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開議 午前１０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。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 平成25年第２回浦幌町議会定例会、本日14日の運営について11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、関井雅明議員、

河内富喜議員、二瓶隆議員 差間正樹議員の５名より８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、今定

例会より一問一答方式により時間制限を設けて実施することとなりましたので、予鈴等の

指示に注意され進められますようお願いいたします。また、質問者は、傍聴される皆さん

にも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。 

 お知らせいたします。場内ぬくくなる可能性がございますので、上着を自由に外して結

構ですので、お伝えいたします。 

 

    ◎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。 

 一般質問は、浦幌町議会会議規則第61条第５項の規定により一問一答方式により行いま

す。質問時間については、質問、答弁を含め45分以内とし、発言残時間については場内掲

示板に表示されます。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、説明員の皆さんはわかりやすい質問、答弁となるようご

理解、ご協力のほどよろしくお願いをいたします。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 初めに、３番、安藤忠司議員の質問を許します。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 １項目め、定年退職者の無年金期間の対応についてお伺いいたします。定年退職者の年
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金支給開始年齢が今年４月以降段階的に60歳から65歳に引き上げられるのに伴い、本町と

しても今年度より町職員の定年退職者に対して無収入状態にならないよう検討されている

のかお聞きします。 

 また、民間企業については、ハローワークなどの指導により就業規則の改正が進んでお

り、定年退職者が希望した場合は再雇用する規定を改正して就業規則に記されているとこ

ろですが、町内の民間企業など就業規則の改正がどのくらい進んでいるのか、定年退職雇

用制度の実態を把握しているのか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 安藤議員の１項目めのご質問にお答えします。 

 １点目の定年退職者の無年金期間の対応についてでありますが、平成25年度以降退職共

済年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に60歳から65歳へと引き上げられることに

伴い、無収入期間が発生しないよう国家公務員の雇用と年金の接続を図るとともに、人事

の新陳代謝を図り、組織活力を維持しつつ職員の能力を十分活用していくため、当面定年

退職する職員等が退職共済年金の支給開始年齢に達するまでの間、希望する職員について

は再任用すること等が閣議決定されました。この閣議決定の趣旨を踏まえ、地方公務員の

雇用と年金の接続についても能力、実績に基づく人事管理を推進しつつ、地方の実情に応

じて必要な措置を講ずるよう要請されているところです。しかしながら、再任用職員は職

員定数に含まれることから、本町のような小規模自治体において定数管理の関係から退職

者の補充に伴う新たな職員の採用への影響など、人事の新陳代謝を図ることが難しくなる

ことが想定されます。このことから再任用制度の活用につきましては、他の自治体の状況

を把握しながら、本町の実情に合った方策について調査を行っていきたいと考えておりま

す。 

 ２点目の民間企業の就業規則の改正状況についてでありますが、高年齢者が少なくても

年金受給開始年齢まで意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として高年齢

者等の雇用の安定等に関する法律の一部が改正され、今年４月１日から施行されたところ

です。改正の内容につきましては、65歳未満の定年を定めている事業主に65歳以上までの

定年引き上げ、選別基準を廃止し希望者全員を65歳以上まで継続して雇用する制度への改

正、定年の定めの廃止の３点いずれかを就業規則等の改正で対応することが義務づけられ

ました。改正していない企業に対しては、指導機関である北海道労働局及びハローワーク

が指導を実施し、改善が見られない場合については高年齢者雇用確保措置義務に関する勧

告を行い、それでも法律違反が是正されない場合には企業名を公表されることになります。 

 事業主がこの改正を行ったかどうかの実態調査につきましては、厚生労働省がこの法律

に基づき実施する高年齢者雇用状況報告書にて各事業主に回答を依頼しているところであ

り、またこの結果につきましては町に対して情報の提供がないことから、実態の把握には

至っておりません。町といたしましても北海道労働局から法改正にかかわる周知の依頼が



                                             － 5 － 

あり、「広報紙うらほろ」２月号及び４月号において掲載したところであります。 

 以上、安藤議員への１項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 公務員に対しての関係については、閣議決定されたということでございます

が、国や北海道などからの地方公務員に対する通達だとか指導はあるのか、ないのか、そ

れをお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまの議員のご質問についてご説明をさせていただきます。 

 国からそういった通知があるのかといったご質問だったと思いますけれども、このこと

につきましては国家公務員の各案におきましては閣議決定がされたと。また、その閣議決

定されたことにつきましては、総務副大臣のほうから各都道府県知事、また政令指定都市

それぞれに地方公務員法並びに地方自治法に基づいた技術的な助言という形での内容につ

いての知らせ的なものとしては通知があったということには捉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 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 この答弁の中で再任用職員は職員定数に含まれるということや、採用計画だ

とか人件費に与える影響が大きいと思われますが、国のほうでも各大臣の裁量で短時間勤

務の再任も認めるということになっているようですが、その辺についてどのようにお考え

なのかちょっとお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 先ほど国の総務副大臣から助言という形での通知があったということで、

その内容の中には地方の実情に応じて必要な措置を講ずるよう要請したということで、あ

くまでも地方の実情に応じてそれぞれ考えてくださいということでありまして、民間にお

いては先ほどの答弁にありましたように高齢者等の雇用の安定等に関する法律という法律

の中で義務づけがされたと。国家公務員並びに地方公務員については、その法律の除外と

いうことでありまして、それぞれ別に考えなさいということでありまして、したがって地

方として今後どういうふうに考えていくのかということであります。 

 問題は、再任用職員という場合は職員の定数に含まれるということで、定数については

これまでも条例で決まっておりますけれども、うち独自の定員管理という形で行革の集中

管理プランの中で平成17年から21年度にかけて５年間で171名の職員を163名にするという

ことで11名減らしまして、現在もおおむね163名という体制で今やっていると。これは、正

職員、準職員含めての数であります。そういった中で、この職員の管理定数というものを

今後も基本的には維持していかなければいけないだろうという考えでいるところでありま
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して、ただこういった新たな無年金者の問題が出てきたということで、今後どうしていく

かということが非常に大きな問題になってきているのかなというふうに感じております。 

 これらについては、今後定数の管理については基本的に今後予想される業務の増大、あ

るいは町民の皆さんのニーズの増大というものを踏まえて、職員の管理定数を今後どうし

ていくのかということが１点あるのかなということと、もう一つは一方では国のほうで、

先般も新聞に出ておりましたけれども、地方交付税について今後それぞれの地方における

行革の状況等を査定しながら交付税を算定していくというような形もありますので、一方

では行革も進めなければいけないというようなことで、非常に苦慮しているところであり

ますけれども、そういった中で今後そういった職員の体制をどうしていくのかということ

と、あと採用者をどういうふうに確保していくのかということになってくるのかなという

ふうに思っております。例えば退職者の方を全員再任用したとすれば、基本的に今までの

考えでは退職者の方の分を補充するという考えでやってきましたので、考え方としては補

充がなくなってしまうということで、若い人たちの雇用の場の確保ということが非常に難

しくなってきてしまうのかなという状況もあるわけでありまして、今後退職の数がどうい

うふうになっていくのか、あるいは採用との兼ね合いでどういうふうになっていくのかと

いうことを十分考えた上で検討していきたいなというふうに思っているところでありま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。 

 そのほかに給食センターの調理員の方の定年退職者については、どのようにお考えなの

かお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 給食の調理員の皆さんにおきましては、定数の中に入っていないというこ

とで、正職員あるいは準職員でもないという立場にありまして、直接町としては臨時的任

用職員という形で採用しているということでありますので、基本的に今回の再任用という

部分には含まれないという考えでおります。そういった中では、今後そういった臨時職員

等の関係が当然絡んできますので、どうするかということでありますけれども、基本的に

今の段階では再任用制度には含まれないという考えでおります。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 多分厚生年金に入られていると思うのですが、厚生年金についても同じよう

な取り扱いということで、やはりそういう場合も規則等で何か改正していかなければ無年

金支給という方が生まれてくると思われます。その辺についてお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問にかかわりまして説明させていただきたいと思いま

す。 

 先ほどの副町長からの答弁にありましたとおり、臨時職員の扱いという部分にかかわる

内容でございまして、このことにただいまのご質問にかかわっては給食センターに限らず

全ての臨時職員に対しても同じような対応ということも考えなければいけない部分も発生

するのかなと。ただ、あくまで今回の法改正につきましては、いわゆる正規的な職員の扱

いの中での対応というふうな部分もございますし、またパートも含めた臨時的職員に対す

ることに関しては法的なものとしては示されていないというふうに理解しておりますの

で、臨時職員においても厚生年金等の対応、保険等の対応もございますけれども、そんな

中で今後どういった形でまた法律も含めて推移をしていくかを見きわめながら、場合によ

ってはそういうことの調査も進めなければいけないかなというふうなことで捉えていると

ころでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。 

 それで、民間企業の就業規則の改正の関係ですが、実態はつかめていないということも

ありますけれども、第三セクターのユーエムの場合は三セクですから町も関係していると。

その辺についてはどのようになっているのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問についてご説明させていただきます。 

 第三セクターにかかわる株式会社ユーエムということで、その就業規則についても把握

はしてございますけれども、現在のところ先ほどからのご論議にございます高齢者のいわ

ゆる雇用安定法という略称的な扱いがございますけれども、その高齢者の雇用安定法につ

きましては平成16年に一部改正ということを基準に今回平成25年にもまた改めて改正にな

ったという経過がございます。平成16年の改正におきましては、いわゆる無年金者に対す

る対応ということでの定年的な延長措置の項目がございます。ただ、その中には労使協定

のあったものについては労使協定の内容に沿ってという１項目がございました。このこと

が今般廃止ということで、労使協定部分が削除されたわけでありますけれども、ただその

経過措置もその中にはまだ含まれておりますので、こういった関係上ユーエム自体の就業

規則におきましては平成16年の改正のものがそのまま進められているといった状況でござ

います。ただ、今後聞いたところによりますと就業する方々のいろんな意向ということも

ユーエムとして把握をしていきたいというようなこともお聞きしておりますので、それが

どのような対応になるかということにつきましては今のところ調査中と。また、ユーエム

自体がハローワークともご相談をしているといったようなこともお聞きしてございますけ

れども、その対応については今後は推移を見ていきたいなというふうに捉えておりますの
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で、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 ハローワークとも協議しているということですが、この高齢者雇用安定法の

