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開議 午後 ６時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は11名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

いたします。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 平成26年第１回浦幌町議会定例会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14日は、ナイター議会での一般質問を行います。理事者、説明員の皆様にはご理解、

ご協力に感謝申し上げます。一般質問は、通告順に森秀幸議員、関井雅明議員、福原仁子

議員の３名より４項目の通告がなされております。質問順序は、通告順に指名されるよう

議長に申し入れております。また、質問者は通告内容に沿ってわかりやすい質疑を心がけ

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。 

 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、７番、森秀幸議員の質問を許します。 

 ７番、森議員。 

〇森議員 私は、本定例会において、通告に従いまして介護保険関連基盤施設の整備につ

いてを伺います。 

 浦幌町第５期老人福祉計画・介護保険事業計画（平成24年度～平成26年度）の中で、策

定審議会の答申もありましたが、被保険者のニーズを的確に把握し、広域による介護保険
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関連基盤施設整備の検討をされたいとあります。現在高齢者生活実態調査を実施し、ニー

ズの把握に努めていることと思います。今後の高齢者の福祉、介護予防のあり方を検討し

て、浦幌町第６期介護保険事業計画策定（平成27年度～平成29年度）に反映されることと

考えます。現在入居待機者が浦幌町養護老人ホームでは10名以上、浦幌町特別養護老人ホ

ームはまなす園では本町の方が80名以上と聞いております。ほかの町村でも進めています

地域密着型介護施設等の整備が必要であると思いますが、町長の考えを伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 森議員の質問にお答えをいたします。 

 本町の介護保険事業の推進につきましては、第５期浦幌町老人福祉計画・介護保険事業

計画により実施しておりますが、高齢化率の上昇に伴い、介護サービス及び老人福祉サー

ビスの提供については、年々利用者も増加が予測されるところであります。 

 平成26年度を最終年度とする第５期浦幌町老人福祉計画・介護保険事業計画において、

浦幌町老人福祉計画・介護保険事業計画策定審議会より、被保険者のニーズを的確に把握

し、広域による介護保険関連基盤施設整備の検討をされたいとの答申がございましたが、

町政執行方針でも述べさせていただきましたとおり、国は平成27年度において介護保険制

度の改正を行うことから、現在実施しております高齢者生活実態調査の内容を把握した上

で本町の老人福祉サービスの現状と課題及び介護保険サービスの給付実績と需要予測を適

切に把握し、円滑なサービスの提供体制を踏まえた中で平成27年度を初年度とする次期３

カ年計画である第６期浦幌町老人福祉計画・介護保険事業計画を策定してまいりたいと考

えているところであります。 

 地域密着型介護施設等の整備が必要ではないかとのご質問でありますが、介護保険施設

サービスの基盤整備を行うことは、被介護保険者の介護保険料の増額に直結し、また十勝

圏域での施設必要入所定員総数の調整があるため、浦幌町の実情を踏まえながら介護保険

サービスの見込み量や保険料の状況などを総合的に勘案し、慎重な判断をしなければなら

ないものと考えております。 

 現在浦幌町の養護老人ホームは21名、特別養護老人ホームは90名の入居待機者について

把握しておりますが、浦幌町社会福祉協議会、うらほろ幸寿会などが実施しています訪問

介護及び通所介護サービス等により可能な限り、その居宅において生活できるよう介護保

険事業及び本町が実施する高齢者在宅福祉支援事業、託老的居宅介護サービス事業などに

より入居待機者を含めた在宅の方々に対するサービス確保に努め、高齢者福祉施策を推進

してまいります。 

 以上、森議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 ただいま町長からご答弁をいただいたところでございます。 

 介護保険施設サービスの基盤整備をすることは、介護保険料の増額あるいは十勝圏域で
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の調整があることは私も理解しているところでございます。しかし、今の施設、浦幌町に

は養護老人ホームが２つございます。今町長から答弁がありましたように、待機している

方々が、私が聞いた以上に多く待機しているわけでございます。待機している方が皆さん

ほとんどの方が入所できるのかなということは、本当に心配になっているところでござい

ます。また、我が町は、ご承知のように市街地を中心に農村地帯が広がっているところで

あります。通所介護サービスにおいても距離と時間がかかっているのが現状であります。

例えば一番遠いところでございましたら１時間、そしてまだかかるところもございます。

高齢者は、やはり行くときはお友達と会える、またお風呂にも入れるのでないかというこ

とで、いろんな楽しみを持って行かれるわけです。ところが、帰ってくるとき、本当に１

時間もかけて、あるいは１時間以上もかけて帰ってくることを思えば、利用している方々

も私は大変な思いもしているだろうというふうにも思っております。私は、そういう面で

は、例えば地域的に吉野、厚内、上浦幌等の地域に介護施設等の整備が必要であるという

ことで質問させていただきました。また、浦幌町の養護福祉計画、第５期の計画でござい

ますけれども、これには浦幌町の人口の推計と高齢化率が載ってございます。そんな中で

は、平成24年度、高齢化率でいいますと33.04％、そして平成25年度には37.7％が高齢化率

というふうになってございます。先日、平成25年度の人口と高齢化率を聞きましたら、昨

年の12月２日現在でございますけれども、人口が5,353名、これは当初の推定よりも減って

おります。そして、高齢化率でいきますと35％になっております。これは、当初の34.32％

から35％ふえているということでございます。多分このままでいきましたら、29年度では

37％になっておりますけれども、もっともっと私はふえていくのであろうというふうにも

思っております。こういうことも含めて、介護施設の整備が必要であろうかということで

質問をさせていただきました。今２つの養護老人ホームがあります。そして、待機してい

る方々が本当に全員の方が入所できるのでしょうか。この辺、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 ただいま森議員からのご質問でございますが、２つの老人ホームが

ありまして、その中で今待機されている方が老人ホームに入れるのかというようなご質問

でございますけれども、現在浦幌町には養護老人ホーム、それから特別養護老人ホームと

いう形の２つの老人ホームがございます。先ほど待機人数の関係、特別養護老人ホームは

90名、養護老人ホームは21名という人数の待機者が現在いるというような内容でございま

すけれども、実際にこの方々が全て入れるかというようなことになると、それぞれ定員が

50名というような形になっておりますので、その方が全て入るということになると、やは

り順番というようなものがあろうかと思いますし、また順番といいましても介護度が、例

えば特別養護老人ホームにつきましては介護度が重い方につきましてはある程度優先とい

うような形で入られるというようになっております。ですから、とりあえず定員がある程

度定められているという中で、全ての方々がすぐ入れるというような状況ではないという
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のが現状でございます。そういうような中で、平成27年度に国は介護保険制度を改正する

ということになっております。その中で特別養護老人ホームにつきましては、介護度３以

上の方でないと入所ができないというような形で改正しようとする内容でございます。で

すので、今90名というような方が特別養護老人ホームで待機していますけれども、その90名

の中で介護度３以上の待機者でないと入所できないというような状況になってきておりま

すので、介護度２以下で申し込みされて、今待機している方につきましては、また厳しい

状況が続いてくるのかなというふうな形で思っているところでございます。そういうよう

な方々につきましては、在宅で支援していきたいというふうに考えておりますので、よろ

しくご指導のほどお願いいたしたいと思います。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 27年度から国の制度が変わったということで、介護度が３以上の方でないとと

いうような答弁をいただきました。これ申し込んでいても、待機している方々、この方々

なのですけれども、今の町長の説明ですと、高齢者在宅福祉支援事業、また託老的介護サ

ービス事業ということで、これ本当にできて、家族の方も少しでも楽な体制というのです

か、そういうのがとれるのでしょうか。 

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 在宅サービスの関係でございますけれども、在宅サービスにつきま

