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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10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。 

 河内委員長。 

〇河内議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 平成27年第４回浦幌町議会定例会、本日13日の運営について、12月８日午後、議会運営

委員会を開催し、協議をいたしましたので、報告いたします。 

 本日は、一般質問のみであります。一般質問は、通告順に安藤忠司議員、差間正樹議員、

河内富喜議員、福原仁子議員の４名より４項目の通告がなされております。質問順につき

ましては、通告順に指名されるよう議長に申し入れております。 

 なお、本日の日程は一般質問のみですが、年に１回の日曜議会の開催であります。議員、

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

なる質疑を期待いたしまして、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇田村議長 日程第２、一般質問を行います。 

 一般質問の内容については、会議規則第61条第２項の規定によって、通告した要旨の範

囲内といたします。また、一般質問は、会議規則第61条第５項及び第６項の規定によって、

一問一答方式により行い、質問時間については答弁を含め45分以内といたします。なお、

制限時間３分前には予鈴を１回、終了では終了鈴を２回鳴らしますので、議員並びに理事

者、説明員の皆さんにはわかりやすい質問、答弁となるようご協力をよろしくお願いいた

します。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 初めに、４番、安藤忠司議員の質問を許します。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 それでは、通告に従いまして、修学資金貸付事業の拡大について一般質問を

行います。 

 浦幌町の修学資金貸付事業は、医師、歯科医師、保健師の学校または養成所に在学する

者で将来町内の医療施設等において医療業務に従事しようとする者に対し、貸し付けする
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ことを目的としております。現在浦幌町は高齢化が進み、また人口減少が加速しており、

若い方が町外に流出しております。また、介護サービス事業所等で退職する職員がしばし

ばいるため、介護職員、看護師職員の募集をしており、今月の町広報にも介護職員等の求

人情報が出ておりますが、なかなか応募がない状況でございます。介護職員の確保に大変

苦労しているようでございます。今後少子化が進む中で、ますます労働人口も減少してく

ると思われます。 

 そこで、介護士、看護師等の学校や養成所を修了した方に浦幌町で就職してもらい、人

口の流出の歯どめとなるよう、修学資金貸付事業の拡大をする考えはないか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 安藤議員の質問にお答えをします。 

 医療技術者等修学資金貸付事業の拡大についてでありますが、この制度は医師、歯科医

師及び保健師を養成する学校または養成所に在学する方で将来町内の医療施設等において

医療業務に従事しようとする方に対し、修学に係る必要な資金を貸し付けし、優秀な医療

技術者を養成することを目的に実施しているところであります。実績としましては、医師

貸付金が９名に対し3,372万円、保健師貸付金が３名に対し180万円、このうち約４割の医

師２名、保健師３名の方が町内の医療施設等で従事していただいているところであります。

介護サービス事業所等では、介護、看護師職員が不足していることから、職員の確保を目

的に独自の資格取得助成やハローワークへ求人票を提出しており、町においてもハローワ

ークと連携しながら、町広報紙とホームページにて求人情報を発信しているところですが、

職員の確保まで至らない状況が続いているところであります。 

 ご質問にあります介護サービス事業所での介護、看護師職員の確保を目的としての修学

資金貸付事業の拡大については、北海道及び独立行政法人日本学生支援機構などで修学資

金貸付制度があり、また独自に奨学金制度のある養成学校等もあることから、町独自の修

学資金貸付制度を拡大する考えは現在のところありません。しかし、本町の高齢化等の人

口動態や介護サービス量の見込みを鑑みると、介護、医療等の人材は地域包括ケアシステ

ムの構築に不可欠な社会基盤であり、その確保は最重要課題であることから、また政府は

１億総活躍社会の実現に向けた緊急対策を取りまとめ、2020年代初頭までに介護離職ゼロ

を目指し、この中で介護サービス提供を担う介護人材の育成と確保を掲げ、介護福祉士等

修学資金貸付制度の対象を大幅に拡大することや離職した介護職員の再就業支援などを今

年度の補正予算に盛り込む予定であることから、国の動向を見据えながら、町として地域

の実情に合った介護、医療等人材確保対策について調査研究してまいります。 

 以上、安藤議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 答弁は、現在のところは拡大する考えはないということでございます。前回

もいろいろ高校生の問題で私一般質問した経緯もあります。そのときもそういう考えはな
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い、拡大する考えはないということで終わっております。ほかの北海道及び独立行政法人

日本学生支援機構など、そういうところの貸付制度があるということでございます。これ

については、大学だとかいろいろな養成所だとか、そういうところの貸付制度などがある

のは皆さん知っていると思います。ただ、私今言っているのは、浦幌町でこれだけ介護職

員、看護師、町長も今述べられたように町広報に今月号に大きく、私きょう持ってきまし

たけれども、浦幌町で働きませんかと、幾らこういうふうに書いても、結局は給与だとか

手当だとか、そういう問題でなかなか就職が決まっていないということで、介護のそうい

う施設のハローワーク、町のホームページに出ています求人情報、これ私毎月見ておりま

す。もう何年もですが、一向にそれが解消されていないと。実際はそういうところで働く

方が給与面から何からでほかのところに行くとか、そういうことだと思っております。 

 道内でも介護職員が不足しているまちではいろいろやっておりますけれども、移住を前

提で給与や住宅料など補助金を出して、そして来られる方に支度金まで、何十万円かです

けれども、支度金を出して公募しているまちがあると。また、地元の高校の卒業生を対象

に、定住ということで給与や家賃などの補助を出して公募しているまちがあると。今まで

浦幌町も移住だ、定住だと、そういうことでいろんな施設も建てたりなんだりしてやって

きておりますけれども、移住される方はゼロとは言いませんけれども、定住される方も、

若い人は高校を出たり大学を出ると皆さん、残られる方もおりますけれども、ほかへ行っ

てしまうということです。こういう介護職のなり手不足というのにもっと真剣に取り組ま

ないと、こういう立派な施設が何件かありますけれども、今後そこで働いてくれる人がい

ないと介護される方にしても本当にぎりぎりの介護をされる、そういうことになってくる

のかなと思われます。その辺について独自で貸付金をして、保健師のように浦幌町で３年

勤務したら免除しますよとか、そういうことを、浦幌町はお金がないのだとか、そういう

ことを言っていられないです。実際基金全部合わせても40億円以上たまってきています。

それをためておかないで、少しでも有効的にこういうことに取り組んでいかないと、私ら

も団塊の世代です。団塊の世代の方は、たくさん浦幌町でもおります。そういうことで、

町が真剣に取り組んでいただかないとなかなかこの辺の解決策にはならないと思います。

そういうことで、もう一度こういう独自のものを何か考えられ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。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの安藤議員のご質問にお答えいたします。 

 現在浦幌町では、医療技術者養成修学資金貸付制度を実施しております。先ほど町長の

答弁でもありましたように、この実績につきましては借り受け者の約４割の方が浦幌町の

医療機関に従事されているということで、確かに実績としては既に上がっているようなも

のでございますが、ここ数十年来の借り受け者は、修学資金の借り受け後、町内の医療機

関に従事されないということで貸付金を返還されているというような状況でございます。
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このことから、借り受け者はいることはいますが、町の医療機関に従事されずに償還に応

じる借り受け者がここ数十年来多いということから、介護士等の養成修学資金を貸し付け

する制度を実施することが現段階の浦幌町の介護職不足解消策として有効的なものなのか

というところを考えるところでございます。 

 しかしながら、先ほどのご質問にあったように、ほかのまちでは給与保障ですとか、家

賃の助成、そしていろいろな施策を行っているというようなまちもございます。介護職の

確保につきましては、地方及び、それから国の重要な課題であるため、先ほども町長の答

弁でもありましたけれども、政府は１億総活躍社会の実現に向けまして、その施策の一つ

として人材育成、そして確保などに取り組むこととしたことから、町も国がこれから行い

ます緊急対策を注視しながら、浦幌町に合った介護職等の人材確保等の支援は何かを考え、

スピード感ある対応をしてまいりたいと考えているところでございますので、ご理解お願

いいたします。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 国の１億総活躍社会、介護職離職ゼロということで、首相もこういうふうに