一部改正は今年の４月１日施行ということで、希望者全員の雇用を図るということがうた

われるということなので、やはりその辺については町の指導が足りないのでないかと思い

ます。やはりこういうふうに４月１日施行のものをまだやっていないということは、ちょ

っとまずいのでないかなと思います。その辺についてお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問にかかわりまして、最後のほうですけれども、まだや

っていないというご指摘だったというふうに思いますけれども、必ずしも行っていないと

いうわけではなくて、そのことにかかわって法的な解釈等もございますので、ハローワー

クとも相談をしながら今現在も行っているという部分はございますということで説明させ

ていただきましたので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 それでは、２項目めの質問に入りたいと思います。 

 このたびの定例町議会において国の平成25年度公共工事設計単価についての運用に係る

特例措置により工事請負費や委託料の追加補正がされております。公共工事の労務費単価

を全職種平均で15.1％と大幅に引き上げ、公共工事の景気波及効果を労働者に反映させる

現政権の意図を受けての引き上げであると思います。 

 今回の補正で北海道からのトイレ清掃業務の委託料が追加補正されております。町発注

の国道38号線沿いのトイレや森林公園トイレなど十数カ所のトイレ清掃などの委託業務も

同じ内容の作業であり、増額補正されるべきと思いますが、町長の見解をお聞かせ願いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 安藤議員の２項目めの質問にお答えします。 

 管理委託業務の委託料の増額についてでありますが、国の平成25年度公共工事設計労務

単価についての運用にかかわる特例措置につきましては、平成25年度に入ってから新単価

として国から各都道府県知事に参考として運用に努められたい旨の通知があり、その後町

に北海道知事から同様の通知を受けての対応をするものであります。新単価の運用につき

ましては、公共工事においての内容であり、委託清掃業務等においては示されていなく、

また清掃委託業務等の作業と公共工事の作業にかかわる労務は異なっているため増額補正

をする考えはなく、本議会定例会における一般会計補正予算においてご審議を賜り、ご議

決をいただきました際に説明しましたとおりであります。 

 以上、安藤議員への２項目めの答弁といたします。 
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〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 答弁の中で公共工事の内容ということでありますけれども、先日の補正の中

で美園パーキング清掃業務委託料について補正をしたわけですが、公共工事ということと

この委託業務の委託料について整合性がないのではないかと思われます。その辺について

お聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今般の労務単価の改定については、国土交通省並びに農水省という２省の

公共工事にかかわる労務単価の改定ということであります。北海道においては、その公共

工事の労務単価の改定の中で、道路維持事業にかかわる単価設定については公共工事設計

労務単価を使っているということで、そういう中で当然改定がありましたので、北海道に

おいては今回それに基づいて改定をするということであります。本町におきましては、こ

ういった清掃労務賃等については独自の労務賃単価を使っておりまして、そういう中であ

りますので、今回町独自の労務賃単価という中での考えですので、うちとしてはそれらに

ついては変更がないということであります。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 新聞報道などでは、普通作業員については約2,000円の人件費の値上げという

ことです。町独自の単価を使っていると言われましても、こういうふうに労務者に対して

の賃金が今引き上げられようとしているということで、町独自のものを使っているからそ

の辺は考えなくていいと言っていると思われます。この辺について、あとそのほかこのト

イレ委託でなくても草刈り、指定管理者に対しての森林公園、パークゴルフ場などの草刈

りについては普通作業員の方が雇用され、作業されているということでございます。今年

度につきましては、もう６月過ぎて、だんだんと時期も過ぎてきますので、新年度に対し

てその中で労務費の検討をされるかどうか伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 先ほども申し上げましたけれども、町独自の賃金単価を設定してやってき

ております。その町独自の基本賃金の設定については、基本的に最低賃金制というものを

ベースに、それを下回らないという形で設定しておりまして、そういう中で今後も基本的

にはそれを考えていきたいということであります。 

 賃金、給料等の値上げという問題については、基本的に経済活動の中で決定をされてい

くのかなというふうに考えておりまして、企業にあっては当然利益が出た中でそれを働い

ている方々に還元をして給料をアップしていくというようなことが基本的な流れではない

かなというふうに受けとめております。そういった中で、今後経済全体がどのような動き

になって、そういう中で全体的に賃金、給料等がどういうふうに上がっていくのかという
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ことがそれらを見きわめる必要があるのかなというふうに思っていますので、それの基本

になるのはやはり最低賃金かなというふうに思っております。そういう中では、こういっ

たもろもろの動向を見ながら、それら労務賃等の単価のアップについては考えていきたい

ということであります。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。 

 今後発注の工事について補助事業や町単独事業など区別なく労務費の単価改正されたも

ので積算されるのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今のご質問でございますが、今後の発注についてということだと思いま

すけれども、考え方といたしまして補助事業につきましては、今回補正で対応したもの以

外につきましては今後についても当然新単価というもので積算されまして発注されます

が、ただ国のほう、国費の分が当初の認可額に追加されていないという状況になります。

そこで、補助事業の性格上町単独のみの補正予算というのは予算組みは実施できませんの

で、それにつきましては事業量の縮減というような形で対応をするということになります。

また、予算上は道路とかそういう工種によって交付決定が当初よりも事業費カットされて

いますので、今回補正しなくても現行予算で実施できるということで補正はいたしません

でした。ただ、ちょっと心配されたのは、事業完了年度が今年度終了のものについてどう

なのかというのを心配したのですけれども、そこについては額的には保障されるというこ

とでございます。 

 あと、単独についてですけれども、これも再度積算をいたしまして、不足分につきまし

ては一部今定例会で補正させていただきました。その他の単独事業につきましては、１件

当たりの予定額が少額ということでありまして、労務単価による影響、それは少ないとい

うことでありますので、今後発注予定の市街地だとか郊外地の不確定な要素の部分がある

事業につきまして調整した中身で現行予算で対応させていただくということになります。 

 あと、例えば公共下水道ですか、下水道でいうと機械更新が主ということでありますの

で、労務単価につきましては余り影響を受けないということで、それにつきましても現行

予算で対応ということでございます。 

 個別排水事業につきましては、当初10基の予算組みでいたしましたので、ただ今後どれ

だけ申請がなされるかわかりませんので、もし件数がふえたり、条件の設定、金額が不足

が生じた場合につきましては補正予算をお願いするということになるかと思います。 

 簡易水道も国の認可額が当初より減少しているということで、これにつきましても現行

予算で対応いたしまして、完了年度、今年あるものにつきましては保障されるということ

でございますので、補正はいたしてございません。 
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 以上です。 

〇安藤議員 これで終わります。 

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、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、一般質問を行います。 

 最初に、１項目めの定住住宅取得補助金事業についてでありますが、町では平成23年度

から定住人口の確保と増加を図るため住宅の新築、または中古住宅を購入する支援措置と

して浦幌町定住住宅取得補助制度を実施しておりますが、住宅新築補助金内容について新

規移住者は現金160万円とハマナス商品券40万円を、町内在住者は現金80万円とハマナス商

品券20万円の補助となっています。平成25年５月末の本町の人口は、5,402人と毎月のよう

に減少しているというのが実態です。私は、今町内にいる住民を大切にする、人口を減ら

さないという観点からも本制度の補助金額を町内在住者も新規移住者並みに引き上げる考

えはないか町長の見解を伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 関井議員の１項目めの質問にお答えします。 

 浦幌町定住住宅取得補助金制度についてでありますが、本制度は浦幌町第３期まちづく

り計画における重点プロジェクト、移住環境の整備充実の施策の一つとして平成23年度か

ら制度の運用を開始しました。定住人口の確保と増加を図るため住宅取得を奨励するため

の措置として、平成23年度から平成27年度までの期間において町内にみずからが居住する

ための住宅を新築、または購入した場合に補助金と町内の商店等で使用できるハマナス商

品券を交付しています。 

 本制度の創設時の考え方として、まちづくり計画の前期計画の期間の５年間という期間

を限定した中で人口減少率を鈍化させる必要があったため、直接的に人口増加につながる

町外からの移住者を優遇するという観点から制度設計をいたしました。このため新規移住

者に対する補助金等を町内在住者より上乗せし、移住促進を図ることを目的に補助金等の

額を設定いたしました。当初の計画では、毎年度新規移住者４件、町内在住者10件の制度

利用を見込んでいましたが、制度利用件数は平成23年度では新規移住者２件、町内在住者

12件の計14件、平成24年度は町内在住者のみの15件、平成25年度も現時点までは町内在住

者のみの５件となっています。新規移住者の制度利用は低迷しておりますが、町内在住者

につきましては計画を上回る利用をいただいております。 

 本制度の実施における財源は、５年間という期間を限定した中で地域振興基金を活用し、

制度の運営を行っています。また、現在の町内在住者への補助金等の額は、近隣自治体と

比較しても低廉でないことから、まちづくり計画の前期計画期間の５年間は現制度を維持、

運用していき、後期計画期間に向けて現制度の効果等の検証を進めたいと考えています。 
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 以上、関井議員への１項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 わかりました。 

 答弁にも言われましたとおり、後期計画の中に新規者、在住者区別なくぜひ盛り込んで

いってほしいし、また新たな定住対策があれば今からでもぜひ進めてほしいと思いますが、

新たな定住対策は今後どのような対策があるのかちょっとお聞かせいただけないでしょう

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 新たな定住対策ということでありますけれども、現在先ほど答弁をさせてい