しては訪問介護サービス、それから通所介護サービスといろいろございます。まず、介護

認定の申請をされた方につきましては、介護申請をした後介護認定を受けます。介護認定

を受けられた方につきましては、それぞれ在宅介護支援事業者、それから要支援というふ

うに認定された方には地域包括支援センターというような、それぞれの事業所で介護予防

計画が策定されます。その介護予防計画というのは、それぞれの事業者さんと、それから

利用者さんとお話をしまして、何がその方にサービスが必要なのかというようなものをお

話ししまして、そして最終的にサービス計画書がつくられるような内容でございます。サ

ービス計画書がつくられた後は、それぞれサービスを提供する事業者さんがサービス計画

に基づいてサービスを提供するというような内容になっておりますので、各居宅介護支援

事業者さんのケアマネジャーさんが利用者さんと一緒に相談をして計画を組んだプランの

サービスですので、その辺のところは十分なサービスが提供されていると思っているとこ

ろでございます。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 そういうことで、待っている方々の支援に対してはわかりました。 

 現在訪問介護事業につきましても市街地から離れた地域でのサービスの提供は、やはり

距離的なものもありますし、時間の余裕の持ったサービスの提供ができないものではない

と思います。通所介護サービスについても送迎に時間がかかり過ぎるぐらいかかりますし、

利用者が大変な思いをして通所しているのが実態ではないでしょうか。そんな意味では、
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各地域に介護保険事業用施設でなくても、ほかの町村でも建設していますサービスつきの

高齢者向けの住宅建設も一つの選択肢だというふうに思っておりますけれども、このこと

についての考えをいただきたいなというふうに思います。 

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 森議員のおっしゃいますとおり、市街地から離れた地域の方々は、

やはり介護サービスを受けるということは距離的、時間的に問題がありまして、介護サー

ビスを受けられている方の中には身体的な負担を感じている方がいようということと思い

ます。特に上浦幌地区におかれましては、市街地から30キロ以上も離れているというよう

なところもございますので、通所介護サービスですとか、それから訪問介護サービスにつ

きましては、距離的な問題から十分なサービスが果たして提供されているのかなというよ

うな思いもございますけれども、その中で各地域に介護保険施設等を設置しまして、そこ

でサービスを提供するというような形になりますと、やはりそこでまず施設の整備を行わ

なければならない。それから、そこで働くスタッフの確保をしなければならないというこ

とで、さまざまな問題が生じてくると思います。また、施設を整備する、そこで介護報酬

を伴うということは、また介護保険料のほうのアップということも考えられるようなこと

もありますので、その辺のところにつきましては十分に検討しながら、本当に浦幌町に何

が必要なのか、そして各地域にはどういうような介護サービスが必要なのかというところ

を十分に調査しながら、これから第６期浦幌町老人福祉計画、それから介護保険事業計画

の策定に平成26年度当たりますので、十分にその辺のところの内容を精査しながら策定に

取りかかってまいりたいと思っております。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 ぜひ把握というか実態調査をしていただきながら、第６期の老人福祉計画をつ

くっていただきたいなというふうにも思っております。 

 それから、今上浦幌公民館裏にふれあい広場がございます。これは、現在どのような形

の中で使用されているのでしょうか。 

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 今上浦幌公民館で行っている事業ですけれども、この事業につきま

しては上浦幌公民館の生きがい活動室という場所で生きがい活動支援通所事業というよう

な内容で行っております。ここに通所している方につきましては、いわゆる介護申請をし

まして、そして介護度がつかなかった方々、自立というような判断をされた方々なのです

が、しかしながら自立というような形で判断されましても、やはり介護申請をしたという

ことはこれから介護認定になろうかと思われる方々ですので、そういう方々の、いわゆる

介護認定になる部分については、なるべく予防しようということで、自立された方ですけ

れども、いずれ近い将来認定されるのでないかという方々の予防のための教室でございま
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す。その教室につきましては、週１回木曜日開設されておりまして、それぞれ今現在、大

体週１回のところ７名から８名通所をされているところでございます。そこで行われてい

る内容につきましては、日常生活訓練、それから趣味の活動、そして給食の提供というよ

うな形のものでサービスを受けられているというような内容でございますけれども、実は

先ほども言いましたけれども、国は平成27年度から介護保険制度の改正を行いまして、そ

のうちの一つとして要支援に認定された方、またはそれ以外の方ですので、今ここの上浦

幌に通所している方々も含まれるのでありますが、そういうような方々の介護予防給付の

訪問サービスと通所サービスを地域の実情に応じまして、市町村が住民を含めた多様な主

体による柔軟な取り組みを実施し、サービスを提供することができるよう事業の見直しが

行われることになります。このことは、いわゆる要支援の方またはそれ以外の方なのです

けれども、介護予防給付の訪問サービス、通所サービスは、今国が行っていますが、それ

が市町村に移行されるというような内容になってきます。それは、平成29年の末までに今

国が行っている介護予防給付を市町村に移行するというような内容になっておりますの

で、先ほども言いましたけれども、26年度に策定する第６期の浦幌町老人福祉計画、それ

から介護保険事業計画の策定に当たりましては、この部分を十分に踏まえまして、いわゆ

る要支援、そして要支援になろうと……要支援になろうという表現がどうなのかわかりま

せんが、近い将来認定されるだろうと思われるような人方の予防というような部分につい

て、第６期の計画の中で十分に検討していきたいと考えているところであります。 

〇田村議長 ７番、森議員。 

〇森議員 大変よくわかりました。今のこういうことというのですか、家族の中に要介護

の高齢者が病院から退院したときに、やはりうちに一緒にいるよりも、そういった施設と

いうのですか、高齢者の方もそのような施設のほうがいたわりも感じますし、また安心し

てやっぱり住めると思うのです。また、家族の方も張り合いを持っていろんなことが私は

できるのかなというふうにも思っております。そのためには、先ほど申しました、本当に

施設がもっとあればなというように思っております。ただ、施設の中でも経済的にやはり

負担のかかる施設もございます。そういう面では、家族がその分を何とかやりくりをつけ

て、お互い家族中が安心して暮らせるというようなことも地域の周りでもお話をしている

中身でもございます。また、そういう施設でもなかなかすぐにはやはり入所できるような

状態でもございません。こういう施設に関しましては、今後私は大きな大きな課題であろ

うというふうにも思っております。そして、私たちがこのように生活できているのも、社

会の発展にご苦労されていただきました高齢者の方々のご苦労によって私たちがこのよう

に暮らしていけるのかなというふうにも思っております。やはりいたわりを持って高齢者

の方々への福祉対策が私は必要であろうというふうにも思っております。今後の第６次浦

幌町老人福祉計画、また介護保険計画の策定に当たりましては、老人福祉サービスの現状

と今後の課題等を適切に把握されまして、高齢者が住みなれたこの浦幌町で生活していけ

ますよう各種高齢者の福祉サービスの展開をお願いしたいなというふうに思いまして、最
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後の質問にさせていただきたいと思います。これにつきまして何かございましたらお願い

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 森議員のご質問でありますけれども、まさに我が国の平均寿命は世界に冠た