言われていますけれども、これが本当にこういう末端まで来るかどうかというのは、これ

はやってみないとわからないことですけれども、その前に町としてどういうふうに介護、

医療も含めてやっていかないとならないのかということだと思うのです。第２期十勝定住

自立圏共生ビジョンという、これ原案なのかな、その中でも介護士、それから看護師、こ

れを広域で、人手不足というか、そういうことをやっていこうということをうたわれてい

ます。広域でやるということは本当にいいことであって、この浦幌町まで広域の方が来ら

れるのかということも、これはまだわからないことですけれども、浦幌町がこういうふう

に実際給与の面に対しても、手当といいますか、住宅料の手当に対しても若干補助金か何

かを出さない限り、今の状況では無理かなと思います。実際町としても保健師の方を募集

しておりますけれども、なかなか応募がないと、その辺を見てもわかると思うのです。 

 ですから、ほかに奨学金制度があるよとか、そういうことを言っても、実際こういうふ

うに修学資金の中で今保健師も中に入っているのです。その保健師も募集しても来ないと、

これだけ大変な時代になってきているのです。この間テレビでもやっておりましたけれど

も、都会のほうで今保育士がいないと、そういう問題があって、自治体のほうで家賃を補

助するということになると保育士の方がどんどん集まったと、それで保育士のほうのなり

手不足といいますか、そういうのは解消されているということをテレビで大々的に放送し

ておりました。実際本当にこういうふうに町が真剣に考えないとなかなかこれは解消しな

いことだと私は思っております。そういうことで、ハローワークの募集のやつをホームペ

ージや何かに載せておりますけれども、来ていないというか、応募されていないのが現状

でございます。その辺で、もう一度町として何か考えがないのかどうかお聞きしたいと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの安藤議員のご質問にお答えします。 

 確かにハローワーク、町の広報、それからホームページに求人案内をかけて公募してお

りますが、なかなかその求人に対する応募がないというのが今の現状みたいです。浦幌町

の介護職の関係から言わせてもらいますと、浦幌町の介護職員につきましては人材不足と、

これは全国統一しての課題となっているものですけれども、人材不足というものにつきま

しては早急に解決していかなければならないというふうに感じております。浦幌町の介護

職員等や、それから介護サービスの現状などを把握しながら、そして浦幌町の人材不足の

実態を捉えて、今後町が行うべき人材不足解消に向けた取り組みとしては何がよろしいの

かというところにつきまして、先ほども言いましたけれども、スピード感を持って調査研

究、そして対応していきたいと思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 今浦幌町も介護サービス事業所ということで社会福祉法人、社会福祉協議会、

それからＮＰＯ法人ということで大きく分けて３件、そういう事業所がございますけれど

も、この辺の介護士、看護師などの雇用の実態など、そういうことを事業所として調査と

いうか、実態調査、本当に聞き取り調査しているのかどうか、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。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの質問にお答えします。 

 実際に直接の聞き取り調査というものは現在してはおりませんが、各事業所からは人材

不足というような声を聞いております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 担当課だけに任せないで、そういうことは浦幌町にとって一番大事なことな

ので、町長初め、皆さんそういうところの実態調査といいますか、聞き取り調査をぜひや

っていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 安藤議員が言われる修学資金貸付事業の拡大ということでありますけれど

も、これについては答弁させていただいたとおり、今まで医療技術者等々の修学費用が係

る部分についての補助制度を設けているということでありまして、ただそれが現実的には

最近は町内への就業にはつながっていないというのが現実です。また、介護職員の修学制

度をつくるということになると、修学自体がそれほど費用がかかる、そういうものではな

いだけに、例えばここに若干の補助をしたとしても即町内企業への就業にはつながらない
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のではないかということでお答えをさせていただきました。ただ、今人材不足ということ

は全国的に明らかでありますし、また町内でも当然施設サービスに対する人材は不足して

いるというのも実態であるということは明らかであります。それについてどのように現実

的に取り組むかというのがまさに浦幌町としても喫緊の課題だということは認識をしてい

るところであります。そういう面では、修学貸付制度ではなくて、直接的な補助制度を設

けるべきなのかどうかということについては検討をこれからさせてもらいということで

す。ただ、これが今民間企業自体でも人材不足をしているというような状況があります。

そういう中で、人件費の補助制度をどういうふうにして構築していくのかということは、

当然そこに差別があってはいけませんので、どういう形がいいのかということは端的には

今すぐ申し上げられないというのが実態でありまして、そういう面では緊急度をはかりな

がら、町としては人材確保のためにどうしていくのかということをこれからも検討してま

いりたいというふうに思いますし、先ほど申し上げたとおり、喫緊の課題でありますので、

早急な対策を講じてまいりたいというふうに思っていますので、ご理解いただきたいと思

います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 移住、それから定住、あとＵターン、Ｉターンも含めて、そういうことも目

的としてやっていただければと思います。 

 終わります。 

〇田村議長 これで安藤忠司議員の一般質問を終わります。 

 次に、３番、差間正樹議員の質問を許します。 

 ３番、差間議員。 

〇差間議員 それでは、通告に従い、質問いたします。 

 町民憲章にアイヌの記述を。幕末期以降、明治時代に入ってもですが、日本が対外国の

関係で国境を確定していった経過の中で、諸外国では対外的な問題と対国内、当該地、資

源ほか種々の問題に関して住民と話し合いをしたり、彼らとの間で条約をも結んだりして

いたようです。ところが、日本政府は、この自国内先住民の問題は特に権利の部分は全く

棚上げにし、日本では全く抜け落ちております。一度の条約もアイヌとの間で結ぶことも

なく、なし崩しに雪崩のように開拓民が北海道各地に入ってきました。故萱野茂エカシが

私たちは土地を売った覚えも貸した覚えもないといった言葉を残しておりますが、それは

この部分についてであります。これは、決して過去の問題ではありません。当然なされる

べきことがいまだになされていない。まさに現在に残されている問題であります。 

 私は、この問題を考えるためにも、町民の中に、もうアイヌ民族はいないだとか、アイ

ヌ民族に土地を与えたのだとか、それは過去の問題で、未来志向でいきましょうとか、そ

ういった間違った理解が進まないよう、浦幌町民憲章にアイヌモシリのこと、アイヌ民族

のことをはっきりと記述する考えはないかお尋ねします。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 町長。 

〇水澤町長 差間議員の質問にお答えします。 

 町民憲章へのアイヌ民族の記述についてでありますが、本町の町民憲章は町民憲章制定

委員会による数回にわたる審議を重ねる一方、有識者、町民一般の意見も聞きながら、委

員会の決定を得て町議会で可決され、全町民の生活信条を表現し、未来に向けた豊かな人

間性を養い、培い、心をつなげるため、昭和44年に制定されたものであります。ご質問の

町民憲章へのアイヌ民族の記述についてですが、先住民として独自の文化と歴史を築いて

きたアイヌ民族について、先住民族の権利や尊厳、文化を次の世代、未来の子どもたちに

引き継ぐために本町の最上位計画である浦幌町まちづくり計画の基本構想では、アイヌ住

民福祉対策の充実として、社会的、経済的に安定した生活を送れるよう、生活相談の充実

と生活環境の向上のための諸制度の活用推進、浦幌アイヌ協会の組織活動、固有の生活文

化、伝統の保存、継承を支援するとともに、アイヌ民族に対する誤った理解を排するため、

関係機関、団体と連携しながらアイヌの人たちが築いてきた歴史、文化の理解の促進に務

めることとしてこれからも進めてまいります。町民憲章が全ての町民の心のよりどころで

あることから、アイヌ民族に限定した記述にすることは考えておりませんので、ご理解願

います。 

 以上、差間議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 質問いたします。 

 まず、浦幌町民憲章、これは今お答えにありましたように昭和44年６月５日公布になっ

ております。制定の趣旨でございます。開基70年を記念して、私たちの町にも心のよりど

ころとなる町民憲章をと書いております。これ私の認識の間違いでなければ、この憲章は

現在もこの文章も生きているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 ただいま質問ありました関係についてお答えさせていただきます。 

 町民憲章に係ります制定の趣旨ということで、今言われました開基70周年を記念してと

いう部分については、ご指摘のとおり今現在もこういう形で載ってございます。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 質問は、なるべく通告に従い、やることにしておりますけれども、もし外れ

たら失礼ですが、この趣旨の内容ですが、私たちは町の100周年記念のときに、その当時は

北海道アイヌ協会浦幌支部ということで町に申し出をしております。開基という言葉は使

ってほしくないということで、私たちはこの広い北海道、ちょっとしつこくなりますけれ

ども、アイヌモシリ、これは人間の静かな大地、この中で私たちはずっとこの土地を守っ

てきた。認識の違いはあると思います。個人的な土地の所有の意識がなかったとか、いろ

んなことはありますけれども、その中でいまだにこういった文章がそのまま使われている
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のでしょうか。このことについてご質問いたします。どう考えているか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 今質問がありましたけれども、開基100年のときですか、そういうご指摘

