につきましては、ま

ず初めに平成23年度でこの事業終わる予定でございました。ただ、これが23年度の余剰と

いいますか、そういう中で１月ですか、再度24年度もできますよということの配分があり

まして、やることがあれば手を挙げてくださいという中で、町としてはその配分を受けて

直接事業を半年間やる。２名の雇用をする。それと、委託事業において移住体験住宅の管

理等をしてもらいながら体験プログラム等をつくっていただこうということを考えまし

て、その２つを手挙げたということでございます。それで、移住体験住宅の関係でホーム

ページにつきましては、この委託先の方が作成して、データでもらって、町のホームペー

ジのほうに載せていくというふうな形を考えております。作成をお願いすると、資料です
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ね、それをデータをつくってもらうというふうなことを考えております。それと、この緊

急雇用創出推進事業について今後につきましては、３月下旬発行の広報等を使いまして、

またホームページも利用して募集を行い、４月に提案をいただく形で、それを選考すると、

応募者の中から１者だけ選考していきたいというふうに考えています。そして、１者にな

るか一つの団体になるか、ちょっとわからないのですけれども、応募のあった中から一つ

だけ選定して、そして５月から事業を実施して、３月までの11カ月間を今の段階では予定

しております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 23年度で終わるものが24年度も出てきたと、それが１月にというお話ですか

ら、なかなか準備をするというようなところにもならなかったのかなという気がいたしま

すけれども、その中で町として、今せっかく町も体験移住住宅ができたわけですから、そ

の辺を絡めての一つの事業をということで町として考えたというお話でありますから、そ

の辺はわかります。ただ、今いろいろ説明聞いていますと、それが実際にホームページに

も載せて云々くんぬんというと、ある程度町としても具体的にかなり絞り込んでいるなと

いうような気がいたします。それで、その中で町の要件に見合うような方々が３月の下旬

にやって、４月にはもう選定して、５月には運営を開始するのだというような、私は余り

にもスケジュールがきつ過ぎないかなというふうに思うのです。 

 私は、このことにつきましては昨年の予算のときにも質問させていただいたのです。昨

年も３つの事業があるということの中で質問して、この事業はどういう形で選定されたの

ですかというような質問をしまして、そうしましたら一応商工会なり農協なり、そういう

いろんな各団体にも声をかけたのだけれども、なかなか手を挙げてくれるような状況では

なかったので、ある程度ピンポイントで町でお願いをした経緯もありますよというような、

そういう答弁も私前回いただいているのです。せっかく今年もこうなって、今の話では１

月に急に23年で終わるものが24年もまた出てきたということだから、そうそう広く町民の

方々に公募をかけて公平にというような形で、応募するということの時間的余裕もなかっ

たのかなというようなことで、この辺もやむを得ないのかなという気もしますけれども、

この辺の部分、これから３月にという部分で、しかし５月からという部分が私は余りに厳

し過ぎないかなと、ましてやホームページにも載せなければだめ、何もしなければだめ、

かにもしなければだめというような、ある程度町としての最低限これはやってもらいます

というような決め事があるということですよね。そうすると、そういう技術がないところ

はそういうものには応募ができないということになってきますよね。だから、そこら辺が

私はもうちょっと枠を広げた形の中でやられたらいいのでないかなというふうに思います

し、移住者への情報提供、体験プログラムの考案、移住者の方々も千差万別いろんな方が

いらっしゃって、体験プログラムの考案という、この辺の部分というのも移住者がそれを

求めているのか求めていないのかというところもありますよね。だから、ここら辺浦幌の
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そこをちょっと貸していただきたいという方々が私はそういうこと一切要らないのだよと

いうことで、ただ住ませてほしいとかというような部分が、浦幌のそこに入るにはこのプ

ログラムに乗ってこういう体験を一通りして、浦幌のこともきちっと状況わかってもらわ

なければ入れないかとかということも、この辺がこの事業と何かリンクしてきて、私ちょ

っといまいち混乱するなという気がしているのです、これは。 

 これからの応募していく部分でのその辺のタイムスケジュールが厳し過ぎるなという部

分、この辺の部分だとか、あと事業の内容というものがかなり絞り込んできて、たくさん

の人方が手を挙げれる状況でないのではないのかなというような部分、また移住してくる

人方に情報提供を行ったりする部分はいいのですけれども、このプログラムだとかその部

分の管理運営というものがどういう形になっていくのかという意味がいま一つ私としては

形が見えないのです。ですから、その辺も含めて詳細、どういう形になっていくのかとい

うことがいま一つ見えないという部分があります。これから事業者を選定していくのです

から、そこでまたいろんな提案が出てくるのかなという気がしますけれども、ただ町とし

てはこういう体験プログラムでこうして、こうしてということである程度もう道筋をつけ

ての公募ということですから、町としてはある程度こういう形をやってほしいというもの

があっての公募になるのだろうと思うのです。ですから、その辺も含めて詳細をもう一度

説明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 タイムスケジュール的にきついのではないかというふうなことでござい

ますが、これにつきましては人件費なり事業費のこともありまして、うまく消化してもら

うためにはこのぐらいの事業期間も必要と、消化という部分と成果を求めるという部分で、

それで残り11カ月ということもあって、そういうふうな形の中で仕事を進めさせていただ

きたいというふうに考えています。町としては、どこにお願いするとか、そういうこと一

切考えておりません。それで、これはあくまでも手を挙げた方にお願いをしたいというふ

うに考えております。それは、提案の内容によって選定していきたいというふうに考えて

おります。それで、業務の内容としては、移住体験住宅の利用受け付け業務、これをお願

いしたいと、それと移住体験住宅貸付料の収納業務、利用者の方からお金をいただくとい

うことです。それと、滞在期間中における移住体験者対応業務ということで、設備機器や

ごみの排出の説明だとか、そういうふうな形で教えてあげていただきたい。それとまた、

町内の案内だとか、こういう施設はここにありますよというふうな形の案内業務、それと

滞在期間中における連絡窓口となっていただいて、いろいろ困ったことがあればそちらの

ほうへ連絡していただくということ。また、貸付終了時の立ち会っての検査というふうな

ことも考えております。また、移住体験事業のアンケート調査業務ということで、体験者

のアンケート調査を実施してもらうということ。また、それとあわせて、体験者のインタ

ビュー取材というふうなことも行っていただこうというふうなことを考えております。あ
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と、移住体験住宅の維持管理業務ということで、入居前、入居後の住宅内清掃だとか、住

宅周辺の環境整備、これらについてもお願いしたい。それと、体験プログラムの開発に関

する業務につきましては、実証試験を含む体験プログラムの開発をしていただきたいとい

うことでございます。また、移住、交流、定住に関するプロモーションの企画提案もお願

いしたいというふうなことを考えております。以上で、細かく言うともっとあるのですが、

町のホームページへの掲載情報に関する業務ということで、体験者インタビューの発信、

ブログによる町外者へ向けた町内情報の発信ということもお願いしたいということです。 

 以上がただいまの質問に対する説明となります。よろしくお願いします。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 大変な業務ですね、それをやるということは。掃除とかそういう部分であれ

ば、ある程度どんな方でもという部分でできますけれども、いろいろプログラムだの何だ

のという部分を考えると大変な業務だなというふうに私は感じました。それと、そういっ

た中でどれだけの方が手を挙げていただけるのかということだと思います。町でそこまで

最初から絞り込むということがどうなのかなという、あくまでもいろんな方が来るのだろ

うけれども、ここに体験をしていただいて、ここに住んでもらうということが目的であり

ますから、この辺が今言うような部分がどうなるのかなということ。それと、かぎの貸し

出しとか云々、いろんな部分の町のアピールというのは緊急雇用で今回は24年度事業があ

ったからいいのですけれども、これはずっと続けていかなければならないということです

よね。25年も26年もずっとこれから出てくればいいのでしょうけれども、そういう保証が

ない以上は、たまたま今回24年はこの予算でやりますけれども、25年からについては当然

町としてきちっとしたそこの事業も引き継いで継続してやっていかなければならないわけ

ですから、建物が１年限りの建物ではないと。 

 ですから、そう考えると、今回はこの予算があるから、あるからと先ほどから言ってい

ますけれども、本来町として継続してかぎがどうだとか、そういう部分というものはやる

ものと、この事業があるからそういうアピールを含めて宣伝というのでしょうか、そうい

うアピールをいろいろ地域回ったりとか、それに確かに町職員が一々ついて回れといった

って、それはむちゃですわね。だから、本来町がやるべきものとそこを私は分けるべきで

はないかなという、今後来年25年、26年とずっとという部分というの、出入りのチェック

だとか、そういうものはきちっ町がするべきものでないかなという気がいたします。この

事業でやる部分が今回の中に全部入り過ぎてしまっていないかなというような、私はそん

な危惧をいたします。これから要望、募集をかけていくわけですから、私はそこら辺もう

ちょっと区切った中で募集をかけるというのでしょうか、そういう形、もっと行政の継続

してやるべきものとの区切りというものが必要ではなかろうかなという気が今の説明をた

くさん事業聞いていてそんな感じ受け取りましたけれども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 
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〇亀山産業課長 まず、余りにも言った中身が多過ぎるということでの話でございますけ

れども、ただこれだけ454万2,000円を委託料として予定しておりますので、それに見合う

だけのお仕事はしていただかなければならない。やはり成果を求めていかなければならな

い。ただ管理だけというふうな形だけになると、そこではそれだけのものにはならないだ

ろうというふうに考えています。ですから、ちょっと盛りだくさんだとおっしゃられるか

もしれませんけれども、町のほうとしてはそれだけの見合いのものというふうに判断して

おります。 

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 移住体験住宅の事業の運営にかかわりまして、まちづくり政

策課のほうでも所管としての部分で説明させていただきたいと思います。 

 ただいま産業課長のほうからも説明ございましたとおり、本事業の管理、そして運営に

つきましてはこの緊急雇用のお金を使って運用していきたいという考えでございます。た

だ、先ほどのご質問にございました今年についてはそのお金があるという、基金を運用し

ていくという、交付をされたお金を運用していくと。ただし、来年以降は未定の部分があ

るだろうということの中でどのようなことで進めるのかというお話だったと思います。こ

のことにつきましては、ここの事業内容にございますとおり、体験プログラムの実証試験

というような内容が色濃くなっております。このことにつきましては、町村によってやは

りまちまちな部分がございまして、体験プログラムを組んで移住体験をしてもらうという

ところも結構ございます。どちらかというとその割合が多いかなというふうにはとらえて

おりますけれども、またはないところもあるのはあるとは思います。ただ、１点、今後そ

の実施の中で何を検証していくかということにつきましては、場合によっては移住体験と

いいながら、その住宅を拠点に観光的に使われているという事例も確かにございます。浦

幌町でありますと近隣の温泉地に出向いて、１カ月間住宅を借りながら観光を楽しむとい

う方も中にはおられるというのも町村の実態によってはございます。それらを含めて、体

験プログラムが果たして移住体験にどれだけ検証されていくかという部分も見てみたいな

というふうに思ってございます。また、管理等にかかわりましては、やはり所管課たるま

ちづくり政策課と連携をとりながら、情報をこちらもいろいろ把握する部分がございます

ので、連携をとりながら進めていきたいなというふうには思ってございます。また、来年

度以降につきましては、ただいま申し上げました体験プログラムの実証をしながら、どこ

まで本来の望ましい運営をしていけるかという部分についてはこの１年の中で考察として

まとめていきたなと思ってございますので、ご理解いただきたいと思います。 

（「来年度からという部分は」の声あり） 

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 済みません、説明漏れがございました。来年度からにつきま