るものということで、最高水準に今なっています。まさに誰もが高齢者になり得るという

時代になりました。そういう中において、人生の最後までその人らしい暮らしを望むとい

うのが当たり前のことだろうというふうに思っています。社会保障審議会の中での統計も

あるのですけれども、その中で自分が介護必要になった場合どうするか、また家族で介護

必要になったときの介護の方法はどうするのかといったときに一番多かったのは、やはり

在宅で自分の住みなれた家で介護をしてもらいたい。そして、介護するほうも在宅でちゃ

んと介護サービスが受けられるのであれば介護したいというのが、パーセントでいえば大

体75％から80％という統計があります。また、ただそういう統計があったとしても、独居

とか高齢世帯の中では介護力がないという方については、やむを得ず施設に入るという方

も多数おられるということも報告がされているところでありまして、そういう意味では誰

もが住みなれた環境、そして住みなれた地域で最後まで暮らしたいという希望は誰もが持

っていることだろうなというふうに思っているところであります。そういう意味において、

住みなれた家で介護を受け、介護するというためには、当然そのニーズに合った介護サー

ビスが必要だろうというふうに思っておりまして、そういう意味ではその必要性を感じな

がらそういう方向を充実させていかなければならないというふうに私ども考えているとこ

ろであります。 

 また、国の考え方としては、団塊の世代が高齢化になるという中で、当然介護施設が足

りなくなる、そして介護保険料も上がっていくという中で、施設から、そして在宅介護へ

という考え方へのシフトが今痛烈にというか、鮮烈に行われつつあるということでありま

す。そういう意味では、私どもとしてはやはりそのサービスをどうやって充実していくか

ということが課題であるのでないかなというふうに思っておりまして、浦幌町、また町だ

けではなく社会福祉協議会、またうらほろ幸寿会と力を合わせながら、そういうサービス

のニーズをしっかり捉えながら、今後とも在宅でも介護できる、そして在宅でも介護して

もらえる体制づくりをしていく必要があるのかなというふうに思っているところでありま

す。 

 また、森議員から質問がありました。地域ごとのそういう介護施設が必要なのではない

かというお話がありました。まさに遠くから通うというのは大変なことであります。そう

いう面では、大変なご負担をおかけしているのかなというふうに思っておりますけれども、

ただ地域ごと、単独の施設で運営するというと、80名以上の入所者がいないと経営はでき

ないということもご指摘があります。80名はちょっとオーバーかなというふうに思います

けれども、今地域密着型の小規模のやつでいえば25名以下ということでありますけれども、
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そういうことでは単独では成り立たないというのが経営的には明らかだということであれ

ば、それを運営する事業者が一体いるのかどうかということも問題であります。 

 また、もう一つは、今既存のそういう施設においても、市街地の施設の中においても、

看護師の不足、また介護職員の不足という問題があります。そういう中で、それぞれの地

域にそういう施設をつくって、本当に介護職員の人数を確保できるかということも大きな

問題だろうというふうに思っています。 

 そして、何よりも常に申し上げているわけでありますけれども、施設があるということ

で、つくるということであれば、当然その介護保険料が大幅に上がるということも覚悟し

なければならないというふうに思っています。まさに給付と負担の世代間の格差が当然生

じるわけでありますから、それを負担する町民の皆さんがそれに耐えられるのかどうかと

いうことも当然考えていかなければならないというふうに思っています。今うちの介護保

険料は4,500円でありますけれども、ほかの町ではもう5,000円を超えているところが出ま

した。施設をつくることによって、これが6,000円、7,000円ということになってくる。そ

ういうときに、本当にそれで耐えていけるのか。町民の皆さんがそれをご理解できるのか

ということも当然考えていかなければならないのでないのかなというふうに思っていまし

て、そういう意味ではぜひその辺はご理解をいただく必要があるだろうというふうに思っ

ています。ただ、さまざまな問題が含んでいるだけに、今までの一般質問でもいろんな質

問がございましたけれども、どうしてもその辺慎重にならざるを得ないというのが正直な

ところであります。ただ、先ほどから申し上げましたとおり、国が今介護保険制度の改定

をするということでありますから、その改定の制度の変更のことを注視をしながら、高齢

者の生活調査の内容も当然精査をして、今後の浦幌町の第３期まちづくり計画も今年で４

年目、後期計画を策定するということにもなりますので、その辺の課題も含めて十分な大

きな課題だろうというふうに思っていますので、十分その辺も論議をしてまいりたいとい

うふうに思っています。 

 以上であります。 

〇森議員 終わります。 

〇田村議長 これで森秀幸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、一般質問したいと思います。 

 最初に、子どもの体力向上、２月６日から始まったソチオリンピックも閉幕し、人々の

スポーツへの関心を高め、夢や感動を与えるなど、活力ある健全な社会の形成にも大きく

貢献するもので、スポーツが果たす役割は大変重要になっていくと考えます。 

 文科省が行っている体力・運動能力調査によると、子どもの体力、運動能力が低下して

いることが明らかになっています。20年前に比べると、基礎的な運動能力は明らかに低下

しています。学校週５日制の完全実施により、自由時間が増大したにもかかわらず、体を
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動かす機会の減少や生活習慣の乱れから体格の向上に相反して、体力、運動能力が低下し

ているという現状が明らかになりました。原因の一つとして、保護者を初めとした国民の

意識の中で子どもの外遊びやスポーツの重要性を学力の状況に比べ軽視する傾向が進んだ

ものと思われます。 

 ２月５日の教育の日推進協議会で体力の向上に取り組むことになりましたが、子どもの

ころから体を動かし、運動に親しみ、また望ましい生活習慣を確立するよう社会全体で取

り組む必要があります。私は、各学校、家庭、教育委員会などと連携を強化して、具体的

かつ効果的な対策について検討、推進すべきであると考えます。 

 そこで、浦幌町の子どもたちの体力、運動能力の現状と向上に向けた取り組み、施策に

ついてお伺いします。 

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１項目めのご質問にお答えします。 

 浦幌町の子どもたちの体力、運動能力の現状と向上に向けた取り組み、施策についてで

ありますが、現状につきましては平成25年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果に

基づきご説明させていただきます。全国体力・運動能力、運動習慣等調査は、平成20年度

から小学５年生と中学２年生を対象に握力や上体起こしなど８種目について実施され、全

国的な傾向として、いずれも過去の結果と大きな変化は見られませんでした。浦幌町の小

学５年生男子は８種目のうち４種目、女子は８種目のうち５種目が全国及び全道平均を上

回り、体力合計点も男女ともに全国及び全道平均を上回りましたが、20メートルシャトル

ランや50メートル走などの脚力に関する種目で全国平均を下回っております。中学２年生

では、全国平均を上回ったのは、男子は８種目のうち２種目、女子は８種目のうち４種目

で、体力合計点も全国平均を下回り、小学生と同様に1,500メートル持久走や20メートルシ

ャトルランなど脚力に関する種目で全国平均を下回っております。また、今回の調査では

同時に体格と肥満度に関する調査が実施され、北海道の肥満傾向の割合が全国平均より高

かったところですが、本町においても肥満傾向の割合が全国平均より大きく上回っている

ところであります。 

 このような現状を踏まえ、今後の取り組みとしまして、体力は精神面の充実にも大きく

かかわる、生きる力を支える重要な要素と考え、過日開催の浦幌町教育の日推進協議会に

おいて平成26年度のテーマを読書の推進に加え、体力の向上についても地域総ぐるみで取

り組むことにしたところです。また、脚力の弱さや肥満傾向の割合が全国より大きく上回

っていることは運動習慣や生活習慣、学校での体育の時間などが総合的に関係していると

ころであり、一校一実践の取り組み事例の発表など情報共有を図りながら本町の子どもた

ちの体力向上を進めてまいりたいと考えております。 

 以上、関井議員の１項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 １番、関井議員。 
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〇関井議員 答弁の中で学校での体育の時間などが総合的に関係しているところというお