を受けたということも聞いてございます。その中で、その後町におきましては平成11年に

開町記念日という形で条例を制定させていただきました。それにつきましては、100年の町

を機にして記念日を明文化するということで、開基ではなくあくまで開町という形で条例

を制定させてもらって、現在については基本的に開町記念日という形を使わせていただい

ております。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 条例でありましたら、必ずこういう部分については修正というのがされると

思うのですけれども、これは修正しないでこうきたのだけれども、この考え方はないとい

うのか、それともいずれこの部分について修正するということなのか、質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまの議員のご質問についてお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 先ほどの町長の答弁にございましたとおり、町民憲章の制定にかかわりましては、昭和

44年に制定されたという中にありましては町民憲章選定委員会によって審議が重ねられた

と、その中で開基70年を記念したということの経過があると、これは当時のそういった制

定の趣旨ということになっておりますので、ただ先ほども総務課長のほうから答弁ござい

ましたとおり、開町100年の式典に当たりましては６月５日を開町記念日とした中では、開

町という位置づけのもと進めていこうということでこのことについては定めてきたという

ことでございます。あくまで町民憲章選定委員会による経過を踏まえた中でこの趣旨がな

されているということで、この経過をもって現在の町民憲章ということになっております

ので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 言葉にこだわって大変申しわけないのですけれども、私たちの国は国連に対

しても私たちの国には先住民はおりませんと、また私たちの国の政治家は私たちの国は単

一民族国家ですとか、そういった認識があったことは確かでございます。ただ、昭和44年、

西暦に直して考えて、そのほうが勘定しやすいものですから、1969年、そうであったとし

ても、これは逐一自分たちのつくっている文章なりなんなりをチェックしていくべきでは

ないでしょうか。この言葉の問題、もう一度質問いたします。こういったことではあるけ

れども、現在開町という認識で進めておりますということは、この部分については今のと

ころ訂正するつもりはないと言っているのか、もう一度確認いたします。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問にお答えをいたしたいと思います。 

 先ほどの中でもお話をさせていただきましたけれども、町民憲章選定委員会がその審議

を重ねてきたという中にあって、選定委員会の尊重という部分もございます。そして、町

民憲章におきましても趣旨説明をした中で議会の議決も得たという経過がございます。そ

ういった中では、町民憲章選定委員会の尊重と町議会の議決の尊重と、こういった面での

経過がございますので、昭和44年に制定された中での趣旨としてはそれがなされていると

いうことでの町民憲章と捉えておりますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 制定委員会によって審議重ねたといっても、町議会で議決を得たといっても、

浦幌町議会自体がアイヌ民族を先住民族と認めるように国に意見書も出しております。そ

ういった中で、歴史的にも、時間の経過から考えても、今は隔世の感というのですか、私

たちの国には先住民族がいるのだと、それは世界でも認めてくれております。国連の人種

差別撤廃委員会でも、繰り返し繰り返し日本政府に勧告もしております。1989年、1957年、

2001年、去年の2014年９月、このときも勧告をしております。これは、とりもなおさず私

たちの国には先住民族がいて、なおかつ日本政府は先住民族に対して国連の先住民族の権

利宣言で定められた憲章について守っていないのではないか、こういったことで、はっき

り言えば権利を認めなさいということなのです。無理なことがございます。土地の権利を

幾ら認めろと言っても、現在住んでいる方々に出ていってもらって、私たちが昔いたよう

に、そういう社会にまたしなさいなんていうのは誰も考えていないと思うのですよ、私た

ち自身も。ただ、考え方として、先住民族がこうして日本にいるのだから、それに沿った

政策で町の行政が進んでいく、これは当たり前のことだと思うのです。国連の人権規約委

員会が言っていることは、決して過去のことではないのです。現在の日本のことを言って

いるのです。私は、言葉尻をつかまえるようですけれども、この町民憲章の制定の趣旨ぐ

らいはもう一度制定委員会なり、この町民憲章は私は町民のためにも考え方のためにも必

要だと思いますので、この部分について変えましょうという、そういった考え方が町から

発信されてもいいのではないでしょうか。どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員の一般質問の内容については、アイヌ民族の記述ということであり

ましたので、それに対して答弁をさせていただきました。町民憲章は昭和44年に制定した

ということでありますから、今からいえば72年前に制定をした憲章であります。その当時

アイヌ民族に対するそういう考え方ということ自体がないということの中でこの町民憲章

を制定し、また趣旨もそのとおり出されたということはまずご理解いただけるのではない

かというふうに思います。ただ、100年のときに開基から開町に変えたというのは町の考え
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方でありまして、これは当然今後開町という文字を使っていこう、文言を使っていこうと

いうことであります。そういう面で、この趣旨が開基ということになっていますので、こ

れを開町に変えるということは町の考え方に沿うものであるというふうに思っています。

ただ、どういう方法でやっていくのか、選定委員会、そして議会を経た町民憲章でありま

すので、これについてどういうふうにやっていくのかについては今後検討させていただき

たいというふうに思いますし、考え方自体は町としては開町でいくということは定めてお

りますので、今差間議員からの質問は当然だろうというふうに思います。ただ、どのよう

にやるかということの方法については今お答えできませんので、今後検討させていただき

たいというふうに思います。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 今の町長の言葉で本当に安心はしました。本当に検討してほしいと思います。

私たちの歴史に関して、また町民憲章に関して子どもたちの教育の副読本の中にも書かれ

ているのです。郷土読本「うらほろ」の一番最初のページにも、やはりこの憲章のことが

書かれております。このことは、浦幌町の子どもたちがこの憲章に沿って、そして浦幌町

で元気で働き、楽しい人生を築きましょう。私たちのアイヌの考え方も、神に祈って、私

たちを守ってくださいと、私たちはあなたの助けをもって一生懸命働いていきます、この

ようにうたっております。先祖を敬うお祈りのときも必ずこの言葉は入れます。労働が私

たちの社会をつくっていく、そのことをこの憲章はうたっている。これは、本当に立派な

憲章だと思います。教育に関しては、私学習指導要領のこととか、この場でもお聞きしま

して、児童生徒の心身の発達の段階や特性を考慮して適切な教育課程を編成し、目標を達

成するよう教育を行うということでこの場でも返事をいただいております。町民憲章に関

してですが、ぜひ教育の面からもアイヌの記述を私たちの郷土読本「うらほろ」の中にあ

る町民憲章の中に記述してほしい、このように思っております。この点に関して、ちょっ

としつこいのですけれども、教育委員会としてどう考え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。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 今アイヌの歴史や文化を正しく子どもたちに教えていくと、伝えていくということは大

変大事なことであるというふうに考えておりまして、私たちは各学校で授業を行う上では

必ず学習指導要領に基づいた教科書、教科書選定で選定された教科書並びに私どもがつく

っております町作成の副読本、これに加えて補助教材、これは推進機構が発行したものな

どがございます。そうした中で、子どもたちに適切にアイヌの歴史、文化を伝えていくと

いうことをただいま進めているところであります。憲章のお話が出ましたが、先ほど町長

のほうから答弁がありましたように、それに尽きるわけでありますけれども、総合的に考

えまして、今道教委のほうからも歴史や文化をしっかり伝えていくということでいろいろ

なプログラムが出されております。前回の議会でもそのことは申し上げたかと思います。
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そのプログラムに沿って子どもたちに指導を進めていきたいと、そのように考えておりま

す。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 ただいま町の方針として教育の考え方として考えをお聞きいたしました。そ

もそも私たちの歴史は、どうも奪ったり、奪われたりするという観点から私は考えてしま

うのですけれども、郷土読本「うらほろ」の中で晩成社のことが近代の明治からの歴史の

中で出ております。私たちは、晩成社のことでも随分いろんな郷土史を調べている人から

もお聞きするのですけれども、晩成社とアイヌの人たちのかかわりも決して私が考えてい

るような奪った、奪われたではなくて、食べ物をやりとりしたり、日用雑貨、アイヌには

ないものを与えるというのですか、そういった関係で極めて良好な関係であったようです。

晩成社のメンバーの中にはアイヌメノコと結婚して、郷土にいる自分の弟に宛てた手紙の

中で、玉が磨かれて自分の宝石になった、このように自分の妻のことを手紙に書いている

ようです。この方たちはみんな結局は北海道を離れてしまうのですけれども、歴史の中で

私たちと和人と称される人たちの関係は、決して私が考えていたような奪い、奪われるだ

けではなくて、互いに助け合って、この環境、この気候条件に住むように、暮らしていけ

るように協力し合ったようなことも随分書かれております。 

 ただ、私たちの周りを見ると、私たちの浦幌がまるで開拓によってつくられてきたと、

そういった表現がまだまだあふれております。私がアイヌのことを繰り返し述べますと、

いや、それは過去のことでしょうとか、そういった話をされる方もおります。私たちと浦

幌は、私たちも浦幌の中で、浦幌も私たちと相対しながら新しい未来をつくっていく、そ

ういった考えにぜひ立ってほしいと思います。私はいろいろな面でアイヌのことを発信し

ているのですけれども、きょうは望外な回答をいただきました。ただ、世間に流布してい

るアイヌは過去のことでしょうとか、こういったことがぜひこれから住民の口から出ない

ように、もう一度、ちょっとしつこいのですけれども、町民憲章の中で何とか記述してほ

しい、こういったことを要望するのですけれども、この点についてもう一度、しつこいで

すけれども、返答いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員のアイヌ民族に対する一般的な考え方については、常に差間議員か