しては、この実証、委託の成果をもとにどのような形で運営していくか、例えば管理だけ

でいいのか、それとも体験プログラム等を仕組んだ中で移住体験住宅として運営していく
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のが望ましいか、これらを見きわめた中で予算として編成してまいりたいなと思ってござ

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 先ほど言われた本来の目的ではない使われ方をしている事例があるので、そ

の辺を網をかけるというのでしょうか、そういった部分の要素も一つにはあるというお話

であります。そのことは、私も近隣でそういうような使われ方しているということはちょ

っと耳にしていますので、そういった部分は今の説明をもって理解ができたなというふう

に思います。 

 それで、私が今24年度はいいですけれども、25年度からと言った部分は、このお金がな

かったときの管理とかは当然町がやっていかなければならないということになると思うの

です、これは。来年からは全く野放しにはできないわけですから、だからそのときのこと

を考えて、私はこの管理運営と今言う情報提供、体験プログラムとは分けるべきではなか

ろうかなと、管理運営はあくまでも初年度から行政がきちっとした管理をする、緊急雇用

のこのお金を使ってやる部分はあくまでも情報提供、体験プログラムのそういった部分の

浦幌の魅力をその人方に発信して定住していただくというような部分に分ける。予算があ

るのだから、それだけの仕事をしてもらわなければならないということではなくて、今後

の長いことを考えると管理と情報提供というのは私は初年度からきちっと分けて運営され

ていくべきではなかろうかというふうに私は思いますけれども、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 いずれそういう形で区分けと申しますか、管理する者として

はそういう明細的にはっきりしたほうがいいという部分のご質問ではないかと思います。

そのことにつきましては、そういうこととして当然のことかなというふうに思います。た

だし、今般につきましてはせっかくの基金の交付というのが充当されますので、一般財源

をもって充てるよりも管理も含めて、それは委託の内容ですので、管理部門と運用部門と

の中ははっきりと成果としてはとらえていく形では今後活用できるのかなと思っておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 農業関係なのですけれども、昨年は小麦の関係、また豆の関係と、さかのぼり

ましてここ３年間というものは農家にとりましては非常に厳しい年であったのかなという

ふうにも思っております。また、来年度から農業振興費の中では緊急農地排水不良改善対

策事業ということで３年間心破事業をつけていただいたということにつきましても、お礼

を申し上げたいなというふうにも思っております。今農業の戸数、農家戸数が１月末現在

で231戸ございます。これは、前年同じ月に前年から比べますと６戸減少しておりまして、

231戸のうち酪農家が59戸ございます。59戸も昨年から見ましたら５戸減少しておるような

状況でもございます。昨年乳量的には、一昨年の記録的な猛暑の影響もありまして乳量が
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非常に減少したということもございます。また、後継者不足、年金の関係で農家戸数も減

っているというような状況でもございます。こういうこともございまして、酪農の戸数、

これ以上はやはり減らせないだろうというふうにも思っております。今浦幌乳業さんが８

万トンから10万トンを目指して加工したいというふうにもおっしゃっておりますし、また

雪が解け始める４月になりましたら新たに工場を建てていただけるというようなことも計

画をされているようでもございます。町内としまして、酪農家の戸数を減らさないこと、

また乳量を維持、もちろん少なくとも半分の５万トンぐらいはキープが一番目標なのでし

ょうけれども、生き物の場合ですから、なかなかすぐにはふやせないだろうというふうに

も思っております。酪農につきましては、町、また農協と一体となりましてこのように乳

量を維持していくというような方法をとっていただけたらというふうにも思っております

けれども、今後酪農家の関係、また乳量に対しての考えというのは行政のほうではどのよ

うに持っておられるのかお聞きをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 森議員からのご質問でございますが、やはり町としても現下の酪農家に

おける厳しい状況、酪農家戸数が昨年で５戸減ったということでございまして、その部分

につきましては憂慮しているという状況でございます。また、町と農協の中でやはり何ら

かの方策をとっていかなければならないだろうということの中での打ち合わせはさせてい

ただいておりますが、今現在はっきりこうですと今申し上げるまでの段階にはなってはお

りませんが、ただ町としても何らかの方策をとらなければ、やはり町内の牛乳生産量が減

ってしまうということは十分感じておりますので、これからも十分密接な連携をとりなが

ら対策を講じてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 どうかよろしくお願いをしたいなというふうに思っております。また、企業に

とりましても常に安定供給というのは期待しているところでもございますし、また安心で

きるだろうというふうにも思っております。また、今30名からの職員がおられるというふ

うにも聞いてございますし、また外部雇用も合わせまして60人余りということも聞いてご

ざいます。中で働いている方々にも安心できるような体制をぜひとっていただきたいなと

いうふうに思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 酪農家のこと、酪農業だけのことではなくて、この影響というのは町内

の商工業、また働いている方にも、十分町民の方にも影響のあることというふうに考えて

おりますので、その辺につきましては生乳生産が余りにもひどく落ちないというふうな方

策を考えていきたいというふうに考えております。 
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〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ９目地籍調査費のことでちょっと確認をさせていただきたいと思いますけれ

ども、地籍調査費の中で出てはおりますけれども、この３月いっぱいをもって退職をされ

る方がおられる。その方につきましては専門職としてずっとやってこられたわけですけれ

ども、今後においてそういう専門職の人がいなくて支障がないのかどうかということで、

支障がないという答弁は当然いただけると思うのですけれども、そういった方の必要性と

いうのは今後どのように考えておられるのか、ちょっと聞いておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 それでは、私のほうから、今言った人的なことを除きまして経過をちょ

っと説明させていただきたいと思います。 

 今二瓶議員の言われたことなのですが、地籍調査は平成５年から始まりまして、23年ま

でで19年という月日経過してございます。全体の調査面積が477.65平方キロということで、

23年度終了までで約43％が完了したような状況です。それで、今年度がチプ子オコッペ、

オコッペが最終年迎えて、一部帯富の地区に入るということでございまして、これから筆

数ですとか所有者数もおのずと多くなっていきます。その中で、今言われたように体制に

ついては現在は、当初は始まりというのは３名体制ということで、豊北地区のほうからや

って毎年１区ずつ新しく入っていましたが、途中から人が減って、１地区終わるごとに次

の１地区という形で、当然進行もおくれてきております。今年度で３月31をもちまして今

の専門職だった１名の担当が退職ということになってございます。この後については、今

いる者で一部引き継いではおりますが、今言ったように今年から一部町場に入ってくると

いうことで、おのずと１人でできるような状況の分量ではないということでございます。 

 あと、人的なことは私から申し上げるわけにいきませんので、理事者のほうからお願い

したいと思います。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 人事にかかわる部分のご質問もありますので、答えられる部分でお答えを

したいと思います。 

 地籍調査につきましては、全体的には委託をしながら現場等を測量して、その成果に基

づいて、あとは地権者等と立会をしながら最終的に境界を決めていくという流れでありま

して、技術的な部分については委託のほうで大体できるのかなと。ただ、一番大きな問題

は、その後々地権者との関係というものが非常に大きくなってくるのかなというふうに 

考えておりまして、そういう意味では今後の体制については、これまで経験した者ですと

か、あるいは一部測量士等のそういう資格を持っている者とか、そういう者を配置しなが

らいろいろ考えていって、地籍調査については問題がないように体制は組んでいきたいと

いうことで、今現在も内部においては一部引き継ぎをさせながら、その辺をしながらその

体制に向けて今やっているということであります。 
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 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 今内部的には引き継ぎも含めて進められていくということでございますけれ

ども、今まで一般的な中にあっても子どもたちは子どもたちで育てる、そういう外部の話

はよくされておりますけれども、この庁舎内においても職員をどう育てるかというのもや

はり執行者の役割ではないかなと思うのです。確かに支障のないようにということでござ

いますけれども、林業関係においてもやっぱり専門職が必要だろうということの中で職員

の配置ということもあったかと思います。そういったことにおいて、今後そういった特別

職、特別職というか、特殊な事業についてはある種専門職をきちっとした形の中で採用し

ていく方向づけであるのかないのか、最後ちょっと町長に伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 いろいろと専門職の職場があるわけでございますけれども、地籍について

は一部経験した者等を含めながら配置をしていくということでございますので、その辺に

ついては今すぐにその後に専門的な職員を採用してとか、そういうことは一応考えており

ませんで、今後そういう中で、役場の職場というのはいろいろな人事異動の中で配置がえ

がありまして、それぞれが専門的な部分についてはそれぞれ勉強しながらやっていくとい

うのも、それは役場の職員としては宿命でございますので、そういったことを含めまして

いろいろと勉強してもらいながら成長してもらいたいなというふうに思っています。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 ちょっとお聞きしたいのですが、労働費の中の19番、負担金、補助及び交付

金で雇用促進事業補助金なのですが、この補助金に対しては大変いい事業で、浦幌乳業と

してもこれ利用させていただいているのですが、この中で正規雇用ということが条件とな

っております。正規雇用ということになると、一般の建設業とか臨時で１年、２年と使わ

れるというか、そういう新規雇用の方にはこれ該当してこないのです。この辺を何とか正

規雇用でなくても１年間雇用した場合にこの補助金が出るとか、そういうような検討を願

えない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。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 この補助金の交付要綱は、定住対策というふうなことの中から浦幌町内

に住んでいただいて雇用が継続されている方というふうなことの中で、そうなりますと短

期的な方、今いろいろと雇用形態も変わってきておりまして、契約社員だとかという方も

おりますけれども、そういうふうな形ではなく、その会社に正規に雇用された方を対象と

して今後とも定住対策の促進という側面からもそのようにしていきたいというふうに考え

ております。 
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〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 農業振興という形の中で、決して番号とか何かありません。スタンスについ

てちょっとお聞きしたいなと思います。先日も農業がどうなるのか、浦幌農業をどうする

のか、あなたの地区はどうなのかというアンケートがありました。あの件につきまして１

点、あの回収率が約30％ちょいだと思っておりました。あの後からまた提出するようにと、

出してくださいという案内が来ました。その後どうなったのかなということで、まだ結果

は出ていないのだと思いますけれども、今後の浦幌の営農に関するものをこれから考える

一つのもとになるのだろうと思います。そんなことも含めまして、先ほどほかの議員のほ

うからもあったのですけれども、今後浦幌の農業をどうするか、どうなっていくのかとい

うことについて、単にあれだけでなくて、あの場合は少なくともそれに関する業種の人た

ちともある程度コミュニケーションがとれていないとなかなか浦幌農業うまくいかないの

ではないかなと思います。今後畜産も含めまして浦幌の農業がどのような形になっていく

のか、若干のもし形があるとすればお示しをいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 お尋ねの件につきましては、平成24年度からスタートいたします人・農