ただきましたとおり第３期まちづくり計画の前期５カ年計画の中で定住、移住対策として

制度を立ち上げたところであります。人口減少への歯どめをかけるということは、当然第

３期まちづくりの重点プロジェクトの最重要課題でもありますし、そんなためにも社会的

減少を防ぐということが大変重要な課題であるというふうに考えております。その一環と

してこの制度をつくったわけでありますけれども、ちょうど制度設計３年目ということで

あります。先ほど答弁させていただきましたとおり、町内在住者の皆様については予定を

上回るこの制度の利用をいただいているということで、ある程度この制度設計については

町民の皆さんのニーズに合致しているのではないかと。これは、住宅リフォームもあわせ

てでありますけれども、合致しているのではないかというふうに考えているところであり

ます。ただ、新規移住者につきましては、制度設計当初の２件しかないということであり

ますので、町内在住者というよりは移住をしていただける環境づくりについては改めて制

度設計をこれからあと２年間期間がありますので、その期間の中で十分検証してまいりた

いというふうに思っているところでありまして、この検証をしながら、新たな制度設計に

ついても考えてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 わかりました。今のところ新規の制度利用者が低迷しているということなの

ですが、町内の在住者の流出をとめる政策を今後も進めていってほしいと思います。終わ

ります。 

 続きまして、２項目めの質問に入りたいと思います。特別支援学級についてですが、学

校教育において先生の役割は大変重要であり、子どもの成長に大きく影響するものです。

特に支援を必要とする子どもたちを指導する特別支援学級の担任は、本当の意味で高い専

門性や使命感を持っていかなければならないと思います。特別支援学級の設置数、児童生

徒の人数は、年々増加傾向にあります。浦幌町では、現在浦幌小学校で３学級、浦幌中学

校で４学級設置されています。私は、支援の必要とする児童生徒が将来の自立に向けた力

をしっかり身につけることができるよう、また保護者が安心して子どもを預けることがで
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きるよう特別支援学級担任の育成や指導力の高い教諭の配置について取り組んでいただき

たいと考えているところであります。そこで、２点についてお伺いします。 

 １点目ですが、 担任となる教員に対してどのような研修、育成に取り組んでいるのか。 

 ２つ目、特別支援学級の担任となる教諭は、どのような基準で選ばれているのかお聞き

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２項目めのご質問にお答えします。 

 特別支援教育についてでありますが、特別支援教育は障がいのある児童生徒の自立や社

会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、児童生徒一人一人の教育

的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善、または克服するた

め適切な指導及び必要な支援を行うものであります。 

 １点目の特別支援教育の担任となる教諭の研修及び育成の取り組みにつきまして、本町

では特別支援教育の振興を図ることを目的に平成19年４月、浦幌町特別支援教育連携ネッ

トを設立し、地区別研修会や情報交流会の開催、就労支援センター等の施設見学を実施し

てまいりました。この連携ネットは、小中学校の教職員のほか幼稚園教諭、保育士、くれ

よん広場指導員、保健師及び教育委員会事務局職員で構成し、就学前から継続的な連携を

図り、関係機関との関連性を持たせながら、幅広い活動、支援ができる体制を構築してい

るところであります。また、北海道立特別支援教育センターや十勝教育研修センター等が

主催する各種研修講座の受講を初め、道立特別支援学校からの教員派遣事業を活用し、学

習指導の進め方や指導計画の作成について継続した支援を受けるとともに、特別に支援を

要する児童生徒への指導及び支援の充実を図るため、専門的な助言をいただいているとこ

ろであります。 

 ２点目の特別支援教育の担任となる教諭の選定基準についてでありますが、小学校及び

中学校の道費負担教職員定数は、配置基準に基づいて普通学級及び特別支援学級ともに学

級数により定められております。このため担任教諭は、普通学級、特別支援学級、いずれ

もその学級の人数規模、経験年数、配置された教職員のバランス等を考慮しながら、当該

学校長が決定しているところであります。特別に支援を要する児童生徒につきましては、

学習上や生活上の困難を改善、克服するための能力や対処方法を身につけるとともに、個

別の教育支援計画を活用し、本人や保護者の希望も尊重しながら進めることが重要であり、

今後につきましても児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援を受けられるよ

う特別支援教育の充実を図ってまいりたいと考えております。 

 以上、関井議員の２項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 １点目なのですが、浦幌町特別支援教育連携ネットのことでちょっとお伺い

します。 
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 この連携ネットは、幅広い活動、支援ができる体制を構築しているということなのです

が、もう少し具体的に中身をお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 ただいま委員長から答弁ありましたけれども、特別支援連携ネットにつきましては平成

19年の４月に、当時は浦幌高校もあったものですから高校、それから幼稚園、小学校、中

学校、そして幼稚園教諭等も含めながら構成しているものでございます。具体的につきま

しては、研修会の開催とか、それから先進地の学校から講師を招きながらそういった情報

提供をいただくということも行っておりますし、地区部会を開催しながら、それぞれの当

該学校で抱えている問題とかそういったものを出し合いながら、お互い共通認識のもとに

そういった問題についての解決策ということの内容でございます。また、そのほかには講

演会とかシンポジウム、町外等で行われている講演会等にも出席しまして、そういった中

でいろんな情報をいただきながら、それぞれの学校に持ち帰りながら、児童生徒の指導に

当た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 １番、関井議員。 

〇関井議員 わかりました。 

 連携ネットの取り組みは、小学校に入る前から継続的に関係機関の職員がかかわってい

ることがわかりましたが、浦幌町は高校がないのですが、義務教育から各高校へのつなが

りはどうなのかちょっとお聞かせ願います。 

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します。 

 先ほども申し上げましたけれども、平成19年の４月に特別支援連携ネットが設立された

ときは浦幌高校がありましたので、設立準備の段階から高校の教員にもかかわっていただ

きながら、研修や情報交換ということを行ってきました。ただ、平成22年の３月に浦幌高

校が閉校になってからは、現在は小中学校とか、それから幼稚園等の教諭等で構成してい

るところでございます。 

 ご質問の義務教育から高校へのつながりということですけれども、現在は中学校での在

籍状況とか、それから学習状況などを中学校から高校へそれぞれの卒業時や入学時、これ

につきまして情報提供を行っているところですけれども、いずれにしましても継続的な連

携が必要である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 １番、関井議員。 

〇関井議員 ネットのことはわかりました。 
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 次に、道立特別支援学校からの教員派遣事業の内容と今後の活用についてお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問ですけれども、道立特別支援学校からの教員の派遣事

業、これにつきましては特別支援教育パートナーティーチャー派遣事業ということで、北

海道の事業でございます。これにつきましては、小中学校の通常の学級、それから特別支

援学級に在籍する特別な支援を要する児童生徒に対する指導及び支援の充実を図るもの

で、昨年度初めて活用したものでございます。昨年度につきましては、帯広高等養護学校

から３回浦幌中学校に教員を派遣してもらいまして、対象となる生徒への指導計画の作成

とか、それから支援方法について担任教諭に助言をいただいているところでございます。

北海道の事業ですから、いろんな学校が希望した場合その割り当て等もございますけれど

も、今年度につきましてもこれから配置希望の需要調査があると思いますけれども、中学

校のみならず小学校とも相談をしながら、専門的な指導、助言をいただきたいというふう

に考えておりますので、積極的な派遣につきまして活用を図っ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 １番、関井議員。 

〇関井議員 わかりました。 

 質問の中でちょっとないのですが、浦小と浦中に支援員というのが１名ずついると思う

のですが、その中身と役割というか、をちょっとお聞かせ願います。 

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します。 

 これにつきましては、特別支援教育の支援員ということで、現在は浦幌小学校と浦幌中

学校に１名ずつ、これは平成20年度から配置をしております。また、厚内小学校には平成

24年度から配置しているという状況で、現在は計３名をそれぞれの学校に配置していると

ころでございます。これにつきましては、役割としましては基本的な生活習慣確立のため

の学校での日常生活の介助とか、それから発達障がい等の児童生徒に対する学習支援とか、

それから学習活動とか教室間の移動等が大変な生徒については介助するとか、そういった

ことになっておりますけれども、現在は主には例えば浦幌小学校でいきますと低学年の人

数の多いクラスに支援員が張りつきまして先生をサポートするとか、そういった内容の業

務を行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 １番、関井議員。 

〇関井議員 わかりました。 

 特別支援の教育ではなく全ての教育において子どもたちのことを第一に考え、先生方に
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は多くの研修や経験を積んでほしいと思っていますが、教職員の研修実績と今年の予定に

ついてちょっとお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 研修の実績ということなのですけれども、平成24年度につきましては道

立特別支援教育センターや、それから道立の教育研究所に３名を派遣しております。また、

このほかに十勝教育研修センター、それから十勝教育局が主催します特別支援教育の課程

の改善研修とか授業力向上、それから５年研とか10年研修という年数ごとの研修もござい

ましたけれども、これらの研修に24名ということで、合計で27名の教職員がそういった受

講をしているところでございます。 

 今年度につきましては、同様にそれぞれ研修のほうの受講の今取りまとめをしている最

中でございますけれども、いろいろな機関の研修講座につきまして受講を進めてまいりた

いというふうに考えているところでございます。 

 また、この研修のほかに町内では毎年輪番で各小中学校が当番となりまして、全教職員

が集まって学校の研究大会というのをやっておりますけれども、これらの中でも内容の充

実とか情報の交換ということで努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。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 ２点目なのですが、学校長が決定しているというところでありますが、担任

の先生は担任になってから研修とかを受けると思うのですけれども、その前に知識を持っ

た先生とか結構いるのでしょうか。担任になる前に、担任を決めるときに。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 基本的に大学を卒業して、それぞれの学校に配属されてから先生たちは

それぞれ経験を積んでいくものだというふうに考えております。初めての赴任校で担任に

なる方もいらっしゃいますけれども、やはりそういった形ではなくて、学校の規模にもよ

りますけれども、基本的には担任を持ちながら、また副担を経験しながら、そういった経

験を持ちながら、例えば低学年、中学年、高学年というふうに段階的な経験を積んでいく

こと、また特別支援学級につきましてもそういった経験を持った先生がそれから特別支援

学級を担当するとか、それは先ほども申し上げましたけれども、児童生徒数とか、それか

ら教職員全体の配置の中で学校長が決めているという状況になっております。ただ、担任

の割り当てというか、決定に当たりましては、あくまでもその中でそれぞれの経験とか積

んだものを踏まえながら、学校長が最終的に判断しているという形になっているところで

ございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 
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〇関井議員 わかりました。 

