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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。 

 

    ◎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。 

 第４回浦幌町議会定例会、本日９日の運営について４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。 

 本日の日程は、一般質問に続き、発議として浦幌町議会基本条例の制定について１件の

提案予定であります。一般質問は、通告順に関井雅明議員、中尾光昭議員、福原仁子議員、

二瓶隆議員、差間正樹議員、杉江博議員、河内富喜議員の７名より10項目についての通告

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

りますので、よろしくお願いいたします。また、本日は年１回の日曜議会であります。質

問者は通告内容に沿ってわかりやすい質問を心がけていただきますようお願い申し上げま

すとともに、活発なる議論を期待いたしまして、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇田村議長 日程第２、一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。 

 初めに、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、一般質問を行いたいと思います。 

 学校給食における地産地消の取り組みと食育について伺います。食は、人間が生きてい

く上で最も基本的な営みの一つであり、健康的な生活を送るためには健全な食生活は欠か

せないものです。しかしながら、近年食生活を取り巻く環境の変化などに伴い、子どもに

食生活の乱れや健康に関して懸念される事項、例えば朝食欠食などの食生活の乱れ、肥満

傾向の増大、過度の痩身などが見られ、また増大しつつある生活習慣病と食生活の関係も

指摘されています。このように望ましい食習慣の形成は国民的課題となっております。特

に成長期にある子どもにとって健全な食生活は、健康な心身を育むために欠かせないと同

時に、将来の食習慣の形成に大きな影響を及ぼすもので、極めて重要です。子どものころ
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に身についた食習慣を大人になって改めることは、非常に困難なことでもあります。この

ため、成長期にある子どもへの食育は、健やかに生きるための基礎を培うことを目的とし

ています。また、食を通じて地域等を理解することや失われつつある食文化の継承を図る

こと、自然の恵みや勤労の大切さなどを理解する上でも重要であります。子どもの食生活

をめぐる問題が大きくなる中で、子どもの健全な育成に重要な役割を果たしている学校は、

その改善を進めていく場として大きな役割を担っており、学校の関係者にはあらゆる機会

とあらゆる場所を利用して積極的に食育の推進に努めることが求められています。学校給

食は、生きた教材としてさらに活用されるよう取り組むほか、栄養教諭を中心として食物

アレルギー等への対応や指導を推進することとされています。 

 そこで、本町の取り組みについてお尋ねします。学校給食及び献立作成の基本的な考え

方は。 

 ２、子どもの食育推進に関する活動が求められていますが、学校での取り組みとその推

進方法は。 

 ３、学校給食における地産地消の取り組みとその推進方法は。また、浦幌町における地

場産食材使用割合の目標数値とその達成率はどのくらいでしょうか、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 関井議員のご質問にお答えします。 

 学校給食における地産地消の取り組みと食育についてでありますが、１点目の学校給食

及び献立作成の基本的な考え方につきまして、学校給食は児童生徒の心身の健全な発達に

資するものであり、適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ることや日常生活におけ

る食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培うととも

に、児童生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすもの

と考えております。また、献立作成の基本的な考え方ですが、十分な栄養が摂取できるよ

う文部科学省が定める学校給食摂取基準をもとに栄養のバランスを考慮するとともに、お

いしい給食として残さず食べてもらうため手づくりの調理を心がけ、味の濃淡や食べ合わ

せ、彩りに配慮しているところであります。さらに、安心で安全な地域の食材を使用する

地産地消の観点から、十勝産や北海道産の食材を優先して使用しているところでもありま

す。 

 ２点目の子どもの食育推進に関する学校での取り組みとその推進方法についてでありま

すが、本町では学校給食法に基づき平成21年４月に全ての小中学校において食に関する指

導の全体計画を策定しております。全体計画では、各学年の発達段階に応じた食に関する

指導の到達目標を掲げ、給食時間、学級活動及び学校行事などの特別活動にかかわる食育

の取り組みや各教科及び総合的な学習時間でのかかわり方について規定しております。今

年度につきましても食に関する年間指導計画に基づき各小中学校に栄養教諭を派遣してお

り、小学校では給食時間でバランスのとれた栄養や食事のとり方、箸の使い方等の指導、
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中学校では夏ばてを防止する食事の授業や学校農園での作業を通した指導を行っていると

ころであります。 

 ３点目の学校給食における地産地消の取り組みとその推進方法についてでありますが、

地産地消の観点から十勝産や北海道産の食材を優先して使用しているところであり、北海

道産のイエスクリーン米を初め、パン、ゆで麺及びうどんは十勝産小麦を原料としたもの

を使用し、みそやしょうゆについても十勝産大豆を原料としたものを使用しております。

また、平成18年度からは浦幌産の和牛、アキアジ、ニンジン、タマネギ、カボチャなどの

農水産物を多く取り入れた浦幌みのり給食を行っており、収穫時期である８月及び９月に

給食の食材として使用しております。 

 浦幌町における地場産食材使用割合の目標値とその達成率についてでありますが、国は

第２次食育推進基本計画で学校給食における都道府県単位での地場産物使用目標を平成

27年度までに30％以上にすることにしております。本町では、地場産食材使用割合の目標

数値及び達成率は定めておりませんが、平成23年度実績が69.5％となっているところであ

り、今後につきましても地場産食材の使用を積極的に進めてまいりたいと考えております。 

 以上、関井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。 

〇関井議員 ３点ほど再質問したいと思います。 

 学校での基本的な食育の取り組みは、大変わかりました。各学校での具体的な取り組み

がありましたら、ぜひどのようなことをしているのかお聞きしたいと思います。 

 また、平成17年度より全国で栄養教諭の配置が開始され、浦幌町では昨年から浦幌中学

校に配置されました。栄養教諭を各学校に派遣しているということなのですが、どのくら

いの回数で派遣されているのでしょうか。 

 ２点目として、地産地消の取り組みですが、我が町にはいろいろな農作物や海産物が豊

富にあります。そして、子どもたちに地元のとれた野菜や魚をたくさん食べてほしいと私

は思っています。その点、学校給食は大変すばらしい食育の場なので、ただ食べるのでは

なく、その食材の学習も含めて取り組んでほしいと思います。まだまだ地元海産物に関し

ては給食のメニューの中には少なく、子どもたちに食べられていないのが現状です。給食

の献立に地元海産物を入れるのは、下処理の問題とかいろいろ大変だと思いますが、ぜひ

工夫して生産者、関係機関と連携を図りながら取り組んでほしいと思います。学校給食に

ついて地産地消の観点から十勝産や北海道産の食材を優先して使用したり、８月、９月の

浦幌みのり給食を実施しているのはわかりました。そこで、浦幌町産の使用割合はどのく

らいで、どのような食材を一年を通して提供しているのか、そしてみのり給食をもっと拡

大して浦幌町の食材を使用してほしいと思いますが、それはどうでしょうか。 

 ３点目に、給食献立の基本的な考えで、学校給食は栄養はもちろんですが、笑顔で子ど

もが給食を食べる、子どもにとっておいしい給食というのは大変重要だと思いますが、お

いしさという点で具体的にどのような取り組みをしているのでしょうか。また、残食率は
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どのくらいでしょうか、お聞きします。 

 以上です。 

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。 

 まず初めに、各学校での具体的な取り組みと、それと栄養教諭の各学校への派遣状況と

いうご質問だったと思いますけれども、まず栄養教諭につきましては児童生徒に対する食

に関する指導という部分と、それから学校給食センターでの学校給食の管理ということで

一体的に行っておりまして、昨年の４月から浦幌中学校と兼ねまして学校給食センターの

栄養教諭として配置しております。ご質問の各学校への派遣状況ですけれども、年間計画

に基づきまして配置校であります浦幌中学校に対しまして派遣の申請を行いまして、学校

規模によりまして違いますけれども、児童数の少ない厚内小学校であれば全校単位で、ま

た浦幌小学校は学年単位というような形で入っておりまして、平成24年度の計画でいきま

すと、各小中学校におきまして年３回から年６回というような派遣の計画となっていると

ころでございます。先ほど委員長の答弁でも申し上げましたけれども、小学校では給食時

間でのバランスのとれた栄養や食事のとり方について栄養教諭が指導を行っております。

具体的には、10月に上浦幌中央小学校で行っておりますけれども、１、２年生のクラス、

それから３、４年生のクラス、そして５、６年生のクラスということで学級単位で食育の

授業を行いまして、当日というか、それぞれ３日間やっているわけなのですけれども、そ

れぞれ共通の目標ということで自分の目標のため、成長のためにしっかり食べることとい

うことを目標と定めまして意見発表を行っているところでございます。また、上浦幌中学

校では、農家の方のご協力をいただきながら学校農園で作物をつくっておりますけれども、

大正金時の播種や選別の作業とか、それから小麦の除草作業とか収穫、そしてでき上がっ

た、収穫した小麦を使って調理実習を通して栄養教諭が指導を行っているというような状

況でございます。また、このような学校の取り組みにつきましては、給食だよりを通じま

して保護者の方にもお知らせしているところでございます。 

 ２点目の浦幌産の使用割合とか、みのり給食も含めまして浦幌産の食材の今後の使用と

いうことですけれども、先ほど委員長の答弁でも申し上げました地場産食材の使用割合

69.5％というのは、従量ベースの北海道産の割合でございます。同様に、浦幌産の平成23年

度の実績は18.9％となっているところでございます。浦幌産食材の使用ですけれども、現

在学校給食で取り扱っているものは調理用牛乳とか牛乳、それからシシャモ、馬鈴薯、大

豆などの18品目となっておりまして、このうち馬鈴薯、カボチャ、大豆などの豆類、そし

てシシャモやタコなどの10品目につきましては100％浦幌産となっているところでござい

ます。現在使用しております浦幌産食材は、いずれも安定的な供給がありまして、価格や、

それから衛生的にも確かなものを取り扱っておりますけれども、子どもたちにはより多く

の地元のものを使った給食を食べてほしいというふうに考えておりますので、今後につき
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ましても同じように安全で安心な地元食材について検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

 ３点目のおいしいことに対しての工夫とか残食率というお話なのですけれども、それぞ

れ食材の持っている本来のうまみというか、そういうものを引き出して子どもたちに興味

を持ってもらえるようにして栄養のバランスのとれた給食をつくることを配慮していると

ころでございます。また、例年11月に小学校３年生以上の児童と、それから中学生全員を

対象にアンケート調査を行っております。これは、パンとか御飯とか、それから麺類など

の主食、そして主菜とか副菜とか汁物とかデザートごとにリクエストメニューということ

で回答してもらいまして、３月の給食で取り入れているものでございますけれども、アン

ケート結果に基づきまして児童生徒の好みの傾向を分析したりとか、給食を残さないよう

な献立の工夫というのですか、そういったことをしているところでございます。 

 なお、残食率なのですけれども、現在は人数の多い浦幌小学校とか、それから浦幌中学

校の残食の計量は行っておりますけれども、残力率というような形で数値的な整理は行っ

ていないような状況でございます。食育を推進する上でも全ての小中学校の残食の計量と

か、それから数値的な計量とか、残食率ですね、そういったものの数値的な整理は必要だ

というふうに考えておりますので、今後におきましてそういったものの数値的な整理をし

てまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇関井議員 最後に、１点ほど質問したいと思います。 

 食育に関する我が町の特性を生かした自主的な施策と実施計画についてはどのようにお

考えでしょうか、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 まず、私のほうから浦幌町の食育推進計画の策定についてお話しさせて