ら述べられているとおりだというふうに思います。また、答弁については、その質問に沿

って答弁をさせていただいたということでありまして、アイヌ民族のいろんな今までの歴

史、文化等々については、ぜひ町民の理解を深めるように進めてまいりたいと先ほど答弁

させていただいたとおりであります。町民憲章への記述というものは、これもまた先ほど

述べておりましたけれども、町民憲章自体は町民全体に対する心の支えになるものであり

まして、当然町民全体ということでありますからアイヌ民族も入るということでありまし

て、そこに特別な記述をするということではなくて、町民全体をうたったものだというこ
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とを、町民憲章そのものを理解していただきたいというふうに思っているところでありま

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、河内富喜議員の質問を許します。 

 ８番、河内議員。 

〇河内議員 それでは、通告書に従い、一般質問をいたします。 

 スマホ、ネット依存による学力低下。文部科学省が2014年８月25日に発表した全国学力

テストとあわせて行う児童生徒への全国アンケート調査結果によると、今回初めてスマホ

などの平日の使用時間を尋ね、生活のかなりの時間を割いている実態が浮き彫りになり、

社会問題化していることが明らかになった。総務省情報通信政策研究所や一般社団法人全

国教育問題協議会などがアンケート調査を分析し、現状を厳しく指摘をしている。中学３

年生の半数近くが１日１時間以上携帯電話やスマホでメールやネットをし、４時間以上費

やす生徒が１割を超えているとのこと。小学６年生の半数以上が携帯やスマホを使用して

いることも判明した。学力テストの平均正答率と比較すると、小中全教科で使用時間がふ

えるほど成績が低下するスマホ、ネット依存による学力低下現象傾向が明らかになってい

る。ネット依存症が進み、心療内科や児童精神科の治療が必要となる児童もいるようであ

る。これはあくまでも文部科学省のアンケート全国調査結果等を分析したものですが、当

然地域によってそれぞれ違いがあると思います。この問題に対する我が町の現状認識と対

応策について確認をしたいと思います。 

 １点目、スマホ、ネットによる学力低下現象傾向について我が町では現状をどのように

認識をしていますか。 

 ２点目、文部科学省から学習指導要領の内容を踏まえた情報モラル教育の必要性につい

て通知が来ていると思いますが、どのように生かしていますか。 

 ３点目、稚内市では市校長会の呼びかけで学力向上のプロジェクト会議を立ち上げ、ス

マホなどの現状認識と対応策について協議が行われていますが、我が町では具体的な対応

策を何か考えていますか。 

 以上、３点についてお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育委員長。 

〇松田教育委員長 河内議員のご質問にお答えします。 

 １点目のスマホ、ネット依存による学力低下現象傾向の現状をどのように認識している

かについてですが、本町にネット依存の児童生徒がどの程度いるかという観点で調査した

ことはありませんが、毎年文部科学省が実施している全国学力・学習状況調査の調査結果

から、本町の児童生徒がテレビやビデオ、テレビゲームやスマートフォン等を長時間使用

している割合が全国と比較して多いことは認識しております。このことは、本町にネット
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依存に陥る危険性の高い児童生徒がいることをあらわしているものと考えられます。また、

同調査の結果から、全国的にはスマホ等を長時間使用している児童生徒はそうでない者と

比較して学力が低い傾向にあるという分析もされていることから、本町においてもこうし

た全国的な傾向が当てはまるものと認識をしております。 

 ２点目の情報モラル教育の必要性についてどのように生かしているのかについてです

が、現在教育の場においてもインターネットが急速に普及し、パソコン等を活用した学習

活動が盛んに行われるようになり、地理的格差や遠距離であることの不利益がさまざまな

ＩＣＴ技術により解消されるようになりました。そうしたメリットの享受と同時に、イン

ターネットを利用する上でのルールの徹底など情報モラル教育の必要性が指摘され、本町

においても全ての小中学校にインターネット接続環境の整った児童生徒用パソコンを配備

していることから、平成21年度には浦幌町教育研究所において携帯電話利用のルールづく

りの啓発資料を作成し、保護者家庭に配付しております。また、学校のパソコン教室にイ

ンターネットを利用する際の決まり事を張り出すなど、児童生徒への情報モラル教育の徹

底を図ってまいりました。さらに、児童生徒や保護者、教職員それぞれに向けた啓発資料

を随時配付したり、インターネット上に個人情報を掲載するなどの不適切な行為が行われ

ていないか等のネットパトロールも適時実施しているところです。 

 ３点目のスマホなどの現状認識と対応策についてですが、１点目でお答えしましたが、

本町の児童生徒はスマホなどを長時間使用している割合が全国と比較して多いことは認識

しております。本町においては、平成22年11月３日に浦幌町教育の日を制定し、地域総ぐ

るみで生きる力を育む教育を展開してまいりました。年２回、浦幌町教育の日実践交流会

を開催し、今年度は読書の推進と体力の向上をテーマとし、特に10月に開催しました第２

回実践交流会では、リレー家読の取り組みや各種読書活動の推進状況について各学校及び

幼稚園より実践発表をしていただきました。また、児童生徒にとって規則正しい生活を送

ることは何よりも大切なことであることから、早寝・早起き・朝ごはん（あいさつ・ノー

テレビデー）の取り組みを推進し、家庭におけるテレビやゲーム、スマホなどに要する時

間を減らし、子どもたちの時間を取り戻し、家庭学習や読書の時間を確保し、学力向上の

改善を図っております。本町では本年度から小中一貫コミュニティ・スクールを本格的に

実施し、家庭や地域社会、関係機関が一体となった地域総ぐるみの運動を展開し、小中学

校９年間を見通した教育課程の編成、実施、合同研修会の実施、ジョイント教室や乗り入

れ授業、長期休業中における小中合同学習サポートなどに取り組んでおります。さらに、

定例校長会議、教頭会議を活用した学力向上推進協議会を定期的に開催し、各学校の学力

向上の改善に係る交流を図るとともに、各学校においては学力向上改善委員会を組織し、

全教職員を挙げて全国学力・学習状況調査の結果を分析、改善策の協議など実効のある取

り組みを進めております。今後小中一貫ＣＳ委員会においてスマホの使用に関するルール

づくりについて議論を進め、学習の定着や学力の向上に向けた取り組みをさらに充実して

まいります。 
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 以上、河内議員の答弁といたします。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 大変ありがとうございました。いろいろお答えをいただきました。１番につ

いて、スマホ、ネット依存による学力低下現象傾向の現状についてお聞きしたところ、本

町にネット依存に陥る危険性の高い児童生徒がいることはあらわしているけれども、その

実態については定かではないというようなお答えだったと思っております。ただ、全国的

な傾向から、そのようなことも認識をしているということでございます。正式には、これ

はキンバリー・ヤング氏が作成した診断ガイド、また韓国でつくられたＫスケールとかＳ

スケールなどによる判断方法があるわけですが、こういった依存性が強いと思われる子ど

もたちに対してこのような診断という方法をとるような考えはありますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 今議員がおっしゃっているアメリカのキンバリー・ヤング博士がやってお

りますテスト、インターネット依存度テスト、これが国際的には一般的に通用しているの

かなと思います。これは一つの形でありまして、これをもとにして今本町で実態を調査す

るかどうかについては、これが適切かどうかについては今のところ判断しておりませんけ

れども、各学校、それからＣＳ委員会等と協議しながら、どういうものを使えばより客観

的にその実態が出るのか検討していく必要はあるというふうに考えておりますが、キンバ

リー・ヤング博士のものが適切かどうかについては、この場では判断はしておりません。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 もう一点伺います。これは２点目とも関連してきますが、町広報の12月号を

