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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４回浦幌町議会定例会、本日８日の運営について３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、年１回の日曜議会開催であります。日曜議会の開催には、理事者初め職員の皆

さんのご協力に感謝を申し上げます。 

 本日の日程は、一般質問のみであります。一般質問は、河内富喜議員、二瓶隆議員、杉

江博議員、福原仁子議員、安藤忠司議員、差間正樹議員の６名より６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、本日は年１回の日曜議会開催でもありますので、議員、理事者ともに傍聴される皆

さんにわかりやすい質問を心がけていただきますとともに、活発なる質問を期待いたしま

して、議会運営委員会報告といたします。 

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、９番、河内富喜議員の質問を許します。 

 河内富喜議員。 

〇河内議員 これより通告のとおり生乳の生産基盤拡大には搾乳農家の法人設立が不可欠

であるということについて一般質問をさせていただきます。 
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 浦幌乳業は、平成24年20億円以上の設備投資を行い、本年より新製造棟の生産を開始し

ている。将来的には、年間10万トン生産を目指し、業務用生クリーム等の増産に向け稼働

しています。今後とも安定した乳量の確保が必要でありますが、生乳の町内供給率は平成

21年度３万8,000トンから年々減少しており、平成24年度現在３万5,500トンと全体の約３

分の１ほどの供給にとどまっています。搾乳の農家戸数も平成15年度84戸から平成25年度

現在53戸と減少しており、また就労年齢も年々高齢化が進んでいるのが現状であります。

１次産業、とりわけ酪農経営の振興は、町の産業発展には不可欠であり、雇用、税収等、

町の振興に多大な影響を与えています。今後とも生乳の生産拡大と安定供給を図ることで、

浦幌乳業の継続的発展を支える必要があると思います。今こそ生乳の生産拡大に向けた抜

本的政策が必要であると考えますが、行政として今後どのような政策を進めていくのかお

伺いをいたしたいと思います。また、今回の質問における法人設立とは、共同出資による

ものを指していますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 １点目、平成24年度から導入の酪農生産基盤拡大緊急対策事業では、１頭購入につき初

任牛10万円、経産牛５万円、自家保留牛２万円と購入へ補助を行っています。エックス精

液については1,500円掛ける500本の補助を農協と同額で予算化しています。この事業につ

いては、現在１年半ほど経過していますが、３年間継続することで大幅な改善は期待でき

るとお考えですか。 

 ２点目、最近長年搾乳農家を続けてきた誰々さんがやめたいと言っているよとよく聞く

ことがあるわけですが、新規就農の現状と今後の推移について。また、高齢化に伴う生乳

生産者の今後の推移など、現状を鑑み維持拡大についてどのような将来展望を持っている

のかお聞きをしたいと思います。 

 ３点目、生乳の生産拡大の方法としては、個人としての拡大と法人設立による拡大が考

えられますが、どちらも推進しなければならないわけであります。今後生産の継続的な安

定供給を実現するには、法人設立による規模拡大など抜本的な対応が必須であると考える

が、どのように考えていますか。 

 ４点目、法人化による成功例としてランドハートがありますが、設立以降搾乳農業法人

の必要性については指摘はされていましたが、いまだ設立に至っていないのが現状であり

ます。課題克服には今後何が必要だとお考えですか。 

 以上、４点についてお伺いをいたしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 河内議員の質問にお答えを申し上げます。 

 生乳の生産基盤拡大の搾乳農家の法人設立についてでありますが、酪農を取り巻く環境

は配合飼料価格などの高騰が続くなど経営環境の悪化に加え、高齢化や後継者不足による

労働力の確保など非常に厳しいものがあり、搾乳農家戸数は全道的にも減少が続いている

状況であり、本町においてもこの５年間で搾乳農家戸数は約21.4％、経産牛頭数は約8.4％
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減少しており、搾乳農家の皆さんの努力によって個体乳量の増量や経産牛の増頭が図られ