いただきたいと思います。 

 平成18年の３月及び平成20年６月の町議会定例会におきまして、一般質問で食育推進計

画の策定に関するご質問をいただいております。特に平成20年６月の一般質問に対する答

弁で、本町にとってどのような計画が必要であるか模索しながら検討してまいりたいとい

うご答弁をさせていただいておりますが、その後の経過としてそれぞれの部署において食

育の取り組みは進められてはおりますが、町として系統立てた食育推進計画の策定にはま

だ至っておりません。本町としては、この食育をやはり大切なものであるということから、

今後とも関係部署のみの取り組みに限らず、系統立てて総合的に推進していくという考え

でおりますので、早急に食育推進計画を策定していかなければならないものというふうに

考えております。それで、平成25年度から教育委員会、保健福祉課、産業課による庁内検

討組織において食育推進計画の素案を作成した上で関係機関、各団体のご意見を聞きなが
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ら平成26年度中に策定してまいりたいと考えております。また、平成27年度からスタート

させまして、平成32年度を目標年として各種の具体的施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。 

 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、通告に従いまして、質問をいたします。 

 災害時における避難所の対応はについて質問をいたします。避難時における避難指定場

所を町内28カ所指定しているが、町民の認識はどの程度浸透しているのか。今までも広報

をしているが、さらなる周知が必要であり、またホームページで確認しようとしても大変

わかりづらい状況にあります。実際に避難所を開設する場合に、災害対策本部が設置され

た後に指示が出ると思いますが、避難所責任者が町ではなく行政区長や学校長、施設の運

営を指定管理者に委託している施設があります。また、このたび大規模停電に見舞われた

室蘭市や登別市の報道を見て電源を確保することの重要性も改めて認識いたしましたが、

停電時の避難所の電源についてはどのように考えているのか、対策本部が設置される役場

庁舎の電源確保は最重要と思います。そこで、次の３点について伺います。 

 １つ目、町内28カ所の避難指定場所を町民がしっかりと把握できる周知。そして、町ホ

ームページのトップページに掲載すべきと思いますが、そのお考えはいかがでしょうか。 

 ２点目、避難所開設の際の迅速な対応について、避難所責任者及び施設を管理している

指定管理者との協議はなされているのか伺います。 

 ３点目、大規模停電時の避難所と対策本部となる役場庁舎の電源確保対策について。 

 以上、３点について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をいたします。 

 １点目の避難指定場所の周知についてでありますが、現在地域防災計画の見直しを進め

ており、避難指定場所については住民との意見交換会によりいただいた意見を取り入れた

上で指定場所の見直しを含め、地域防災計画の中に盛り込んでいく予定であります。した

がいまして、避難指定場所の決定後となる次年度以降に周知してまいりますが、地域防災

計画の見直しに伴い、平成22年度に全戸配布による周知を行っています現行のハザードマ

ップを新たにつくり直し、広報等により町民の皆様に配布し、避難指定場所等の周知を行

う予定であります。 

 また、町ホームページのトップページに掲載すべきというご指摘につきましては、防災、

減災の観点から町民の皆様への周知をさらに図るべきこととして今後検討させていただき
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たいと思います。 

 ２点目の避難場所責任者及び指定管理者との協議についてでありますが、避難所につい

ては施設管理者の協力のもと進めることとしておりますが、実態としては町が直接的に開

設をしている状況にあり、迅速な避難のためには自助、共助の観点から地域との連携が必

要との認識をしておりますので、協議を進めてまいります。現在災害時に避難所として利

用する施設で指定管理としている施設につきましては、浦幌町総合スポーツセンターと新

たに避難所として整理している模範牧場とがあり、総合スポーツセンターにつきましては

町と指定管理者との浦幌町総合スポーツセンター及び周辺施設の管理に関する基本協定書

で災害時においては町教育委員会が避難所として利用することと規定しております。また、

模範牧場においては、避難所開設の対応について指定管理者にお願いすることで協定を協

議することとしております。 

 ３点目の大規模停電時の避難所と対策本部となる役場庁舎の電源確保対策についてであ

りますが、4.0ＫＶＡの発電機を１台保有し、対策本部室における照明器具及び情報収集器

具のための接続コンセントにかかわる電源確保対策を行っております。さらに、停電の際

に必要とされる避難所へ運ぶため、2.8ＫＶＡの発電機１台を役場で保管しております。津

波に対する避難所となります厚内公民館、浜厚内生活館、模範牧場、厚内小学校について

は、各避難所における非常食及び暖房器具について、いずれも電源確保を必要としない備

品を配備しているため、出力2.8ＫＶＡの発電機を各１台整備し、テレビへの接続と照明器

具の電源確保を図るものであります。なお、本年度整備しました内水排水対策用ポンプ及

びこれを稼働させるための60ＫＶＡの大型発電機５台について、ポンプ稼働がない場合に

非常用電源として活用する考えであります。 

 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 再質問いたします。 

 それでは、まず１点目でございますが、１点目に質問いたしました町民の周知の部分で

ございます。ただいま防災計画の見直しを行っているということでございまして、そのこ

とにつきましては私どもも認識をしているところでもございます。ただ、ご承知のとおり

先般登別、室蘭でも大停電が起きました。この十勝においても陸別などでも停電が起きま

した。きのうも大雪が降りました。そういったことで地震もありました。災害は待ったな

しでやってまいります。幸い大事には至っておりませんけれども、実際こういった部分が

いつどうなるかわからないというのが、これが災害でありますから、見直しを進めている

とはいえ、やはりこの部分では早急な見直しを進めるとともに、避難所についても今意見

交換をしながら、聴取をしながら進めると言ってはいますが、今現在は指定されている場

所があるわけですから、やはり今現在の見直しされるまでの現在地はここですよというこ

との周知は改めてしっかりするべきだと思います。その上において私は、このことを町の

ホームページ等で確認しようとしましても全くわかりづらいのであります。どうやって確
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認したらいいのだろうか、そういう声を聞いて私も確認もいたしましたけれども、町の各

課の仕事のところへ行くのです。そこから総務課へ行くのです。総務課の仕事の中に防災

とあるのです。そこの防災クリックしてやっとここが出てくるのです。これでは一般の町

民なかなかわかりません。私は、いろんな周知の方法があると思いますし、ハザードマッ

プとかいろんなものをつくる上では、今見直しているわけですから、印刷物については確

かに時間がかかるものもありますし、しっかりとした見直しの上で進めていくということ

では理解できますけれども、ホームページはすぐできるではないですか。何も検討しなく

ても、私はすぐ対応できると思います。しっかりと今現在の避難の場所、また避難所の設

置がされたときには皆様方はここへ避難してくださいよというような周知というものは、

すぐできることは私はすぐするべきだろうと。そういった意味からも私はホームページの

トップページに、町民が浦幌町のホームページにアクセスしたならば、誰もがすぐにわか

るような環境をつくるということ、これはすぐにできることですから、私これ検討するで

はなくて、早急に対応していただきたいというふうに思いますので、この部分について改

めて質問をいたします。 

 ２点目であります。２点目の部分につきましても、これは避難所を実際開設する、例え

ば本町においたらスポーツセンター、中央公民館、あと小学校、中学校、例えばこの浦幌

の町でいっても４カ所あるのです。この４カ所に自分たちがどこに逃げればいいのかなと

いう、避難所がどこに逃げればいいかということの認識をしてもらうことも大事ですし、

実際に避難所が開設されているのかされていないのかだとか、やはりそういった部分がな

かなか町民には理解しづらいと思うのです。そこで、例えばスポーツセンターに、停電が

起きて家で暖房も何もとれない、避難したい、スポーツセンターに確認の電話をしたい、

そのときに電話に出るのは指定管理者ではないですか。指定管理者が電話に出て、避難所

がどうなっているのですかと言ったって、結局そのことを指定管理者としっかりと協議し

ていなければ、それは私どもではわかりません、町に聞いてください、こんなことには私

はならないと思うのです。避難場所に指定されている場所を管理しているのが指定管理者

ならば、こういう問い合わせが来たらこうしてほしい、やっぱりそういったことの協議と

いうものは私はしっかりと煮詰めておくべきだと思いますし、私の聞くところによります

と、そういった協議はなされていないようにお聞きをしております。また、学校について

も学校長が責任者になっていますけれども、夜間だとかいろんな部分が想定されるわけで

すから、そういったときの確認をする場所だとか、そういった部分についてもやはりそう

いう指示をする部分についてはきちっと協議をしておく必要が私は早急にあると思いま

す。上浦幌や郡部に行きますと、行政区長が責任者になっている施設もあります。行政区

長も毎年かわります。そういう中でそういう部分のいざというときの引き継ぎがきちっと

されているのでしょうか。やはり町として避難所として指定をするのであれば、迅速に避

難所が開設できるような段取りと準備というものはしっかりとしていくべきだと思います

し、そのことについての対応は今すぐにでも私は協議をするべきだと思います。実際にそ
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ういう部分で問い合わせが来たときに困るのは指定管理者であり、責任者だと思います。

実際に起きて行動する部分には、それはいいと思います、町がすればいいのですから。し

かし、その前の事前の問い合わせ等もあるわけですから、やはり町が主体的にやるから指

定管理者が関係ない、学校は関係ないのだという話にはなりませんので、私はこういう協

議というものはしっかりと進めていく必要があるというふうに思います。また、答弁の中

にもございましたが、模範牧場についても今後は指定管理者が開設するように協定を協議

するという先ほど答弁がございました。ですから、このことも結局はまだ協議していない

ということなのです。そういうふうに協定をしてもらうように協議をこれからしていくと

いうことですから、結局今現在は何もそういう部分は、指定はしているけれども、何も協

議がされていないということですから、私はこれでは指定している意味がないと思うので

す。そういったことも含めて、これはそういった方々との、関連するところとの協議とい

うものは早急にする必要があるというふうに思いますが、このことについても２点目お伺

いをしておきます。 

 ３点目であります。電源の確保につきましては、災害対策本部となるこの庁舎について

は電源の発電機の用意を１台しているということですから、当然役場庁舎全部の電源とい

うことにはなりませんけれども、最低限のコンピューター、また確認をするための電話等

も含めて、そういった部分の電源確保はされているということだと思いますので、この部

分についてはしっかりとされているということで私も認識をいたしました。また、その他

の部分については、2.8ＫＶＡの発電機を１台保有して、その辺は状況に応じて臨機応変に

対応する、また今年度設備した排水ポンプ場の発電機を５台、これを臨機応変に対応する

ということでありますから、この辺は当然臨機応変に対応しながら状況に応じた形でよろ

しいと思います。しかし、この辺の５台の発電機を応用するという部分についても、やは

り台風だとか、そういった部分の水がついた上での災害につくとどうしてもそれはポンプ

が優先ですから、そうしたときにはどうしてもやはり不安はつきまとうということですね。

災害対応というものは、これでいいということは、100％ということはありませんから、い

つどういう災害が来るかわからないということですから、100％の対応というのは難しいこ

とも認識はいたしますけれども、やはり今回のいろんな報道を見て電源、特に冬の電源、

暖房関係も含めて冬の電源の確保というのは本当に重要だなということを私も痛切に感じ

ました。そのことも含めてですけれども、ですからこの部分で今とりあえず対策本部はい

いと、しかしあとほかの施設についても暖房、ポータブルストーブ等も含めて、本当にこ

の部分が十分に必要なのかどうなのかということの備品の関係も含めての検討がいま一度

私は必要でないかなと、早急な検討が必要でないかなというふうに思いますが、以上３点

について改めて質問をいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問、大きく３点についてご説明をさせていただきたいと