 先生を取り巻く環境は、本当に大変厳しくなっていると思います。子どもとの関係はも

ちろん保護者との関係も大変重要だと思います。その中で、先生の指導力は子どもたちの

中で大変な影響を与えると思いますので、ぜひ子どもの力を引き出すように頑張っていた

だけたらと思います。 

 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、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、私も通告にのっとり、一般質問をさせていただきます。 

 ６次化への取り組みということで質問をさせていただきます。第３期まちづくり計画の

中には３つの柱があり、どれもが重要でありますが、人口減少を食いとめるための政策と

して雇用の創出が喫緊の課題となっていることは周知の事実であります。先般うらほろス

タイルでも第４の取り組みとして若者のしごと創造事業講座を開くなど、既に始動してい

るところでもあります。もちろん第３期まちづくり計画の中では、新たな雇用創出や地域

産業の活性化を促進するための浦幌町地域産業活性化補助金、新規就農者に対する誘致支

援として新規就農者営農促進補助金、また企業への雇用対策を図るための浦幌町雇用促進

事業補助金による支援、また地場工業振興条例及び企業誘致促進条例における助成措置に

よる支援が行われているところであります。今後ともそれらの政策を継続して行うことに

より、継続は力なりという言葉がありますが、今後もその継続で実を上げていただきたい

と思うところであります。しかし、現在のところどれもがこれだという決定力には欠けて

いるということは言わざるを得ません。 

 先般政府は、農業の成長産業化に向けた構造改革を加速するため、異業種と連携した６

次産業化の推進により経営の多角化や農地の大規模化を推進するなど強い農業を目指す農

業成長戦略の大枠を示し、官民出資の農林漁業成長産業化支援機構、６次化ファンドの積

極的な活用、拡大を目指すことを明らかにしております。我が町としてもＴＰＰの成り行

きが予断を許さない状況の中、国策として推進される６次産業の推進に対応し、このチャ

ンスを生かしていくべきではないかと考えます。このことについてどのようなお考えをお

持ちかお伺いをいたしたいと思います。 

 １点目、オール十勝で推進されているフードバレーとかちに関してお聞きしたいと思い

ますが、我が町としては現在どのような考えを持ってこのフードバレーに参加しているの

か。また、今後どのようにしていきたいと考えているのか、それらの考え方について１点

目としてお伺いをしたいと思います。 

 ２点目として、我が町では従来から生産者と加工、流通をマッチングしたところの付加

価値を高めた地場の特産品、また産業を生むことが課題になっております。まさにそれこ

そが６次産業の推進であると考えております。今こそ国の戦略を積極的に取り組むべきと



                                             － 18 － 

考えますが、６次産業化の推進にはどのような考えをお持ちかお伺いをいたしたいと思い

ます。 

 １点目と２点目を一括してお答えを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 河内議員のご質問にお答えします。 

 ６次産業化への取り組みについてでありますが、農林漁業生産と加工、販売の一体化や

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出は、農山漁村地域の再生、活性化に

つながるものであり、国においては平成23年３月からいわゆる６次産業化法が施行され、

多様な支援措置が設けられますとともに、本年３月には６次産業化に取り組む認定事業者

に出資や融資を行う株式会社農林漁業成長産業化支援機構が国と民間との共同出資により

設立されるなど６次産業化の推進が図られているところであり、北海道内では平成25年５

月までにこの法律に基づき86の事業計画が認定され、十勝管内においても自社生産の農産

物や畜産物を活用した商品の開発、加工、販売事業などが展開されているところでありま

す。 

 １点目のフードバレーとかちに対する考え方についてでありますが、十勝管内の市町村

並びに産業団体、大学等研究機関、そして金融機関の構成により平成23年７月にフードバ

レーとかち推進協議会が発足し、日本の食料基地としての役割を担う十勝における食産業

と農林漁業のさらなる発展を目指す拠点として位置づけた戦略プランであるフードバレー

とかち推進プランを策定いたしました。この施策の取り組みは、農林漁業を成長産業にす

ることや食の価値の創出、十勝の魅力発信を３つの柱に置き、構成する関連団体との連携

促進や事業の支援を行うものですが、何よりも十勝を全面的に出すことで食を利用したさ

まざまな展開から経済波及効果や雇用の創出などを生み出す可能性を含んでいると判断

し、本町としても参加しているところであります。 

 現時点においては、この戦略プランに基づく６次産業化への実績はありませんが、オー

ル十勝で行う流通、加工、販売や試験研究、国内や東アジアを中心とした情報発信などの

戦略は、一自治体で取り組むことのできない規模であり、大きなメリットであると捉えて

います。市場が拡大することで本町の農林水産物や観光などの地域資源がニーズとしてマ

ッチングすることも十分考えられることから、これらの戦略を本町の産業振興に生かせる

よう協議会の構成機関と連携を図っていきたいと考えております。 

 ２点目の本町における６次産業化の推進についての考え方についてでありますが、本町

には６次産業化法による認定を受けた事業者がいないものの、既にみずから生産した農産

物を加工し、直売所やインターネットで販売するなど先駆的な取り組みを行っている農林

漁業者の方もおり、第１次産業を取り巻く厳しい状況下にあっては生産者がみずから農林

水産物の加工や販売を行う６次産業化の取り組みは、雇用の確保と所得の向上などにより

地域の活性化につながるものであると考えております。 
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 また、うらほろスタイル推進地域協議会が新たに取り組む若者のしごと創造事業では、

現在公的なシンクタンクと業務委託契約を締結し、浦幌町が持つ地域資源を活用した雇用

創出事業プランの作成に着手しており、このプラン作成に当たっては町内で農業、漁業、

林業、商工業を営む方や町内の経済産業団体及び浦幌町の職員で構成する検討会議を組織

し、検討を進めていくことから、プランの内容によっては将来的に町内における６次産業

化の推進に資する可能性も有していると考えております。 

 ６次産業化の取り組みは、第２次、第３次産業との連携のみならず、事業を取り組む方

の創意工夫によって多くの可能性を秘めているものの、その事業化には解決しなければな

らないさまざまな課題の発生も想定され、課題解決のためには専門的な識見を持つ人材が

不可欠であると考えます。本町におきましては、６次産業化推進のため地域産業活性化補

助金や雇用促進事業補助金による財政的な支援に加え、役場内部や関係機関との情報共有

化を図り、事業化推進のためのノウハウや人材を有する６次産業化サポートセンターや公

益財団法人とかち財団など専門機関における支援の活用や先進事例の情報提供を行ってま

いりたいと考えております。 

 以上、河内議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 お答えありがとうございました。それでは、１点目のフードバレーのほうか

ら再質問をさせていただきたいと思います。 

 ご承知のとおりに十勝の食、農のブランド化ということでフードバレーというのが最近

マスコミでも取り上げられておりますが、基本的にはこの契機となったのは、帯広市の市

長がこのことについて積極的に取り組むという流れの中からオール十勝ということでの連

携が生まれていき、その中で定住自立圏協定というようなことでの十勝の連携の中でさま

ざまな施策に取り組むということでの流れ、また十勝の食、農を通じ、できれば生産する

ところで製造もしていく、流通もしていくということでの私は捉え方ではなかったのかな

と思っております。 

 そういう流れの中で、それではどういうフードバレーとしてのメリットがあるのか。た

だいまの答弁の中でもこういった農林業を成長産業にすることや食の価値の創出、十勝の

魅力発信、３つの柱を推進するのがフードバレーであるというご認識をされております。

そのとおりだと思っております。それでありますが、またではそれを生かしていくのには

どうしたらいいのかということは、なかなかこれ頭の痛い話だと思っております。十勝の

食といってもそれぞれ地域によって特徴も違いますし、浦幌には浦幌の農業、食の特徴が

あるわけで、それを生かしていかなければなかなかここに結びついていかないということ

が現実問題としてはあるのかなと考えております。 

 それで、フードバレーとかちの基本的な今考え方というのは３つの柱で成り立っている

ということでありますが、実はこれは北海道フード・コンプレックス国際戦略特区という

ことでフード特区の指定を受けているわけです。そのことで目標としては1,300億円の農水
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産食品の売り上げ増をこのフード特区を指定することで打ち出しているわけです。それで、

フード特区ということで19項目の規制緩和を受けて、国からの指定を受けております。そ

の中で、既に十勝の中で税の優遇を受けている事業がかなりあります。利子補給として、

ＪＡ帯広かわにし、ＪＡ中札内、ＪＡ士幌、ＪＡめむろ、ＪＡ上士幌、札幌定温運輸、ほ

かに法人税の軽減ということでＪＡあしょろ、ＪＡ士幌、ＪＡ本別、タイセイ飼料、ＪＡ

帯広かわにし、ほかに十勝農協連、サンエイ牧場、ベリオーレということで、実際にこの

特区の恩恵を既に生かした中で活動している企業、またＪＡがあるということです。私は、

こういう税の優遇、また投資を呼び込むためのいろいろな環境づくりということで、この

フードバレーというものをもっとやはり活用すべきではないかと。浦幌町の場合、残念な

がらまだこのことについての実績がないということは今お答えいただいたわけですが、当

然このことを具体化するためには官民一体となった体制を持って、また情報というものを

敏感に察知した中で浦幌に合った農業づくり、食づくりというものを進めていかなければ

ならないのかなと思っております。その辺で今後の考え方についてお聞きしたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 フードバレーとかちにつきましては、先ほどの答弁でお答えさせていただい

たとおり、１次産業、２次産業、３次産業の混然一体とした事業を取り組んでいくという

ことのためにこのフードバレーとかちのいろんな事業を活用していきたいというふうに考

えておりますし、町としてもいろんな関係団体との協議を進めているところであります。

今議員からお話ありましたとおり、認定されている団体は管内でも14事業者が認定されて

今動いているという中で、浦幌町がまだ認定事業者はいないということでありますけれど

も、これは当然今後浦幌町として大きな課題の一つであろうというふうに思っていますし、

今新たな成長産業として６次産業を執行していくためにはそれぞれの事業者がみずからで

立ち上げた事業でなければならないというふうに考えているところであります。そういう

意味も含めて、今このフードバレーとかちのいろんな協議会を立ち上げていく中で、関連

団体とそれぞれ情報を提供しながら、浦幌町、地元の事業者に対してこの事業に参加でき

る体制づくりを構築してもらうよういろいろこれまでも進めてまいっているところであり

ますし、これからも情報についてはいろんな有利な情報がありますので、それをそれぞれ

関連企業との連携を密にしながら、その事業を進めるようこれからも求めてまいりたいと

いうふうに思っているところであります。 

 ただ、町が独自でやるということでは決してございませんので、あくまでも事業として

立ち上げる方々がいなければならないということでありますから、その事業者が立ち上げ

る環境づくりを町として行ってまいりたいということであります。そういう面では、情報

提供が大変大事だろうというふうに思っていますし、国もこういうＴＰＰ問題の中で今後

の１次産業をどうしていくかということが大命題だろうというふうに思っていますから、
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町としてもＴＰＰの行方云々ではなく独立した産業が構築できるように、新たな事業形態