答えですが、今各小学校、中学校の現状的な体力の向上の取り組みをどのようにしている

のか、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 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 町内の小中学校でのそれぞれの取り組みなのですけれども、それは各学校でまちまちで

はございますけれども、体育の時間でありますと通常の教育課程に基づきまして進めてい

るところですけれども、学校によりましては昼休みを活用して縄跳びをしたりとか、それ

から放課後を利用しての活動ということで、それぞれ学校によって異なりますけれども、

独自の取り組みをしているということでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 今のお答えなのですが、各学校でどのような取り組みをしているのか、もう

ちょっと具体的に。ただ縄跳びしているとか、定期的にしているのか、それとも継続的に

朝の読書とかしているように、どのようにしているのでしょうか。 

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ございますけれども、ここで体力に取り組むという

ことで今投げかけをしているところなのですけれども、具体的なものにつきましては掌握

できておりませんので、大変申しわけありませんけれども、ご理解願いたいというふうに

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。 

 しかし、それではいけないと思うのです。もうちょっと現場のことを把握して、それに

対応した教育委員会なり行政が体力向上についてこれからやるべきなら、もうちょっと力

を入れていくべきだと思います。私なりには、昨年浦小の体育の時間に外部コーチが来て、

スケートなのですが、外部コーチが来て体育の時間にスケートを教えたと聞いています。

大変すばらしいことだと思います。ぜひ外部コーチ、それからこれから小中一貫となるわ

けですが、中学校の体育の先生とかをもうちょっと小学校の中に入れたり、いろんな取り

組みができると思うのですが、具体的には何か施策とか考えているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいま関井議員からのご指摘のとおり、各学校でのそれぞれの取り組

みについて、全てきちんとした中で掌握できていなかったのは大変申しわけなく思います

けれども、ただいまおっしゃったとおり、外部指導者を活用しながらスケートの経験者が
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上浦幌中央小学校の実際授業に行って指導したりとか、そういったことはしております。

また、小中一貫教育の取り組みの中で現在小学校と中学校の先生方の中でそれぞれコーデ

ィネーター会議というものを開催しながら、どういった形で連携を進めるのかということ

を進めている中で、先般もご紹介しましたけれども、浦幌中学校におきましては厚内小学

校と、それから浦幌小学校の６年生を迎えながら共同の体育の授業を行いながらストリズ

ム体操を行ったと。ただ、それは町の研究所の授業として行ったわけなのですけれども、

その中でも事前にそれぞれの学校に出向いて、こういった形でするのですよということで

体育の授業に教師が入ったりしております。こういったことも踏まえながら、それぞれ体

育教師、専門の教師でございますので、これからも上浦幌地区、それから市街地区におき

ましても小学校と中学校の連携をとりながら一貫的な体育の授業とか、そういった取り組

みにつきましては学校とも相談しながら進めてまいりたいというふうに考えています。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 今答弁ありましたように、学校の中で定期的というか毎日、週何回でもいい

ですから、軽い運動でも縄跳びでも何でもいいですから、長く体力向上に取り組めること

を教育委員会からぜひ推進して体力向上につなげていってほしい。 

 それから、外部コーチの件ですけれども、ぜひとも体育の中に一般の指導員を入れて、

体育の先生ではなく、本当にアスリート的な人たちも入れて体育の授業に生かしてほしい

なと思います。 

 それから、さっき地域総ぐるみで取り組むこととしたところですと言われたのですが、

具体的に何か決まっているのでしょうか、中身について。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 外部指導の関係につきましては、これまで学校支援地域本部事業に基づ

きまして、各ネットワーク委員会、公民館を中心のネットワーク委員会を進めながら、体

育だけではなく、いろんな事業で学校支援ということで取り組ませていただいております

ので、今関井議員おっしゃった体育につきましても、これまでもスケート等につきまして

は学校に入らせていただいていますけれども、ほかの部分についてもそういった町内の

方々の中で専門的な方がいらっしゃいましたら学校に入っていただくようなことにつきま

してはぜひ進めてまいりたいというふうに思います。 

 また、地域総ぐるみの関係なのですけれども、これにつきましてはもともと浦幌町教育

の日の中で取り組みとして地域総ぐるみということで家庭、学校、地域ということで進め

てまいるということになっておりますので、そのことに基づきまして進めていくものでご

ざいます。現在具体的なものはまだ示されておりませんけれども、今般教育の日の推進協

議会の役員会、そして協議会の全体会議の中でも学力だけではなくて体力についても取り

組んだらどうかということで、教育委員会からの提案のほかにも各委員さんからも大変力
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強いご意見をいただいております。やはり勉強を一生懸命やる子は体力も当然上がるだろ

うし、運動も一生懸命やるのだということで、体力向上と、それから学力の向上、両輪と

いうことで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 関井議員にお願いをいたします。 

 ２項目めのスポーツ指導者の育成の中に外部指導者の関係で載っておりますので、１項

目めの中で外部指導者のご意見をしないようにお願いをしたいと思います。 

 １番、関井議員。 

〇関井議員 続きまして、２項目めの質問に行きたいと思います。 

 スポーツ指導者育成、スポーツの振興拡大において、指導者の育成が重要と思いますが、

本町の子どもたちのスポーツ指導においてもスポーツ離れ、スポーツ少年団の減少、指導

者不足などスポーツを取り巻く環境は決してよいとは言えません。浦幌中学校においては、

生徒及び教職員の減少により27年度までに部活動を減少していくことになり、改めて外部

コーチの必要性と制度の充実が求められます。また、町の少年団指導者、外部コーチに対

する金銭的支援については、全て自己負担により賄っている状態です。現在、町内には大

変優秀な指導者がたくさんいると思います。なかなか仕事をしている中で子どもたちに指

導することは大変厳しいものがあります。ぜひ町ですぐれた指導者を把握し、企業と連携

し、指導できる環境をつくってほしいと思います。 

 そこで、次の４点についてお伺いします。１、スポーツ指導者育成の取り組みの現状に

ついて。 

 ２、中学校の外部指導者、少年団指導者への町の支援に対する考え方について。 

 ３、指導者登録の現状について。 

 ４、指導できる環境づくりの構築についてお伺いします。 

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。 

 １点目のスポーツ指導者育成の取り組みの現状についてでありますが、平成23年度及び

平成24年度に計17回にわたるスポーツ指導者養成講習会を開催し、講師として冬季五輪女

子ボブスレーの桧野真奈美選手を初め、日本スポーツ少年団認定育成員などの有資格者の

方々のご協力をいただきながら、講話と実技に延べ284名の方にご参加いただいておりま

す。また、平成24年11月には本町を会場にスポーツ指導者養成講習会を兼ねまして、地域、

市町村のスポーツ少年団の育成、指導を行う十勝管内スポーツ少年団認定員養成講習会を

２日間開催したところであり、本町からも11名の方が受講し、講習会で得た知識を生かし

ながら少年団活動の中心的な指導者としてご活躍いただいております。さらに、平成25年

度はスポーツ実技講習会を７回開催し、スポーツ指導者の育成を図っているところであり

ます。 
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 ２点目の中学校の外部指導者及び少年団指導者への町の支援に対する考え方についてで