- 12 - 
 

思います。 

 最初に、町民への周知ということで、確かにホームページ上のことに関しましては多く

の画面をたどりながら最終的に防災のかかわりある避難所までたどり着くといった中で

は、非常に周知としては手薄いのかなというご質問だったかと思います。このことにつき

ましては、先ほどの町長の答弁にございましたとおり、今後検討してまいりたいというこ

とで、速やかな対応という部分についても図っていきたいというふうに思ってございます

ので、ご理解いただきたいと思います。ただ、トップページということでございますので、

ご意見につきましては、いろいろ構成上のこともございますので、いずれにいたしまして

も見やすいホームページという部分の中での総体的なかかわりの中で進めていきたいとい

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。 

 また、２点目の避難所の開設に当たってそれぞれ施設責任者、指定管理に当たっては指

定管理を受託しておられます指定管理者、また行政会館等については行政区長と、文教施

設、学校施設については学校長といったような中での確かに現在の町の防災計画の中でそ

れぞれの避難所にかかわる施設管理者ということの位置づけをさせていただいておりま

す。防災計画そのものが平成20年度が最終的な修正という中で、時代に応じた修正経過を

たどっておりますけれども、20年度以降その修正がたどっていないということがございま

す。このことにつきましては、本年の７月の町臨時会におきまして委託にかかわります事

業予算をご計上申し上げ、そしてご理解の中でご議決をいただいたということで、現在防

災計画の見直しにかかわります委託事業を進めている最中でもございます。その中にあり

まして、改めて住民の皆さんとの意見の交換、または現在進めております町のまちづくり

出張説明会という中で自主防災組織についてもあわせてお話をさせていただくということ

で一緒にお回りをしてございます。59行政区の中でおよそ40ほどの行政区をお回りした中

でいろんなお話も伺っております。その中で避難所、現在の先ほど申し上げました町の防

災計画にあります避難所についても時代の変遷とともにその見直しということもご意見と

して伺っておりますので、このことにつきましては先ほど申し上げました町の防災計画の

委託事業の中でも大きく見直しをしていきたいなというふうに思ってございます。ただ、

おっしゃるとおり現在の部分としては周知が優先するだろうということもございますの

で、近々の中で整理させていただきたいとは思ってございますけれども、避難所の見直し

についても含みがあるということでご理解いただきたいと思います。 

 その中で避難所の施設責任に関しましてどのような形で協議がなされているかというご

質問だったと思いますけれども、指定管理に係りましては先ほど町長のほうからご答弁あ

りましたとおり、総合スポーツセンターにつきましては協定書の中で災害時につきまして

は教育委員会がその使用に当たるということで、これはある面では災害時には使用責任を

果たすのは教育委員会ということでの協定の内容になっています。通常避難にかかわりま

しては、災害が発生する、特に暴風水害に係りましては予報に基づいた中で避難の勧告で

すとか、避難の指示ですとか、地域の方々にそういった指示、連絡をしながら避難をして
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いただくというのが内容となっております。その際に避難所の開設ということになります

ので、よほどのことがない限り突発な部分としてはないということで捉えております。で

すから、避難の指示、勧告のあった中ではここの施設に避難をしていただきたいという旨

の連絡体制をとりながら、そしてその開設に当たっては従前ですとそういった中ではおよ

そ会館につきましては町が直接行って開設を行ってきたというような経過がございます。

ただ、やはりいち早く避難所の開設ということも求められますので、今般町の防災計画の

中でもそのことについて改めてどのような形で進めていくかという分を詰めていきたいな

というふうに思っております。また、行政区長さんの中では、それぞれの避難所にかかわ

って施設責任ということについては当初話をさせていただいている中はございますけれど

も、それが引き継ぎ等でなかなか伝わっていないといったこともあろうかと思います。こ

れは、災害ですので、やはり毎年その部分の確認をしながら行っていくというのが大前提

にあろうかと思います。その辺がなかなかとれていなかったということも踏まえまして、

防災計画の見直しの中では整理していきたいなというふうに思ってございます。 

 また、牧場に関しまして現在協議がされていないというようなご質問だったと思います

けれども、このことにつきましては協議についてはほぼ完了してございまして、あとは協

定書の細部にわたっての詰めということで、その事務整理を行っているところでございま

す。模範牧場につきましては、指定管理の協定書の中にはその条項が盛り込まれておりま

せんでした。といいますのは、そういった津波に対しては当初は考えておりませんでした

ので、昨年の３月の11日の避難にかかわって以降、牧場が避難所に適しているという判断

のもと、牧場と協議を重ねながら合意に至っていると、あとは協定書にその条項を整理す

ると、別途協定書を交わすという形で進めているところでございますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

 また、発電にかかわりまして臨機応変の対応でという部分がご質問にあったかと思いま

す。浦幌町におきましては、現在北電さんの電気系統が４系統というふうに聞いてござい

ます。浦幌市街、下浦幌地区、厚内地区、上浦幌地区といったような中でそれぞれ池田営

業所、釧路支店、足寄営業所管轄の中で４系統の電気が送電されているというふうに聞い

てございます。４系統全てが遮断ということにはなかなか考えられないわけでありますけ

れども、そういった中では一部地域に限っての部分として停電ということも今後考えられ

ますので、従前の防災計画においては大規模停電ということは想定していませんでしたの

で、このことについても改めて追加項目として整理をさせていただきたいなというふうに

思ってございます。先ほどのご質問にありましたとおり、冬期の停電ということで胆振管

内西部、また十勝管内、またオホーツク管内等、それぞれ11月の27日から昨日までいろん

な状況が発生したということを捉えておりますので、冬期間の電源確保ということについ

ては改めて災害という中での位置づけを重くしていきたいなというふうに思ってございま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 
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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。 

 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。 

〇福原議員 通告に従いまして、３項目にわたり項目別に一般質問をさせていただきます。 

 １点目は、孤立死を起こさせない浦幌町の実態調査と対策についてお伺いいたします。

全国で孤立死の報道が相次いでいます。先日も札幌で２名の方が亡くなりました。浦幌町

内においても孤立死を防ぐため、町が行っている高齢者の安否確認サービスの内容と孤立

死の可能性についての調査や点検の実態及び民生委員のサポートはどのように行っている

か伺います。 

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。 

 孤立死を起こさせない浦幌町の実態調査と対策についてでありますが、孤立死を未然に

防止するための取り組みとして、本町では高齢者の方々の見守り事業として、緊急通報装

置の設置や訪問給食サービス事業及び軽度生活支援事業として高齢者単身世帯の安否確認

の実施によりひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の見守りを行い、日常生活の支援

を必要とする在宅高齢者等に対し生きがいデイサービス事業など各種事業を実施している

ところであります。また、地域包括支援センターにおける高齢者の生活実態調査につきま

しては、昭和24年11月末現在65歳以上の単身世帯271名及び65歳以上のみの世帯706名の合

計977名中25.8％に当たる252名の方を訪問し、208名と面談を行っております。現段階にお

いては継続の相談、支援が必要な方は41名おり、継続した見守り体制を実施してまいりま

すが、今後も地区民生委員の協力のもと高齢者が地域において孤立することがないよう生

活実態調査を継続してまいります。また、民生委員のサポートについては、各種相談に対

応する研修の受講や担当地区の各種情報の提供、情報交換等を行い、戸別訪問等の民生委

員活動と福祉行政との連携を図り、高齢者の方々が安心して生活できるよう取り組んでお

ります。近年単身高齢者や高齢者のみの世帯の増加や家族間及び地域社会等との交流の希

薄化が広がりつつあり、社会的弱者が安心した生活を送り続けられる地域づくりが社会問

題となっています。今後において社会的弱者への支援を目的とする地域住民及び団体活動

等への支援を行うとともに、要援護高齢者、障がい者の台帳の随時更新及び要援護者マッ

プの整備に取りかかっておりますので、支援を必要とする高齢者や障がい者を地域の中で

社会生活を通じて見守りを行うネットワークづくりを展開してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、福原議員への答弁といたします。 

（何事か声あり） 
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〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 先ほど答弁の中で昭和24年と申し上げましたけれども、平成24年の誤りであ

りますので、おわびして訂正を申し上げます。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇福原議員 現在65歳以上の単身世帯及び全体で706名のうち、25％の方と面談を行ってい

るという答弁をいただきました。年度内の処理ということで一生懸命やって担当の方は苦

労されていると思いますが、非常に大変なことを調査していると思います。私も今住んで

いる地区の民生委員の方に聞いたのですが、まだこちらのほうには調査が来ていない、依

頼が来ていないというふうにお話をされておりました。昨年の９月にも地域支え合い体制

づくりについて一般質問をさせていただきました。高齢者など社会的弱者が安心して暮ら

すことのできる支える体制を構築する必要性は、以前から認識しているという答弁をいた

だきました。そのときに地域の高齢者等の基礎的事項を把握した上で統合型ＧＩＳ地理情

報に搭載して台帳及びマップの整備を行うというお話でありましたが、どの程度処理なさ

れてきたかお伺いいたします。 

 あと、支援を必要とする人の見守りネットワークを構築していきたいということでした

が、高齢化率33.5％の本町において独居高齢者や認知症高齢者の急病や異変にいち早く気

づいて戸口を訪問する地域の事業者などの関係機関と町が連携して協力し、高齢者等見守

りネットワーク、あるいはご近所安心ネットワークなどを対応する時期ではないかと思い

ますが、その考えを伺います。 

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、地域で単身あるいは高齢

者のみの方がお住まいだということで基礎的なデータを私ども保健福祉課で台帳的に整備

してございます。これにつきましては、随時更新はしております。ＧＩＳの統合型のマッ

プに今後搭載するということで以前お答えしておりますけれども、現在鋭意取り組んでい

るところでございます。台帳につきましては、氏名、基礎的情報を台帳に記載してござい

ますので、その分については随時更新なのですけれども、それを図面に落としていくとい

う作業が意外と時間がかかるということでございます。まだ途上でございます。 

 また、見守りネットワークということで高齢者の皆様が地域で安心して生活できるよう

にということで、この見守りネットワークにつきましては本年度中に事業所、団体等にご

協力を呼びかけ、見守りネットワークづくりを進めていく考えでございます。ご協力をお

願いする事業者等につきましては、郵便局さんを初め新聞配達業、各種宅配事業者、電気、

水道、ガス事業者各位等にお願いする考えでございます。協力事業者等には強制的な監視

をお願いするのではなく、また見守られている方が見張られているかのような感じを受け

るようなものではなく、協力事業者等の通常の業務の中でさりげない見守り、声かけをお

願いし、様子がいつもと違うなど異変を感じたときには保健福祉課にご連絡をいただくこ
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ととし、地域と行政との協働による見守りを推進していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇福原議員 非常に迅速というか、早い対応をしていかなければ、いつ事が起きるかわか

らないということで不安に感じている方々もいらっしゃるかと思います。今の答弁の中で

いろいろとやっていくというお答えをいただきましたので、私も安心してひとり住まいや

ら高齢者の方の皆さんにお伝えすることができると思います。 

 以上、１点目の質問を終わります。 

〇田村議長 次に、２項目めの質問を許します。 

〇福原議員 ２点目は、町内の生活保護世帯における実態と雇用関係について伺います。 

 生活保護行政については、申請のみで、町村が保護認定など直接かかわることはないで

すが、生活困窮者に対する町の対策は重要なことと捉えられるもので、生活保護受給世帯

の実態と就労関係、また若年層で就労できない人がいるが、実態を把握しているでしょう

か。今後の就労支援対策はどのように考えているか、以上３点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 福原議員のご質問にお答えします。 