が構築できるような情報提供を行ってまいりたいというふうに考えているところでありま

す。 

〇田村議長 ９番、河内議員。 

〇河内議員 今後そういう考え方で進めていただきたいと思います。 

 続いて、２点目についてお伺いをしたいと思います。２点目については、６次産業化の

推進ということであります。当然今質問したところのフードバレーもここに網かけがされ

ることでありますけれども、このことを私なぜ今回取り上げたかということでありますが、

実は今ちまたでアベノミクスということで第１の矢、第２の矢、第３の矢ということで皆

さんもマスコミ等でご承知のことだと思いますが、その中で農業成長戦略ということで農

業の所得倍増目標の成否の鍵を握るのは６次産業だと一国の総理大臣がこのことについて

触れているわけであります。政府は、今後10年間で農業所得を３兆円増大させる方針を打

ち出しており、このうち６次産業化による効果を２兆円と見積もっているということであ

ります。今後さらにこれらの考え方を起爆剤に、生産者が加工、流通、外食分野に進出す

るものを支援をしていくと。そして、付加価値を高めた新商品の開発を促進していくとい

うことを農業の成長戦略で国家戦略として打ち出しました。このような中において、では

うちの町としては農業政策にどういう影響があるのかということをやはり真剣に考えてい

かなければならないのかなと考えているわけであります。農協でも農業品輸出拡大へＪＡ

グループが会社を設立すると。そして、海外の市場の調査や販路開拓を行うほか、売り込

み先の異なる産地の農協が競合しないように調整役も担いながら、日本産品の輸出を後押

しするという広大な構想を国家が打ち出しているわけであります。その中で、では日本の

農業の全体的なこの戦略の中で十勝の農業、この浦幌の農業はどうなのかと。この農業の

成長戦略がイコール浦幌の農業の振興にどれほどの影響力があり、どれほど生かしていけ

るのかなと、そういうこともやはり分析をしていくべきだと思うわけです。 

 それで、私は私なりにこの十勝の農業の実態というのは、農業の成長戦略イコール全て

が合致したものにはならないなと。やはり浦幌は浦幌の農業の基盤があり、浦幌の農業が

ある。その農業を浦幌独自の形でも生かしていく考え方が必要かなと。しかし、この農業

の成長戦略で打ち出された考え方、これに生かしていきたいという農業者がいた場合には、

やはりそういう農業者はこの成長戦略の中で農業を伸ばせるような環境というものも行政

が後押ししていかなければならないのかなと考えております。そういうことで、先ほど今

後は情報についてそういった十勝のいろんな方々と情報共有を図ることで情報を提示して

いくと、そういうことでこういうものを推進していきたいというようなことが述べられて

おります。これらの法律に準じたいろいろな融資制度も整備されております。私が把握し

ている中では、農業改良資金、これについては無利子の資金の特例適用ということでの考

え方、あと短期運転資金の新スーパーＳ資金の活用が可能であると。また、新商品の開発

や販路拡大の取り組みについては、３分の２の補助や６次産業化プランナーによるフォロ
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ーアップ等の支援が得られるというようなこともいろいろ内容として上げられておりま

す。そこで、今管内でもぞくぞくと６次化へのこの動きの中で知恵を絞り、これを生かし

ている企業とか農家がもう出ております。そういったものは、やはり先ほど申し上げたよ

うに今後も情報の提供をしていくべきだと。また、そういったことに対する窓口、サポー

トセンターの活用についても農業者への情報を開示していっていただきたいと思うわけで

あります。 

 しかし、ある意味十勝の農業、それぞれの地域、それぞれの産物があるわけですが、や

はり情報の共有、情報の共有ということで全てをほかのまちと共有していてはなかなか独

自のものは出せない。これはやはり官民連携ということが上げられているわけで、うちの

町はうちの町としての官、どこの官と連携してやるのか、このことは逆に言えばその官と

早く結びついたところがその産業というものを生かしていける可能性が生まれるわけです

から、そういった官とのつながりということでのネットワークを緻密に張った中で今後展

開していくべきだと思いますけれども、その辺のことについてお聞きをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 今のご質問があった件について説明をさせていただきたいと思います。 

 今言われましたように農山漁村における６次産業化の取り組みというのは、国における

重要な部分ということで今回閣議決定もされたと。きょうですか、閣議決定されるという

ふうに聞いてございます。その中で、このことにつきましては、基本的には先ほどうちの

ほうとしても説明ありましたように民間の方がまず発想していただくというのが一つの考

え方になろうかと思います。その中で、町がそれに対してどういう情報を提供できるかと

いうこと等が重要というふうに考えてございます。今現在浦幌町においてもそのような６

次産業化を進めている方がもうおられます。その方の中で、もしそれをもっと拡大してや

っていきたいだとかいろいろあれば、この制度をうまく活用できるのかなというふうに思

っております。 

 また、先ほどありましたようにいろんな資金等もございましたが、通常の中でこの制度

の以前からいろいろそういう資金はございます。この制度において認定を受ける、なしに

かかわらず使える資金等もございます。その中で、いかに町としては情報提供するかとい

う部分は考えていきたいというふうに考えておりますし、今話がありましたようにいろい

ろそういう考えがある方がおりましたら、サポートセンターなり、いろんなところにつな

ぎながら対応してまいりたいというふうに考えてございます。 

 また、関係機関等の話でございますが、若者の創造事業を含めた中で各産業団体、各個

人の方、今検討してございます。その中でいろんな意見があれば、また関係機関がその意

見に対してそれをどういうふうに捉えていくかということも検討しながら、いろんなこと

ができるのではないかなというふうに考えておりますので、とりあえず町としましてはそ

の辺の情報をまず収集もそうですけれども、提供する中で、これを使えるものに対しては
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使っていきたいというふうに考えてございます。 

 ただ、この計画に対しては、あくまで大臣許可なりということになります。ですから、

そういう考えあった方について最初はサポートセンター等に町としてつないで、次に進め

るような体制をとっていき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。 

 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 本定例会において通告に従い、留真温泉の指定管理についてを伺います。 

 留真温泉については、指定管理者制度により管理運営がなされております。多くの町民

の方々、また町外からも多く利用されておりますが、指定管理期間が来年の３月末をもっ

て終了する現時点において、引き続き指定管理を行おうとした場合、従前からの事務手続

ではそろそろ公募等が始まる時期に来ているのかなと思います。そこで、留真温泉の指定

管理に関して次の３点について伺います。 

 １点目として、引き続き指定管理者制度により管理運営を行うのか。 

 ２点目として、現在の指定管理期間の満了を間もなく迎えるに当たり、町が指定管理者

に委託した管理運営状況についてその実績をどのように把握しているのか。 

 ３点目として、現在の指定管理者から留真温泉を管理運営するに当たり何点かの提案が

あったと思いますが、その提案事業について実績をどのように把握しているのかを伺いた

いと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 二瓶議員のご質問にお答えします。 

 浦幌町留真温泉の指定管理についてでありますが、当該施設は平成23年３月の施設開設

当初より指定管理者制度を導入し、民間事業者が持つ能力を活用しながら管理運営を行っ

ており、現在の指定管理者の指定期間は平成26年３月31日までとなっています。 

 １点目の現在の指定管理者の指定期間終了による指定管理者制度の更新の適否について

は、引き続き指定管理者制度を導入することを決定しています。 

 ２点目と３点目の管理運営状況と提案事業の実績の把握については、あわせて答弁をさ

せていただきます。既にご承知のとおり、指定管理者が管理運営する施設において実施す

る業務には指定管理業務と指定管理業務以外の自主事業があります。指定管理業務とは、

施設の設置条例、基本協定書及び業務仕様書に定める業務となり、対価として指定管理料

が支払われます。自主事業とは、指定管理者が指定管理業務の実施を妨げない範囲におい

て利用促進やサービスの向上を目的に企画立案し、あらかじめ町の承認を得た上でみずか

らの費用で実施する事業になります。 
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 指定管理業務にかかわる実績については、モニタリングにより基本協定書や業務仕様書

に基づき、適正かつ確実に履行されているかどうかについて監視、チェックを行っていま

す。毎月提出される月次報告書や毎年度終了後に提出される事業報告書などにより利用や

収支状況の把握を行うとともに、指定管理者による１次評価、町による２次評価を実施し、

必要な改善指示、指導、助言を行った中で、適切な管理運営が行われていると判断をして

おります。 

 自主事業にかかわる実績については、宿泊棟の建設やパークゴルフ場の整備、源泉を利

用した商品開発の研究、町内団体と連携した特産品の販売や地場食材を活用した食の提供

などの提案がありました。現在の状況といたしましては、源泉を利用した食器用洗剤の商

品化や物販スペースを活用した特産品の販売、地場食材を活用した鹿しゃぶと、期間限定

でありますが、ホッキカレーの提供などを行っているところです。宿泊棟の建設につきま

しては、建設場所において水道施設と合併処理浄化槽の設置を必要とし、その費用につい

て指定管理者の負担で設置していただく内容の協議を行っております。また、パークゴル

フ場の整備計画地については、芝生部分の軽微な変更であれば可能であるというめどが立

ち、指定管理者へ説明したところであります。いずれにいたしましても、提案を受けた事

業については、実施に向け協議を進めていくこととしておりますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

 以上、二瓶議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 １点目につきましては、引き続き指定管理制度を導入するということでござ