読ませていただきました。ここに全国学力・学習状況調査の結果についてということで、

調査の目的、調査の対象、結果の公表、調査の結果から学習状況の傾向、分析、そして学

力向上の改善方策というようにわかりやすくここに記載をされております。その中で、こ

のことについても今回触れておられます。２番の国から、文部省から情報モラル教育とい

うことでいろいろこのことについて通知が来ているわけですけれども、文部省の通知の第

５章のモラル教育の中で第１節、第２節、第３節、第４節の中に家庭や地域との連携と学

校の役割ということでここに指摘をしているわけですけれども、恐らくこのようなことを

認識されてこういった結果についても分析をされて、町民の方に、そして父兄の方にわか

りやすくお知らせをしているのではないかなと考えております。先ほどの答えにもありま

した。 

 それで、ここに学力向上の改善方策ということで６点ほど載っておりますが、先ほどの

お答えの中にも家庭では早寝・早起き・朝ごはん（あいさつ・ノーテレビデー）運動に取

り組み、テレビやゲームの時間を減らし、家庭学習、読書の時間を確保しますということ

で、答弁にあるようにここで述べられておるのです。このことについてちょっと触れたい

と思います。先ほども申し上げましたように、総務省でもこのことについて分析をしてい
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る。そして、一般財団法人全国教育問題協議会でもこのことについて指摘をしているとい

うことでございますが、ここにその取り組みの中で具体的に非常にわかりやすく取り組み

をしているところがあるということで、ご紹介と、この点についてご質問をさせていただ

きたいと思います。これは、群馬県の沼田市の小中学校の保護者に配られたパンフレット

でございます。表題は大切な子どもをインターネットトラブルから守るためにということ

で、平成26年の12月に出されたものでございます。携帯電話はどこにでも持ち運べる、イ

ンターネットにアクセスできるコンピューターであり、子どもたちがトラブルに巻き込ま

れる危険性があることから、これまで子どもたちに携帯電話を持たせないことを働きかけ

てきました。しかし、平成26年４月に行った調査において、携帯電話やスマートフォンで

通話やメール、インターネットをしていますかという質問に対し、していると回答した子

どもの割合は小学校６年生で35.9％、中学３年では41.7％という結果でした。全県の調査

結果、小学６年生45.4％、中学３年生66.4％より低い割合です。子どもたちにとってどこ

にでも持ち運べる携帯電話によるインターネットの利用がより身近なものになってきたこ

とがわかります。さらに、近年急速な通信機器の発達により、携帯音楽機器やゲーム機か

らもインターネットに接続でき、そこからダウンロードできる無料アプリケーションの利

用等によって、子どもたちの周りにはさまざまな問題、ネット依存等が起きています。子

どもがトラブルに巻き込まれることがないように、インターネットの危険性について保護

者が改めて認識し、今できることを実行しましょうということで書いてあります。これは

沼田市教育委員会、沼田市小学校ＰＴＡ連合会、沼田市小中学校長会協議会で、わかりや

すく今のようなことが載せてあります。 

 そこで、２番目にこのようなトラブルが起こっていますということでわかりやすく書い

てあります。オンラインゲームやグループトーク等では、自分だけ先にやめると友達に心

配をかける、嫌われると思い、食事中や勉強中もインターネット端末を手放せず、夜中ま

で延々と続けてしまうことがあります。また、無料アプリによってメッセージが相手に読

まれたかを示す既読表示機能があります。すぐに返信しなければならないという暗黙の約

束が子どもにとっていつでもつながっていなければならないという心理的なストレスにつ

ながっております。このような状態が24時間続きますと、このような生活が続くと学力低

下や生活習慣の乱れにつながりますということで、わかりやすくネット依存というものは

どういうものかということが載っております。ここで一番認識していただきたいことは、

テレビの依存、テレビゲームの依存と今回のネットの依存というのは本質的に違うという

ことでございます。ということは、グループで必ずネットワークがされて、そのことから

離れるということが非常に子どもたちに疎外感を持たせるようなことになってしまって、

なかなかそこから抜け出すことができない、そういうことでございまして、テレビは個人

が勝手に放送されているものを見ているわけですから、私も今65歳でございますが、青少

年のときからテレビは長時間見ていました。プラスにはなっていないだろうけれども、そ

れで何か深刻な問題が起きたかということであれば、私はその問題と今回のネットの依存
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の問題とは本質的に違うということを十分捉まえて今後の対応を考えていかなければなら

ないと考えております。 

 それで、私も調べました。なぜ文部科学省と総務省がこれほど力を入れてこのことにつ

いて対応しているかということでございますが、実は先進国においては同じような悩みは

どこでも今起きているようでございます。特に隣の韓国においては日本よりもこの辺のス

マホその他の情報端末の普及が発達していまして、今韓国では社会問題化している。日本

の文部科学省も総務省もこのことを踏まえた中で、早目に対応しなければ日本の国も同じ

ような現象が起きてしまうというところで、近年スマホの普及とともにこのことにしっか

りと取り組むことに力を入れてきているということでございます。それと、いろいろ調べ

てみますと、それぞれの教育委員会でこのことについていろいろ分析しているのです。こ

こに仙台市の教育委員会と東北大学の学習意欲の科学的研究に関するプロジェクトの資料

がありますが、中で平日にライン等の無料通信アプリを使用すると睡眠時間や学習時間に

関係なく使用時間に応じて学力が低下する調査結果が発表されていますということで、仙

台の教育委員会もこのことについて認識をして、取り組む方策を考えているとのことでご

ざいます。その他全国もろもろ、このことについての対応がございます。 

 今続けて私おしゃべりしましたけれども、先ほどお示しした町の広報紙、これに対して

学力向上の改善方策ということで実際に携帯電話やスマホを使用している実態をどのよう

に改善方策として対応していくのかということについて触れていないのですけれども、こ

のことについてどのようにお考えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 町広報紙に掲載しております学力向上改善の方策、６点示しております。

今議員おっしゃいましたように、私たちはそのうちの５点目にそのことを書いているつも

りでございます。行数が足りないものですから、今議員おっしゃるような事細かなところ

までは書けませんけれども、テレビやゲーム等の時間を減らし、家庭学習や読書の時間を

確保すると。つまり子どもたちが今家庭に帰ってどういう状況にあるかというのは、まさ

しく議員がおっしゃったとおりであります。テレビの時代ではなくて、ゲーム、それを超

えてさらに携帯からスマホ、ラインをどんどん使うと、そして夜12時過ぎても友達からの

返事を返さなければならないと、これは決してほかの地方での出来事ではなくて、この浦

幌の町でも起こっている状態だというふうに認識をしております。したがって、ここには

事細かく書いてございませんが、５点目がその趣旨を述べているということで、これまで

私たちの町で取り組んでいたことを４点、ちょっと申し上げたいと思います。 

 まず、１つは、町教委の指導方針です。これは、例年４月に各学校に今年度の教育の重

点はこれだよということで指し示しておりますが、その中に今おっしゃったような情報教

育によるモラル、ルールについての指導を徹底するとともに、ネットパトロールの実施、

携帯電話、スマートフォン等におけるフィルタリングの活用等について十分配慮してやる
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ようにと、その指導をまず４月当初に各学校に示してございます。 

 ２点目ですが、十勝管内ではどういう取り組みをしているのかということであります。

これは11月に行われたところですが、十勝教育の日というのがございます。これは、全19市

町村が集まって、その中で大人の部と子どもの部があるのですが、子どものほうは全学校

の小中高の代表者が集まって会議を開いております。その会議はどさんこ子ども十勝地区

会議という名前でありまして、その中でもいじめ、ネットトラブル根絶と、まさしく今議

員がおっしゃったこのことに焦点を当てて、各学校の代表が話し合いをしてルールを決め

ると、それを各学校に持ち帰って児童会、生徒会を中心に運動を起こしていくという取り

組みが管内的な取り組みでございます。 

 ３点目、まずこれについては教職員の研修が最も大事だということで、十勝研修センタ

ーだけではございませんけれども、その中にＩＣＴ講座、それから学級指導講座あるいは

道徳の講座、特別活動の講座がございます。その中で、今お話あったようなことが話題に

なっておりますし、情報モラル教育をどう進めていくかと、その研修を受けて、それぞれ

学校に持ち帰って、さらにそれを広げていくと。また、先月行われたのですが、十勝教委

連というのがございます。これは教育委員会の連合体でありますが、その中で教育長、そ

れから校長、教頭を対象に、全員を集めて帯広でこの研修会が行われました。そこのメー

ンテーマは、学力の向上、全国的にいくとかなり追いついてきたけれども、まだ足りない。

原因の大きさは、家庭における家庭学習、この時間が北海道の場合は少ないと。なぜ少な

いのかというと、おっしゃったスマホにとられている。これをどのように子どもに取り戻

すかという研修会を行ってまいりまして、せんだっての校長会、教頭会にこの資料ごと渡

しながら、今学力の向上のためには家庭での過ごし方をどうしたらいいかということに真

剣に取り組んでいきましょうという再確認をいたしました。早速ある学校では、学校だよ

りにこの実態を、学力テストの実態とスマホの実態も書いて、地域の皆さん、家庭の皆さ

んに啓発活動をするという動きが出ておりますし、また懇談会のときにこのお話を取り上

げていただいている。また、せんだってＣＳ委員会の会長さんとお話をする機会がござい

まして、このことに話題が集中いたしました。ということは、浦幌町全体も、今議員がお

っしゃっていることに具体的にどう取り組んでいくかということで今まさしく取り組みを

始めているというところでございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 ただいまいろいろお答えをいただきました。教育長を初め教育委員会、先生