 町内の生活保護世帯における実態と雇用関係についてでありますが、生活保護は憲法第

25条の理念に基づき生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保

護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とす

る制度でございます。病気や事故、その他いろいろな事情で生活が苦しくなり、どうにも

ならない場合があります。そのようなときに必要な援助を行い、再び自分の力で生活して

いけるようお手伝いするのが生活保護制度であります。 

 本町の生活保護世帯の状況でありますが、ここ数年横ばいの状況で、平成24年11月末現

在65世帯87人となっており、保護率は人口に対して1.58％となっております。生活保護世

帯の類型としては、高齢者１人世帯が31世帯、47.7％、高齢者２人世帯が６世帯、9.2％、

母子世帯が５世帯、7.7％、その他生活困窮世帯は23世帯、35.4％となっております。現在

生活相談件数は年間30件程度で推移しておりますが、相談者の立場に立ちながら個々の生

活困窮状況をしっかり聞く姿勢を基本として、民生委員や十勝総合振興局への情報提供を

図り、連携し、対応しております。なお、生活保護の受給決定、廃止及び生活指導につい

ては十勝総合振興局が対応しております。また、本町の生活保護受給者87人のうち、20歳

以上60歳未満の年齢層の方は19人であり、そのうち３人が何らかの形で就労しております。

個々の状況によっては、就労に向けた指導や助言など自立の道を模索するなどの支援を行

っておりますが、身体、知的及び精神などの障がいや子育ての関係により、意欲はあって

もなかなか就労に結びつかない現状であるため、今後とも関係機関と連携を図りながら

個々の自立に向けた相談支援に取り組んでまいります。 
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 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 生活保護世帯が1.58％、この数字が私はちょっとほっとしています。もっと

高い数字であるかなと思っていたのですが、しかしそのほかの生活困窮世帯が23世帯、

35.4％となっています。全体の35.4％ですから、この世帯が就労できる状態であれば就労

が可能であるかと思います。 

 そこで、お伺いいたします。第３期まちづくり計画の中に雇用、勤労者対策の充実とあ

り、若年失業者の就職支援を行うとあります。このうち60歳、20歳の間の就労できない方

が約19人、21％くらいあるという報告がありましたが、若年失業者の就職支援を行うとい

う第３期まちづくり計画の中で、長期にわたり景気が低迷している中ですが、近隣の町村

では木材会社、あるいは新エネルギー関連の企業、または６次産業への支援など、新産業

の誘致、創設をしています。生活困窮者のみばかりではなく、多くの就労の場が得られる

よう、現在あるいは今後町での取り組みや展望を伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 まず、若年層で就労できない人がいる実態を把握しているかという

ところにつきましては、生活保護受給世帯の中から就労可能の年齢ということで20歳以上

60歳未満ということで特筆させていただき、19人という表記でございます。そのうち３人

ということで、残り16人はどうなのかということでお聞きのことと思います。町長の答弁

にもありましたように、個々の状況によって意向を確認したり、どういう仕事をしたいの

か、あるいはこういう仕事をしたいといったときに各事業所さんにお話、ご相談申し上げ

て実際に就労した方もいらっしゃるかと思いますけれども、対人間関係、コミュニケーシ

ョンがうまくとれず、中途で就労ができないというようなこともございます。いろんな形

で就労に向けた指導ということで、ハローワーク、求人、そういうもろもろ就労に向けた

指導ということで情報提供含めて行っております。ただ、なかなか障がいの手帳をもらっ

ている方、あるいは障がいの手帳だとかをもらっていない方でも病院に通院されている方、

精神の関係であるとか、そういうそれぞれの方の諸事情ございます。その方の生活できて

いる事情、現在も続いているという中身では生活保護を脱し切れない状況というのは、そ

の方の身体的あるいは精神的な障がいがはっきりした明確な障がい名がついている病気が

ついていないというところもありますけれども、今生活保護受給されている方につきまし

ては就労ということでの支援、そして相談があればそれぞれ対応しているところでござい

ます。ただ、現在も就労に結びついていないというのが実態でございます。 

 以上で私のほうから生活保護受給者の中の若年者の分についてお話をさせていただきま

した。 

 以上です。 

〇田村議長 産業課長。 
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〇亀山産業課長 勤労者の雇用対策というふうなことの観点から、何点かお話をさせてい

ただきたいと思います。 

 本町では、町内の求人情報の提供について、ハローワーク池田分室から提供された求人

情報のうち浦幌町内の関係分について、その求人情報を毎月「広報うらほろ」の紙面に掲

載して周知を図っております。また、ハローワーク帯広公共職業安定所の雇用情報コーナ

ーということで役場本所と上浦幌支所に設置しておりまして、ハローワーク池田分室の管

轄管内であります東部３町、池田、豊頃、浦幌、そして池北３町、本別、足寄、陸別町の

毎月発行の求人情報を提供して周知に努めております。また、町の２階にあります、役場

の２階で緊急雇用相談室というのを開設しておりまして、その中で労政担当職員が相談に

応じておりますが、これにつきましては今年度今までには緊急雇用の町の直接事業という

中で５名の方が相談に訪れております。あと、これは先日12月４日に帯広公共職業安定所

から周知依頼がありまして、住居、生活困窮者に対する支援の年末に向けた周知強化とい

うことでチラシの送付がございました。これにつきましては、図書館を初め公共施設に置

いて周知に努めたい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。 

〇福原議員 新しい新産業ですか、誘致、創設をしているかということもお聞きしたので

すが、それについての答弁をいただいていないようなのですけれども。 

〇田村議長 産業課長。 

〇亀山産業課長 それは失礼いたしました。新産業誘致というふうな形の中で具体的な話

はございませんが、ただまだ成立はしておりませんけれども、そういう中では現在いろい

ろな形の中で再生可能エネルギーの関係ですとか、そういうふうな部分ではやはり何件か

お話が来ておりますので、それについては町として対応をさせていただいております。た

だ、これは実際に話が成立するかどうかという部分では、浦幌町の町有地につきましては

なかなか広い土地が農業振興地域になっているというふうな事情もございまして、非常に

そういう点では時間のかかるものもございます。そういうふうな状況でありまして、具体

的に他の企業というふうなところでは現時点ではお話は来ておりません。 

〇田村議長 失礼しました。再々質問を許します。 

〇福原議員 私どもも新聞等の報道でよその町のいろんな新しい産業への取り組みなどを

よく目にするのですが、我が町はどうしてやらないのかな、できないのかなという思いで

いつも見ているのです。いろいろと事情はあるでしょうけれども、ぜひとも前向きにいろ

んなことを取り組んでほしいというふうに希望を出しておきます。 

 以上でこの質問を終わります。 

〇田村議長 答弁はよろしいですね。 

〇福原議員 はい。 

〇田村議長 次に、３項目めの質問を許します。 

〇福原議員 ３点目は、瀬多来町有地先の搬入の掘削土と浦幌川源流部の土壌有害物質の
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関連性についてを伺います。 

 2016年開通予定の道東自動車道の工事が進捗していますが、当初から国の基準値を超え

るヒ素、セレン、ホウ素の有害物質の検出について新聞報道され、遮水工法などを用いて

付近の本線上の盛り土として利用するとされていましたが、現在その掘削土は瀬多来町有

地先に搬入されています。そこで、搬入許可した経緯をお伺いします。 

 また、2007年11月に有害物質を確認した国では、町に通知をしていると言っていますが、

その内容はどのようなものであったかお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員のご質問にお答えします。 

 道東自動車道建設工事に伴う掘削土の受け入れについての経緯といたしまして、現在本

路線は浦幌インターチェンジから白糠インターチェンジ間を平成26年度の開通予定に向け

て工事を進めているところであります。本事業では、本町と釧路市音別町境にある釧勝ト

ンネル及び炭山第１、第２トンネルの３つのトンネル工事が計画されており、掘削に伴う

発生土はおよそ33万立方メートルと推測されています。トンネル掘削に先立ち、平成19年

に事業主体である帯広開発建設部がボーリング調査を行ったところ、国が示す環境基準値

を超える重金属が確認されました。このことを受け、帯広開発建設部足寄道路事務所より

町に対し経緯と今後の対策についての説明があり、これは自然由来によるもので、土壌汚

染対策法の適用外ではあるものの、周辺への影響を防止するため、同法の措置と同等の対

応がなされるよう配慮した地盤汚染対策マニュアルに基づく対策をとった上で同工事の盛

り土として再利用していくとの内容でありました。また、地下水に影響がないかを確認す

るために盛り土の周辺に井戸を掘り、その水質を測定し、数値の変動について工事中はも

ちろん、完了後も２年間のモニタリングを実施するなど、施工後の周囲への影響に対して

も監視を続けていくとの説明があったことから、町としては十分な対策が施されているも

のと判断したところであります。トンネル工事に伴う掘削土については、本路線上の盛り

土として安全対策を講じながら再利用してきましたが、平成21年８月に帯広開発建設部足

寄事務所より盛り土としての再利用が数年以内で限界に達することから、掘削土の一部を

本町で受け入れてほしいとの要請を受け、以降たび重なる協議を行ってまいりました。受

け入れ要請の掘削土は、自然界から発生したもので、平成22年の土壌汚染対策法の改正後

においても法の適用外となっておりますが、同法の措置と同等の対応を示した建設工事に

おける自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアルの処理基準に基づいた対策が

施されることや平成19年に実施したボーリング調査での掘削土と比較して重金属の含有量

が極めて少なく、周辺環境への影響もほとんどないものという説明でありましたので、町

として瀬多来189番地の２の町有地を受け入れ先として提供することとし、平成23年11月に

帯広開発建設部足寄道路事務所長と町との間で建設残土埋め立てに関する覚書を交わしま

した。また、覚書締結前の平成23年９月には、受け入れ先の町有地に隣接する民地の所有
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者に対しても受け入れる掘削土の性質や安全対策について説明をさせていただき、了承を

いただいております。なお、掘削土の受け入れ期間は、平成23年11月から平成24年12月中

旬を予定しており、搬入後は50センチの覆土工を実施し、外側を完全に覆った後、最後は

種子吹きつけによるのり面緑化と盛り土周辺への植樹を行い、年内中の完成を予定してい

ます。また、工事終了後２年間は水質を調査するためのモニタリングの実施を義務づけて

おります。なお、本年10月に実施した調査結果においても重金属に関する基準値の超過は

ありませんでした。 

 以上、福原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。 

〇福原議員 ただいま答弁いただきました。非常に国に依存したいろいろ調査、検査の報

告であったと思います。 

 水道水のことでお伺いいたします。掘削現場は、飲料水として使用の浦幌川の源流部の

オクビロ支流、それから16線の沢付近ですが、水道水の検査方法はヒ素、セレン、ホウ素

の検査実施の予定はなしとなっております。人為的な土壌の移動搬入を現在行っています

ので、以前は基準値を上回る発がん性のあるヒ素等の検出でびっくりしたのですが、今現

在瀬多来のところに半永久的に置いておく搬入先からズリの崩落、地下水への浸透などが

発生し、地下水への影響などは全くないのでしょうか。それと、国交省と厚生労働省の見

解の相違はなかったか疑問に思っております。周辺の住民は、個別に説明を受けたようで

すが、余りの量の多さに非常に不安を覚えているのが現状でございます。この土壌汚染の

判定方法も22年７月、23年８月と安全基準神話は崩れていますが、このように二度も三度

も変更しております。安心、安全な飲料水を供給するために今後町独自で長期にわたり水

質検査、土壌検査の丁寧なモニタリングの必要性があると思いますが、町はどのような対

応をしていくのかお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 ただいまの福原議員の再質問ということでご説明させていただきます。 