地プランの中で地域農業マスタープランというのをつくらなければならないということの

中で、全農家さんにアンケート調査をお願いしていると。それで、１度目の締め切りの中

ではやはり低率だったものですから、再度ファクス等で提出をお願いいたしまして、現在

50％強という段階です。ただ、これもやはりある程度の数字をいただかないと農家の皆さ

んの大体の意向というものがわかってこないということの中では、目指すものは大体60％

ぐらいを目指したいなというふうに考えております。それと、人・農地プランの中で、今

後そのアンケート調査をもとに浦幌町のマスタープランをつくっていこうと。差し当たり、

いわゆるスーパーＬ資金、農業経営基盤強化資金の借り入れに差しさわりのないようにと

いうことと、あと新規就農者に対する青年就農給付金というのがございますので、これら

に影響が出ないように全町を１地区とした形の中でプランをつくると、そしてその後地域

の中での今度農用地の利用集積のこともございますので、それらについては随時変更がで

きるということになっておりますので、その点で細かい地区については随時変更というふ

うな形の中で進めていきたいと。今後の中心となる経営体ということで、個人、法人、集

落営農というふうな形の中でこの事業が進められていくということでございますので、本

町も有利な形もありますので、Ｌ資金であれば５年間無利子ですよというふうな形もあり

ます。また、青年就農者につきましては、新規就農後５年間にわたり毎年150万円を交付し

ます。ただ、これは所得制限がありますので、立派な経営をされている方についてはなか

なか難しいものがありますけれども、そういうふうな形もありますので、今後ともこの制

度を活用しながら進めていきたいというふうに考えています。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 
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〇阿部議員 大方わかるのですけれども、自分も含めてなのですけれども、自分も農業者

としてこれから危惧するのは、我々は恐らくある程度高年齢といいますか、まだ少しでも

農家を、例えば後継者がいない場合には農地を何とか利用するためには少しでも長く農業

をやらなければいけないのかななんて考えておるのですけれども、今回不幸なことにそう

いった方も含めまして５戸の方が離農されると、営農をやめられるという状況の中で、そ

れは次の方に譲っているわけですけれども、ある程度我々のような年齢の高い者が少しで

も長く農業を続けていくためにはやっぱり後継者といいますか、後継者と言ってはいけな

いのかもしれません。次期経営していただける方と僕よく言うのですけれども、そういう

方をどんな形からでも一人でも二人でも、条件は別ですけれども、ＪＡもそうです、私た

ちもそうなのですけれども、町としてもやっておられると思うのですけれども、もう一歩

踏み込んだ形の中で育成するような努力を今後どのような形でやっていただけるのか、ち

ょっと理事者にお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 農業者、後継者含めて、いわゆるサラリーマンでいえば定年というふう

なことがありますが、農業者につきましてはそういう定年というものはないわけですが、

ただやはり自分の人生設計の中でもうそろそろ自分では農業を続けないでゆっくりしたい

と、農業をやめましょうという考え方の方も中にはいらっしゃいます。決してすべての方

がずっと一生続けてというふうな形になっていないというのも事実でございまして、そう

いう中ではその後の対策、やめられた方の後をどうするのかということにつきましては、

新規就農者をどんどん入れていくというふうな形が一番望ましいわけですが、ただそこに

も、資金制度はありますよといいつつも、やはりそこには莫大な投資が必要であり、また

借り入れもしなければならないというところもありまして、なかなか進まないというとこ

ろもあります。ただ、町としては、現在重点プロジェクトの中で新規就農者をどんどん入

れましょうというふうな形の中で新規就農者の営農支援、営農促進のための補助金を新た

に100万円を３年間というふうな形の中で支援していこうというふうな形の中で、何とかそ

の辺農協とも連携しながら、離農者の後には新規就農者を入れていきたいというふうに考

えております。 

 ただ、あともう一つ考えられるのは、特に酪農などでいえば個別の経営体から農業生産

法人を立ち上げて、そういう中である程度の年齢になっても従業員としてでも働けるよう

な体制というのが一番望ましいのかなというふうには考えております。ただ、これもなか

なかそういう形の中で皆さんの合意形成ができないと立ち上がってこないというところで

は、今すぐ形の見えるような形にはなっておりませんが、町としてもそのような設立がさ

れれば支援してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 町長。 
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〇水澤町長 阿部議員言われる農業対策、酪農対策、いろいろ幅広い大変大きな問題だろ

うというふうに私もとらえています。１次産業全体もそうですけれども、酪農の皆さんが

５戸減ったという実態を今議員のほうからも指摘がありました。まさに大変な状況になっ

ているというふうに私どもとしてちょっと危機感を持って話をしているわけでありますけ

れども、いずれにしましても減る原因が経済的な不安要素だけではないということが、原

因が多様化しているということだろうというふうに思います。皆さんから出るのは、何と

いっても後継者不足、そして高齢化ということ、それで働き手がいなくなっているという

状況の中でどのようにこれをつないでいくのかというのが大問題だろうというふうに思っ

ています。そういう意味では、今課長のほうからいろんな方策というのは我々としても考

えていかなければならない。バックアップ体制をどうするかということも含めて考えてい

かないとならないだろうなというふうに思っています。そういう意味では、ＪＡさんとい

ろいろな協議をさせていただく中で、行政ができる範囲というのはどこまでなのだろうか

というのは常に問われているわけですから、本当に農家の皆さんの実態を一番把握してい

るのはＪＡさんでありますから、そういう面では資金的援助だけではなく、どのような体

制づくりをしていくかということも常に広範な分野にわたってお話をさせていただいてお

ります。 

 そういう意味では、一つ一つ行政ができるもの、それを積み重ねてこれからもいきたい

なというふうに思っているところでありまして、その中で本当に一番いいのは高齢化の皆

さんが離農した場合の新規就農がきちんとできるということだろうというふうに思いま

す。そういう意味では、ある程度の制度もつくりましたけれども、それで十分なのかと言

われればそうではないという部分も出てくるだろうというふうに思います。本当に行政と

してどこまでできるのかということは常に頭に置きながら、ＪＡさん、またいろんな農家

の皆さんとお話ししながら、行政のできることはやってこれからもいきたいというふうに

思っていますし、今度浦乳さんが４月の16日に地鎮祭をやると、新しいところに入ってい

くという状況になっています。そういう意味では、本当に地元の生乳を加工したいという

のが森永さんの思いだろうというふうに思っていますから、それにこたえるだけの生産農

家がなければならないということは当然でありますので、これからこれ以上減少にならな

いような方法はどうやっていくのかということを十分論議しながら、私どもとしてできる

ことはやっていくという覚悟で今後とも進めたいというふうに思っていますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がありませんので、次に６款３項２目水産業振興費までの説明を求めま

す。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 77ページをごらん願います。２項林業費、１目林業総務費、本年度予算
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額1,363万7,000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に

要する経費でございます。増額の主なものは、８節報償費でおりに入ったカラス捕獲処理

50羽分で１万5,000円、エゾシカの一斉駆除100頭分で20万円、合わせて有害鳥獣駆除報償

金21万5,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、人件費で53万8,000円、13節

委託料で民有林に係る森林管理巡視調査計画業務委託料28万円の減額という内容でござい

ます。補正予算につきましては、有害鳥獣駆除報償金について、エゾシカによる農業被害

が拡大しており、農地に出没した際に有害鳥獣の駆除をハンターに頼むにしても本町の報

償金の金額が近隣町と比較して低いことから、有害鳥獣駆除員に依頼しづらいとの声が多

くの農業者から出されているという状況があり、先般農協組合長らと協議した結果、平成

24年度よりエゾシカ１頭につき現行4,000円から町と農協がそれぞれ1,000円ずつ増額して

１頭6,000円に改めることになりましたので、550頭分の有害駆除報償金55万円について追

加補正を予定しております。１節報酬、８節報償費、13節委託料、28節繰出金については、

一般会計予算説明資料25ページをご参照願います。 

 ２目林業振興費、本年度予算額2,110万7,000円、この目につきましては民有林の振興に

要する経費でございます。減額の主なものは、19節負担金、補助及び交付金で森林整備担

い手対策推進事業負担金４万8,000円の減、補助対象面積の減により、未来につなぐ森づく

り推進事業補助金69万3,000円の減、補助対象面積の増により、人工林保育事業補助金24万

3,000円の増、補助対象面積の減により、除伐緊急対策事業補助金29万4,000円の減、交付

金対象面積550ヘクタールの減及び交付金単価が１ヘクタール当たり5,000円から2,000円

となり、交付金単価3,000円の減額により森林整備地域活動支援交付金545万円の減、これ

らを合わせまして624万2,000円の減額という内容でございます。19節負担金、補助及び交

付金については、一般会計予算説明資料25ページから26ページをご参照願います。 

 ３目林道維持費、本年度予算額173万円、この目につきましては町が管理する林道、路線

数12本、延長約63キロメートルの維持管理に要する経費でございます。14節使用料及び賃

借料、15節工事請負費については、一般会計予算説明資料26ページをご参照願います。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費、本年度予算額1,298万6,000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、13節委託

料で森林公園内に設置の下水道マンホールポンプ所を年３回清掃により７万9,000円、18節

備品購入費でみのり館の消火器４本は消防法の規定による点検及び詰めかえの時期になり

ましたが、点検及び詰めかえを行うよりも購入のほうが安価となることから購入するもの

で、４万7,000円の増額の内容でございます。減額の主なものは、11節需用費の消耗品費は

芝生広場散布用目土86万2,000円の減、バンガローの窓用サッシと網戸修繕などにより修繕

料で13万9,000円の増、合わせまして72万3,000円の減、15節工事請負費で遊具改修工事の

終了により164万4,000円の減額という内容でございます。11節需用費、13節委託料、15節

工事請負費については、一般会計予算説明資料26ページをご参照願います。 

 ５目林道上厚内線開設事業費、本年度予算額2,055万円、この目につきましては町が管理
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する林道上厚内線、延長1,678メートルについて整備不要の延長450メートルを除き、平成

22年度と23年度に延長370メートルの改良工事を行ってまいりましたが、その先である延長

858メートルを新たに林道厚内線と接続させるために開設工事を２カ年事業で行うために

要する経費でございます。新規事業の目であるため、すべてが増額の内容でございます。

13節委託料、15節工事請負費については、一般会計予算説明資料26ページをご参照願いま

す。 

 林道上厚内線改良事業費は、廃目整理となるものでございます。 

 ３項水産業費、１目水産業総務費、本年度予算額846万4,000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

ことはございません。 

 ２目水産業振興費、本年度予算額945万4,000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、12節役務費で流木等

の沖合漂流物処理手数料60万円の増、14節使用料及び賃借料で13年前に漁業者の団体が厚

内川河川敷に植えた桜の木移植のための機械借り上げ料60万円の増、15節工事請負費で屋

根のふきかえ等を行う厚内共同作業所改修工事390万円増額の内容でございます。12節役務

費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、19節負担金、補助及び交付金

については、一般会計予算説明資料26ページをご参照願います。 

 以上で２目水産業振興費までの説明を終わらせていただきますので、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。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 有害鳥獣の駆除に関してお伺いしたいと思います。先ほどの説明の中で、シ

カの奨励金に関して1,000円上げて補正も用意しているということの説明がございました。

実は、この説明書のとおりだと昨年９月の決算で捕獲料、奨励金が安いよと申し上げたの

が聞こえていなかったかなというふうに思って、一言申し上げようと思っていたのですが、

ただいまのような説明でしたから、補正もあるということで私安心して、また非常にハン

ターの皆さんには忙しい中たくさんとっていただいている。また、今年の冬は特に大雪と

いうことで、非常に駆除に苦労されているのではないかというふうに思っております。感

謝を申し上げたいと思いますが、そこで奨励金交付規則見ますとこの規則の上限までいっ

ていなかったのが、現状もいっていないのですが、カラスが異常に安いです。カラス１羽

1,000円以内となっているのですが、現実これ300円ですか、シカは3,000円以内となってい

るのが現状2,000円だったというで、3,000円に上がりましたけれども、１つお伺いしたい

のですが、カラスについては非常に利口で、なかなか撃てないのだと、特に電柱にとまっ

ているの多いとか電線にとまっているの多いとかということもございますから、この辺に

ついてはハンターの皆さんからの値上げ要望ってないのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 産業課長。 