ていますが、本年度においても11月までの生産量で比較しますと前年比約2.3％減と生乳生

産の減少分をカバーできない状況にあります。このままの状況が続くと搾乳農家の高齢化

がさらに進行し、搾乳農家の減少によって安定的な生乳の供給が困難になるということに

とどまらず、本町の基幹産業である農業の衰退、ひいては本町地域経済に影響を及ぼすゆ

ゆしき事態であると認識しているところであり、酪農生産基盤を維持確保するために、こ

れまでの酪農振興対策事業に加え、平成24年度から緊急対策を実施してきたところであり

ます。 

 １点目の平成24年度から導入した対策事業により改善が期待できるかということについ

てですが、ただいま申し上げましたとおり搾乳農家が減少を続ける中、酪農生産基盤を維

持確保するための緊急対策として、浦幌町農協と連携しながら平成24年度から３年間の予

定で、基準日で比較した１年間の増頭数に対して補助する酪農生産基盤拡大緊急対策事業

及びエックス精液（雌雄判別雌精液）購入に対し補助する優良後継牛確保緊急対策事業を

実施しております。これらの事業に関しては、浦幌町農協も独自で助成しており、いずれ

の事業も当初計画を上回る実績となったことを踏まえると、事業効果はあったものと判断

しているところであります。しかしながら、これら事業によって搾乳牛が増頭しても牛舎

等設備の問題も発生することから、今後の実績や状況等も踏まえ事業期間の３年後を見据

えた対策について、浦幌町農協とも連携を図りながら調査検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 ２点目の新規就農の状況と搾乳農家の維持拡大についての将来展望についてですが、本

町においては平成20年から６名が新規に就農し、うち３名が搾乳農家として就農しており

ます。後継者不足による搾乳農家が減少する中においては、新規就農者の確保が重要と考

えており、就農時の負担軽減のため浦幌町新規就農者誘致に関する特別措置条例に基づき、

営農資金として３年間で300万円のほか農業施設にかかわる固定資産税などに奨励金を交

付するなど支援を行っているところですが、新規就農の際には乳牛の購入、機械設備など

多額の初期投資に加え、飼養管理技術や経営のノウハウも要求されるなど新規就農のハー

ドルが高いという現実もあり、短期間で多数の新規就農者を確保することは非常に難しい

ですが、今後も浦幌町農協や農業改良普及センターなど関係機関と連携を図りながら新規

就農者の確保に努めてまいりたいと考えております。 

 ３点目の法人化による規模拡大への対応についてですが、生乳生産を維持拡大するため

には、個体乳量の増量や経産牛の増頭による規模拡大が不可欠であるものの設備投資や労

働力確保など個人経営では限界があり、規模拡大のみならずコスト削減など経営の効率化

も図られるという面において、法人化は一つの有効な手段であると認識しておりますが、

浦幌町農協の第８次浦幌町農業振興５カ年計画書の策定の際、平成24年６月に行われまし

た組合員を対象としたアンケート調査では、複数戸による法人化の要望が多かった反面、

法人設立を志向している人が少数という結果が出ており、機運が高まらなければ法人化を
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実現することが難しい現状にあると考えております。 

 ４点目の法人設立における課題克服には何が必要と考えるかということについてです

が、本町では平成15年に４戸の農家による農業法人が設立され、以来本町の酪農の中核的

存在として多方面からご協力いただいているところであります。本町における酪農生産基

盤の維持のためには法人設立は必要と考えており、浦幌町農業振興対策事業補助規則によ

り農業生産法人設立の際の借り入れ資金の利子補給や固定資産税相当額の補助制度などを

設けておりますが、３点目での答弁のとおり個人経営から組織経営に転換する際の諸事情

によって、平成15年度以降法人設立は実現していない状況にありますが、幸い本町には法

人化の先進事例がありますので、そういった方々にご協力をいただきながら、今後におい

ても法人設立の動きがあった場合には、本町はもとより浦幌町農協や農業改良普及センタ

ーなど関係機関が一丸となって全面的に支援してまいりたいと考えております。一方、家

族経営が中心で一年中休みがとれない中、搾乳をやめる一因として労働力不足があり、こ

れらを解消するためには酪農ヘルパーの充実と自給飼料の収穫作業などの農作業支援事業

（コントラクター事業）やＴＭＲセンターによる混合飼料の供給など、各種作業の分散化

による労働力の軽減も重要であり、法人化とあわせこれらの課題を多角的に解消する必要

があると考えております。 

 いずれにしましても、酪農生産基盤の維持確保、生乳の安定的な生産と供給は、言うま

でもなく基幹産業である農業の振興と、それに関連する地域経済の発展につながるもので

あることから、農業関係団体のみならず、その他の産業関係団体とも連携を図りながら問

題解決に向け努力し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 河内議員。 

〇河内議員 いろいろご説明ありがとうございました。 

 それでは、１点目からお聞きしたいと思います。24年度から酪農生産基盤拡大緊急事業

ということで３年間予定をしているわけで、今実際にこの事業が稼働しているわけであり

ますけれども、これらのほかに農協の主体事業において、同じくエックス精液補助に１回

1,500円で75万円、家畜共進会協議会負担金10万、家畜伝染病自衛防疫推進協議会負担金

90万、乳牛検定組合補助金85万円、酪農ヘルパー事業組合補助金180万円などの振興策を予

算化して農協も取り組んでいるということがわかりました。ご説明のように、この事業に

よって拡大まではできなかったけれども、維持はできることで効果があったということで

の答弁だったと思います。しかし、行政側も認識していると思いますが、これはあくまで

も対症療法にすぎないということだと思っております。この町の予算で３年間の毎年577万

円、この酪農生産基盤拡大緊急対応事業ということで予算化しているわけですが、この事

業については今後予算の拡大というようなことは考えていないのか、１点目お聞きします。 

 また、２として、今後の継続性という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。 
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 産業課長。 