ありますが、中学校の部活動における外部指導者につきましては、現在浦幌中学校と上浦

幌中学校で６名の方が登録されており、スポーツ傷害保険の加入と部活動指導者謝金交付

要綱に基づき謝金をお支払いしているところですが、今後さらに検討してまいります。少

年団指導者への支援につきましては、児童または生徒が全道大会以上の大会に出場するた

めの青年等対外競技出場奨励費補助金基準を昨年４月に一部見直し、出場選手に随行する

監督またはコーチにかかわる経費について補助しているところであり、平成25年度の実績

では５団体５名に補助しているところであります。 

 ３点目の指導者登録の現状についてでありますが、町内の少年団数は９団体、団員数は

147名となっており、指導者登録数につきましては34名で、そのうちスポーツ少年団認定員

養成講習会を受講した指導者は26名となっております。 

 ４点目の指導できる環境づくりの構築についてでありますが、これまで第７期浦幌町社

会教育中期計画に基づき指導者の発掘、育成支援として指導者育成講習会を開催してきた

ところでありますが、引き続き講習会の開催やスポーツ情報の提供に努めてまいりたいと

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点目のスポーツ指導者育成についてですが、ここ何年かは町で大変多くの

講習会を開いているところであり、本当に育成の面では大変すばらしいと思いますが、そ

の指導者が現場で子どもたちに教えるとなるとちょっと疑問的なことがあるのですが、育

成についてはかなり力を入れていると思うのですが、なかなか育成者を現場がどういう人

がいるのだろうかとか、そのスポーツに関して直結しているとちょっと疑問になるのです

が、その点はどう考えますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問なのですけれども、非常に理解しづらいというか、要

旨がわからなかったのですけれども、具体的にお話しいただけないでしょうか。申しわけ

ございません。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 済みません。 

 指導者の育成にも力を入れていただいているのですが、指導者が指導できる現場なり、

それと余り何か直結していないような感じがするのですけれども、どうでしょうか。 

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、指導者の養成講習会ということで議員おっしゃったようにこれまで回数をこなし
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ています。その中で、それぞれのスポーツ少年団等に指導に行く中のいろんな情報提供を

させていただきながら、そういったものを習得していただくということが目的でございま

すけれども、それからそれぞれの少年団の中でまた指導に当たるわけですけれども、それ

からまたいろんな練習とか、それから試合とか、いろんな中で経験をされた中でそういっ

た指導力も培っていくものかと思いますけれども、そういった声が現場のほうから、例え

ば指導に来られた方のいろんな指導に関する疑問とか、そういったことがあるということ

は私どもは伺ってはおりませんけれども、もしそういったご意見があるのであれば、講習

を経ながら、いろんな時間をかけながら進めていくということではご理解願いたいという

こともありますし、養成講習会はそれぞれ年何回かやっておりまして、今年度実技講習会

ということで25年度は進んでいますけれども、やはりそれぞれの指導者につきましても１

回とかそういった形ではなくて、継続的にいろんな講習会なり実技の部分についても参加

していただくような形が望ましいのではないかな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 大変紛らわしい質問して済みませんけれども、スポーツ指導者の育成につい

ての講習会は定期的に昨年も７回開催してもらって、本当に充実していると思います。育

成について、町では育成もやっているのですが、今町では大きいスポーツイベントとか、

そういうのが何か少ないように思えるのです。ぜひともそういうイベントをして、子ども

たちがそれに向けた目標……今何か目標がないような感じがするのです。だから、スポー

ツとかの目標を持って、何か身近な目標を持ってやらせてはいかがかなと思うのですが、

どうでしょうか。 

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。 

 なかなか大きなイベントというか、例えばプロ野球の選手を呼んで試合をするとか、い

ろんなものがあるかと思いますけれども、確かにこういった施設はあるのですけれども、

そこまでは踏み込めていないというのが実態でございます。ただ、先般も、今週の火曜日

になりますか、ソチオリンピックに参加しました釧路教育大学の竹内選手をお招きして、

アイスアリーナでいろんなトークをさせていただいて、そこに浦幌と、それから幕別のそ

れぞれ少年団が来て、いろんな情報交流をさせていただいております。そういったことも

ございますし、このほかに広域スポーツセンターの指導者派遣事業というのがあるのです

けれども、これまでもどちらかというとスケートが中心なのですけれども、それぞれオリ

ンピックに参加された選手を招聘しながら、子どもたちに実際選手からいろんな参加した

ときのお話とか聞いてもらうということを中心に、そしてまた技術指導も行っております

ので、大々的なものは難しい部分がありますけれども、ただいろんなスポーツ財団等の支
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援措置もありますから、そういったものも再度含めながら模索し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します。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 ぜひともイベントとかトップアスリートの触れ合いとか講演とかしてほしい

なと思います。 

 ２点目に行きたいと思います。２点目なのですが、少年団指導者の昨年４月に一部見直

し、監督またはコーチにかかわる経費について補助しているとありますが、少年と同じよ

うに補助は経費の２分の１なのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 指導者につきましては、昨年４月から見直しをさせていただきまして、

25年度から取り組んでいるところなのですけれども、基本的に少年等と同じように交通費

とか、それから資格とかも含めながら、実費弁償ということで補助をさせていただけると

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 少年団指導者にはこういうふうに一部見直してもらったのですが、中学校の

外部コーチはまだ補助はないということなので、整合性がないなと思われるのですが、ど

うでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいまの件ですけれども、私ども段階的に公的な支援をしてまいりたい

と。まず、第一段階は少年団の指導者、コーチに対してやらせていただきました。次は、

中学校部活動、特に今度外部コーチという、外部指導者の問題が出てきておりますので、

そちらのほうに順次取りかかっていかなければならないなと考えておりまして、議員おっ

しゃるとおり整合性がとれていないのではなくて、順次これを進めていきたい。ただ、予

算もあることでありますので、そういったところを精査しながら、近いうちに指導してく

ださる方々に対しても公費で補助をしてまいりたいと、そういう考え方を持っております。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 スポーツ指導者の育成という面から見ても、金銭的な援助は絶対必要ではな

いかと思います。各少年団のコーチ、監督、本当に全道大会行くにしても、自前で行って

いるので、その分少年団の親たちが面倒見るとかなっているのですが、実情はやっぱり少

年団の親もかなり人数も少なくなってきて負担もかなり大きいので、コーチ、監督にはぜ

ひとも行政から支援してほしいなと思いまして、少年団の指導者も２分の１ではなくて、

徐々にというなら全額でも、外部コーチはもちろんですけれども、全額してほしいと思い

ます。謝金のほうも多分月1,500円だと思うのですが、ぜひとももうちょっと。弁当代にも
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ならないぐらいですので、特に中学校の外部コーチは試合がかなり多いので、交通費も弁

当代も全部自腹で行っているのです。ですから、そういう面でもぜひとも援助してほしい

なと思います。 

 それから、外部コーチのことなのですが、今中学校では部活動の教員２人体制をとって

いるのですが、補助基準は生徒10人までは引率１人分、20人までは引率２人分という規定

があるのですが、その根拠がよくわからないのですが、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまの引率の関係だったのですけれども、現在部活動の対外競技に

必要な交付金につきましては、北海道の基準を用いながら運用しているものですから、そ

の中でいきますと今言ったように10名までは１名、それから20名までは２名といったこと

を準用しながら規定を決め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 規定とあるのですが、２人体制なのにそんな人数決めてやる根拠がわからな

いのですけれども、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 基本的に部活動につきましては顧問の教員がおりまして、そのほかに今