〇亀山産業課長 カラスの分につきましては、鉄砲で撃つ場合には1,000円です。捕獲おり

に入ったものを処分するときには300円というふうな形の中で、ただカラスも本当によく知

恵が回るといいますか、そういう部分では本当にイタチごっこといいますか、空砲を撃っ

てもすぐ見分けて、また飛んできてしまうというふうなことで、爆音機等を設置してもす

ぐなれてしまうというふうな形の中で、非常にカラスについては厄介なものだというふう

に考えております。ハンターの方からこの駆除の報償費について上げていただきたいとい

うふうな話はあるかというお尋ねでございますが、カラスについては今のところこちらの

ほうへ申し出がございません。猟友会の方からもそのようなことは聞いておりません。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 わかりました。この件については終わらせていただきますが、同じく有害鳥

獣に関してですが、ご承知だと思いますが、有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従

事者容認事業というのございますね。当然ご承知だと思います。くくりわなといいますか、

網といいますか、それらのものについては法人やら団体の特区申請をして、資格のない人

もハンターなどが入っていれば一緒にやれるという特区申請で実施できるはずなのです。

浦幌も今３月に入って一斉駆除ということで、予算書にも追加して多くの予算が載ってお

りますけれども、こういう事業を利用して資格のない人たちも一緒に講習受けたり、安全

の講習、捕獲技術講習、いろんなことが付加されておりますけれども、公共団体でもつく

れるでしょうし、農協などがそういう人たちを集めて捕獲団体として申請をして、資格の

ない人も資格のある人がいれば一緒になって立ち会ってもらったり、当然網でとってもわ

なでとっても殺傷するのには鉄砲が要りますから、仲間いなければだめだということであ

りますから、そういうような組織をつくって有害鳥獣の捕獲を推進していくというような

考えはないのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 杉江議員からのお話の中で、これにつきましては特区申請をして、自治

体もできるし、農協もできますというふうな形の中なのですが、ただ町がその特区に入っ

てやるということになると、専門の職員というか、その中の構成員であっても、やはりそ

うなるとその管理、見回り作業だとか、そういうことも含めて非常に時間をとられてしま

うというふうなことの中で、現段階では町としては考えておりません。ただ、農協さんの

ほうでもそのような話はいろいろ出ているのだというふうには聞いてはおりますけれど

も、まだそういうふうな話で具体的に煮詰まったものとしては聞いてはおりません。ただ、

いろいろ理事会等の中でもそういう意見はあるよという話は聞いております。ただ、農協

も同じですが、職員の方がという話になると非常に難しい面もあるのではないかというふ

うに考えております。やはりそちらの農業者、地先の農業者の方がその団体の中の構成員
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として見回りをしていただくというふうな形がとれないとなかなかこれは難しいものがあ

るのかなというふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 今説明あったとおりだと思うのです。私たちも、私自身も一頭もとらないで

こういうことを言っているわけですから、やっていただいている方は大変だなと思うので

すが、できればそういう資格のない人たちも取り込んで、今やっておられる一斉駆除なん

かにも参加していただけるような体制にできるわけですから、行政がやるのが無理だとし

ても、農協等を含めてできるような形の推進をしてほしいなと思っているのですが、いか

がでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 今年から始めましたエゾシカの一斉駆除、これにつきましては上浦幌地

区で一斉駆除ということで、猟友会の方が集団で山に入って、せこという形で追い込みを

して、そして出てきたものを射撃で殺傷するというふうな形を３月４日の日に行いまして、

13頭の成果があったというふうには聞いております。それで、今後も20日過ぎですか、ビ

ートのポットが一段落した段階でもう一度やるというふうな計画もあるよということは聞

いております。ただ、ここにいわゆる一般の農業者の方がせこ役で入るとか、そういうこ

とはやはり危険が伴うのでないかなというふうに思います。やはりそれだけの知識を持っ

た猟友会の方でなければ、ただ簡単に追い出すというふうな形にはなかなかならないのか

なと、事故があっては大変でございますので、そういうところについてはやはり猟友会の

有資格者の皆さんでやっていただくのが一番よろしいのかなというふうに思っておりま

す。 

 それと、特区申請のお話でございますが、そういうふうな形の中で、地域の農業者の中

でそういうふうな形が、ハンターの方を取り込んだ中で一緒にやりましょうというふうな

組織ができていただければ一番望ましいのかなというふうに考えております。ハンターの

方も地域によっては自身も農業者ということの中で、農作業の忙しい中でなかなか難しい

部分、依頼するのも難しい部分もあろうかと思いますが、またこちら下浦幌の地域におい

てもそれぞれ職業をお持ちの方もいらっしゃいますので、そういう部分では依頼したから

すぐ行けるというものでもないというふうなところもございまして、そういう組織づくり

というところにつきましてはまた農業者の方々の中でその集落、農事組合単位ででもそう

いうことも話題にしていただきながら、近隣の方のハンターの方を誘った上でそういう組

織づくりをしていただきたいなというふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 今有害駆除のことを話されましたのですけれども、猟友会も今大変高齢化に
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なっていて、もし猟友会の人がかなり数が減った場合町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。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 猟友会の会員数について過去５年ほどを調べてみたわけですが、町全体

でいいますと大体50人ぐらいをキープしているということの中で、ただ年齢的には毎年１

つずつ年とりますので、それは高齢化はしていくものというふうに思います。23年度でい

えば53名の方が登録しています。猟友会に入っております。ハンターとして入っておりま

す。ただ、高齢化していく中で、農業者の中には昨年あたりから自分の畑は自分で守ると

いうふうな形の中で狩猟免許等を取りに行ったり、銃の免許を取りに行ったりというふう

な形の中で行っております。そういう方に対しては、有害鳥獣対策協議会のほうで資格取

得のための経費について助成しているというふうなことで、わな等の免許もそうでござい

ますが、そういう中で助成措置をとっていく、またあと免許の更新のための経費、これら

についても一部助成していくというふうな形で、何とかハンターの方が狩猟を続けられる

ような形、また人数が減らないような形、そして新規に取得する方もふやしていこうとい

うふうな形の中での施策は進めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 わかりました。 

 もう一つ質問したいのですけれども、水産業の振興のことなのですけれども、先ほど農

業対策で農業者の数が大変減っているということも話されました。水産業も後継者不足で、

大変数が減ってきております。この振興費の中に予算立てはしていないのですけれども、

これから雇用者対策で、新しく入る漁業者とか後継者に対してぜひとも新たな事業を入れ

てほしいと思います。もしそのようになった場合に、町はこれからどのように対策として

考えているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 水産業における後継者対策ということの中で、従来は余り、農業ほど後

継者難だと言われてはきていなかったわけです。ただ、これは全町的に言えることで、全

産業的にも言えることです。ただ、これは水産業もそうでしょうし、林業後継者もそうで

しょうし、農業もそうでしょうし、商工業の商店やっていたり会社経営していたりする方

もそうなのですが、全般的に言えることであるというふうに考えております。特別そうい

う中で予算立てはしていないわけですが、やはりこの辺については今後調査を重ねながら、

何らかの施策、定住対策等も含めながら今後のことは考えていかなければならないのかな

というふうに考えております。よろしくお願いします。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 
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〇阿部議員 先ほどの同僚議員のあった駆除の件をもうちょっとなのですけれども、関連

なのですが、とっていただくというのは問題はないのですけれども、処理、残滓処理とい

うのがありますよね、あれ一時、狩猟の場合はこのごろ余り大分目立たなくなってしまっ

たのですけれども、残滓を回収して、それを処理していただけるというのがあったのです

が、駆除のときにも何でも一概に埋めるということにならない状況があります。そのとき

に対して、私も以前、個人的なこと言って悪いのですが、大きなものとって回収してきま

して、回収業者に処理していただきました。畜産、屠畜の業者の方に処理していただきま

した。そのとき１万円かかります、出したら。今は何ぼかかるか、ちょっとここ五、六年

私やっていないのでわかりませんけれども、大きいのなるべくとらないようにしています、

処理にかかるからということで。そんな状況の中でやっているのですけれども、そういう

ことに関して、例えば町の中で駆除したいのだけれども、処理に困るなという方いると思

うのです。そういう方のために、とったものの処理について何か少し考えがあればお聞か

せを願いたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 エゾシカ駆除に係る、有害駆除に係る残滓処理というふうなことでござ

いますが、これにつきましては春先から秋までの有害鳥獣駆除期間、これにつきましては

まだ土中埋設も可能だとは思うのです、まだしばれておりませんので。ただ、今年一斉駆

除を３月に行っていただいております、上浦幌と浦幌の猟友会の方にご協力いただきなが

ら。そういう中で、今の時期ですから当然雪もありますし、凍結も進んでいると、地下凍

結も進んでいるという中で、これについては３月の一斉駆除の分についてはやはり何らか

の方法は考えていかなければならないのかなと、皆さんに土中埋設ですからお願いします

とは言っては今おりますけれども、非常に心苦しいなというふうに思っております。ただ、

この点については今後考えていかなければならない問題だというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いします。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 処理については考えていただけるということで、これは今後ともますますふ

えてくるものだろうと思います。早急に処置についてはお願いをしたいなと思います。 

 その後、林業振興費の中のことでちょっと伺います。今私も自分の自宅からこちらへ来

るまでの間に山林、人工林、それから雑木がどんどん切られています。私にとったら山の

木簡単に切られるということは、やはり今騒がれている災害にもつながってくるものでは

ないのかななんて考える折なのですけれども、その中でその許可を出されている。切って

もいいかい、いいよと許可出されていると思うのです。そのときにいろいろな書面があり

まして、簡単に処理する方法がということで、業者の委託されている方が結構来ていると

思うのです。人工林につきましては、再植をするのだろうということだと思うのです。そ

れから、天然林につきましては天然更新という形をとられた中で許可を出されていると思
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うのです。私よく思うのですけれども、天然更新であろうと人工林の再植であろうと、今

伐期に来ているものは、人工林は伐期に来ています。確かに来ているものが多いです。そ

の中で、許可をされるときに次のことを確実に理解をした中で許可されるべきではないの

かなと。これは、強いて言えば最終的には浦幌の海のほうまでつながっていくものであり

ますので、その辺も考えた中で許可をしていただきたいと。それで、再植するとか植林を

するという場合には、本当に94％ぐらいの助成があるのだそうです。そのことを知らない

人が多いです、はっきり言って。普通の一般的な、会社とか何かは別ですけれども、個人

の民有林の中では。そのことを理解していただいて、天然林であろうと人工林であろうと

そのことを進めて強烈に。余りすると、個人のことですから、何だと言われることもある

と思うのですけれども、その辺上手にやって一日でも早くこれを再生していかないと私は

だめなのではないのかなと思いますので、その辺について、せっかくいろいろ助成だとか

補助だとかあるものですから、その中で手段を講じていただきたいと考えるのであります

が、お聞かせ願います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 お答えいたします。 

 阿部議員もご存じのとおり、国費、そして道費、町費等を加えますと実際植栽には94％

の補助が出て、本人負担は６％ですよというふうな制度があります。そういう中で、人工

林伐期を迎えているということから、その次はやはりきちっとした植栽、また天然林につ

いても天然更新ということではなくて人工林を育成していくというふうなことは必要なこ

とかなというふうに考えております。それで、今月下旬発行の広報にも、市町村森林整備

計画も変わるというふうなこともあわせまして林業関係の補助制度、これらについて広報

による周知は行っております。また、これらのことについては町のホームページのほうに

も載せていきたいというふうに考えております。それと、あと一番森林所有者の方が窓口

となるのが、町の窓口もそうなのですが、やはり森林組合さんに行かれることが一番多い

のかなというふうに思いますので、その辺のことについては森林組合のほうにも要請しな

がら、これらの植栽について督励していただくような形で、制度周知も含めてお願いして

いきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 前向きな形になれるような、皆さんが山を持っているたとえ５反であろうが