 浦幌町には浄水場７カ所ございます。水質検査ということなのですが、水道法によりま

して検査するもので、水道法の４条に水質基準に関する省令ということが規定されており

まして、それで生涯にわたって連続的に摂取しても人の健康に影響が生じないという量を

もとにしまして、安全性を十分に考慮したそういう基準値が定められております。それで、

瀬多来地区につきましては、現在富川の中浦幌地区の浄水場から水道水を使用しているよ

うな状況でございまして、またもし重金属の汚染水ですか、それがあれば瀬多来地区の川

を流れて、そして浦幌川に流れて、そして浦幌町の取水に取り込まれて、水道水が心配だ

ということもございましたが、それにつきましてはホームページに記載している水質検査

表というのがございますが、これにつきましては平成24年度の水質検査表を掲載しており

ますので、今福原議員が言われたセレンですとかはここには記載しておりません。それで、
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水質検査につきましては毎月行っています。項目により年１回、年４回、３年に１回とい

う検査項目がございまして、ヒ素とかセレン、ホウ素につきましては全項目検査というこ

とになりまして、全部で50項目あるのですけれども、これにつきましては３年に１回の検

査ということで、前回は平成22年度に実施してございます。それで、ちなみに基準値につ

きましては、ヒ素とかセレンにつきましては１リッター当たり0.01ミリグラム以下、ホウ

素につきましては1.0ミリグラム以下というような基準値が定められております。それで、

過去16年から３年ごとの検査におきまして検査結果は全て基準値の10分の１未満の数値

で、飲料水としては全く問題はございません。それで、次回の全項目検査、セレンですと

か、今言われたヒ素、ホウ素ですか、それにつきましては来年、25年度の検査項目という

ことで実施することになってございます。今後とも安全、安心な水道水の供給に努めてま

いりたいと思いますので、ご理解願います。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 福原議員のご質問の中に国交省と環境省のお話がございまし

た。その中で私のほうから法の流れ等について若干説明させていただきたいと思います。

基本的に申しますと、環境基本法に基づいて全ての公害が始まっているということでござ

います。その中で環境基本法につきましては平成５年に法律ができてございますが、土壌

汚染対策法につきましては平成14年に制定されまして、平成15年２月から施行されてござ

います。その中で当初は今回のような自然的原因による有害物質が含まれる土壌について

は、法の対象外というふうな中身でございました。その中で平成22年４月に一部法律が改

正されてございます。その中で自然的条件の中にあるものにおいても粒が小さいもの、２

ミリ以下のものについてはその中の法の規制の対象にしますよと、ただし岩石等固まった

ものについては法の対象外ですよというようなことで、自然的由来のものについても一応

規制の対象にしましょうということになってございます。また、その段階におきましてト

ンネルの掘削に関する調査の関係でございますが、トンネルの入り口部、切り土と申しま

すか、の部分については調査の対象になりますが、トンネルの内部の岩石等についてはこ

の法律の対象外と、自然由来に該当する対象外というふうに規定をされてございます。も

ともとが環境基本法に基づいて土壌汚染についての法律を一部それぞれ改正してきており

ますが、自然由来についてもそういう規制を強くしてきている改正だということでござい

ます。ただ、今回の場所については、あくまで法律の対象外ということでご理解願いたい

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。 

〇福原議員 私もいろいろと法律を調べてみました。確かに課長のおっしゃられるとおり

２ミリ以上のものは対象外、今現在発破をかけながらズリを出していると、発破をかけた

段階ではやはり２ミリ以下のものも多分含まれるのではないかというふうに私は思いま

す。ただ、瀬多来に今現在運んでいるのは結構大きな塊ですが、でも今々ではなくて長い
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間に何か変化をしないかというおそれを持っています。本当にいろんな意味で国の基準も

私の調べた限りではざる法というのにふさわしいというか、いろんなところで自然のもの

は例外ですよとかというふうに書かれているのが現実です。でも、一番影響を受けるのは

人間なのです。それから、全ての生物なのです。そういったものを私は恐れるので、本当

に慎重に慎重を期して町独自の検査、調査方法で２年間と言わずに長い間モニタリングを

していただきたいというふうに要請をしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 ただいまの福原議員のご質問でありますけれども、モニタリングにつきまし

ては２年間継続して行うということであります。その後町独自でやったらどうだというご

提案でありますけれども、それについては検討させていただきたいと思います。ただ、こ

れは本当に自然由来のものでありまして、まさに日本各地どこにでもあるというものであ

ります。特に人工的につくられた有害な土壌でないということだけは確かでありますので、

皆さんの不安のないように一言申し上げておきたいというふうに思います。 

 また、ざる法云々ということについては、私はそういう説にはくみすることはできませ

んので、町民の安全、命を守る行政でありますから、その辺については今後とも適用外と

いっても適用に値するだけの対策をとっていくと国も言っておりますし、これについては

十分それを確認をしながら進めてまいりたいというふうに思っています。 

 また、ただいまどこにもあると申しましたけれども、本当に浦幌町の各地にあります。

これだけは確かでありまして、普通に暮らしていく上では何も影響はないということであ

りますので、その辺ご理解をいただきたいと思います。 

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。 

 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００分  休憩 

午後 ３時１５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き一般質問を続けます。 

 次に、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 通告に従い、商業振興についてを伺います。 
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 本町の基幹産業である農業を初め漁業、林業を取り巻く環境は厳しい状況にあると思わ

れる中で追い打ちをかけられるようにＴＰＰの問題があります。このことについては、国

を挙げて取り組んでいるところでございます。その一方で、商業者にとっても極めて厳し

い状況下の中で日々努力をし、営業しているのが実態であります。商業者の努力改善は当

然のこととはいえ、大手商社との戦いにも限界があります。商工会としても会員一同改革

に努めているところですが、行政として商業者に対する振興策について今後どのような考

えがあるのか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 二瓶議員のご質問にお答えします。 

 商業振興についてでありますが、本町の商業を取り巻く情勢は人口減少がもたらす消費

者の減少による個々事業者の売り上げの減少、安価な商品を求める消費者動向によって生

み出される近隣都市への買い物客の流出など、数多くの問題を抱えている現状について認

識をしています。しかし、一方で町の人口に対する65歳以上の高齢者の占める割合が34％

を超える本町の現状において地元商店街の存在は、地域住民にとって欠くことのできない

コミュニティの場として親しまれており、日ごろから商業者の創意工夫や多種多様化する

消費者ニーズを的確に捉えた事業展開のためご尽力をいただいていることに対しまして敬

意を表するところであります。 

 お尋ねの行政として商業者に対する振興策について今後どのような考えがあるのかにつ

いてですが、浦幌町商工会が事業主体となり、商工振興育成事業補助金の交付を受け、会

員企業への巡回訪問による経営改善に向けた指導助言など、きめ細かい支援にかかわる人

件費や地域振興を軸とした特産品開発研究及び料理コンテストの開催や中心商店街イベン

ト事業としてうらほろＹｏｕ遊ナイトを初めとする各種イベントの実施、商店街美化運動

の実施やうらほろ商店街・食べ歩きマップの増刷などの事業を行っております。また、第

３期まちづくり計画に基づき実施しております定住住宅取得補助事業、住宅リフォーム補

助事業、出産及び敬老祝金贈呈事業、転入者定住支援金贈呈事業については、協同組合ハ

マナス商店会が発行するハマナス商品券の贈呈を行い、愛町購買を図り、地元商店街の活

性化につながる施策を実施しているところであります。さらに、商業者を含めた中小企業

の経営基盤強化に対する側面的支援策として中小企業振興条例に基づき定められた運転、

設備資金の融資に対する利子補給や資金借り入れに対する信用保証料負担分の補助につい

ても行っているところであります。現在新年度予算編成を進めている状況でありますが、

先般私も含めて担当課職員とともに商工会役員との懇談会に出席し、その場で種々の懸案

事項を賜りましたことについて関係者と協議を行った中で、新年度事業としてプレミアム

商品券発行事業の実施と中小企業振興条例に基づき定められた資金の融資に関する現行制

度を新年度から拡充することについては、予算に反映してまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、現状の景気動向などから、消費が上向くことは引き続き厳しい
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状況が予想され、ご指摘の商業振興のみならず、町として商工業全般に対する有効な施策

について商工会を初めとする関係機関と協議をした中で実施してまいりたいと考えており

ますので、ご理解を賜るようよろしくお願いいたします。 

 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 ただいま答弁いただいたように、私ども商工会会員一同Ｙｏｕ遊ナイト等も

含めていろいろな事業の展開をしようとしております。しかしながら、各商店本当に今大

変な状況下の中に営業しているのかなと。そういった中で以前からも町長言われるように

人口減少、どうしてもこの人口減少というのは食いとめられない中で購買率というのは自

然に下がってきております。そういった中で商工会会員として、特に物販においてでもそ

うですが、商品券の取り扱い、このことがやはり一番重要視されるのかなと思います。そ

ういった中で先ほど答弁の中にありましたように、プレミアム商品券の発行事業というよ

うなことをお答えいただいたわけですが、この中の予算化する、また拡充するという中に

おいてどのように話、今後これらについて話し合っていかなければならないことと思いま

すけれども、およその話し合いはされていると思いますので、その辺をちょっと伺ってお

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 プレミアム商品券の平成25年度予算での実施ということの内容でござい

ますが、現在商工会事務局と詰めておりまして、まだ確定はしておりませんが、予算額等

については確定しておりません。その中で発行時期を１回にするのか２回にするのかとい

うところ、またそれとそれに伴って事務的経費も必要になってくるというふうなところま

では話をしております。ただ、これについて現時点では決定はしておりません。そのよう

な状況でありますので、25年度予算、来年の３月の定例会には提出されますが、その時点

でははっきりさせた形の中でお示しさせていただきたい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 今担当者に説明をいただいたわけですけれども、商品券の発行事業、このプ

レミアムの関係におきましても１回なのか２回なのかということで今検討されていると思

います。 

 そこで、最後に町長のほうにご答弁を願いたいわけですけれども、こういった事業に対

してやはり継続的に行っていただけるように十分な検討をしていただきたいと。そして、

もう一つには、これ１つ事例でございますけれども、例えばこれは三笠市のことなのです

が、支援する者に対して無償といいながらもその町の商品券でお返しをしていると。我が

町にあっても例えば子育てと地域経済振興対策を組み合わせた事業でそういったことが、

浦幌でも同様な対策というものを考えられないのか。もう一度繰り返しますけれども、そ

の商品券を出すことに当たっても無償化といいながらもプレミアムをつけた形の中で当事
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者にお返しをする、したがってそれが滞納対策にもなっているという現状があるわけです。