現在は外部指導者ということでご協力いただいているところもありますけれども、現在の

交付基準の中でいきますと、もともと外部コーチではなくて顧問ということが前提の基準

の中身でございますので、北海道の基準を準用しての形ということになっているというこ

とでございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 わかりました。 

 続いて、３点目の指導者登録の現状についてでありますが、34名いるということなので

すが、内訳はわかりますでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 それぞれの内訳ということでしょうか。現在平成25年度の数字になりま

すけれども、スケートが５名です。それから、野球が４名、それからアイスホッケーが３

名、それから空手道が５名、それから上浦幌のスポーツ少年団があるのですけれども、こ

ちらのほうが８名、そのほかに浦幌剣道で２名、サッカーがありますけれども、サッカー

のほうで３名、そしてもう一度上浦幌剣道が別にあるのですけれども、２名、バドミント

ンということで２名ということで、合計34名という内訳になっているところでございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 
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〇関井議員 現在34なのですが、これ一年一年いろんな指導者登録を行っているのでしょ

うか、毎年。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 基本的には登録ということではなくて、それぞれの少年団の中にはそう

いった指導者というのが、例えば大会に出るにしても位置づけられるものがございますの

で、そういった中で年度ごとに確認をさせていただいているという状況でございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 わかりました。もっと中には専門的な知識を持った指導者がいると思うので、

ぜひ発掘して、町のために活躍させてほしいなと思います。 

 ４点目の環境づくりの構築についてでありますが、指導者も仕事をしているので、なか

なか子どもたちに教える機会ができないと思うのです。ですから、企業と連携して教える、

指導できる環境づくりをしてはいかがかなと思うのですが、その点はどのように考えます

か。 

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、現在浦幌中学校、それから上浦幌中学

校、それぞれ外部登録者ということで６名おりますけれども、農家の方とか、それから一

般の企業で勤めている方ということでいらっしゃいますけれども、こちらの方々にもいろ

いろふだんからお願いをしたりとかご協力いただいております。新たな形の発掘というこ

とで、やはりいろんな企業の方にお話をしたりとか協力を求めることがこれからの部活動

を進める中では必要かなというふうに思いますけれども、現状でいいますと、例えばそれ

ぞれの学校の中でスキー教室とか行う場合があります。この場合においても、例えば町の

スキー連盟の方のご協力をいただくことがあるのですけれども、やはり平日なものですか

ら、その場合は一般の方ではなくて、有資格者となると役場のほうに職員の中でそういっ

た有資格者がおりますので、学校長から職員の派遣依頼ということで進めている部分はご

ざいますけれども、なかなか役場以外のそのほかの事業所とか企業になると平日の動きも

なかなか難しいのかなというふうには考えておりますけれども、いろんな中で関井議員が

おっしゃるとおり指導者とか、それから有資格者の中でいろんな方がいらっしゃると思い

ますので、そういった方々にお声をかけながら、また事業所にそういったことをご理解い

ただくということもこれからは進めていかなければならない問題ではないかなというふう

に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 １番、関井議員。 

〇関井議員 ぜひとも企業と連携して、仕事が終わる30分なりでも１時間なりでも早く終

えて、子どもたちに教えれれば子どもたちも大変喜ぶというか、体力向上に向けていいの
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ではないかと。土日にしても、トップアスリートの方たちが指導できれば、もうちょっと

行政の中で指導できるいろんな環境をつくってほしいなと思います。 

 そして、最後の質問になるのですが、中学校が27年度までに３つの部活がなくなるので

すが、それは把握していますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまの中学校の部活の、浦幌中学校のということでよろしいでしょ

うか。 

〇関井議員 はい。 

〇山本教育次長 現在浦幌中学校は普通学級と、それから特別支援学級、それぞれ３クラ

ス、４クラスとあるということで、この学級数に従いまして教員の数というものが決まっ

ているものですから、平成27年度以降でいきますと、特別支援学級の学級数が今よりは落

ちるような形になるものですから、絶対的な教員数が減るような形になります。その中で

いきますと、現在の部活動の数を、指導する人間が教員では不足する形になるものですか

ら、その中では今学校からも相談を受けておりますし、学校のほうもそれぞれ保護者の方

には相談しておりますけれども、そういった形で今後の予定ということでは把握している

ところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 ぜひとも今までどおりというか、子どもたちがより幅広くスポーツに親しめ

る、減らして減らしてではなくて、今バドミントンにしても外部コーチで教えていますよ

ね。外部コーチをもっともっと対応して、幅広いスポーツから子どもたちにぜひとも教え

てほしいと思っているのですが、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいまのことにつきまして、学校側のほうからまず、これ２年前からこ

の相談は受けておりまして、教育委員会と協議をしております。また、関係する方とも相

談をしているところでありますが、子どもたちの数が少子化によって減ってきているとい

うことが１つ。それから、それに伴って教員の数が減っていくということで、従前のまま

の形ではなかなかいかない。例えば一つのある団体競技の球技ですと、子どもが５名しか

いない。団体競技ができないけれども、実際にはつくっているというような状況がござい

ます。そして、集団競技になりますと、隣の町の学校とチームを組んでいると。特にアイ

スホッケーなんかはそういう形、管内的な中で十勝で２つとか帯広で１つとか、そういう

時代を迎えておりますので、従来どおりの発想では到底これは乗り切ることができません。

しかしながら、今子どもたちのニーズ、それから保護者の皆さんの熱い思いというものも

私ども学校関係者しっかり受けとめながら、可能な限り学校で対応できない場合には外部
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指導者を少しでも多く募っていくと、そういう考えではおりますが、従前どおりの部活の

数にはなかなか応じ切れないというのが実態でございますので、ご理解は賜りたいと思い

ます。 

〇田村議長 １番、関井議員。 

〇関井議員 わかりました。ホッケーを例にとってみると、小学校から少年団があって、

中学校に行ったらできないと、そういうことにならないようになるべく門戸を広げて対応

していただきたいと思います。 

 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、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 私は、スポーツ振興と地域活性化について一般質問をさせていただきます。 

 同僚がスポーツのことをいろいろとお聞きしておりましたので、なるべく重複がないよ

うに質問をさせていただきたいと思います。 

 人口減、過疎化、高齢化の進行などにより、住民間の交流や共助意識が低下し、地域コ

ミュニティの弱体化がますます進んでいると思われます。今スポーツ振興は、主として学

校教育、生涯教育で政策化されていますが、近ごろはスポーツの持つさまざまな価値、効

用に注目され、地域づくりに活用しているところもあります。我が町の取り組みなどにつ

いてお伺いいたします。 

 １点目、年代層別のスポーツ人口と内容は。 

 ２点目、総合型地域スポーツクラブの組織化の具体的なものは。 

 ３点目、スポーツ振興を核とした地域活性化の取り組みは。 

 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 福原議員の質問にお答えします。 

 １点目の年代層別のスポーツ人口と内容についてでありますが、現在スポーツ少年団に

は町内全児童の約７割が登録しており、中学校の体育系部活動には町内全生徒の約８割が

所属しております。浦幌町体育協会の加盟団体は11団体612名で、主な年代層別では成人や

青年となっておりますが、高齢者が主な団体もあるところであります。体育振興会連絡協

議会は、上浦幌、南浦幌、吉野、厚内地区が加盟し、市街地区を除く約７割の世帯が加盟

しており、各地区において体育レクリエーションを通して幅広い年代層で活動が展開され

ております。また、総合スポーツセンターの利用者の主な年代層は、軽スポーツを愛好す

る高齢者や競技スポーツを愛好する成人、青年等約140名の方々が定期的に利用されており

ます。 

 ２点目の総合型地域スポーツクラブの組織化についてでありますが、本町におきまして
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は平成24年度より総合型地域スポーツクラブ制度について調査研究に取り組み、町広報紙