300町であろうが、持っておられる方が、やはりすぐは、木なんて本当に何十年もかかって、

今我々の代でやったら３代先でないと恐らく使い物にならないのだろうと思います。それ

ぐらい時間のかかるものであります。ですから、一日でも早く、そういう管理体制といい

ますか、個々のものでもあるのですけれども、行政でもできることについてはどんどんと

やっていっていただかないと、土が流れ、その流れた土が最終的に海へ行っていろいろな
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ことに、災害にも加わるわけでございますので、やっぱりその辺の中で私としては一日も

早い対策をとっていただきたいと思いますので、啓蒙かたがたよろしくお願い申し上げま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 制度を知らなかったと言われるのが一番困るわけでして、何度でも周知

をしながら、そういう中で皆さんの目にとめていただくような形の中で制度周知を図って

いきたい。また、先ほど森林組合という話もしましたけれども、町の窓口のほうへおいで

になる方についても森林所有者の方がおいでになったときには、きちっとやっている方に

は言えませんけれども、そういう中ではそういう制度の周知というふうな形の中でお話の

中では進めていきたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 林業費の関係で林道上厚内線開設事業費です。去年は上厚内線の改良事業費

ということで、今年廃目ということで、今度は開設工事ということで、これ新規事業だと

思われるのです。まちづくり計画のほう見ると23年から３年間改修工事やるようになって

いたのですが、その辺新規でこの林道の事業をやられるのかなと思うのですが、これのど

ういうふうに変わったのかというか、その辺をちょっとお聞きしたいのと、あと新規です

から、何年計画でやられるのか、その辺お願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 まちづくり計画の中では改良でいっていたというお話ですけれども、確

かにそのとおりでございますが、ただ今回林道の状況からいって、現況の林道ですね、こ

れが今の林道は未整備の林道というふうな形にはなっておりますが、ただこれが補助率が

まず違うということ、改良工事であれば国費は30％、そして道費が１％ということになり

ます。また、これが開設事業というふうな形になりますと、国費が50％、道費が１％とい

うことで、約20％の違いが出てくるというふうな中で、採択要件の中に合致したというこ

とで開設事業を選んでいるということでございます。これは、有利なほうを選ぶというこ

とでございます。また、それと、これは何年間の事業かというふうなことでございますが、

先ほども申し上げましたが、２カ年事業というふうな形では考えております。ただ、これ

も実際には国の国費の採択の関係がありますので、今は２年と、24、25と言っております

が、これは延長される。工事区間が縮められてしまうというような状況も考えられますの

で、これはあくまでも町としては今２カ年でやりますと言っていますけれども、国費の配

分によってはこれが年数かかるというふうな状況も生まれてくるということでございま

す。また、この林道上厚内線につきましては、林道厚内線と接続します。そうすると、国

道38号線から町道の上厚内厚内線を通らなくても厚内の小学校の裏に接続して出てこれる

というふうなことで考えておりまして、そういうところでは整備が急がれているのだとい
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うふうな形の中で考えておりますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 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 ３時２７分  休憩 

午後 ３時４０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、８款５項２目公営住宅建設費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 それでは、81ページをごらん願います。７款１項商工費、１目商工振興

費、本年度予算額１億323万6,000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、８節報償費で転入

者ハマナス商品券贈呈事業について贈呈対象をこれまでの転入世帯主から18歳以上の転入

世帯主及び世帯員に改めることとして10万円、19節負担金、補助及び交付金で商工会の退

職した職員の後任の採用などに伴う人件費の増額により商工業振興事業補助金113万

6,000円の増、２階部分屋上防水改修工事及び経年劣化による営修繕工事等によりコスミッ

クホール運営事業補助金223万5,000円の増、補助事業件数の増加が見込まれることから、

太陽光発電システム設置補助金100万円増額の内容でございます。減額の主なものは、人件

費で190万6,000円の減、19節負担金、補助及び交付金で固定資産税の評価替え及び前年度

償却資産分計上による差額により地場工業等振興補助金84万2,000円の減額という内容で

ございます。１節報酬、８節報償費、19節負担金、補助及び交付金、21節貸付金について

は、一般会計予算説明資料26ページから27ページをご参照願います。 

 ２目観光費、本年度予算額2,250万2,000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、13節委託料で新

たに留真温泉源泉槽清掃に係る保守業務委託料15万円、道の駅指定管理料29万8,000円の

増、道有林内に設置している旧留真温泉テレビアンテナ撤去委託料15万7,000円、18節備品

購入費で、レストラン施設の消火器６本は消防法の規定による点検及び詰めかえの時期に

なりましたが、点検及び詰めかえを行うよりも購入のほうが安価となることから購入する

もので、７万円増額の内容でございます。減額の主なものは、11節需用費でレストラン施
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設非常灯予備電池及び留真温泉送迎バス表示用マグネット購入により消耗品費９万

1,000円の増、道の駅パンフレット作成分等の印刷製本費20万6,000円の減、実績により観

光看板電気料の光熱水費22万8,000円の減などを合わせまして需用費総体で38万5,000円、

12節役務費で今年度は集中的に行った留真温泉の広告宣伝を観光施設全般のＰＲに切りか

えたことにより広告料64万3,000円、13節委託料で運行回数の見直しにより留真温泉送迎バ

ス運行委託料280万円、14節使用料及び賃借料で留真温泉周辺の植栽に係る機械借り上げ料

15万円、15節工事請負費で道道本別浦幌線沿いの２カ所に留真温泉案内看板設置工事の終

了により186万6,000円、16節原材料費で留真温泉の周辺植栽用苗木代及び木製看板作成料

120万円の減額という内容でございます。12節役務費、13節委託料、19節負担金、補助及び

交付金については、一般会計予算説明資料27ページをご参照願います。 

 ３目工業対策費、本年度予算額117万円、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。減額の主なものは、23節償還金、利子及び割引料は誘致企業向け

社員住宅２棟４戸分の建設費における北海道住宅供給公社からの借入金は平成23年度をも

って償還完了により、405万5,000円の減額という内容でございます。 

〇新川施設課長 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2,361万円、

この目につきましては施設課に係る人件費、事務費及び道路台帳修正業務でございます。

増額の主なものは13節委託料で、説明資料27ページに記載のとおりでございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、本年度予算額7,434万2,000円、この目につきま

しては維持係の人件費、建設機械等13台分の年間維持費、管理費でございます。増額の主

なものは、タイヤ購入費目の予算組みかえによる11節需用費の消耗品費及び燃料単価高騰

による燃料費、車検台数が４台から10台と増加することによる修繕料、新規除雪車購入及

び車検台数増による12節役務費の手数料、自動車損害共済及び賠償責任保険料、27節、自

動車重量税でございます。また、18節備品購入費につきましては新規除雪車購入で、説明

資料27ページに記載のとおりでございます。 

 ２目道路維持事業費、本年度予算額4,922万8,000円、この目につきましては町道255路線、

実延長303キロを維持管理する経費でございます。増額の主なものは、13節委託料、過疎ソ

フト事業債対象の15節工事請負費で、説明資料27ページに記載のとおりでございます。 

 ３目道路建設補助事業費、本年度予算額２億4,952万8,000円、この目につきましては国

の交付金事業により町道の道路改良舗装をする経費でございます。増額の主なものは、15節

工事請負費、17節公有財産購入費でございます。減額の主なものは、調査測量設計委託料

の減額による13節委託料、リース車支払い終了に係る14節使用料及び賃借料でございます。

なお、13節委託料、15節工事請負費、17節公有財産購入費につきましては、説明資料27ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ３項河川費、１目河川管理費、本年度予算額1,168万円、この目につきましては町が管理

している215の普通河川の維持管理、道河川の樋門、樋管管理委託、国所管の救急排水施設

管理委託業務に係る経費でございます。増額の主なものは、14節使用料及び賃借料で行政
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区及び河川地先要望における河道の整備でございます。なお、13節委託料、14節使用料及

び賃借料につきましては、説明資料28ページに記載のとおりでございます。 

 ４項都市計画費、１目都市計画総務費、本年度予算額14万2,000円、この目につきまして

は都市計画審議会開催に係る事務経費でございます。特に説明する内容はございません。 

 ２目公共下水道費、本年度予算額２億3,106万円、この目につきましては公共下水道特別

会計へ繰出金でございます。 

 ３目公園緑地管理費、本年度予算額988万2,000円、この目につきましては中央広場、駅

前広場、ポケットパーク、児童公園、遊園地の維持管理及び森林公園遊歩道、道の駅駐車

場周辺などの町有地の草刈りに係る管理業務の経費でございます。増額の主なものは、タ

イヤ購入費目の予算組みかえによる11節需用費の消耗品費及び15節工事請負費でございま

す。13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料28ページに記載のとおりでご

ざいます。減額の主なものは、18節備品購入費でございます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費、本年度予算額5,847万4,000円、この目につきましては町

営住宅489戸、雑種家屋61戸、町有住宅10戸の維持管理費及び町営住宅運営委員会に係る報

酬、費用弁償、人件費でございます。増額の主なものは、住宅修繕に伴う11節需用費の消

耗品費及び修繕料、説明資料28ページに記載の15節工事請負費、消火器及び自走式草刈り

機購入に伴う18節備品購入費でございます。減額の主なものは、住宅施策基礎調査終了に

伴う13節委託料、資材料の減に伴う16節原材料費でございます。また、昨年度から実施し

てきました住宅リフォーム補助につきましては、19節負担金、補助及び交付金で、説明資

料28ページに記載のとおりでございます。 

 ２目公営住宅建築費、本年度予算額１億4,533万2,000円、説明に入る前に、説明資料が

欠落しておりましたので、最後のページに追加させていただきました。まことに申しわけ

ございません。この目につきましては、新規に創設された科目で、老朽化の著しい公営住

宅を今年度から公募型プロポーザル方式により公営住宅買取事業として１棟６戸を整備す

るものでございます。今後既に選定された建設グループと実施設計完了後、議会の議決を

経て協定書を締結し、建設工事完了後、財産取得の議決を経た後、公営住宅を買い取る予

定となってございます。内容につきましては、説明資料57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。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 住宅リフォーム補助金のことについてお伺いいたします。23年度の予算では

650万ほどの消化と聞いておりますが、その後変化はあったのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 これは補正でおっしゃるとおり補正減させていただきまして、655万円で
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23件という内容は、今の状態で要望がありませんので、これは決算として変わりございま

せん。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 近隣市町村と比べてもこの制度は浦幌町がいち早くとって、この制度につい