言い方がちょっと悪いかもしれませんけれども、例えば補助金、幼稚園授業料の負担分を

商品券で助成というような形をとっているというか、払わなくてもいいよではなくして商

品券をもって助成をする。園児が入っていますと、一回払ってもらうのです。払った方に

対して商品券でお返しをするということによって滞納も減ったという事例もありますの

で、そのことを考えると、先ほども言いましたように、子育て支援と地域経済振興策とし

て組み合わせた事業にもなるのかなと。それで、浦幌町においても同様な対策は考えられ

ないのかということです。ご理解いただいたようなので、これを最後にして質問終わりた

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。 

 町長。 

〇水澤町長 今のご質問の意味は、保育料を商品券でお返しするということを言われてい

るのかなというふうに思いますけれども、ご存じのとおり我が町は第２子は５割、第３子

以降は無料ということで事業を進めています。今のお話でいうと、第２子の５割の分を商

品券でお返しすると、つまりは無料にするというお話だというふうに承っておりますけれ

ども、私としては今第２子５割、第３子以降無料というのは多分ほかの町より進んだ制度

を持っているのではないかなというふうに思っています。保育料を全面的に無料にすると

いうことについては、大変難しい問題だろうなというふうに思っていますので、ぜひその

辺は全部無料ということはなかなか難しいということをご理解いただきたいと思います。 

 それと、もう一つ、継続して取り組むべきだというお話であります。私は、商工会のと

きでも申し上げたのですけれども、プレミアム商品券の活用についてはやります。新しい

新年度予算でやります。特に消費税がアップするということもありますので、その対策も

含めてプレミアム商品券はやりますというお話をさせていただきました。これをずっとす

るかどうかというのは、やはり経済状況を見ながらやっていかないとならないだろうと。

そして、今も課長もお話ししましたように、どのような形でやるのがいいのか、さらに効

果的にタイムリーにやっていくという必要があるだろうというふうに思っていますし、こ

れについては継続するかどうかについては今後検討させていただきたいと思います。 

〇二瓶議員 最後に一言だけ申し上げて終わりたいと思いますけれども、先ほど事例とし

て申し上げたことであって今後それらも取り入れろといったことではございません。その

ことだけご承知をいただきたいなと。そのことによって経済効果も生まれると。 

 以上で終わります。 

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、２番、差間正樹議員の質問を許します。 

 差間議員の質問は、項目ごとの質問でありますが、一括して質問することを許します。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 それでは、通告に従いまして、質問いたします。 
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 札幌医科大学に保管されているアイヌ人骨について、２番、北海道大学医学部に保管さ

れているアイヌ人骨について。札幌医科大学に保存されている浦幌町内十勝太地区から発

掘されたという人骨について、いつごろ、どんな場所で、どういう経緯で発掘されたのか。

その人骨がいつ、どんな経過で札幌医科大学に移されたのか質問いたします。 

 1880年、明治17年、東京帝国大学理学部の学生を中心に人類学会が設立され、当時参加

していた解剖学を研究していた研究者とともに朝鮮人、アイヌの頭骨、骨格を収集、研究

者の研究論文によれば164体のアイヌ頭骨を資料としている。この研究は、その後北海道帝

国大学医学部解剖学第２講座の研究者に引き継がれ、戦後北海道大学の医学部解剖学教室

に引き継がれ、この間1,000体を超えるアイヌの人骨が発掘されております。これらの行為

は、当然当時の旧刑法、明治13年布告、265条によっても刑事罰の対象であり、その後1934年、

昭和９年、道庁令第83号はアイヌの墓地を暴き、遺骨を持ち去ることについて、古墳及び

墳墓以外の場所であれば認められるという条件をつけてはおりますが、やはり北大に保管

されているアイヌ人骨は明らかにアイヌ墓地から発掘されたものであり、当然刑事罰の対

象になるものであります。この研究者及びその後の弟子たちによって発掘され、現在北大

に保持されているアイヌ人骨は、その数も曖昧で、しかも頭骨以外の四肢骨、これも合わ

せると1,000体をはるかに超えることになります。戦後、人骨研究者の明らかなアイヌに対

する差別的偏見に依存していた研究への世論の批判が高まった。和人の墓を暴くことは許

されなくてもアイヌの墓を暴くことは許されるという倫理観は、到底認められないからで

あります。この間浦幌町で発掘されたアイヌ人骨は、現在63体の頭骨が北大医学部のアイ

ヌ納骨堂に保管されております。浦幌町は、これらの北大医学部のアイヌ人骨発掘状況を

確認しておりましたか。アイヌ人骨保管状況をどう認識しておりますか。これについて質

問いたします。 

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。 

 １点目の札幌医科大学に保管されているアイヌ人骨についてでありますが、いずれのご

質問も札幌医科大学と町とのかかわりが起因とする内容と思われますが、そのことに関し

ては過去から今まで札幌医科大学とはかかわりがなく、したがいまして発掘の事実につい

ては一切承知しておりません。 

 ２点目の北海道大学医学部に保管されているアイヌ人骨については、北海道大学が保管

しています浦幌町内で発掘された63体の遺骨が北海道大学構内にありますアイヌ納骨堂に

おいて保管され、毎年鎮魂の意を表し、社団法人北海道アイヌ協会の主催によりイチャル

パがとり行われ、慰霊と供養がされていると伝え聞いておりますが、ご質問に関して北海

道大学医学部と町においては発掘時から現在までかかわりがなく、アイヌ人骨発掘状況の

確認及び保管状況の認識についてはございません。 

 以上、差間議員へ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。 

〇差間議員 このアイヌ人骨の発掘問題は、私を初め北海道、全国に住んでいるアイヌの

一大問題として私どもは認識しております。札幌医大と北海道大学の人骨の保持状況につ

いては、私どもは全く違うものと認識しております。なぜならば、北海道大学に保持され

ております人骨については、その発掘状況は極めて人権的にも人間的にも問題のある行動

として私たちは捉えております。これは、発掘当時地域の警察もそういうふうに認識して

いると聞いております。つまりこの北海道大学の研究者は、その当時警察に事情聴取を受

けております。ところが、札幌医大に関しましては、私どもアイヌ協会のこの件の問い合

わせにつきましてはっきりと答えております。1979年３月に浦幌町の町道拡幅工事の際出

土いたし、浦幌町教育委員会より移譲を受けている、はっきりと返事しております。つま

り札幌大学の遺骨の保持に関しましては、私どもアイヌを初め、こちらのほうから札幌医

大に頼んだというふうに私たちは認識しております。再度申し上げますが、北海道大学に

関しましては一種盗掘、そのように私たちは認識しております。再度お尋ねいたします。

札幌医大に関しましても浦幌町として一切確認もしない、またこれについては知らなかっ

たというのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

〇差間議員 済みません。この件に関しまして2007年、浦幌町教育委員会と札幌医大の間

で手紙のやりとりがしてございます。発掘状況は、さすが1979年ですから、今から勘定し

ますと33年、ところが2007年のことになりますと、これは５年ほど前です。ですから、こ

れに関しても一切確認していないかどうか、もう一度質問いたします。 

〇田村議長 答弁調整のために休憩いたします。 

 

午後 ３時４１分  休憩 

午後 ３時４３分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいまのご質問でありますが、2007年に町教委と何かの確認といいます

か、連絡があるというお話でございますが、私は初耳でございます。それと、この質問に

関しまして関係者、部署も前任者ともども話は聞いておりますけれども、こういった事実

というものは全く私どもは聞いておりませんし、なかったというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇差間議員 先ほども申し上げましたが、この問題に関しましては私どもアイヌを取り巻

く多数の問題の一つと捉えておりました。でも、調べれば調べるほどこれこそがアイヌの
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根本にかかわる大事な問題だと私は認識するようになりました。もちろん世界でも国連を

初め先住民の権利宣言を成立させました。これは、日本も賛成しております。私が今浦幌

町に訴えますことは、浦幌町に住むアイヌとして私どもアイヌの努力、アイヌの歩みをお

助けいただきたいのです。いろいろな面でアイヌ協会浦幌支部に援助をいただいておりま

す。札大のイチャルパ、北大のイチャルパ初め、町からも支援をいただいてございます。

これは、私どもアイヌ協会浦幌支部として本当に感謝しております。それにつきまして今

後８月に開かれる北大のイチャルパ、10月に開かれる札幌医大のイチャルパ、この件につ

きまして町理事者の皆さん初めこれからも参加していくという気持ちはあるかどうかご質

問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 北大の盗掘については、新聞報道等で聞いているだけでありまして、また今

一般裁判が行われているというふうに聞いているところであります。町として参加するの

かどうかということでありますけれども、町としては盗掘についてはまさに人権の意味か

らも大変そういうことがあってはならないというふうに感じておりますけれども、ただこ

れは町が関与してやったものではありません。そういう意味では、本来であれば民事とし

てとり行われる分だろうというふうに思いますけれども、私どもとしては町行政としてそ

こに参加するというふうには今のところ考えていないということをお答えしておきたいと

思います。 

〇差間議員 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。 

 次に、８番、杉江博議員の質問を許します。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 通告に従い、質問をいたします。 

 公共施設の冷房対応はということでお伺いをします。近年夏場の高温は常態化の傾向に

あり、住民の熱中症者も発生している中で、町内の公共施設の冷房対応については町立図

書館以外未整備の状況であると認識しており、今後の対応に懸念を持っております。特に

町立診療所においては、入院患者がいる中で冷房施設の必要についての考え方、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。 

 町内の公共施設において、保育、幼育施設４園、義務教育施設５校、社会教育施設７館、

社会体育施設３施設、保健福祉施設２施設、町立診療所、公衆浴場、葬斎場、役場があり、

広く町民の皆様が利用されております。これら公共施設において現在冷房設備を整備して

いるのは、中学校２校、役場、町立診療所、そして図書館でありますが、ご指摘のとおり
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全館冷房対応を施しているのは図書館のみであり、中学校及び役場にあってはそれぞれコ

ンピューター機器を配置している施設の一部、町立診療所にあってもレントゲン室、ＣＴ

室等一部室内に冷房設備を整備している状況であります。各公共施設の建設に当たっては、

北海道の気象状況から言うまでもなく暖房設備の整備が絶対条件であり、その整備を図っ

てまいりましたが、エルニーニョ現象等から地球温暖化による気象環境の変動が大きく取

り沙汰されている近年の状況から何らかの影響があるのか、本町においても盛夏の時期に

は過去のデータより高温の状況があったのも事実であります。予期せぬ気候変動により、

施設によっては今後建物の冷暖房について検討を要するものと思っておりますが、整備に

は相当の費用を要するため、他の事務事業とのバランスを考慮し、財政状況を見きわめた

上で判断したいと捉えているところであります。町立診療所においては、冷房設備のない

室内の温度上昇対策として窓等の開口部をあけ、各部屋に扇風機を配置し、また待合ホー

ルにおけるレントゲン更衣室の冷房設備による冷風の取り込み、さらには入院患者様にお

きましては一時的に冷房設備のある処置室にベッドを移動する等の対策を行ってまいりま

したが、異常とも言える気象変動による温度上昇に対応するためにはこれ以上の方策も厳

しく、医療環境の保全からその設備整備が急務であり、新年度予算においては冷房設備の

関連予算を計上し、対応したいと考えているところであります。 

 以上、杉江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。 

〇杉江議員 今回特に町立診療所ということで指定をしてお伺いをしておりますが、公共

施設という中でいろいろこのことの調査をしている中で、先ほども町長の答弁にありまし

たように、非常に大変な苦労しながら入院患者の対応しておられるという実態がわかりま

した。そういう中では、新年度予算に織り込むということでありますから、これからこの

後、あるいは１月に向けて内部検討されると思います。せっかくでありますから、十分な

対応をしていただきたいなと。言葉悪いですけれども、こそくに一時しのぎできるような

ことでなくて、しっかりと対応していただきたいなと思っております。 

 これに関連しまして、公共施設の中で特に私この診療所を挙げましたのは、入院患者、

医療機関であるということが１つ、次に優先するのはやっぱり老人ホーム、特別養護老人

ホームだろうと思っているのです。そういう中で特別養護老人ホームにおきましては、50人

の入所、ショートステイ、それからデイサービス含めれば通常の日ですと100人ぐらいの人

たちが利用されているのだと思います。そういう中で状況を調べましたら、夏場の暑いと

きに薬が溶けているというのです。もちろん施設の保管している薬が溶けているのではな

いと思うのですが、そういう状況が現にあるということがわかりました。あそこは法人で

ありますから、それなりに独立して経営はされていると思いますが、町の施設であります。

町の公共施設として町も当然整備の計画について意見を言える立場にあるし、それであっ

て当然だと思います。どの範囲まで町がかかわれるか、その辺のことについては私もよく

承知しておりませんけれども、当然順を追って町が負担するのか、施設が整備計画して負
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担するのか、そのことも含めて十分今後この２つの施設についても順次検討していくべき