いますので、現在指定管理者の期限が３カ年ということでありますので、その適否につい

ても判断するのはちょっと早々かなということも考えられます。そういった点で今後その

状況、推移を見るということについては、私も同様な判断をさせていただくところでござ

います。 

 そこで、２点目、３点目、これに絞って質問をさせていただきたいと思います。先般２

月までの入浴者数のことについては報告されましたわけでございますけれども、その後も

含めて総入浴者数、昨年同期と比較された数値も含めてお示しをいただければと思います

ので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 今ご質問がありました留真温泉の入浴者数ということでございます。平

成24年度の入浴者数でございますが、３万1,073名でございます。内訳といたしましては、

町内が１万1,365人、町外が１万9,708人でございます。町内の割合が36.58％、町外の割合

が63.42％でございます。 

 23年度との比較でございますが、23年度につきましては４万887人でございます。前年度

と比較いたしますと9,814名の減でございます。前年度対比75.99％という実績となってご
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ざいます。それとあわせまして町内、町外を比較いたしますと、町内で1,948名の減、町外

で7,866名の減という形になってございます。また、本指定管理に当たります計画と対比い

たしますと、計画が一応３万5,000ということで年間予定してございましたので、それに対

しますと88.7％ということになってございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいまの説明では、やはり23年度、24年度を比較しますと町内、町外も含

めて目標からするとかなり減少といいますか、目標に達するまでにはちょっと時間がかか

るのかなというふうにも思います。 

 そこで、この入浴者数をふやすためにはいろいろな努力もされ、また事業者の努力も含

めてやっておられるとは思いますけれども、指定管理をするに当たり先ほども申し上げた

ようにそれぞれの提案があった中で宿泊棟の建設、このことについては先ほどの答弁であ

りましたように水道施設と合併処理浄化槽の設置を必要とし、その費用は指定管理者の負

担で設置していただく内容の協議を行っているということでございますから、協議中と思

われるわけですが、この協議の内容はどのようになっているのか。 

 それと、もう一つ、パークゴルフ場については、軽微な変更であれば可能であるという

めどが立ったということで指定管理者へ説明したということでございますけれども、整備

できる条件ではなかった中で提案をされていたのかどうなのかということを含めてまずお

聞きしたいと思います。このことにつきましても、留真温泉、このことをやるに当たり副

町長は当初からこれにかかわってきたわけですから、その内容も含めていま一度その経過

も含めてご説明を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。 

〇大山産業課長 まず、宿泊棟とパークゴルフ場の協議の内容について説明させていただ

きたいと思います。 

 宿泊棟については、当初から自主事業の中で提案があったということの中で、指定管理

者として認定を受けた後から協議をしていることでございます。その中で、基本的には町

のほうとしては、その施設に係るものは当初より指定管理者さんのほうでやってください

ということでお願いをしてきましたが、指定管理者さんのほうとしてはそこの水道、下水、

合併浄化槽ですか、に関しては町のほうでお願いできないかということの中でお話があり、

それについて継続的に協議をしてきたということでございます。それについては、お互い

に平行線というような形になっております。 

 また、パークゴルフ場につきましては、当初より奥のほうの芝生については補助事業等

で実施したということの中でなかなか難しいというお話をしてまいりました。ただ、いろ

いろ協議をした中で軽微なもの、単純に言いますとカップを入れるとか、スタート台をつ

ける程度であれば問題はないのではないかと。ただし、バンカー等なり、あそこの構造を
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変えるという部分ではなかなか難しいという中で、３月にこの関係については指定管理者

さんとのお話し合いをしてございます。その後については、まだ回答は来てございません

ので、この辺についてもまた今後とも協議をしていき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 副町長。 

〇門馬副町長 若干補足させていただきます。 

 宿泊棟の関係については、もともと計画書には載っておりませんけれども、当時聞き取

り調査をした時点で今の事業者さんのほうからコテージの建設というお話がありまして、

それで具体的な内容についてどういうふうにするのかということでいろいろお聞きをする

中で、オーナー制でやっていきたいと。大体５人から６人泊まれるコテージを２戸程度つ

くっていきたいというようなお話がありまして、そういう中で具体的に今の業者さんは建

設業者さんですから、実際に建てるとしたらその内容については詳しいのかなということ

も含めて、聞き取りの中でそれを踏まえて回答いただいたということであります。 

 先ほど水道と合併浄化槽の関係でお話ありましたけれども、水道については別に新たに

引きまして、そのコテージの建てる場所に近いところまで引いてありますので、実際はあ

ともう少し引けば接続できるというような状況になっておりますので、その辺のお話をず

っとしながらやってきております。合併浄化槽の関係については、当然建築する段階でト

イレの必要性というものは踏まえていたのかなというふうに思っていましたので、そうい

う中で進めてきたということでございます。 

 あと、パークゴルフ場の関係については、これは計画書に載っておりまして、もともと

前にやられていた方はパークゴルフ場の左側の丘といいますか、のところ１８ホールはと

れませんけれども、９ホール程度のパークゴルフ場を設置してやっていたということであ

りますので、当面はそこを使ってパークゴルフ場をやるというようなことで考えていたの

ではないかというふうに思っておりますので、今奥のほうという関係については、今回事

業の中で奥のほうも芝生で整備したという中で、それも活用したいというお話がありまし

たので、それについては補助事業でやった事業ですので、一定程度の制約がある中で軽微

なものについてはいいですよということになったという流れですので、その辺そういうこ

とをご理解いただいて、これからご質問していただければというふうに思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいま各答弁をいただいたわけですけれども、いずれにしても１回目の答

弁でもいただいたように指定管理そのものの管理業務の中と、また自主事業の部分の中で

一般町民の方にも誤解を受けるようなことも多々あったのかなと。建てるはずが建ててい

ないのはどうなっているのかという声も実際耳にすることもございます。そういった点に

おいて指定管理制度のことをきちっとして、事業者に対しても説明を行っていただきたい

のかなというふうにも思います。 
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 そこで、今浄化槽等も含めて、水道は近くまで引かれているということで、浄化槽につ

いてもその段階でこれもまた事業者がやっていかなければならないのかということを考え

ると、極めて負担がかかるのかなということを考えるとき、指定管理を受ける業者、この

方々にもやっぱり温泉経営にかかわる展望を生かせるような、提案事業の実現性を高める

ため町がある程度の基盤整備というか、そういったものも必要と思われるわけですが、あ

くまでも自主事業という観点の中で、受けた業者がやらなければならないという方向性の

中でいくのか、今後またそれらも含めて行政の考えがあるか、ないか、町長、副町長どち

らかにご答弁をお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今回の提案における宿泊棟の設備等については、当初から事業者さんが自

主事業の中で、利用度を高めるという中でそういう考えを示されてやってきたということ

ですので、今回については町のほうとしてこれ以上それに対して補助するとか支援すると

か、そういう考えは今のところありません。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 私も今後においての指定管理ということでお聞きしたつもりなのですけれど

も、今もう３年、間もなく終わろうとしているわけですけれども、そういったことも含め

て、先ほど申し上げたように説明する段階においても管理業務あるいは自主事業の部分も

きちっと説明をしながら、決まったのだからやるぞではなくて、事前にしっかりとした指

導といいますか、そういったことも必要なのかなというふうに思ったので、再度お伺いし

たいのです。先ほども申し上げたように浄化槽等も含めて大変な負担がかかってくる。そ

の辺で大変な思いをするとすれば、今後において温泉に関して公募したときに極めて厳し

いものの条件の中で受ける方も大変なのかなと。それでもやる人がいれば一番よろしいわ

けですけれども、より多くの人に来ていただこうすれば、指定管理者を受けた事業者につ

いても経費の面よりもやはり来てもらうためにいろいろな提案が出てくるかなと思います

ので、再度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 留真温泉の管理については、答弁させていただきましたように当初から指定

管理者制度で行うということを申し上げておりまして、その指定管理者が当初基本的には

５年ということでありますけれども、新しい施設ということで３年の指定管理をさせてい

ただいたということは議会の皆さんにもご説明をしているところだと思います。ちょうど

３年目がやってきたということでありまして、利用実績、当初開場のときは大きな利用者

がおりましたけれども、年間で今ちょっと減っているという状況であります。入場者数が

計画に達していないということもありますから、今後新たな指定管理切りかえのときにこ
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れをどうやって盛り返していくかというのは、大きなやはり課題になるだろうというふう

に思います。これは、指定管理をしていただく方についても、当時から指定管理者という

のは民間活力を導入して、サービスと、そして町民にメリットのある施設を運営してもら

いたいということでありますから、そういうことでこれからも指定管理者を継続していく

ということになるとそのことも新たな指定管理者、新たなというか、切りかわったときの

指定管理者にお願いをしてまいりたいというふうに思います。 

 そのときに、今パークゴルフ場と宿泊棟ということでお話しになっていますけれども、

これはあくまでも自主事業でありますから、これが町としては施設の管理をきちっとして

いただくということは大前提でありますので、これについてきちんとしていただくという

ことがまず第一。そして、自主事業として提案して、指定管理者の方が提案というか、み

ずから出した事業についてやはりどのように進めていくのかなということは町としても注

目をしたいと思いますし、それが入場者数を高める素因になってもらいたいなというふう

に思いながら今まで進めてきたわけでありますから、今後それが実現できないということ

に決まっているわけではありませんけれども、そういう方向になったときにでは町として

これをどうやっていくのかなと、どこまでそれを踏み込んでやっていくのかなというのは、

これから今後の指定管理者との対応だろうなというふうには思っています。ただ、今うち

の制度としては、合併浄化槽の部分については個人の住宅に対する補助制度ってあります

けれども、事業者に対する補助制度ってありませんので、これについてもしやるとすると

新たなものをつくっていかないとならないということであります。この点については、町

としてもまだ結論を出していませんので、これからどのような方向性を持っていくのかと

いうのは検討の余地が少しはあるのかなと思いますけれども、今のところ考えていないと

いうことで副町長のほうから答弁させていただいたということであります。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 それぞれお答えをいただき、おおむね内容的にも理解をさせていただいたと