方を初めＣＳの皆様方、浦幌町小中一貫コミュニティ・スクール事業に大変ご苦労されて

いることは日ごろより感謝をしていますが、このような取り組みの中で実際的に町民にも

もっとわかるように、こういった実践活動を通じてこのようなことに取り組んでいただき

たいなと思っております。 

 そこで、これも私の資料の中で大変参考になるなということで何点かありましたので、

申し上げさせていただきたいと思いますが、ここに総務省の文書がありまして、26年10月
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の記事でございます。ｅネットの安心講座やその他の講座の開催件数を公開しております。

平成23年度は900件、平成24年度は1,653件、平成25年度は2,232件とふえていると。地域に

おける自主的で継続可能な取り組みの構築についてが必要であり、青少年が安全、安心に

インターネットを利用できる環境整備を進めるようにということで総務省の文書が出てお

ります。そして、全国の取り組み例が30例ほどここに載っていたわけですけれども、大変

いい取り組みだなと思って見させていただいたものとして、子どもたちによる自主的活動、

これは光南中学校生徒会が光南ルールというのを生徒会みずからがお互い話し合うところ

で決めて、いろんな提案をしていく、そのことを生徒会でみんなで守ろうということで決

議してやっていく、こんなような方法もここに書かれておりました。スマホ、ネット講座

の開催をしているところもありますし、ネットガイドブックを出しているところもありま

す。調べればこういう活動というのは全国で今や多々あるということでご認識ができると

思います。 

 私なぜこれ持ってきたかというと、道教委が平成26年の１月中旬から２月中旬、平成27年

の１月中旬から２月中旬にかけて150万本、毎年ここの側面の欄に、ネットに関する標語を

募集して、子どもたちのどうやってみずからネット依存とかそういったことに対応してや

っていこうかということをここに毎年150万本、ある乳業メーカーが協賛してこういった取

り組みも進めております。それと、文部省では今ロゴの活用、全国で考えよう、家族みん

なでスマホのルールということでロゴの活用を各企業、各団体、スポーツ団体、それとＰ

ＴＡ連合会、教育委員会含めて全国挙げてこのことについて対応していこうではないかと

いうことで、文部科学省のロゴの使用を申し出てください、そして地域の取り組みを提案

してくださいということで、文部科学省でこういった運動も進めております。 

〇田村議長 河内議員、発言中大変申しわけありませんけれども、簡単、簡潔明瞭に発言

をしていただきたいと思います。 

〇河内議員 最後に、具体的な取り組みということで、学校、そして地域、みんなが地域

での取り組みというものが具体的にわかるように今後進めていただきたいということでの

ご答弁をいただいて、終了したいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいま議員のほうから、子どもたちによる自主的な活動の大切さという

ものをご指摘いただきました。全くそのとおりだというふうに私たちも考えてございます。

今それぞれの学園のＣＳ委員会の中では、特にこちらの町のほうでいいますと慶應大学の

ほうから先生を講師にお呼びしまして、これで４度目になりますけれども、９年間を目指

したどんな子どもに育てたいかという子ども像とそういう子どもにするためにはどういう

達成方法があるのかという、そういうことについての熟議を重ねております。その項目が

一つの表となって今作成中ですが、学校がやること、家庭がやること、地域が行うこと、

従来はここで終わりです。これに新たに、子ども自身がみずから努力すること、こういう
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欄を設けて熟議を重ねているところであります。そこで、今ＣＳのほうと相談をしており

ますのは、この後３学期に入ると思いますが、児童会、生徒会を中心に合同会議を持ちま

して、このスマホ依存傾向から抜け出すためにどうしたらいいのかということを子どもた

ちで熟議をしてもらう。自分たちで守るルールをつくってもらう。まさしく指摘された子

どもたちによる自主的活動につないでいきたいというのが今私たちの考えでございます。 

 いずれにしましても、依存体質から脱出するためには子どもたちだけでもだめだし、学

校単独でもだめだし、オール浦幌でいかないとラインはどこからでも飛んできます。です

から、夜８時以降は絶対にスマホを使わないとか、使う場合には茶の間で使うとか、そう

いうルールを子どもたちの中から話し合わせ、そして私大人もそのルールを一つの憲章の

ような形でつくり上げて、広く町民の皆様方にもお知らせをしながら、地域総ぐるみの教

育を進め、健全な子どもたちに育てていきたい。そういう意味では、きょうご指摘いただ

きました議員のご提言は私たちの大きな力強い応援団としてのメッセージというふうに受

けとめさせていただいて、推進してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

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。 

 ここでお諮りをいたします。暫時休憩したいと思いますが、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、暫時休憩といたします。 

 

午後 ３時０１分  休憩 

午後 ３時１４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、６番、福原仁子議員の質問を許します。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 浦幌町の将来展望、まち・ひと・しごとについて伺います。今年９月に浦幌町人口ビジ

ョンが策定されました。これは、国と地方が総力を挙げて地方創生、人口減少克服に取り

組み、まち・ひと・しごと創生長期ビジョンの基本的方向や具体的な施策をまとめ、今後

浦幌町の目指す方向を示すとあります。そこで、浦幌町の将来展望に関して次のことを伺

います。 

 １点目、子どもを産み育てる環境の充実とありますが、妊娠、出産に伴う身近な場所で

の健診が実施できる体制についての考えはありますか。 
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 ２点目、雇用機会の新規創出について、農畜産物や水産物の加工場の新設に対し補助制

度の創設を行い、多岐にわたる雇用の場を設ける考えはないか。 

 以上、２点について伺います。 

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。 

 浦幌町の将来展望、まち・ひと・しごとについてでありますが、本町では昨年12月に閣

議決定されたまち・ひと・しごと創生長期ビジョンとまち・ひと・しごと創生総合戦略に

基づき、本町の人口の現状分析と今後の目指すべき方向を示す浦幌町人口ビジョンを策定

し、総人口の将来展望を実現するための施策や具体的な事業を掲載した浦幌町まち・ひと・

しごと創生総合戦略案がまとまりましたので、現在パブリックコメントにより町民の皆様

からのご意見を募集しているところであります。 

 １点目の妊婦出産に伴う身近な場所での健診が実施できる体制についてでありますが、

現在十勝管内の医療機関で産科、婦人科外来を開設しているのは７カ所であります。その

うち、出産設備を備え、妊婦健診から出産まで行っているのは、総合病院２カ所、公立病

院１カ所、個人病院１カ所の合計４カ所であります。平成26年度の本町の出生数は36人で

すが、十勝管内全体の年間出生数を見ると、平成25年度は2,681人で、これだけ多くの出産

を４カ所の医療機関が担っている状況にあります。十勝管内で常勤する産婦人科医は19人

しかおらず、それぞれの医療機関は医師が充足されていない中で妊婦健診と出産、婦人科

疾患の治療を行っているのが現状であることから、産婦人科医が勤務する医療機関を離れ

て地域での医療を行うことは難しいと判断しております。また、妊婦の方は妊娠前の健康

状態や妊娠初期の経過などによって受診される病院はさまざまですが、ほとんどの方が妊

婦健診から出産まで同じ産婦人科病院にかかり、主治医の外来日に通院していることから、

それぞれ個人の状況に合わせて受診することが望ましいと考えています。現在本町は、妊

娠された方が安心して出産を迎えるために、国が定める妊婦に対する健康診査についての

望ましい基準に沿った14回分の健康診査費用を公費負担しており、十勝管内のどの産婦人

科を受診しても個人負担金がほとんど生じない妊婦一般健康診査事業を実施しているとこ

ろであり、今後につきましても安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推

進してまいります。 

 ２点目の雇用機会の新規創出について、農畜産物や水産物の加工場の新設に対し補助制

度の創設を行い、多岐にわたる雇用の場についてでありますが、まちづくりを進めていく

上で雇用機会を確保するための施策は重要なものと認識しているところであり、本町にお

いては浦幌町地場工業等振興条例及び浦幌町企業誘致促進条例に基づき、企業等が新たに

事業場を新増設する場合に、新増設に伴い新たに増加する雇用者に対する助成を行ってき

たところであります。このため、新たな補助制度を創設する考えはありませんが、今後に

おいても引き続き既存制度により支援を行ってまいりたいと考えています。 
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 以上、福原議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ただいま答弁の中で、現在パブリックコメントにより町民の皆様からのご意