ではないかなというふうに思っております。答弁お願いします。 

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 ただいまの養護老人ホームの関係でございますが、施設内冷房設備

はございません。夏場の高温時には、熱中症の予防対策としまして施設内の要所要所に扇

風機を配置し、また入所者へ水分補給のための水、麦茶等を配置するなど、入所者の観察

を小まめに行いまして熱中症の予防対策をとっています。これまでに幸いか熱中症等を発

症した事例はございませんが、今後静養室には冷房設備の設置が必要と考え、今後検討し

ていく考えでございます。 

 また、特別養護老人ホームはまなす園の施設につきましては、町の施設ではございませ

んが、社会福祉法人うらほろ幸寿会の所有で、幸寿会が現在施設管理運営しておりますの

で、現在お答えできませんので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇杉江議員 今の課長の説明の中で法人経営ですからお答えできませんということであり

ましたが、それはやっぱりちょっと違うのではないかなと。私は、少なくとも公共施設、

持ち物は町のものですよね、そういう中ではやっぱり何らかの対策、町が協議をして進め

ていく必要があるということを確認をさせていただきながら、最後の質問にします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 特別養護老人ホームの関係についてでありますけれども、先ほど課長がご

説明しましたように、施設については町の持ち物ではございませんで、幸寿会の持ち物で

あります。また、経営についても幸寿会が経営しているということでありますけれども、

ただ当然幸寿会が経営している中でいろいろと町と連携しながらやっている部分もござい

ますから、現在この場で特老の関係については回答はできないということでありますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

〇杉江議員 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、９番、河内富喜議員の質問を許します。 

 ９番、河内議員。 

〇河内議員 それでは、通告書に基づき、行政改革アクションプランの進捗状況について

質問をさせていただきたいと思います。 

 地方において少子高齢化や人口減少社会の到来が進む中、地方自治体は厳しい財政制約

のもとで基礎的自治体として地域主権改革に伴う責任と負担が今後ますます増加すること



- 31 - 
 

が予想されています。このような状況下で改革の柱、町民満足度を重視し、町民とともに

進める行政運営、サービス向上と協働の推進、行革の柱２、持続可能な財政基盤の確立と

効率的、効果的な行政運営、行政運営、財政運営、組織、人材の改革を実現することが必

要不可欠なことから、浦幌町行財政改革プラン2011が提案され、51項目のアクションプラ

ンが示されたものと考えます。基本的にプラン、計画、ドゥー、実行、チェック、検証、

アクション、改善のサイクルに基づき毎年度見直しを行い、社会情勢の変化についてプラ

ンの考え方や方向性、施策内容への反映、進捗状況に応じて各施策の修正及び追加など時

点修正等を行い、持続性のある改革に取り組むとされています。プランの期間は、平成23年

度から27年度までの５年間、ＰＤＣＡサイクルに基づき行政改革が行われるわけですが、

アクションプランの中で特にベースとなるものとして行政評価システムがあると思いま

す。我が町では、平成19年度に事務事業評価、平成18年度分を実施して以来行われていな

いのが現況であります。提案された行政改革プランでは、成果重視の改革に取り組むとさ

れているが、行政評価システムを導入し、行政改革に取り組むことは今や時代の流れの中

で多くの自治体が実践していることでもあります。地域主権の新たな時代に基礎的自治体

としての底力を本当に持つことができるのか、また持とうとしているのか、改革はできる

のか、これらのことについて質問をしたいと思います。 

 １点目について、アクションプランでは平成23年度に行政評価システムの見直し、平成

24年度に事務事業評価実施、平成25年度以降平成27年度までに評価結果を反映した見直し

を行うとなっておりますが、当然このプランによると来年度予算にこの評価のことが生か

されると思いますが、このことに対する進捗状況はどのようになっていますか。 

 ２点目、進捗状況については有権者等で構成される行政改革推進委員に報告し、ご提言

をいただき、広報紙うらほろやホームページを通じて町民に公表し、行財政改革を着実に

推進するとうたっておりますが、現況とこれからの考え方についてお伺いをしたいと思い

ます。 

 ３点目、アクションプランでは外部評価制度の導入により期待できる効果として、客観

性及び透明性の高い事務事業評価の実施、町の説明責任向上と意識改革、選択と集中によ

る予算の適正配分がうたわれているが、外部評価制度の導入プランと事務事業評価との整

合性や互換性は理解できるが、どのような内容で進められるのか、お考えをお伺いしたい

と思います。 

 ４点目、公共施設やそれらに関する事業においてコスト意識を高めるためには、行政コ

スト計算書、サービス勘定計算書のような企業会計の損益計算書に当たるものを導入する

必要があると思うが、いかがお考えかお伺いをいたしたいと思います。 

 ５点目、行政評価システムを導入するには、職員の負荷も一定量増大することは避けら

れないことです。一人一人の作業が何を目的としており、最終的にどのような成果となっ

てあらわれるのか、イメージを全職員で共有することが求められます。また、町長を本部

長とする強力なリーダーシップが求められるが、現在の進捗状況の中で今後の成果に期待
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していいのかお伺いをいたしたいと思います。 

 以上、５点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 河内議員のご質問にお答えします。 

 １点目のアクションプランにおける取り組み項目、行政評価システムの充実の進捗状況

についてですが、本町では平成18年度から20年度にかけ、浦幌町行政評価システムに基づ

く事務事業評価を実施しました。この結果、事業効果の検証や運用管理における問題点の

洗い出しができたことなど、一定の成果を上げることができました。しかし、一方では行

政が実施する事業の性格上、事業費や利用実績だけで事業効果を測定できないことや町全

体では膨大な数の事務事業があり、それぞれ目的や対象、手段が異なる中で一元的な評価

は困難なことから、人員配分や財源の見直しには至りませんでした。また、評価結果を町

ホームページで公表しましたが、膨大なデータとなり、町民の方が成果達成や進捗状況に

ついて容易に把握することが困難だと思慮しておりました。このため、行財政改革プラン

により行政評価システムの見直しに取り組み、平成23年度スタートの浦幌町第３期まちづ

くり計画の主要施策を実現するために定めた成果指標に基づく施策評価を実施することと

し、成果指標に対する進捗状況と事業費、事業概要を記載した基本計画施策別実績シート

を新たに作成しました。この成果指標を示したことで以前に比べ施策の進捗度が明確にな

ると同時に、一つ一つの事業に熟知していなくても成果指標が示す結果により客観的な評

価が可能になったと判断しております。さらに、職員においても実績シートの作成作業に

携わることで成果指標の達成を意識することができ、重点的に取り組む事業、横断的な連

携が必要な事業等、これまでとは視点を変えた事業の執行が図れるものと考えています。

これらのことから、当面は評価対象を事務事業から施策に置きかえ、施策目標の進捗度を

重視した評価を実施してまいりたいと考えております。 

 ２点目の進捗管理についてですが、各年度終了後に実施計画における単年度の目標の到

達度について各担当課での自己評価、町職員で構成する行政改革推進本部での内部評価を

実施します。その後有識者等で構成される行政改革推進委員会に諮り、評価に際して提言

された内容を取り組みに反映していくこととしています。平成23年度の評価は、10月に行

政改革推進委員会の評価を終え、現在評価の際にいただいたご意見などの取りまとめを行

っており、取り組みの成果と評価結果を記載した取り組み実績報告書は本年中に町ホーム

ページでの掲載を予定しています。 

 ３点目の外部評価制度の導入についてですが、これまでの担当部署による内部評価だけ

では個別の事務事業について厳正な評価がしにくく、客観性に欠け、公正な評価結果を得

られないのではという懸念がありました。そこで、より公平な評価制度の実現を目指すた

め、専門的知識を有した学識経験者等第三者による評価の導入は公正な評価を実施する上

で非常に効果的であると考えており、先進自治体の事例や有識者の助言などを得ながら導
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入に向けた検討を進めてまいります。 

 ４点目の行政コスト計算書等の導入については、平成18年８月31日、総務事務次官通知、

地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針において、貸借対照表、行政コ

スト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書の財務書類を関係団体等も含む連結ベー

スで整備の推進に取り組むことと示し、新地方公会計制度研究会を立ち上げ、地方自治体

における公会計の統一基準や活用方法等を検討しておりますが、いまだ明確な基準や方法

等は示されておらず、各自治体財務書類の整備は進めているものの、自治体の財務状況を

判断する成果としては確立されておりません。しかし、国主導で公会計の整備を進めてい

るところからも今後の財政状況を示す公表資料としては公会計制度における財務書類が主

流になってくることから、国や新地方公会計制度研究会の動向を注視し、自治体間での作

成基準の統一や比較が可能な状況となり次第速やかに公表できるよう整備に努めてまいり

ます。 

 ５点目の行政評価システムの導入がもたらす今後の成果についてでありますが、今般見

直しを行った施策評価により施策目標の進捗が明らかとなり、コストを見直すべき事業や

統合、廃止を検討しなければならない事業が明確になることから、費用対効果の高い事業

へとシフトすることが可能となると考えております。さらに、町民の皆様に対する説明責

任の向上や各種事務事業を運用管理する行政職員一人一人の意識改革についても成果とし

て期待されるものと考えておりますので、職員への事務負担を最小にとどめ、最大限の効

果が得られるように今後も検討を進めてまいります。 

 以上、河内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。 

〇河内議員 それでは、再質問をさせていただきます。 

 ただいまわかりやすくご説明をいただいたところでありますが、１点目と３点目につき

ましては答弁の中でも関連しておりますので、一括した形で再質問をさせていただきたい

と思います。今まで１度ではありますが、事務事業評価行ったけれども、いろいろな諸課

題が見えてきたので、それを見直して第３期まちづくり計画の中の施策評価、事務事業評

価から施策評価へ移行した形で評価をしていくと。今ここに第３期まちづくり計画の資料

がありますが、30施策について今後は評価をしていくと、そして基本計画施策別実績とい

う形で町民に評価をしていきますよと、また事務職員による内部評価も充実させていきた

いと、そしてこれに専門知識を持った外部評価、学識経験者等を抜てきすることで評価の

精度を高めた中でより実践的な、実効的な改革を進めたいということであろうと思います。

私が１点目でお聞きしましたように、やはりこういう改革というのは職員に対するいろい

ろなメッセージというのは必ずあると思うのです。ですから、計画どおりこういった改革

というものは進めていただきたい。やはり一年でもおくれると、それだけ職員に対する意

識改革という点で緩みが出てくるような可能性もあるのではないかなと考えております。

それと、取り組み実績報告書については、本年度中に町ホームページに掲載の予定という
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ことで答弁がされておりますが、ホームページ云々ということはやはりある程度そういっ