ては私も非常に期待しておりました。この議会に出て最初のころの質問でも、この住宅リ

フォーム補助が皆さんの使いでがいいように、もうちょっと下げた金額で、限度も50万で

はなくて何とかみんなが使いやすいような金額で、補助率も上げてやったらどうですかと

聞いたのですけれども、この予算の中で１件を例えば限度を30万以上にして補助率を40％、

補助の限度も例えば30万とか40万の低い金額に抑えて、たくさんの人に利用してもらうと

いう形にしたほうがいいのではないかという気がいたします。私この議会に出る前に、今

被災地になっております宮古市の例を聞いていたのですけれども、補助の金額だけで１億

を超えるような状態でやっていたように聞いております。ただ、浦幌町で去年やった655万

ですか、この金額を現在の浦幌町の補助率で割ってみますと3,250万、これは250万を超え

た方にはもうそれ以上補助は、50万以上は上がらないということであれば、もっと大きな

工事した方もいらっしゃるかもしれませんので、そうするとこの住宅リフォーム補助とい

うのは浦幌町全体に与える経済波及効果というのは相当大きなものとなっていると思いま

す。そのお金の一部は、利用者、住宅を発注する側にとってもまた返ってくるということ

で、そのお金がハマナス商品券または現金という形でまた町内に戻ってくる。まさしくこ

れは町の活性化にも影響を与える大変いい制度だと思いますので、もう少しこの金額を下

げて皆さんが使いでのいいように、何人かに聞いてみますと、もうちょっと安かったら使

うのだけれどもねという声も聞いております。私自身も実は家の中の改修やっているので

すけれども、大工さんと話をしていて、この窓枠を工事すれば50万超えるからどうですか

と言われて、僕もちょっと考えたのですけれども、この補助を受けるために自分の工事を

大きくするというのもなかなか決心がつかなくて、僕は最初に発注したこれだけでいいよ

というふうにしてやったのですけれども、この辺についてちょっとご所見をお伺いしたい

のですけれども、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今差間議員言われたことは、よくわかります。昨年６月に政策予算で上

げたときにも、たしか同じようなご意見があったと思います。これにつきましては、この

前もほかの議員からいただいて、住宅リフォームの要綱を使いやすくしたらどうかという

お話がいろいろございました。事実１年経過して、いろんなご意見は伺っております。あ

くまでも町の単独の補助金ですので、私どもとしてはそれは皆さんが使いやすいような形

にしていくのが、改善していくのはそのとおりだと思います。それで、今おっしゃった補

助金50万円の事業費を例えば30万円、補助率を20％から40％とか仮に上げたらもっと行き

渡るのではないかと、範囲としても皆さんがもっと利用しやすいのではないかというお話
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だと思うのですが、ただ、これ考え方だと思うのですが、例えばリフォームの考え方とし

て小さな修繕とか物を備品を入れるとか、そういった考え方でつくったわけではなくて、

長期的に住み心地がよいような形で長く住んでいただくために、大きな費用が皆さんに負

担かかるということで、その一助としてこういうものを導入して、そこに負担してあげた

いというようなもくろみです。ですから、例えば窓枠一つかえても50万円という経費がお

っしゃるとおりかかると思います。私たちも業者なんかともいろいろしゃべるのですが、

リフォームとなるとちょっとしたことですぐ50万いくというようなことでございましたの

で、当初から50万円というものを、全体的な建物改修という物の考え方で50万円という金

額を理事者と相談して設定させていただきました。補助率の関係なのですが、20％、40％、

これは自分たちももし使うとしたら、それは補助率が高いほうがいいと思います。ただ、

ご承知のとおりリフォームは個人住宅に対しての補助ということでございまして、町の自

主財源でございます。そういった中で、改修した特定の人しか恩恵を受けないというもの

もございます。そんな中で20％というものが限度かなと思っております。結局個人の居宅

ということで、ある程度の負担についてはご自分の負担ということでやむを得ないのかな

というような認識で考えておりますので、ご理解願いたいと思います。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 大変よくわかりました。この住宅リフォーム補助というのは、業者の方と話

ししていますとやっぱり相当期待しているのです。こういうふうに住民と業者が一体とな

って住みよい家につくりかえていく、こういった趣旨ともあわせまして、町が活性化して

いく、元気になっていく。こういったことが町が町民に対してできる温かい施策だと本当

に思います。選挙前に私、また同じこと言いますけれども、これをやるべきですよとしゃ

べって歩きましたら、つき合っている業者の方から、そんなことできるかいと、こう言わ

れたことも覚えております。実際に浦幌町がこの制度に足を踏み出して、大変いいことだ

と思っております。使いでのいいということと、それと住宅リフォーム補助の町の考え方

ともあわせまして折り合いのつく点でこの予算をどんどん進めていったらということで、

期待申し上げて質問終わります。ありがとうございます。 

〇田村議長 答弁はよろしいですか。 

〇差間議員 よろしいです。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 商工費の中の報償費、転入者ハマナス商品券贈呈事業ということで85万円で

すか、これのことについてお伺いいたします。170名分ということで、現実に浦幌町に来た

方がいろいろと手続をする中で、こういうこともあるのですよということで申請をしたと

いうことなのです。この申請について、この商品券が発行されるまでの経緯、どういう経

緯で商工会のほうに行って、いつごろ、何日ほどかかって本人に発行されるかということ

をちょっと、転入者に対してですね、お伺いしたいと思います。 

 それと、もう一件は、住宅費の中の町営住宅運営委員会ありますよね、この運営委員会
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の開催の回数とか方法とか、その方、町外者なのですが、転入してきて、少しお話を伺っ

たけれども、本当にけんもほろろの説明というか、不親切で非常に怒っていました。もう

少し対応の仕方が何かあるのではないかなというふうに私も感じたのですが、住宅がない

から、親御さんがたまたま町にいたものですから、今は一緒に住んでいますけれども、住

宅の申請もしたいようなこと言ったのですけれども、運営委員会が何月にしか開かれない

からというようなことで、随分冷たい町だな、もう少し何か対応の仕方がないかなという

ようなことが耳に入りました。この辺のことについても運営委員会が年に何回、どういう

形で開かれているかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 まず、１点目の転入者に対するハマナス商品券の贈呈事業のことでござ

いますが、これは転入届をそれぞれの方がしていただきます。それで、一月分がまとまり

ましたら、町民課から産業課のほうにリストが参ります。それで、リストを確認した上で

伝票を起票して、そしてハマナス商店会の商品券を購入すると、そしてそれを会計管理者

のほうへ預けまして、そして転入者への、もちろんその前にリストができた段階で手続に

来ていただきたいというふうな形の案内は差し上げております。それで、大体転入した月

の翌月の20日前後になるかなというふうな形、１カ月半はかかってしまうかな、やや１カ

月半というふうに考えていただいてよいものと思います。ただ、転入月日によって、すぐ

来たと思われる方と、月初めであれば１カ月以上もたってから通知が来たというふうな形

になろうかと思います。これは、随時ではなくて１カ月分まとめて町民課のほうからリス

トをいただいているというふうな形の中から、やむを得ないものというふうに考えており

ます。 

〇田村議長 施設課長。 

〇新川施設課長 ただいまの公営住宅運営委員といいますか、公営住宅入居というふうな

ご質問だと思いますが、公営住宅につきましては運営委員さんは８名が運営委員さんとな

っております。開催につきましては、基本的に年４回ということで３、６、９、12月と３

カ月置きになってございます。それ以上に、何かがあればその間に臨時的なものも開催等

ございます。そんな中で、対応がちょっとまずいということでは申しわけないと思います。

ただ、入居に関していつでもかつでも入れるというような状況は難しいと思います。とい

うのは、募集してその都度一人も集まらなくても開催するというようなことではなくて、

ある程度３カ月置きというのがめどでずっとこの前もやってきております。そんな中で、

今空き家なのですが、公営住宅につきましては政策的なものは除きまして26戸ございます

し、また改良住宅につきましては18戸、特公賃という、ちょっと金額高いのですけれども、

それについては１戸というふうな今の空き家状況でございます。それで、例えば浦幌町以

外のほかから転居されてきて住居がないという方につきましては、例えば６月までは住宅

運営委員会を開かないから入居できませんというようなことではなくて、あくまでもあい
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ている住宅について、例えば公営住宅審議会にかかる比較的いいような住宅というか、所

得制限とかもございますので、そういうところについてはすぐに希望のところに入れない

かも知れませんが、とりあえず入居をしていただくということでは改良住宅ですとかそう

いうところは用意してございますので、頭ごなしに入れないというような対応はしてはい

ないと思いますが、そういうふうにとられたということであれば対応がまことに申しわけ

ないので、今後は我々も気をつけたいと思います。ただ、入居者の方も中には自分の希望

のところに入れないということで、こんなこと言っていいかどうかわかりませんけれども、

不平不満はございます。そういう方もいますので、そのまま皆さんが思っているとおりの

全員がそういう対応をしていることではないと思いますので、その辺はご理解願いたいと

思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 せっかくの転入者に対しての商品券、5,000円ですが、１カ月半もかかってや

っと、１カ月近くかかってやっと転入者のところに届くという、何かもっとスピーディー

な方法がないかなというふうに、１カ月分のリストをつくってからということで、各課に

対応していただくという。転入者というのは非常に不安で、この町どんな親切を受けるか

というあれはないのでしょうけれども、浦幌町は平均冷たいという声をよく聞くのです。

それで、そんなことないよということで言うのですけれども、ついこの間もそういう話耳

にしたものですから、何とか町外者に優しい町に、定住、移住を推進していく以上は何ら

かの方策をとる必要があるのではないかなというふうに思います。 

 それと、住宅の関係なのですけれども、12月末に浦幌町に来た方なのですけれども、多

分審議委員会が終わった後だと思うのです。それで、行ったところ、親のところあいてい

るのなら、そのほうがいいのではないかという、気に入ったところがなかったのかもしな

いのですが、とにかくちょっとがっかりして、浦幌町にせっかく来たのにということで。

来る方もいろんな事情があって来ていると思うのです。倒産したとかリストラに遭ったと

かということで、非常に不安で親元に帰ってきてしまったという特異な例もあるかもしれ

ないのです。それで、住宅も自分の思ったところに入れなくて、次は３月ですよとか、12月

の末に行ったら、次は３月ですよと言われたら、本当にがっかりして、今は同居している

のですけれども、何かもう少しこれもスピーディーな方法、役所の都合もわかるのですけ

れども、何かあってもいいかなというふうに、もう来てしまってから申請に行くというこ

とは、住宅の改築なんかもそうですけれども、事前に連絡しないでやってしまうと役所っ

て非常に冷たいのだなというようなとらえ方をされますので、そういうことのないような

温かい気持ちで定住、移住も含めたいろんな施策をしていただきたいというふうに思って

おります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 転入者に対するハマナス商品券の贈呈の関係でスピーディーな方法はな



 － 32 － 

いかということでございますが、ここはその都度ということにはなかなかなりにくいと、

これは行政の都合上と言っていいのかどうかわかりませんけれども、そういうふうな形の

中では非常に難しいもの。転入されてすぐ発行できるような、お渡しできるような形とい

うのはなかなかとりづらいというふうな中で、ちょっとその辺はご理解いただきたいなと

いうふうに思います。 

 また、役場全体のことを言うのかもしれませんけれども、冷たいというふうな声を転入

者から聞くというふうなことでございますが、決して私たちはそういうふうな対応をして

いるつもりはございませんし、そういうところで改めなければならない点、ご指摘をいた

だいた点については、私たちも十分気をつけて職員の指導も含めて対処していきたいとい

うふうに考えております。 

〇田村議長 施設課長。 

〇新川施設課長 住宅についても同じようなことを申し上げるかもしれませんが、いずれ

にしても人口減で浦幌町がこういうときに親元に帰ってこられるといったときに、そうい

う住宅事情ですぐ入居できないという形は好ましいとは思っておりませんので、希望のと

ころでなくても入居できるという状況はつくっておきたいと思いますので、また職員の対

応は私たち含めてちょっとまずいところについては今後気をつけてい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 副町長。 