アシール・レーラによる情報提供、スポーツ推進委員による道内先進地視察、町民アンケ

ート調査、さらには制度について考える研修会を通じてクラブの必要性について意見交換

を実施してまいりました。昨年12月には、ノルディックウオーキング教室参加者及びスポ

ーツ推進委員等に呼びかけ、総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会を開催し、意見交

換を行っております。平成26年度の取り組みとしましては、ノルディックウオーキング愛

好者が中心となって実施しているラジオ体操やウオーキング会を継続開催し、組織化へ向

けて準備を進める予定であります。 

 ３点目のスポーツを核とした地域活性化の取り組みについてでありますが、地域活性化

については町民との協働によるスポーツ振興が重要と考えております。スポーツは、人と

人との交流や地域と地域の交流を促進し、地域の一体感や活力を醸成するものであり、少

子高齢化や人口減少が進む中、子どもから大人まで多くの町民の皆様の健康生活につなが

るものでもあります。今後につきましても、社会体育団体などとの連携を図りながら、ス

ポーツ少年団の育成支援、学校教育施設開放を活用した地域全体でスポーツ団体活動への

参加促進及びスポーツイベントの開催など、スポーツを通じて社会参加ができるよう環境

整備を進め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。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 １点目についてお伺いいたします。 

 年代層別スポーツ人口は、多世代、多種目、多趣向となっており、地域住民が主体的に

スポーツに親しむ環境は施設面から見ても浦幌では十分に整っていると思われます。ただ、

全くスポーツに参加していない人もいると思われますので、新年度より高齢者や障がい者

の公共施設の使用料が無料化されます。今後住民のニーズを把握し、継続的で魅力のある

新たなスポーツの振興とスポーツ人口の増加の取り組みなどが必要ではないかと思います

ので、お伺いしておきたいと思います。 

 体振連絡協議会に市街地区は除くということになっておりますが、これはどういう意味

で除かれているのか、把握がされているのかいないのかお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 体育振興会連絡協議会につきましては、基本的に浦幌市街のそれぞれの

上浦幌地域とか、その地域、地域のそれぞれの振興会が集まったものが総体的な浦幌町体

育振興会連絡協議会ということになっております。これまでも、上浦幌、そして南浦幌、

そして吉野、厚内地区ということで、もともと市街地区を除く組織としてこういった体育

振興を図ってきたということでございますので、そういったことでご理解のほどをお願い

したいと思います。 

 以上でございます。 
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〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 そうすると、全く別な組織であるということで認識してよろしいですか。 

〇山本教育次長 はい、よろしいです。 

〇福原議員 では、次に２点目についてお伺いいたします。 

 ３年前から教育行政執行方針の中で総合型地域スポーツクラブの組織化へ向けての研究

調査視察、今年は準備とありました。このことについて、文部科学省は平成21年度より４

年間にわたりまして予算化をしていました。21年には３億9,000万、22年には２億3,000万、

23年には１億9,000万、24年度には１億3,000万というふうに予算化がされていたわけです。

25年度には、どういうわけか予算化がゼロということで、私の調査の範囲内では把握でき

なかったものですから、この点についてどういう事情があったか、もしおわかりでしたら

お伺いしたいと思います。というのは、地域総合型スポーツクラブの設立ということで、

十勝管内では１市９町村でもう既にクラブの設立がされています。この設立は、この予算、

21年から24年の間までの予算の中で設立されている市町村が多いということで、私の調べ

たところでは今のところわかりました。浦幌町は、この予算を使う状態ではなかったのか、

どのような状態で設立がまだされないのか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。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいま文科の国の予算の関係ですけれども、総合型地域スポーツクラ

ブの創設ということで、国で一定期間の間、そういった補助事業とか支援策で取り組んで

きたことが今議員のおっしゃるようなことというふうに思います。ただ、今本町が平成24年

度から調査をしてまいりまして、それから25年度、そして26年度も調査を進めてまいりま

すけれども、その中でも国と同じような形で創設に向けた支援事業ということで、スポー

ツ振興くじ助成事業というのがあります。こういったのを北海道の財団のほうからいろん

な情報提供をいただいている中で、先ほど管内でももう既にスポーツクラブとして認定さ

れている団体もあるのですけれども、そちらの団体とか、全道的にもそういった今言った

スポーツ振興くじ助成事業を活用しながら取り組んではどうかということでご提案をいた

だいているところでございますので、これからも調査を進める中ではそういった調査費に

ついても充当される形になりますので、そういったものを活用しながら設立に向けて進め

てまいりたいというよ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 スポーツ振興くじ助成事業ということで、ｔｏｔｏという宝くじの助成とい

うことで、名前は違っても形は継続されていくということですね。確認いたしました。ぜ

ひともこれも実行していただきたいということで。 

 この総合型地域スポーツクラブは３年目に入るわけですが、平成23年６月に50年ぶりに

スポーツ振興法が全面的に改正されまして、スポーツ基本法が公布、施行されています。
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このスポーツ基本計画の中にも24年度から10年間のスポーツ基本計画で、文部科学省は総

合型地域スポーツクラブの育成支援ということで提示されております。浦幌町も今の答弁

を聞きますと、これから実施していくということですので、具体的な構想とか計画があれ

ば、この10年間のスポーツの内容というか、計画をお聞かせ願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問ですけれども、議員がおっしゃるとおり国の政策とい

うことで総合型地域スポーツクラブの創設ということで取り組まれている期間なわけなの

ですけれども、やはり種目を超えた中の多種目、そして多世代、そして多趣向ということ

の中身でございますので、少子高齢化が進む中で本町にとりましてはこういったものを活

用しながらいろんな地域活性化につなげてまいりたいというふうに考えているところです

けれども、昨年設立準備委員会を設立した中でいきますと、現在のところやはり幅広い世

代の町民の方々にかかわっていただくということで、まず幼児、小さいお子さんですね、

幼児クラブ、それから上の小学校とかの少年クラブ、そしてそれから一般の方々から高齢

者までということで、それぞれ今考えている３つのクラブ的な組織の分担を決めまして、

幼児クラブ、それから少年クラブ、一般クラブの中でどういった形のスポーツを取り組ん

だらいいのかなということで、その中で幼児クラブに合うもの、それから少年クラブに合

うもの、一般クラブに合うものを推奨しながら、そして全体的な取り組みに進めてまいり

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 いろいろな形の年齢層に合わせたものが必要ということは十分にわかりま

す。大変な事業であると思いますが、本当に心一つにしてすばらしい事業を立ち上げてい

ただきたいというふうに思っております。 

 私がなぜこういうことを言うかと申しますと、基本計画の全体像の中にスポーツを通じ

て全ての人々が幸福で豊かな生活を営むことができる社会としまして、青少年が健全に育

ち、他者との協働や公正さ、規律を重んじる社会をつくる、それから地域の人々の主体的

な協働により深いきずなで結ばれた一体感や活力がある社会をつくる、それと健康で活力

に満ちた長寿社会をつくるという、このような目指す姿が掲載されております。これを全

部網羅していくということは大変重要であり、大変なことだと思いますが、やはりこれか

らコミュニティを主としたスポーツの形というのは変わってきているのでないかというふ

うに私は思いますので、ぜひともこの点についても全ての年齢層を含んだいろんな取り組

みを今後も続けていっていただきたいというふうに思っております。これから具体的なこ

とはやるのでしょうか。その計画、もうちょっと詳しく。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 
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〇山本教育次長 ただいまのご質問ですけれども、平成24年度から調査を進めてまいりま