た知識のある方でないと検索できないということもあります。やはり一番身近なのは広報

紙ではないかなと。広報紙にもわかりやすく掲載していくことが大切かなという考えでお

ります。このことについて答弁を求めたいと思います。 

 あと、２点目として、平成21年度現在政策評価システムを導入している市町村は、管内

では１市11町村実施しております。北海道では79市町村が導入しているわけであります。

試作中のところも数町村あるわけでありますが、それぞれの市町村が知恵を出し合ってこ

れらのシステムについて試行錯誤の上つくり上げているというのが現況であります。それ

こそが私は時代が求める地域主権であり、行政経営であると思います。苦労はあるが、成

果もあると信じてぜひ進めていただきたいと思います。行財政改革プランの評価システム

については、議員の中にもいろいろな意見があることは確かでありますが、しかしこのＰ

ＤＣＡサイクルを基本とする長期の政策評価システムというものはある程度長期のスパン

でやっていかなければその実績というのは上がってこない、実効性は上がってこないと考

えるところであります。これらのＰＤＣＡサイクルの考え方、長期スパンの行政評価の考

え方についてお答えを願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 私のほうから今河内議員から質問がありましたことに対しま

して説明をさせていただきたいと思います。 

 まず最初に、事務事業評価と外部評価の関係、一括ありましたので、その関係について

ご説明をさせていただきたいと思います。事務事業評価につきましては、今議員のほうか

らありましたように、当初平成18年、17年度分の事業から一部試行的に実施してございま

す。その中で19年、20年、21年、内容的に言いますと18年、19年、20年度分の事務事業を

それぞれ評価しています。その中で件数的に申しますと、大体100件強の事務事業を評価し

てございます。それにつきましては、基本的にはまだまだ事務事業はございますが、国の

補助事業をもって実施している事業については除かせていただいているというような状況

でございました。その中で今話ありましたけれども、アクションプランの中では平成23年

度において事務事業評価システムの見直しというか、検討を行いますよと、24年度から新

たな取り組みを実施したいということで記載してございました。その中で先ほど町長のほ

うから答弁したようないろんな理由もございます中で内部で検討した中では、外部評価に

ついても検討してございますので、それとの兼ね合いで今現在当然町の最上位計画にあり

ますまちづくり計画についての施策の評価を実施するということでございましたので、先

ほど議員のほうからありましたように、施策別の目標については111件の目標についてまち

づくり総合振興計画審議会の部会においてご審議を賜っております。また、その中の施策

の事業については、341件ほどの事業についてそれぞれご審議を賜ってございます。また、

基本計画施策別実績シートにつきましては、施策の概要と施策を構成する実施計画の状況
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ということになってございます。施策の概要につきましては、基本目標、施策名、施策の

目的、現状と課題、施策の成果指標等について記載してございます。過去に実施しました

事務事業評価についても内容的にはほとんど変わらないのですが、基本的な評価としまし

ては施策の評価ということで、今回はまちづくり計画の中で実施した部分について、それ

を施策の評価としようということにしてございます。その中でありました外部評価の関係

でございますが、基本的には外部評価を導入するに当たっては当然個別の事務事業評価に

ついても検討をしなければならないというふうに考えてございます。 

 それと、先ほど来ありましたように、内部評価、各担当における評価、庁舎内における

評価を実施した後、今現在も総合振興計画なり行革の委員の中で一応外部評価はしてもら

ってございますが、そのほかに１つ言えば、専門的知識というのは大学の先生なり、そう

いう方を取り入れた中で検討できないかなということで今検討してございます。そういう

ことの中で事務事業評価については、まちづくり計画の評価、施策評価で当面の形はいき

たいというふうに考えてございますが、外部評価につきましては今ありましたように検討

中でございますが、どうしてもそういう外部の方の専門的な方の判断をいただくというこ

とになると、事業によっては中止、当然出てくると思います、評価ということでございま

すが。また、そのほかのところの参考といたしまして、例といたしまして外部評価を導入

してもそれは職員の意識改革のためにやるのですよとか、そういう事例もあります。また、

今外部評価を導入するに当たって一番問題視されているのが予算をどうするかと。今現在

ほとんどの自治体においては事務事業に基づく予算の設定をするかと思いますけれども、

外部評価を実施することによって予算の格付というのですか、配分なりを実施してきてい

るところもあります。そうなると、当然外部評価した場合にその事業をやめなければなら

ないというか、各枠の中でできないとか、それは先ほど来答弁の中にもあったかと思いま

すけれども、やっぱり地域の実情によっていろんなことが違うということもございますの

で、今現在外部評価に関してはコンサル等からの提案を受けてございますが、もう少し勉

強させてもらいたいなというふうに考えてございます。 

 次に、ちょっと長くなって済みません、行革の実績の関係でございますが、行革の実績

については今月中に公表ということで考えてございます。それとあわせましてホームペー

ジというふうになりますと、行革で評価したＡ、Ｂ、Ｃとか、それだけならすぐ公表しや

すいのですが、その内容等になりますとどういうふうな形が、ホームページでなくて広報

紙ですね、広報紙の場合容量等の問題もございますので、その辺については内容をちょっ

と精査をさせていただきたいなというふうに思っております。単純に項目のＡＢＣランク

だけではなかなか見てもわかりづらい分があるかと思いますので、その辺については若干

中身を精査をしながらどういう形ができるのか今検討させてもらっておりますので、ご理

解を願いたいと思います。 

 また、行財政の長期システム、ＰＤＣＡサイクルということでございますが、当然今言

われたように町のまちづくり計画もそうですし、行財政改革もそうですけれども、計画を
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つくり、実践し、また見直し等をしてございます。その中でこのことについては、行財政

改革もそうでございますが、まちづくり計画もそうでございますが、そういう形で今後も

実施をしてまいりたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇河内議員 答弁長くなりまして、簡潔にしたいと思います。 

 町長、最後にここに行財政改革プランの推進体制で町長を本部長、副町長を副本部長と

した強力なリーダーシップのもと町職員で構成する行政改革推進本部が中心となり、全職

員の強い自覚のもと行財政改革の取り組みを実行し、進捗管理を行うことで成果を上げて

いくと、非常に町長のリーダーシップというものが強く打ち出されていることだなと思っ

ております。全くそのとおりだと思います。今説明がありましたように、いろいろな諸課

題はあり、いろんな試行錯誤しているところもありますけれども、意識の統一という点で

は目指すべきところは１つなのかなと思っております。これらのプランは、非常にすばら

しいものであります。あとは、これを実現できるかどうかということがやはり課題だと思

います。リーダーとして町長の考え方について最後にお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 町長のリーダーシップを発揮しろというご質問でありますけれども、行政改

革というのは町が常に不断に行っていかないとならないということは当然でありまして、

どういう体制を組んでいくかとは別にしましても、これを実行していくというのは当然町

民の皆さんにも、また職員の皆さんにも問われるところでありますので、今後ともとどま

ることなく行政改革も含めて進めてまいりたいと思います。 

〇河内議員 終わります。 

〇田村議長 これで河内富喜議員の一般質問を終わります。 

 以上をもちまして一般質問を終結いたします。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、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 ４時２６分  休憩 

午後 ４時３５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。 

 

    ◎日程第３ 発議第１０号 
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〇田村議長 日程第３、発議第10号 浦幌町議会基本条例の制定についてを議題といたし

ます。 

 提出者からの趣旨の説明を求めます。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 発議第10号 浦幌町議会基本条例の制定について。 

 上記の議案を、地方自治法第112条及び浦幌町議会会議規則第14条第２項の規定により提

出します。 

 平成24年12月９日提出、提出者、浦幌町議会議員、杉江博、賛成者、浦幌町議会議員、

中尾光昭、森秀幸であります。 

 浦幌町議会基本条例の条文と逐条解説につきましては、お手元に配付されておりますの

で、それを踏まえ、まず基本条例の前文、序文ですが、朗読し、あわせて提案に至るまで

の経過も含めまして趣旨説明をさせていただきます。お手元の逐条解説１ページ目をお開

きください。議会基本条例趣旨説明、前文。 

 浦幌町は、町を包む豊かな自然、きれいな水と空気、積雪寒冷という自然環境のもと、

多くの先人の英知と努力、そして、郷土愛によって発展してきました。 

 住民に最も身近な政府である自治体の最大の責務は、住民福祉の増進を図ることです。

そのため、自治・分権型社会の実現に向かう今日、私たちの浦幌町は、町民、議会、町長

その他の執行機関が、それぞれの役割と責任を自覚し、より豊かなまちづくりのため、新

しい時代を拓いていくことが求められています。 

 とりわけ議会議員と町長は、ともに町民の選挙で選出されるがゆえに対等な関係に立つ

二元代表民主制の下で、合議制・独任制という、それぞれの特性を活かし、相互に緊張関

係を保ちながら、町民福祉の実現のために競い合うことが必要です。 

 今日、地方分権改革の推進によって自治体の自主・自律がより一層求められ、それとと

もに町民の代表機関として、議会が地域の発展と町民福祉の向上のために果たすべき役割

は、ますます大きくなります。 

 そのため、普段の議会活動において、町民に開かれ多様に交流・参加を深めることと、

議員同士が活発に議論することを基本にすえて、町政及び政策を、２ページ目おめくりく

ださい、をめぐる論点・争点を明確にし、さらには議会の政策形成能力を高めていく必要

があります。 

 浦幌町議会は、議会に与えられた大きな権限と役割を最大限に発揮するため、ここに浦

幌町議会の運営に関する最高規範として、この条例を制定するものです。 

 経過といたしましては、平成23年９月９日に議長から議会運営委員会に対し議会の活性

化について諮問がありました。諮問内容として、１、議会の監視機能の強化に関すること、

２、調査、政策立案に関すること、３、議会運営のあり方に関すること、４、町民に開か

れた議会、町民参加の議会に関すること、５、議員定数に関すること、６、議員報酬に関

すること、７、その他議会の活性化に関することの７項目であります。この諮問に対しま
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して、より具体的に協議検討を進めるため、55項目にわたり課題を出し、議会運営委員会

を中心に協議し、全体協議は議員協議会において行い、これまで約50回にわたり調査研究

及び協議などを行ってまいりました。また、先進的に議会改革を進めている町への視察と

して、音更町議会、栗山町議会、和寒町議会、福島町議会の視察、その他北海学園大学の

神原教授を招いての議員研修会、議会制度の勉強会、日曜議会、ナイター議会、議会報告

会などを開催してまいりました。議会基本条例の素案がまとまり、本年９月26日から10月

25日までの１カ月間条例に対するパブリックコメントを実施し、またその間には議会基本

条例講演会として再度神原教授をお招きし、講演会を、第２部として議会基本条例素案の

説明と今後の議会活動について町民の皆さんにお示しをさせていただきました。55の検討

項目を協議し、また町とも調整させていただく中で議会としては情報公開、情報の共有を

町民の皆さんとともに図ること、ナイター議会、日曜議会の開催、議会報告会を年１回は

必ず開催する、一般質問の一問一答方式の導入、町長等の反問権の付与、議決事件の拡大、

議員間の自由討議、一般会議の開催、議会モニターの設置、研修の充実、広報の充実など

を議会基本条例に明文化し、今後継続的に行っていくというものです。本条例は、浦幌町

議会の議会運営の明文化であり、今任期中の議会活性化の集大成であります。また、基本

理念を定め、議員の責務や町民との関係などを明確にし、議会の活性化への不断の取り組

みを誓い、浦幌町議会と私たち議会議員の決意表明でもあります。この条例を制定するこ

とが本町議会にとって大きな第一歩となりますとともに、今後条例の精神に基づきさらな

る活性化が図られるものと確信し、本日ここに目的から見直し条項に至るまで27条から成

る条例案を提案いたします。 

 議員各位におかれましては、提案の趣旨をご理解いただき、満場一致をもってご賛同賜

りますようお願い申し上げまして、趣旨の説明といたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより発議第10号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、発議第10号は原案のとおり可決いたしました。 

 

    ◎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。 
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 本日は、これをもって散会いたします。 

 なお、再開はあす10日午前10時といたします。 

散会 午後 ４時４４分 