見を募集しているところでありますとありました。このことについてパブリックコメント

があったかどうか伺いしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 12月18日までパブリックコメントを行っておりますけれども、総合戦略のパブリックコ

メントということで何点かご意見については伺っているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 何点かということで、具体的な内容はお聞かせできないのですね、わかりま

した。 

 １点目の妊産婦出産に伴うということで答弁がありました。十勝管内には産婦人科医が

19名しかいないということで、25年度2,681人の出生がありましたと、この19人、約20人の

医師で2,681人ということはお医者さんにしますと１人当たり135人ぐらいの健診、それに

伴う生まれるまで14回の補助ということで、個人負担がほとんどないということも大切な

のですが、お金のことでなくて、まち・ひと・しごと創生総合戦略のもとになる浦幌町人

口ビジョンの第４章の中で浦幌町の目指すべき将来の方向として、本町で子どもを産み育

てたいと考える人をふやしたいとあるのです。そこで、そういうことを述べるのであれば、

身近なところで健診ができるという根本的なものの改善や第３期まちづくり計画として現

体制についての支援や充実を図るなどについてのもっと具体的なことを創生していくチャ

ンスであるのではないかと私は思います。１つずつ課題をクリアして環境改善を図ってい

かないと人口をふやしたいと思ってもなかなか思うようにならないような気がいたします

が、いかがでしょうか。 

 また、９月の一般質問で男性、女性の不妊治療費のことを伺ったわけですが、早速第３

期まちづくり後期計画の重点プロジェクトの中に取り入れていただきまして、ありがとう

ございました。ただ、十勝管内の中で治療のできる医療機関の設置について、管内町村担

当の方々と話をしていきたいと９月時点で答弁がありましたが、このことについての話し

合い、進展はあったのでしょうか。全国各市町村一斉の人口増加などに対するまち・ひと・

しごと創生総合戦略の一番ネックになる部分ですので、浦幌町の特色ある戦略を期待して

おりますが、いかがなものでしょうか、お聞きしたいと思います。 

〇田村議長 福原議員に申し上げます。発言中申しわけありません。一問一答方式という

ことで、１問ずつ設問していただくようお願いいたします。 

〇福原議員 わかりました。それでは、今までのことで今のところは２点あると思うので
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すが、その件についてお聞きし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。 

〇熊谷保健福祉課長 福原議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、妊娠、出産に伴う身近な場所での健診ということでございますが、出産につきま

してはまず妊婦健康診査の望ましい実施、健診の実施時期というものがございます。その

望ましい実施時期とは、妊娠初期から妊娠23週までは４週間に１回、それから妊娠24週か

ら妊娠35週までは２週間に１回、そして妊娠36週以降分娩までは１週間に１回というのが

望ましいというふうに国はうたっております。そういうことから、多分福原議員のおっし

ゃる中では浦幌町でというような形のものとご推察いたしますけれども、そうなってきま

すと適切な実施時期での健診ができなくなってしまうのではないかなというふうに思われ

ます。そういうような観点からしますと、身近な場所で健診を実施する体制ということで

のご質問につきましては、今のところできないものと判断しております。 

〇田村議長 ２問目につきまして再度、福原議員、質問をお願いします。 

〇福原議員 ９月の一般質問でお答えいただいたと思います。ただいまの答弁の中にも、

地方では無理だろうということで、14回の健診が日にちがばらばらですとか、それから月

もばらばらということで、地方でのそういう健診は無理だろうということは私もわかりま

すが、９月の一般質問の中で十勝管内での治療のできる医療機関の設置について管内町村

担当の方々と話をしていきたいという答弁がありました。このことについては、不妊治療

のことで私は質問しております。それで、この大事なことを十勝管内の担当の方々とお話

をされたかどうかということをお聞きし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。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの議員のご質問にお答えします。 

 ９月の定例会の中で特定不妊治療の治療できる医療機関ということでのご質問だったか

と思います。そのご質問の内容につきましては、十勝管内の市町村とお話をしながらとい

うような回答をさせていただきましたけれども、現在のところまだそこまでには至ってお

りません。ただ、不妊治療というのは高度な技術を要するということなものですから、そ

うなってくると専門の医師、それから専門の高度な医療機器というものが必要になってく

ると思います。それを十勝にということになってきますと、十勝管内の市町村、それから

北海道というような形の中でいろいろと協議をしていかなければならないのだと思いま

す。その中では、今後機会があるたびにそれぞれ、帯広でありますと帯広保健所というよ

うなものになってくるかと思いますけれども、そういうような中で十勝管内に不妊治療の

医療機関が可能かどうなのかというようなところについてある程度話をしていきたいなと

思っています。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 
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〇福原議員 進展はなかったということで受けとめておきます。それで、全国各市町村で

一斉の人口増加などに対するまち・ひと・しごと創生総合戦略の一番ネックになる部分で

ございますので、浦幌町の特色ある戦略を私は期待しておりますので、今後とも浦幌町の

みではなく、東部ブロックでもよろしいですので、そういった話を進めていっていただか

ないと人口の増加にも、それから出生率の増加にもなっていかないかと思いますので、そ

の辺のところを十分にご承知おき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。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 先ほどもご説明しましたとおり、地域医療をめぐる問題でございま

すので、これにつきましては北海道と連携をとりながら、地域医療に対応するような対応

をしてまいりたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 それから、基本目標３で若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえると

あります。関連ですので、今年８月に実施された婚活イベントの状況というか成果を、途

中でよろしいのですが、お伺いしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまご質問のありました婚活イベントでございますけれ

ども、今年度初めて産業団体との連携も図りながら婚活イベントを行ってまいりました。

ご承知のとおり、男性参加者、それから女性参加者それぞれ40名の定員ということで、そ

れぞれ定員には若干満たなかったのですけれども、８月の２日間、札幌圏のほうから女性

に来ていただいて２日間の交流を行ってまいりました。以前にも報告しておりますけれど

も、この中でいきますと当日のカップルは14組発生しまして、その後の経過につきまして

はこちらのほうで把握している部分と、それからされていない部分がございますので、詳

細は申し上げられませんけれども、今後進めていく中で、参加者からもアンケートをいた

だいておりますし、その後また参加者からもいろいろなご意見も賜っていますので、その

中でこれからも進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 14組の方が何らかのアクションを起こしながら前向きに考えていってくれる

だろうというふうな期待を込めて、来年の婚活のイベントを開催していただきたいという

ふうに思っております。 

 次に、２点目のほうに入っていきます。雇用機会の新規創出についてということでお伺

いいたしました。補助制度の新たなものを創設する考えはないが、引き続き既存制度の支

援を行うという答弁がありました。雇用を含む新しい事業にはアイデア、財政力、忍耐、

努力、継続、研究などとてつもないエネルギーが必要と思われますが、近隣の町では50年
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にわたり、たとえ町長がかわっても一つの事業に心血を注ぎ、世界的にも認められ、先日

訪問したときには台湾からの観光客も来ていました。当然この50年間に相当数の雇用も生

じ、農畜産物、食品の関連産業の創設もあったものと思われます。いつもアンテナを張り

ながら企業を育て、継承していくという、財政力も駆使できる町長サイドの決断は町民に

対しての影響力は大きなものがあります。現在我が町でもたくさんの優秀な職員を抱えて、

今後５年間の浦幌町の将来展望を構築するところです。まち・ひと・しごと創生総合戦略

基本目標１に浦幌町に安定した雇用を創出するとありますが、その具体的な説明と、その

中に町内の既存事業への支援強化と体質強化の促進をしますとあります。これについての

説明を求めます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまご質問の件につきましてご説明させていただきます。 