〇門馬副町長 今浦幌町は冷たいというお話でしたので、私からちょっとその辺。十分職

員に注意しなければいけないところは注意をしなければいけないなというふうに思ってお

ります。ハマナス商品券、転入者の方にお渡ししますけれども、基本的に町長か私がいる

ときにお渡ししようということにしていまして、それから渡すときに必ず、ようこそいら

っしゃいましたと、そして浦幌町で使える商品券ですので、ぜひこれをまず使っていただ

いて、今後も継続して町内でお買い求めお願いしますということを含めて転入者の方には

町長か私が直接渡してやっております。当初転入者の方が窓口に来て、受付に来た段階で

渡せないのかということも含めていろいろ検討はしました。ただ、うちのほうの財務的な

問題も含めまして、なかなかそういうことが難しいということで、最終的に今のスタイル

になったということですので、そういう意味では初めて浦幌に来られた方はその辺どうな

っているのだというお話があろうかと思いますけれども、一応そういう体制でやっている

ということをまず町民、議員の皆さんにご理解いただきたいなというふうに思います。 

 あと、公営住宅の関係につきましては、運営委員会は年４回やっていまして、あと臨時

的にもやるということで、それで転入された方について急がれる方については、空き家が

ありますので、入れないことはございません。ただ、本人の希望の中でどうしても新しい

ところとか広いところに入りたいということで恐らくいろんなそんなお話があるのかなと

いうことで、公営住宅の運営委員会にどうしてもかけなければいけないというのは新しい

建物の改良住宅についてはそういうことでかけましょうということで運営委員会もそうい
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う形にしておりますけれども、それ以外急ぐ部分についてはあいている公営住宅について

事務局段階で入れても構いませんよという話をしておりまして、恐らくその対応の中でと

いうよりも、自分のどうも気に入らない部分も含めていろいろあるのかなということで、

その辺を逆にもっと詳しく本人からお話を聞いていただくと本当の状況がわかるのかなと

思いますので、ただ住民に対する接待というか、対応については職員の不十分さについて

は改めて指導していきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 まずは、商工振興の太陽光とペレットストーブとあわせて質問をしますが、

太陽光については補正を組んでまで、また増額をしてということで積極的な活用があると

いうことであります。これは、町長も前から申しているように、浦幌町はそういう意味で

の対応、日照時間がすぐれた地域であるということですから、そういったことを実際に浦

幌中学校、また今回の体験移住住宅にも載せていくということですから、そういった形で

町としてもしっかりとそういうような実証。いい、いいと言っても、実際に載せてみて実

際にやって、実際これだけ発電量があるのだよということもしっかりと現実のものを見せ

ながらＰＲして、より一層の普及に努めるべきだと思います。その上で、前にも私中学校

の部分で質問させていただいたのです。それで、前回も結局のところいま一つ、実際に中

学校でどのぐらいの発電量があって、実際どうなっているのだというような、この辺収入

のところも見たのですけれども、そういうような部分載ってきていないところもあったり

しながら、実際に子どもたちにも今自分たちが学んでいるこの中学校の屋根に載っている

太陽光でこれだけの電気が発電されているのだというような実際のものというものもＰＲ

し、また体験移住で実際住まれた人も浦幌では１カ月間住んだらこのぐらいになるのです

よと、だからぜひ来て、地元の業者で家建てたときには太陽光もこういう補助もあるから

載せてくださいというような、関連づけてそういう浦幌のそういう特性、自然のありがた

い特性なのですから、そういうものをＰＲするためにも実際にこうですというようなとこ

ろというのももっともっとＰＲしたらいいと思うのです。ですから、中学校でもそういう

ようなものをもしっかりとした数字をつかまえて、きちっと成果も含めて皆さん方に実際

のところをＰＲしているのかどうかというのもちょっとわからないのですけれども、前回

もちょっと聞いたのですが、その辺の数字つかまえているのであれば、その辺もひっくる

めてお知らせいただいて、今後も大いにＰＲしていただきたいというふうに思っています。 

 それと、あわせてペレットストーブであります。これは予算額までいかない。なかなか

普及が進まないのかなというふうに思っていて、これは新産業の創造の事業で大きな補助

金を出して、せっかく地元にペレット工場ができているのに普及されていかないというこ

とは、これは残念なことだなというふうに思います。その上においても、私はやはりもっ

と町が積極的にこのペレットストーブについても取り入れていく必要があるだろうという

ふうに思います。実際に今も中学校だとかそういったところにも導入はされていますよね、
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あと多目的でしていますよね。ただ、例えば中学校にしても、あるのですけれども、別に

それで暖とっているわけではないのです。そういうものだというＰＲをしているだけであ

って、だから実際に浦幌でペレットストーブで、聞くとペレットだけではなかなか浦幌で

生活は厳しいと、そういう声も聞こえてきます。だから、実際にそういったものもどうな

のだということも、そういうＰＲはいいですよ、ＰＲでいいのですよ、それで。いいので

すけれども、プラスして実際にどうなのだというところ。今回の体験住宅にはペレットス

トーブは入っていないというふうに私は聞いております。だから、私はどうしてここに入

らないのかなという思いがあるのです。行政が積極的にやって、実際に体験した人も、ペ

レットストーブってこんなものなのかと、浦幌でも十分ペレットでいけるのだという、そ

ういう実証試験をして、それをどんどんとＰＲしていくと、そしてこれを普及させていく

ということでないと、せっかく新産業で七千何百万も、7,000万切ったのか、補助金を出し

て工場つくったって意味がないという話で、整合性がとれていかないと思うのですよ、関

連が。私はどうしてこのたびそういうふうになったのかなというような思いがあって、も

うちょっと太陽光とあわせて浦幌の環境対策として、町長もペレットと太陽光に補助金出

して、これも一つの町長の目玉政策だと私は思いますから、これをもっともっと生かすた

めにはもっと町が積極的な取り組みをしていくという必要が、やっている部分のＰＲも含

めて私は積極的な取り組みが必要であるというふうに思いますが、まず１点目、その辺の

説明を求めたいと思います。 

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お答えいたします。 

 まず、浦幌中学校の現状なのですけれども、昨年の総務委員会の所管事務調査の中でも

昨年からの実績等説明させていただいております。それで、直近までの状況なのですけれ

ども、総体的な必要電力量と北海道電力の使用電力量と、そして太陽光の関係だったので

すけれども、おおむね８％から10％の間の電気を太陽光発電として利用しているような状

況になっています。金額に換算しますと、１月でありますと総体で34万7,000円という金額

なのですけれども、そのうち北電の使用料が31万9,000円、残り２万7,000円が太陽光の分

で賄っているような形になっています。なおかつ余剰電力が出ますので、１月に関しまし

てはこのほかに3,264円と、小さい金額ですけれども、収入ということでなっております。

総体的に含めまして、浦幌中学校の電気料の関係なのですけれども、22年度の改築前は予

算で420万ということの予算をとらせていただいて、決算的には400万円という決算状況だ

ったのですけれども、今年度は当然校舎も新しくなりましたので、23年度の予算は310万円

で計上しておりますけれども、おおむね今決算見込みではそれが280万円ぐらいで落ちつく

というような状況になっております。 

 あと、学校の中のそういった太陽光を使っているという中の生徒たちの利用状況とか学

習の状況なのですけれども、それぞれの中で、ちょうど図書館のところにそういう表示を
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していますので、そういったところでは生徒もわかっているとは思うのですけれども、そ

れを自分たちの学校の中でさらにこれから環境問題とかも含めた中でいかに取り組んでい

くかということに関しては、まだまだ力足らずの部分があると思いますので、この点に関

しましては今後とも学校と連携をとりながら進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 また、ペレットストーブの関係だったのですけれども、図書室のところにあるのですけ

れども、町議がおっしゃるように暖をとるものではなくて、実際その火の暖かさ、火を見

てそういったものを感じるような形になっておりますけれども、今年度実際約100キロの使

用ということで予定していたわけなのですけれども、その後やはり環境教育等も含めなが

ら、予算の範囲内ですけれども、大体200キロぐらいの使用ということで現在見込んでいる

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 私のほうから移住体験住宅のエネルギーにつきましてご説明

をさせていただきたいと思います。 

 １点目、太陽光発電の関係ですけれども、このことにつきましては契約的なものとして、

いわゆる規格出力的なものといたしまして現在の太陽光発電では１時間に約3.08キロワッ

トというようなものでございます。これが、試算で申しわけございませんけれども、42円

のいわゆる売り価格といいますか、売電の価格に試算をしてございます。これがおよそ10時

間発電しますと、歩どまり的に75％、天気によりますから75％ぐらいの形で試算をしてい

きますと、およそ月に２万9,000円ほど売りの価格になっていくのかなと。このことについ

ては、移住体験住宅の基本料金を上回っていくだろうというふうに思っております。ただ、

あくまでこれは日中の試算でございますので、夜間については発電がされませんので、夜

間使用の電力がどのような形になるか、これは居住した体験によって異なりますので、こ

れは今後の推移を見ていきたいなというふうに思ってございます。いずれにいたしまして

も、北海道で特に道外の方々に一つのＰＲの材料になるのかなと思っていますのが北海道

でオール電化の住宅で冬を越せるという部分として味わっていただきたいなというのが１

点ございます。 

 それと、先ほどペレットストーブのことで、確かに特色あるエネルギー対策というよう

な中で、そのことにつきましても検討させていただきました。ペレットストーブも通常の

暖をとるペレットストーブと、それからボイラーも兼ねたペレットストーブもあるという

ことで、いろいろ調べさせていただきました。ただ、これは実例的に申し上げますと、特

に道外の方が居住しますと、冬期間家をあける際、１日やそこらでは何ともないのでしょ

うけれども、１週間等仮にあける場合も考えられると、そのときに必ずと言っていいほど、

過去の事例からいいますと、実際に教職員も昔あったわけでありますけれども、水道の凍

結、どうしても忘れて水道を落とさないで、そのまま凍結してしまうというのが実際ござ
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いました。また、今後もそういうことも考えられるだろうということで、ペレットストー

ブについては、ずっと同じ方が居住するわけでございませんので、それも日数も異なって

まいります。火気の取り扱いについてどうなのかなという１点ございましたので、それら

総合的に考えた中で、オール電化、いわゆる太陽光発電という部分で管理上としては好ま

しくなっていくのかなというようなことも踏まえて、またもう一つ、先ほど申し上げまし

たオール電化で冬も越せるという部分も味わっていただきたいなという思いの中でこうい

う形で整備させていただきましたので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 中学校の部分につきましては、今の説明でよくわかりましたし、小さいころ