して、答弁の中にもございますけれども、平成25年度は先進地視察ということでスポーツ

推進委員の方々のご協力をいただきながら、先進地を見ながら浦幌町に合ったものかどう

かということを検討しているところでございます。 

 先ほどの答弁と重複するところがございますけれども、やはり少子高齢化という中でい

きますと、町民の皆様がそれぞれ健康で安全で文化的な生活を営むということがこれから

ますます期待されるところでございますので、そういった中でいきますとスポーツを通じ

てというのがより多くの町民の方々に参加いただいて、ご理解いただけるものというふう

に考えております。 

 現時点で具体的なものということなのですけれども、先ほど申し上げました、例えば幼

児クラブの関係でいきますと、やはり低年齢層ですので、レクリエーション的な遊びを中

心とした中で子どもたちが体を動かしたりとかスポーツに取り組むということが一つ考え

られます。また、少年クラブにつきましては、昨年町民アンケートを実施しまして、どん

なスポーツをやりたいですかとか、今スポーツをしていますかとか、そういった問いかけ

を、抽出調査ですけれども、行わせていただいております。その中でいきますと、やはり

子どもたちの中からはプールを活用しての運動とかスポーツということの希望が多かった

ものですから、私たちはスイミングプールもございますので、少年につきましてはそうい

った浦幌スイミングプールを活用した中のスポーツ活動を中心に考えていきたいというふ

うには現時点では考えております。また、一般の方々につきましては、シンプルバレーと

か、それからパークゴルフとか、浦幌町には根づいているものがありますけれども、昨年

からノルディックウオーキングということで、町の教育委員会のほうからも推進しながら

定期的に開催していますし、そのことに基づきまして独自のサークルをつくりながらノル

ディックウオーキングの取り組みをされている方々もいらっしゃいますので、そういった

ノルディックウオーキングとか、皆さんが軽スポーツ的な形で取り組めるような事業を展

開してまいりたいというように考えているところが現時点の状況でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 新しい試みを模索しながらいろいろとこれからも進めていっていただきたい

ということです。 

 私は、やはり浦幌町はこのスポーツが定着して、よそとの交流も図れるとかと、そうい

う例えば幕別にあります、それから大樹にもあります。そういうふうに何か町民全部挙げ

てのできるようなスポーツの振興というのは考えているかどうかお伺いしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 議員がおっしゃるとおり、町村によっては町技ということでバレーボー

ルを指定したりとか、いろんなスポーツを町のスポーツにするということで決めていると
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ころがございますけれども、本町独自のスポーツといいますとシンプルバレーが本町の中

で生まれたスポーツだというふうには考えておりますけれども、現在これから地域型スポ

ーツクラブを創設する中でそういった機運を高めながら、皆さんのご意見を賜りながらそ

ういったことも今後については検討してまいりたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ３点目についてお伺いいたします。 

 スポーツ振興を核とした地域活性化の取り組みということで、スポーツをまちづくりの

一環として多面的に捉える考え方が豊かな地域コミュニティの新たな創造として広がって

きております。健康で心豊かな暮らしづくりとして、するスポーツ、それから地域のきず

なづくりでは総合型地域スポーツクラブを中心に扱っております。また、地域の魅力づく

りでは、主に見るスポーツ、支えるスポーツなどが考えられます。スポーツの持つさまざ

まな価値、効用に注目して地域づくりの手法として今後新たなスポーツ人口の増加に向け

た取り組みや、それから中期計画の中にもありますように、地域住民全体を対象とした交

流、先ほども同僚議員の中に答弁がありましたけれども、イベントなどの考えがあるか。

その地域のきずなを強めるためというような意味のほうを私は強く持ちたいと思います

が、もしお考えがあるのならお聞きしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 地域のきずなを強めるような形ということですけれども、基本的には、

まず先ほどの答弁にもありましたが、イベントの開催などということで、先ほど関井議員

の答弁と重複しますけれども、まず継続的な鑑賞型の事業ということで、大きな事業はで

きないかもしれませんけれども、先ほどお話ししたように広域スポーツセンター指導者派

遣事業ということで、いろんなオリンピックの参加者とか、これまでも招致してきており

ますので、同じような形で直接いろんな大きな大会とか参加された方々をお招きする中で

お話を聞いたり、それから実技の講習ということで取り組んでまいりたいというふうには

考えております。 

 また、イベント的な事業でいきますと、親子で参加できるような形のスポーツイベント

が必要でないかなというふうに考えております。その中で申しますと、先ほどの答弁と重

複するのですけれども、やはりスイミングプールフェスティバルとか、それからスイミン

グプールの遊具を使った形で子どもとか大人が一緒に取り組めるようなイベント的なもの

も仕掛けとして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 コミュニティのきずなをより深めるために、本当に私はスポーツは大事な一

つのきっかけにこれからもなっていくのではないかというふうに思っております。この現
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代社会の多様性を教育委員会部局だけでは非常に対応が難しいかと思われます。今スポー

ツは、きずな、観光、福祉、食育と、全ての生活の中に密着したコミュニティの中心とな

りつつあります。これには、政策イノベーション、自治体の変革が必要な時代に入ってき

ていると思われます。今後町全体としての取り組みは可能かどうか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。 

 教育長。 

〇久門教育長 私が答弁することではないかもしれませんが、教育委員会の立場から申し

上げたいと思います。ちょっと狭くなるかもしれませんが、新年度、平成26年度、文部科

学省のコミュニティ・スクール研究指定校を受けるということで申請を出しておりまして、

ややこれが受理される段階に来ております。これは、小中一貫コミュニティ・スクールを

進めていくのですが、先ほどから答弁しておりますように、教育の日の観点からいきます

と読書活動と体力と。これを強力に進めていくわけですが、この指定の制度を活用しなが

ら、今議員おっしゃっている体力づくり、これに取り組んでいきたいと思っております。

26年度は、まずそれを取り組むための仕組みづくり。今いろんな仕組みがございます、組

織がありますので。それを整理統合して進めていきたいと考えておりまして、それにはや

はり総合型地域スポーツクラブのように地域独自の進め方もありますし、全町的な取り組

みもあります。これについては、これから26年度の大事な検討課題、文部科学省から委託

を受けた研究課題ということになっております。それから今度、先ほどの質問で全町的な

種目、イベントのような取り組みですね。今ここで何を取り組みますということは申し上

げられませんけれども、ご指摘のとおり、ただ教育委員会だけのサイドで進めていくもの

ではなくて、町長部局含めて全町的な取り組み、町の活性化を図っていく、そして特色を

打ち出していくと、きずなを深めていくという上で本当に全町的な取り組みにしていかな

ければならない、それの一端を教育委員会は担わせていただきながら、全町的に広げてい

きたいと、そのように考えているところであります。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 力強い教育長のご答弁をいただきました。 

 せっかく浦幌スタイルの教育が確立されています。その中にぜひスポーツも入れて、浦

幌らしい体力づくりも含めたすばらしいものをつくっていただきたいというふうに思って

おります。 

 以上で私の質問を終わります。 

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。 

 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。 
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 ここでお諮りをいたします。あすから３月16日までの２日間は議事の都合により休会と

し、３月17日午前10時から本会議を開きたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、あすから３月16日までの２日間、議事の都合により休会とし、３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 ７時５０分 