ころでございますけれども、最後に町長に１点伺っておきたいなというものもございます。

当初浦幌町にとって大切な資源であり、その資源を利用しながら、観光目的とした留真温

泉ということの出発点から進む中で、町民の健康増進のためにも温泉を利用していただく、

そういったことが何度となく繰り返されてきたわけでございますけれども、健康増進のた

めに今まで何をどのようにされてきたのか、今後もまたどのようにされようとしているの

かを最後に伺って、終わりたいと思います。その辺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 留真温泉の活用については、町民の健康を守るという観点からも新たな施設

の改築を目指したということも議員が言われるとおりでありまして、私も今でもその考え

は変わっていないところであります。ぜひ町民の皆さんに多く利用していただいて、お年

寄りから若い人まで、このアルカリｐＨ9.8というすばらしい温泉でありますから、これを
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利用して健康増進を図っていただきたいというのは今も変わらない思いであります。 

 そのために、町民よりは先ほど報告させていただきましたけれども、町外からの利用者

が多いということが事実でありますので、私どもは当初から町民の皆様に町民の皆様の２

割が２カ月に１回利用していただければ当初の予定数に達するのだというお話をさせてい

ただきました。そういうことのために今無料のバスを運用させていただいて、各地区から

温泉の利用をスムーズに図れるようにということでいろんな方策とらせていただいており

ますけれども、このバスについても今ちょっと利用が低迷しているというのが現実であり

まして、この点も含めて今後コミュニティバスもという方向も、こういう温泉のバスも含

めて今コミュニティバスの方策も検討しようということになっておりますから、ぜひそう

いうことも含めて町民の皆様の利用を図っていきながら、健康増進の一つの糧としていき

たいなというふうに思っているところであります。ぜひ町民の皆様にこれからも利用して

いただくような、利用できる、利用しやすい施設づくりを目指してまいりたいと思ってお

りますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇二瓶議員 以上で質問を終わります。 

〇田村議長 これで二瓶隆議員の一般質問を終わります。 

 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、暫時休憩といたします。 

 

午後 ０時０２分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けます。 

 次に、２番、差間正樹議員の質問を許します。 

 ２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。 

 アイヌモシリの歴史と現状について。この北海道は、明治時代まではアイヌモシリ、人

間の静かな大地と呼ばれていました。明治以降極めて急激的に、しかも一方的な移民政策

がこのアイヌモシリに対して行われ、その間日本政府はただの一度もアイヌウタリと領土

の賃貸、売買などの契約を結んではおりません。そのことを称してアイヌウタリ初の参議

院議員は生前、我々はこのアイヌモシリを貸した覚えも売った覚えもないと言っておりま

した。世界では、2007年に先住民族の権利に関する国際連合宣言が国連総会で採択され、

日本では2008年に衆参両院で全会一致でアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議が

採択され、このことを受けて政府も内閣官房を通じてアイヌを先住民族と認めております。



                                             － 30 － 

この国連宣言の意味するもの、それに基づく土地、資源、文化、自決権等々に対するアイ

ヌウタリの権利を今各地のアイヌ同胞が声を出しております。私も地元に住むアイヌとし

て、常々アイヌ協会浦幌支部の総会や先住民族の権利を考える各地の集会などで発信して

おります。こういったアイヌモシリの歴史的な経過、現在私たちアイヌウタリの置かれた

状況に対して浦幌町も地域内に先住民族たるアイヌウタリを抱えた自治体として、広報紙

などを通じて地域住民に説明していくことが必要と思いますが、このことについて町長は

どのように考えておりますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員の１項目めのご質問にお答えします。 

 アイヌモシリの歴史と現状についてでありますが、本町には約8,000年前から人間が住ん

でいたと言われております。アイヌの人たちの文化がいつごろから始まったのかははっき

りわかっておりませんが、13世紀ころではないかと言われております。アイヌの人たちは、

和人が入る以前から自然を大切にし、自然とともに生活してきました。今は北海道と言わ

れるこの島をアイヌの人々はアイヌモシリ、人間が静かに住む大地と呼んでおりましたが、

北海道に和人が渡ってきたのは約700年前と言われており、その当時和人は北海道を蝦夷地

と呼んでおりました。明治時代以降になると、アイヌの人たちの生活は大きく変わってい

くことになりますが、1997年７月にアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識

の普及及び啓発に関する法律が制定され、また2008年６月にはアイヌ民族を先住民族とす

ることを求める決議が衆参両院本会議で全員一致で採択され、これを受け、政府は内閣官

房長官談話としてアイヌ民族を先住民族とすることを表明し、我が国が近代化する過程に

おいて法的にはひとしく国民でありながらも差別をされ、貧窮を余儀なくされたアイヌの

人々が多数に上ったという歴史的事実について政府として改めてこれを厳粛に受けとめ、

先住民族の権利に関する国際連合宣言における関連条項を参照しつつ、これまでのアイヌ

政策をさらに推進し、総合的な施策の確立に取り組む所存であるとの表現にとどまってお

り、アイヌウタリの権利等につきましては地方自治体としては内閣官房長官談話にある政

府見解以上の判断を示すことができないため、質問にあります広報紙等で地域住民に説明

することはできないものと考えているところであります。 

 以上、差間議員の１項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 さすがに国が動き出す前に国連先住民の権利宣言の内容に踏み込んで土地の

権利、資源に対する権利、ほかの諸権利を認めてほしいと言っているわけではありません。

私は、アイヌモシリ、そしてアイヌウタリに対してこの歴史的経過、現状に対して町自身

がもう少し積極的に発信するつもりがないか、こういったことについて重ねて質問いたし

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 ただいま差間議員の質問でございますけれども、権利の問題ではな

いというような、歴史的な問題にもうちょっと踏み込んでいただきたいというような質問

だったかと思います。アイヌの人々におかれましては、北海道の先住民ということで国が

認識していると。浦幌町におかれましてもアイヌの文化が過去から根づいているというよ

うな状態でございます。私たちは、このアイヌモシリという長い歴史の中で培ってきたア

イヌというような文化、それから伝統、そのようなものにつきましては、町民の方々に情

報発信できるというような形で考えております。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 大変ありがとうございます。 

 視点を変えてもう一度質問いたします。去年の７月にまちづくり町民アンケート調査が

実施され、町の広報紙において同じく11月号から調査結果を報告しております。調査対象

は、町内18歳以上の男女2,000名、無作為抽出ということで行われ、有効回収数644人、有

効回収率32.2％とのことです。この中で、アイヌ住民福祉対策に関してですが、今後の取

り組みの重要度、この項目の中で重視している、やや重視している、こういった答えが合

わせて14.1％、重視しているが4.3％、やや重視しているが9.8％、こうなっております。

そうすると、これは曲解、曲げて解釈しているのかもしれませんが、そうではない、この

項目に踏まれていない、実際にアンケートの中身を見ているとどちらともいえない、余り

重視していない、重視していない、無回答、この方たちを含めると85.9％の方が重視して

いるとは言えない、こういう様子がうかがわれてきますが、この点についてはどうでしょ

うか。私の理解は間違っているのかどうかお答えいただきたいと思います。 

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 ただいま住民アンケート中で、アイヌ住民福祉対策についてのいわ

ゆる満足度というのが十分ではないというようなご質問だったかと思います。福祉対策と

いたしましては、浦幌町はアイヌ相談員を現在置いておりまして、アイヌの人々に関する

相談の窓口対応をしていただいているというような形でのアイヌ相談員の設置、それから

厚内の生活福祉館の設置、それから住宅貸付金、また学資の奨学金というような形の支援

を行っておるところでございます。今住民のアンケートの結果、満足度がなかったという

ようなものでございますので、さらにどのような施策が今後必要かというところを調査研

究して、このアイヌ福祉対策に対応していきたいと考えております。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 大変申しわけありません。私が言ったのは、取り組みの重要度について言及

いたしました。ですから、このアンケート調査の中の満足度調査については、私は一切言

及しておりません。今後の政策の重要度について質問いたしました。わかりますでしょう

か。もう一度お願いいたします。 
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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 ただいま重要度というような内容ですね。アンケートの中身の重要

度ということでございましょうか。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 これは、アンケートの中身で今後の取り組みの重要度、実はこのアンケート

調査というのは現状の満足度調査と今後の取り組みの重要度、この２点について調査して

おります。私が言及したのは、満足度については質問いたしておりません。今後の取り組

みの重要度ということに対して、まちづくり政策課でこれやっていただいていると思いま

すので、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 ただいま差間議員のご質問でございますけれども、町で実施

しておりますまちづくり計画の町民アンケート調査で、確かに満足度調査の中にアイヌ住

民福祉対策という項目がございまして、ただいま議員がおっしゃったとおり重要視してい

る、やや重要視しているという数値が14.1％、残りがそしたら逆を返せば余り興味を持っ

ていないのか、必要ないと言っているのか、その辺は明確にはなっておりませんけれども、

重要視しているという視点で見ますと15％弱ぐらいと数字的には少なく感じます。ただ、

そのアンケート調査の結果の数字でございますので、必ずしもそれで重要視していないか

ら事業等を少なく見たりとか、差別をして見ているということはないと思いますので、そ

の辺につきましてもどちらかというとわからないという方のほうが多いのではないかなと

いうふうに私は感じております。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 大変ありがとうございます。まさしくそのとおりです。私が言いたいのは、

このアンケートの結果に出てくるものは、私たちのことはわからない、こういった方が多

いのではないか、このことを私は今この場で伝えたいのです。今後のアイヌ住民福祉対策

について余り重要視していない、言いかえれば余りわからない、アイヌが地域に住んでい

ることに対してもしかしたらよくわからないと、こういった感情が町民の中にあるのでは

ないか、この思いからこの質問を私はいたしました。まさに今の課長の指摘が言い得て妙

であります。そのとおりであると私は思います。やはりこの問題については、私の口から

啓発、こんな言葉を申し上げましたら偉そうな響きがありますが、私たちの歴史的経過、

現状、こういったことについて私たちアイヌウタリも、私たちからも積極的に発信してい

きたい、この思いでいっぱいでございます。 

 もう一点、こういった住民の中に理解を求める、こういったことに対して教育の面から

質問いたします。以前この場でも質問いたしましたが、「アイヌ民族：歴史と現在」、こう

いった副読本が出ております。この歴史と現在についての理解については、いろいろな観
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点からいろいろな意見が出されております。それでもあえて北海道教育委員会、財団法人