 まず、支援強化と体質強化についてのご質問ですけれども、先日の第３期まちづくり計

画の中でもご説明させていただきましたが、まず地元にある企業に対しては、ここで説明

していますとおり地場工業等振興補助金の中で、新たな増設ですとか、新たな雇用が生ま

れた場合に対しての補助金、またよその企業が入ってきた場合については企業誘致促進補

助金ということで、これに対しましても新たな投資、それから雇用に対する補助金という

ものを用意してございます。町といたしましては、当然おっしゃるとおり、アンテナを立

ててすぐ支援してあげる体制が必要ではないかということでございますので、商工会とも

どういう状況があるのかという部分ではアンテナを立てながらやっていきたいというふう

に思っています。そのほかにも、ご質問にありました農畜産物に関しましては、６次産業

ですとか農商工連携という事業がありまして、そちらの部分につきましては国、道でもサ

ポートセンターを設けたりですとか助成制度を設けています。そういう部分について、つ

なぎ役ですとか調整役、それから細々したところの手続等のお手伝いなんかができるのか

なというふうに思っていますので、そういう部分では後方支援という形で進めていきたい

というふうに考えてございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 説明をいただきました。それで、町として何か新たなことを起こすのではな

く後方支援ということで、財政力も、それから職員も優秀な方がいらっしゃるということ

で、何か創出していただけるのかなと、総合戦略の中で雇用の新たなものを町が創出する

のかなというふうに捉えていました。今の説明でしたら後方支援ということだというお話

でございます。何かもったいないような気がしますので、未来、これから５年間の事業へ

の支援というか、そういったものは支援ではなくて自分たちがやるのだというふうな覚悟

というか、そういったものを持てるかどうか、私は表明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。 
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 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 先ほどから子どもの環境とか、いろんな形でご質問を受けて

いますけれども、総合戦略につきましては、国の全体の人口の減少が始まったということ

で、人口減少に歯どめをかける、定住を促進する、そういった人口減少に特化する事業を

進めていくということになっております。本町につきましては、第３期まちづくり計画の

中で、定住対策ということで５年前から子どもを産み育てる環境の充実、そして雇用機会

の新規創出、そして居住環境の整備充実ということで、この３点を中心にこれまで進めて

まいりました。５年前から始めてきて、地方創生法が昨年制定されて、この総合戦略をつ

くるということで、第３期まちづくり計画も来年から後期計画が始まるということで、こ

の総合戦略と、それともともと取り組んでまいりました定住対策のプロジェクトにつきま

して連携しながらこれまで進めてきております。先ほどから福原議員からはいろんなご質

問を受けているわけなのですけれども、雇用だけではなく、今言った３点を中心に重点的

に進めるということで、総体的な中で人口減少に歯どめをかけるということで進めてまい

りたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ５年前からいろいろなことを進めていると、実績は自然減と、それから自然

増とでいろいろと差異がありまして、人口の増加には直接かかわりがないというか、ふえ

てはいかないというのが現状でございます。それでも一生懸命町側も町民の方もいろんな

補助制度を使いながら、何とか町のためにというふうに定住、移住を含めたことも考えて

やっていると思います。それで、町内の既存の事業の支援策の強化と、それから体質の強

化ということがうたわれておりました。これについての具体的な説明というか、どのよう

なことを支援、ノウハウというか、お金の面ばかりではなく考えていっていただけるかど

うか確認をし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。 

〇岡崎産業課長 ただいまの支援と体質強化についてどのように考えているかということ

でございますけれども、まず支援につきましては先ほど財政的な部分ということで補助金

のほうを用意させていただいておりますので、例えば地場の企業さんが新たに投資をする

という場合につきましては予算の範囲にはなりますけれども、固定資産税の免除ですとか、

１名雇用に対して何十万円というようなお金の支援をということで考えておりまして、そ

れから体質強化という部分につきましては、中小企業融資ですとか、そういうものを用意

させていただいておりますので、その融資を受けることに対して補償料ですとか利子補給

をするという形で財政基盤のところのお手伝いをさせていただいているということでござ

います。お金の支援だけではなくてということでございますけれども、経営等に関しまし

ては私どもも専門的な知識を持っているわけではございませんので、今回のまちづくり計

画の中でも意識をしておりますけれども、新たな後継、商工業の中で後継をする場合につ
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いては新たな制度を設けさせていただきましたけれども、それの推進に当たりましては商

工会が経営支援発達計画というものを立てまして、そういう方を伴走型支援していこうと

いうものもありますし、それから今手続中でございますけれども、産業支援計画というも

のがありまして、産業強化法というものに基づきます計画のほうも今十勝全体で取り組ん

でいるという部分でありまして、そういう部分の中におきましては金融機関も入ってくる

という部分がありますので、行政、それから商工、金融も巻き込んだ中でそういう側面的

な支援をしていくというふうに考えてございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 新規事業については、私はそのとおりだと思います。ですが、12月10日に道

の基本計画案というのが新聞に報道されました。雇用創出、４年で９万人というふうな数

字が出ております。骨子案によりますと、企業誘致などの雇用の受け皿づくり、それから

女性、若者、障がい者らへの就業の促進、それから倒産の未然防止などの雇用のセーフテ

ィーネットの整備の３つの柱が大きく挙げられておりました。このいろんな柱を考えてい

きますと、倒産の未然防止などのセーフティーネットの整備というふうに出ております。

浦幌町もいろんな企業がありますが、この辺の手だてなどは本当に企業から申請がなけれ

ば何もしないというか、できないというか、相談があれば一番よろしいのでしょうけれど

も、町がかかわっているいろんな事業があります。その中で非常にいろんなことで影響を

受けている町民の方がたくさんいます。そういった方にもし何か相談事があれば、きちっ

とした対応ができるというふうに捉えてよろしいのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問ですけれども、個々の企業さんの財務状況につきまし

ては私どもで承知するべきものでもありませんし、それはどうだということで言う立場で

はございませんので、融資を受ける際にも金融機関、それから商工会を通してうちのほう

に来ているという部分につきましては状況わかりますけれども、それを未然に聞きながら

どうこう、私どものほうから支援をするというのはなかなか難しいかなというふうに考え

てございます。また、先ほどのセーフティーネットの関係ですけれども、それにつきまし

ても業種によって落ち込みの激しい業種につきましては国、道のほうで認定をしますとそ

の業種について有利な資金を得られるという方法もありますので、そういうものも金融機

関を通じながら町のほうに回ってきますので、そういうときに関しましては状況としては

押さえられますけれども、個々の経営状況の中身についてですとか、そういう部分につい

ては専門知識を持っておりませんので、現状を把握しているというところでおさめていき

たいというふうに思ってございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 いろいろ町の立場もありますでしょうけれども、直接町の仕事を切られた事

業があったとしたら、重大なことになっていくのではないかなと私は思います。そういう
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ことが今後生じないようなこともある程度配慮が私は町側として必要ではないかというふ

うに考えますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまの福原議員のご質問についてお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 質問の中に町の仕事が切られたといったお話がございました。そのことについては、そ

ういった部分はございませんので、今の中でお答えすることはできないというふうに思っ

ております。ただ、いろんな事業についてはそれぞれ入札等、通常の資本主義経済におき

ます競争原理というものがございます。これは、競争原理が働くということは、応募する

方も当然それは認識していると、そういった中で過去からずっと進めてきておりますので、

直接こちらから仕事を切ったというような一方的なものはございませんので、そのことに

ついてはお答えすることはできないということでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 私も勇み足というか、言ってはちょっとまずいかなということも言ってしま

いました。切られたではなく、切られる可能性がある事業所もあるということで、訂正を

しておきたいと思います。その話はまた別にしまして、先ほど申しました２月10日の新聞

報道でございますが、北海道の基本計画では女性、若者、障がい者らへの就業の促進とあ

ります。浦幌町では女性の活躍の場所は要らないのでしょうか。管内町村の基本目標と重

点プロジェクトの中に、道の計画が報道される前に既に女性活躍プロジェクトの政策とし

て位置づけられている町村があります。浦幌町ではどこにも記述がありません。ぜひ女性、

若者、障がい者を見捨てないでください。女性活躍プロジェクト、女性が輝く活気のある

まちづくりをつくっていただきたいというふうに思いますが、この件についてはいかがで

しょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 答弁調整のために暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時４８分  休憩 

午後 ３時４９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。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 答弁がおくれて申しわけございません。 

 昨年女性活躍法が制定されまして、その中では今北海道や十勝総合振興局とも打ち合わ
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せをしている最中ですけれども、その中で推進計画というのをこれから策定するような形

になります。そのことにつきまして庁内で連携を図りながら、その中で雇用の関係とかい

ろんな活動が出てくると思いますので、改めてその中で策定するような方向を現在考えて

いるということでご理解をお願いしたいと思います。 

〇福原議員 わかりました。終わります。 

〇田村議長 以上をもちまして一般質問を終結いたします。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 なお、再開は明日午前10時からですので、よろしくお願いいたします。 

散会 午後 ３時５１分 