からそういったことの環境への意識というものを植えつけていくためにも私は大変有意義

な学習になるだろうというふうに思いますので、今後もしっかりと取り組んでいただきた

いというふうに思いますので、お願いいたします。 

 体験住宅等も、今言われるように火災とか、いろんなそういった部分も含めてなかなか

難しいだろうという判断だったということであります。しかし、今のペレットストーブは

大分よくなっていますよね、いろんなのが出ていますから。実際販売されているもので火

災がどうのこうのというようなものは販売されてこないわけですし、町の姿勢として、あ

くまでも今回１年だけですけれども、管理もしっかりとしてくれるわけですから、せっか

くのことですからぜひ有意義に使うべきだし、実際に使ってみて、それによって今の油の

と比較したらどうなのだとか、いろんな比較もできるわけですよね。ですから、せっかく

浦幌に来てもらうというような、オール電化だったらどこでもあるわけですから、特色を

生かす。体験住宅だからこそ、私はぜひ取り組む必要があったのではないかなというふう

に思っています。今そういう形ででき上がっていますから、しかし今回の部分ではないで

すけれども、いろいろな部分においてぜひ町として、それでないと今までそういう事業に

何千万も突っ込んでいるという意味がないではないですか。こっちではお金何千万も出し

ておきながら、こっち側では使わないという、そんな話には私はならないと思うのです。

では、何でこっちに最初にそんな事業を町で採択したのですかという話になってしまうと

思うのです。そういうものを、執行方針にあるようにこれも林業の活性化の一部でもある

と、浦幌は森林の町でもあるわけですから、１次産業の部分も含めて、そうしたら町とし

て積極的にそういったものの取り組みも当然すべきだろうし、先ほどから言っているよう

な太陽光というものも、それも浦幌町の特色ですから、どちらも特色ですよ。そういった

ものはぜひ町が率先してＰＲしていくという、その姿勢というものは今後も必要だろうと

いうふうに思います。今言ったような火災とかいろんな諸事情で今回見送ったという部分

は理解をいたしましたけれども、今後ともその辺については積極的な取り組みというもの

を求めたいというふうに思います。 

 それと、次に観光の部分の広告料であります。先ほど広告料の説明もあったのですけれ

ども、ちょっと私聞きそびれてしまいまして、この広告料も35万7,000円という部分、浦幌
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町の観光施設等のＰＲという部分、少ないのではないでしょうか、どうでしょうか。もと

もと留真温泉のときも１年に限っては100万だったかな、そういうような取り組みもしてい

ましたから、それは100万も毎年ということにならないのでしょうけれども、やはりこれか

ら浦幌をどんどんＰＲしていくために、この35万7,000円というのは私は余りにも少ないの

ではないかなという気がいたします。この辺をどういうような形でＰＲしていくのか。ま

た、関連して高速のインターできた部分にパーキングエリアを使ってという部分のお話も

ありますよね。だから、その辺も含めていろいろ浦幌町というものをどんどんＰＲしてい

かないと、そういう意味でも、浦幌のホームページも含めてですけれども、どんどんＰＲ

していかないと、何ぼいい、いいと言っても、知らせないことには何の意味もないですか

ら、その意味からも私はこの35万7,000円というのは余りにも少ないのではないかなと、も

っと思い切って浦幌を売り出していいのではないかなという気がいたしますけれども、ま

ずこの観光の部分での広告料、説明求めます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 平成23年度はとにかく留真温泉をＰＲしなければいけないということ

で、100万円の広告料というふうな形の中でいろいろとさせていただきました。いろいろな

メディアも使いながらやらせていただきました。また、ただのものもどんどん乗ってやっ

てまいりました。それで、今年度計画しております広告料につきましては、定住、移住者

向けの雑誌で「北海道生活」という本がございます。これに１ページ物で浦幌町の観光に

ついてのＰＲのための広告を載せたい。それと、もう一つ、「ＨＯ」という雑誌があるので

すが、それの十勝特集号という中での掲載を考えております。これはページ数２分の１と

いうふうな中で、この35万7,000円は使っていきたい。これにつきましては、特定の施設と

いうことでなくて、これは町の観光全般について今回は載せていきますというふうな形で

考えております。もちろん道の駅、留真温泉、森林公園等々の観光施設、これらについて

は載せていきたいというふうに考えております。それで、また高速のインターを使ってど

んどんＰＲすべきでないかというふうなことでございますが、これも管内の協議会、総合

振興局が窓口となっておりますそういうところの協議会に参加しておりますので、そうい

う中では、大平原サービスエリアですか、そこのところを使って物販等のＰＲ事業も行わ

れる予定になっております。そういうときには本町としても参加して、本町の特産品、ま

た観光パンフレット等を置きながらＰＲに努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 本１ページなり２分の１ページなりでＰＲをしていくのだという、その取り

組みも決して悪いことではありませんし、私はぜひもっともっと打って出ていただきたい

のです。町長のラジオ出演もいいではないですか、私聞きましたけれども。まだこれから

も何かそういう取り組みをするようなこともちらっとお聞きをしておりますけれども、私
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はそういった意味でどんどん、どんどん前面に町長も出ていただいてＰＲをしていただき

たいと思いますし、今言うここの部分だとかインター、先ほども言いましたその部分も含

めてなのですけれども、私はもっと浦幌を出していっていただきたいと思うのです。です

から、今回の今の35万7,000円は雑誌なりに載せるということでの金額ですから、これはこ

れで、私はこれをどうこうということではなくて、どんどん補正でも組んで、あれもしま

した、これもしました、だからどんどん補正組みましたというぐらい私はどんどんやって

いただきたい。昨年の留真温泉の部分、これはやっぱり例外的なものですから、それをま

た毎年毎年ということにはなりませんけれども、でもせっかくできたもののＰＲというも

のを、私はこれからはそういう情報の発進力が地域の差にあらわれていくというふうにも

思いますし、よくテレビに出ています今の橋下知事だとか東国原前知事だとかという、あ

あいうことにはなりませんけれども、メディアにどんどんという話にはなりませんけれど

も、でもそういう機会があったときには補正を組んででも広告宣伝というものについては

私は積極的に取り組んでいただきたいというふうに思っています。これについては答弁は

要りません。そういう積極的な姿勢でどんどん売り出していただきたいということで、こ

れについてはお願いしたいと思います。 

 それで、最後に温泉のバス、これについても質問をしないわけにはいかないというふう

に思っています。昨年の470万から、今回利用状況を勘案して２便を１便に変えましたとい

うことであります。確かに、私もすべてを見ていたわけではないですけれども、利用状況

とか所管でも調査されましたけれども、状況見るとこの減額というものもやむを得ないの

かなという気がいたしますが、この部分でただ利用が少ないから２便を１便にしましたよ

ということだけではなかなか私は厳しいと思っています。ここにもありますように、利用

者、どちらかというと高齢者の方ですよね、利用される方というのは、その人方のニーズ

が本当にどこにあるのか。町有の部分については、家の近所まで行くというような取り組

みもされるというお話でありました。やっぱりそういったことだと思うのです。だから、

停留所はここですよといったら、そこへ来るまでが大変だということなわけですから、何

ぼ２便、３便、４便と走らせたって、結局そこへ来るまで、そういうどこにニーズがある

のかということの調査、ここら辺ですよね。だから、単純に今回も利用が少ないから削り

ましたというだけでは意味が果たされないし、逆に便数が減るということは、少ないなが

らも利用者にしてみたら便があったほうがいいわけですから、また余計利用が不便になる

わけです。だから、そこを便が減ったけれどもという、玄関先までというような形の中の

ニーズがどこにあって、こういう取り組みをするというものがしっかりとなければ、これ

何ぼ削ったって私は意味果たしていかないと思います。実際これで190万、四百何十万の運

賃が出てくるかといったら、やっぱり出てきませんよね。これもある程度福祉対策的な要

素もあるわけですから、その辺はこれでプラスにしろと、もうけろという話にはならない

のですけれども、そういう問題ではないのですけれども、ここら辺のニーズの町としての

とらえ方、またそれに対する対応について質問をしたいと思います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 今そのニーズがどこにあるのか調査が必要ではないかというふうなお話

でございますが、昨年11月に寿大学等に職員出向きましてアンケート調査を実施してまい

りました。いわゆる高齢者の方の調査。温泉を利用したことがあるかどうかから始まるの

ですけれども、そういうところでまたバスの問題についても調査させていただいておりま

す。そういう中でバスの要望の中では、どうしても自宅までとか、そういうふうな話では

なかったのですけれども、ただ周りからいろいろと聞こえてくる中で、家族の方に、これ

は遠い地域に住んでいる方のことなのですけれども、ご家族にその停留所まで送っていっ

ていただいて、また迎えに来てもらわないとならないと、こういうことからやはり、そう

いうお声を聞きましたので、それで何とか小型化、利用者の人数からいっても、小型化で

きて、なおかつ細かく走れる、そういうふうなほうが実際のニーズに合うのでないかと。

もちろん事前予約制という形をとらせていただきますけれども、毎週火曜日という運行日

が決まっていますので、そういうふうな形の中で、地域に住んでいらっしゃるお年寄りの

方が実際にご家族に迷惑をかけないで自分が行きたい週に行けるというふうな形をとって

いくのが一番望ましいのでないかなというふうに考えました。また、市街地区につきまし

ては、それぞれ停留所も細かくつくっております。これにつきましては、やはりご自宅ま

で迎えに行くというふうな形にはちょっとなりにくいのかなというふうに考えておりまし

て、近隣の停留所まで徒歩なりで歩ってきていただきたいなというふうに考えているとこ

ろです。ニーズの調査については、今後とも継続した中で対象者を広げながらもやってい

かなければならないのかなと、一度調査したからいいというふうなものではないというふ

うに考えております。これらについては、中尾議員のおっしゃるとおり新しいニーズ、そ

してまた新たなこれから考えられることの中で調査をしていきたいというふうに考えてお

ります。よろしくお願いします。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 ぜひしっかりとした調査をしていただきまして、結局こういうものがすべて

コミュニティバスとかそういったものにつながってくるということですよね。今言われた

ように、家に息子さん、家族がいるとかなんとかといっても、息子や家族に頼めばいいだ

ろうと言うのだけれども、そういうものではないのです。私も聞くとそうなのです。家族

を煩わせるのだったら我慢するのです。自分でできるのなら出ていくのですけれども。だ

から、そういった部分というのが、せっかく走らせてもそこまでのつなぎがなかなかなら

ないとやっぱりこういったものの事業にならない。ぜひこの辺も含めてしていただきたい

と思いますし、結局今回の部分はただ各地域からのやつについてはそういう形をとるとい

うことですよね、だけれども市街地はそうではないということですよね。だから、ここら

辺も、この辺が難しいところなのだけれども、こちらは近くまで来るけれども、こっちは

来ないとかという、これどうしても地域性も出てくるのかもしれないのですが、ここら辺
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の状況とかもあるから、市街とかも同じサービスというのかな、そういったものの取り組

みはやっぱりしていかなければならないのではないかなと、不公平だというような声が出

てこないかなというような気がするのです。だから、そこら辺、まず今年１年いろんな取

り組みをする中において、やはりそういう要望が多ければある程度柔軟な対応をしながら

調査をしていくということが必要ではなかろうかという気がいたしますけれども、その辺

最後に質問したいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 基本的には市街地についてはそれぞれ公民館、地域会館というふうなこ

とで、コスミックホールだとか公民館、あそこの公民館もそうですけれども、光南福祉館

等々細かくエリアの中に停留所を設けております。そういう中では、光南の人に中央公民

館まで出ておいでというふうな形ではなくて、光南の福祉館に行けば乗れますよというふ

うな形の中で、住んでいらっしゃるエリアの中で停留所があるというふうな形になってお

りますので、これについては市街地についてはそれぞれのご自宅まで迎えに行くというふ

うな形はなかなかとりづらいのかなというふうに考えております。 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 審議の途中でありますが、本日の会議はこの程度にとどめて延会とし、あす14日は午前

10時から本会議を開きたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会とし、あす14日は午前10時から本会議を開くことに決

定をいたしました。 

 

    ◎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 ４時４１分 