アイヌ文化振興・研究推進機構、我々アイヌ協会、積極的な議論の中でやはり「アイヌ民

族：歴史と現在」、この副読本を使っていこう、使ってもらっていこう、そうやって現在に

至っております。この問題に関しては、興味ある人にしかわからない面も多々あります。

それをあえて私がこの場で申し上げますのは、この副読本、この活用法についてアイヌ協

会浦幌支部、つまり私たちですけれども、こちらのほうから何かサジェスチョン、私たち

の浦幌町内に行われている教育に対して何か申し上げることができれば、そういった思い

があります。そこで、この副読本の全道に渡っている、関係機関には全国にも回っている

のですけれども、この回っているということはもちろん私も押さえております。その点に

ついては、こちらでも答弁いただいております。今申し上げるのは、私たちからこの活用

について何か協力できるそういったことはないか、またはこの活用について教育の中でど

ういったふうに活用していくつもりなのか、この点について質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問ですけれども、先般の議会の中でもこういったご質問

受けまして、現状についてご説明させていただいております。この文化振興会から出てお

ります副読本につきましては、小学校の４年生と、それから中学校の２年生に配付されま

して、先般もご説明申し上げましたけれども、町がつくっております副読本、これらは３

年生、４年生に配付しておりますけれども、これらの副読本とあわせまして、それぞれの

学校の中で歴史とか文化、それから社会科の授業の中で活用させていただいているところ

でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 くどくどは申しません。私たちは、私たちのことをもっと知ってほしい。私

たちがどういう歴史でここにいるのか、私たちが何を考えてここにいるのか、これはもう

子どものときからの教育が大きく左右してくると思います。ですから、そのことに関して

我々と連絡をとりながら、この副読本の活用について今後ともやっていってほしい、この

要望をいたしましてこの部分については終わらせていただきます。 

 次に、私たちは、今までこの地域に住みながら、刺しゅう、木彫り、私たちの先祖がど

んな食事をしていたか、それについて確認する、この町内でいろいろ活動してきました。

また、北海道大学、札幌医大などに収蔵されているアイヌ人骨の慰霊、北海道各地で行わ

れているカムイノミ、イチャルパへの参加、各地のアイヌウタリとも交流を深めておりま

す。この十勝においては、イオル、伝統的生活空間の再生事業にも十勝全体でかかわって

きております。自治体としては、帯広市、上士幌町など各自治体の協力を得ながら進めよ

うとしております。浦幌支部としてもこのように浦幌町内の十勝南東部、十勝川下流域に

住んでいたアイヌとして、今後ともいろいろな活動をしてまいります。浦幌町に申し上げ
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たいのは、私たちアイヌウタリはこの地に住んできて、先住民族として今後も各種活動を

していくとき、町の協力、町民の理解が絶対に必要ということです。そのために町にこの

点に関して何とか協力いただけないか、町の協力と町民の理解ということに対して町長は

どう考えるか、この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 議員が言われるように今アイヌの民族の皆さんの歴史の保存、また諸活動に

ついていろいろ行われているということに対しては、本当に敬意を申し上げたいというふ

うに思っているところであります。町民の皆さんがどういうふうに認識しているかという

ことについては、先ほどの町民アンケートの中で認識が足りないというご指摘もあったわ

けでありますけれども、やはりこれは町民の皆様の意見上のそれをそのままあらわしてい

る数字だろうというふうに思います。そういう面では、アイヌの皆さんがみずからの歴史

について活動を強めていくということについては、大変重要なことだろうなというふうに

思っています。 

 ただ、そこで町としてどのように協力していくのかという問題でありますけれども、私

どもとしてはアイヌ協会の皆さんとも連絡をとりながら今現在進めている諸活動と補助的

なものについては、これからも継続して行ってまいりたいというふうに考えておりますし、

今後アイヌ協会の皆さんがどのような町に対する協力要請があるのかということはこれか

ら受けとめてまいりたいというふうに思っております。ただ、いずれにしましてもそれぞ

れの皆さんの活動の中で、これはアイヌの皆さんだけではなく、町が補助するというのは

限定がされるというふうに考えておりますので、この辺については今後の経緯を見ながら

考えてまいりたいというふうに思っているところであります。 

 いずれにしましても、皆さんがそれぞれの立場でそれぞれの町民の皆さんへ啓蒙すると

いうか、啓発するというか、そのことについては自主的な活動として今後も続けていただ

ければいいなというふうに思っているところであります。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 １項目めについての質問を終わります。 

 次に、２項目めについて質問いたします。生活保護法の改定について。この６月４日に

衆議院本会議で生活保護法改正案が私ども日本共産党も反対する中で採決されました。私

は、この３月の一般質問の中でも生活保護の問題を取り上げましたが、今回の改正案は生

活保護の申請時に書類提出を義務づけるものとなっており、窓口で申請をはねつけるいわ

ゆる水際作戦を合法化するものであり、今までよりもさらに申請をしにくくする危険性が

あります。今回の改正で保護開始の要件とされていない扶養義務の履行を事実上強いるこ

とになり、親族に知られたくないからと生活保護を受けることを断念させることにつなが

りかねません。このことは、憲法25条に基づく生存権保障の基本理念を侵すことになり、

許されることではありません。そこで、このことに対して町長の見解を伺います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員の２項目めのご質問にお答えします。 

 生活保護法の改定についてでありますが、昭和25年の制度創設以来抜本的な改革がなさ

れていないため制度疲労を起こしておりました。そこで、今日の社会情勢に対応した制度

とするために、被保護者の社会的自立の助長をより促進し、生活保護の適正化を図ること

ができるよう関係法令の改正が行われました。 

 生活保護法の主な改正内容の１つ目としては、就労による自立を促進するため、安定し

た職業につくことにより保護からの脱却を促すための給付金を創設するものであります。

２つ目としては、健康、生活面等に着目した支援で、受給者それぞれの状況に応じた自立

に向けての基礎となるみずからの健康の保持及び増進に努め、また収入、支出その他生計

の状況を適切に把握することを受給者の責務と位置づけるものであります。３つ目として

は、不正、不適切受給対策として福祉事務所の調査権限を拡大し、罰則の引き上げ及び不

正受給にかかわる返還金について本人の事前申し出を前提に保護費との相殺を可能としま

した。また、福祉事務所が必要と認める場合には、その必要な限度で扶養義務者に対して

報告するよう求めることができるようになりました。４つ目としては、医療扶助の適正化

を図るため、指定医療機関制度について指定取り消しにかかわる要件を明確化するととも

に、指定の更新制を導入することとなりました。医師が後発医薬品の使用を認めている場

合には、受給者に対し後発医薬品の使用を促し、さらには国による医療機関への直接指導

が可能となりました。なお、年齢、世帯人員、地域差による影響の調整、物価の動向、必

要な激変緩和措置を講じながら生活保護基準が見直されております。 

 いずれにいたしましても、生活保護制度は日本国憲法第25条、「すべて国民は、健康で文

化的な最低限度の生活を営む権利を有する」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

ん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。生活保護の受給決定、廃止及び生活指導については、北海道十勝総合振興局が対応

しておりますが、本町としましては今後においても生活保護を受けられる人が受けられな

いことにならないよう、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、民生委員や北海道十勝総合振興局への情報提供を図り、連携して対応

してまいります。 

 以上、差間議員の２項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 ２番、差間議員。 

〇差間議員 日本弁護士連合会は、2010年調べによると生活保護基準以下、その所得世帯

が実際に受給している割合は、ドイツが64.6％、フランスが91.6％、イギリスが47から90％、
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スウェーデンが82％、これに対し日本は15.3％から18％、全く低い割合です。不正受給に

関して厚生労働省の調査でも金額で0.4％にすぎません。その内容も子どものアルバイトな

ど故意でない例も含みます。わずかな不正で不正受給と声高に叫ぶのは、保護費削減のた

めに保護を受けづらくさせるためです。私たちに相談を寄せてまいります家族の方たちに

お話を伺いますと、夫婦お二人で年金だけの110万円ほどの収入の中から介護保険料、後期

高齢者医療保険料、電気、ガス、水道料、住宅費、もろもろの出費の中で病院へ行くのも

控えているとおっしゃっておりました。これらの方たちは、私たちの社会を支えてきた方

たちです。青年労働者、この方たちの場合でも非正規、派遣労働など不安定な雇用状況や

不景気によるリストラや病気などによる原因が挙げられます。生活保護によりその生活を

支えることで、その生活から抜け出せる道が開かれていくのです。 

 そこで、伺います。相談者が窓口に来やすいように、相談者も含めて町民の目につくよ

うに町の広報紙などに生活保護に関して掲載するなどの方法を検討する考えはないか質問

いたします。 

〇田村議長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいま差間議員からあった質問でございますが、生活保護につき

ましては、生活保護が受けれる人につきましては漏れなく全ての方に受けていただきたい

というような形で、私たち町としては相談者に対しまして支援、お手伝いをしているとこ

ろでございます。生活保護の申請窓口は、北海道十勝総合振興局というような内容になっ

ておりまして、また受給の決定も総合振興局で行っているような状態でございます。町と

いたしましては、相談者が訪れましたら、相談者の立場に立って相談内容を聞きまして、

十勝総合振興局に申請のお手伝いをしていきたいというふうに考えておりますが、先ほど

おっしゃいましたけれども、差間議員が相談窓口の設置というようなものを広報紙等でお

知らせしたらどうですかというようなご質問でございましたが、浦幌町におかれましても

生保受給の相談窓口ではないのですけれども、相談窓口というか、申請窓口ではないので

すが、相談というような形でいつでも対応するというような形のものの周知をしていきた

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。 

 以上をもちまして一般質問を終結いたします。 

 

    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りをいたします。明日から６月16日までの２日間、議事の都合により休会とし、６

月17日午前10時から本会議を開きたいと思います。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。 
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 よって、あすから６月16日までの２日間、議事の都合により休会とし、６月17日午前10時

から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ２時０６分 