〇大山産業課長 ただいまご質問のあったことに対して説明させていただきます。 

 まず、１点目の事業予算の拡大ということでございますが、それについては平成24年度

から始まった事業でございまして、24、25、26年の３年間と当初スタートしてございます。

そういうことでございますので、今後の状況を見ながらということで、３年間については

同額でいきたいというふうに考えてございます。 

 また、事業の継続、あわせてでございますが、今２年目でございますが、２年、３年の

中で今現在も農協さんと対応について協議してございますが、状況を見ながらというふう

に考えてございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 河内議員。 

〇河内議員 それでは、そのような状況を踏まえた中で進めていただきたいと思います。 

 次に、１点目の３として、町の事業として模範牧場の施設設備には近年多額の投資をし

て、哺育から育成牛の預託など支援を行ってきておりますが、これは今こういった支援の

中では相当有効な支援と私なりに捉えているわけですが、この支援事業に対する今後の充

実というか、そういった物の考え方について、まずお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 模範牧場につきましては、現在指定管理者制度で運営をさせていただい

ております。その中で、老朽化施設につきましては年次計画をもって整備をさせていただ

いてございます。今年度については、畜舎を整備させていただきました。来年度について

は、哺育舎を整備する予定でございます。その他機械等についても年次的に老朽化したも

のから整備をしていきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 河内議員。 

〇河内議員 ４として、今と関連しますけれども、我が町の酪農政策の非常に重要な機能

を担っているわけでありまして、酪農政策の浦幌町のビジョンを明確に指定管理者に示す

こと。それと、それらの指定管理者としての希興としての役割、これらのことを常に意思

疎通を図って進めることが大事ではないかなと思うわけですが、その辺についてどのよう

にお考えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 今現在、先ほども申しましたように模範牧場については指定管理を行っ

てございます。来年の４月から、先般ご議決をいただきましたが、５年間指定管理を継続

させていただくという中で、いろいろ牧場と生産者の間の意思疎通がとれていなかった部

分もあるというふうに聞いてございますので、今後第三者、町も入りまして生産者の方、
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あと指定管理の方というような形で定期的な意思のすり合わせをしていきたいというふう

に考えてございますし、あくまで町の示す内容に基づいて運営をしていただくというのは

基本でございますので、その辺を含めて、また常に打ち合わせをさせてもらいながら事業

については進めていきたいと考えてございます。 

〇田村議長 河内議員。 

〇河内議員 今ご説明をいただいたわけですが、いずれにせよ現状の推移を鑑み、利用者

ニーズの確認を的確にしながら今後の政策を進めていただきたいと思います。 

 次に、２点目について質問をさせていただきます。１として、まず生乳生産者の現在の

平均年齢といいますか、今後の年齢推移、将来的な見通しというもののデータがありまし

たらお聞かせ願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 まず、酪農家戸数でございますが、平成25年２月１日現在55戸でござい

ましたが、平成25年12月１日現在では51戸というふうになってございます。また、平均年

齢ということでございますが、酪農家の方、搾乳農家でございますが、平均で51歳という

ことでございます。参考に申し上げますと、上浦幌地区で51.8歳、中浦幌、市街地区で

49.4歳、厚内、直別地区で55歳、下浦幌地区で51歳というような状況になってございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 河内議員。 

〇河内議員 今ご説明をいただいたわけですけれども、後継者の問題など流動的要素も含

みますので、雑駁な把握はできても正確な分析というところはなかなか流動的であると思

っております。 

 続きまして、２点目と３点目に関連しますので、重複するところがあると思いますが、

新規就農について何点かお聞きしたいと思います。その１として、新規就農するとしても、

先ほどの答弁の中でもありましたけれども、やはり自己資金が相当必要であることから、

酪農への情熱だけではなかなか若者が参入するのが難しいところがあるのが現実だと思っ

ております。また、高齢者の方々が、例えば施設の譲渡などの面で価格で折り合えないと

いうようなこともあるように聞いております。こういった移譲できない要因をできるだけ

何らかの形で補っていくというような視点で今後考えていかなければ、この問題はなかな

か難しいのではないかなと考えております。ただいま新規就農者には就農時に100万円を３

年間助成する制度がありますが、今後そういった状況を鑑みた中で新規就農者にもっと支

援をするというような考え方は何か持っていますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 新規就農者に対します、今ありましたけれども、営農資金の３年間で

300万ということでございますが、それにつきましては第３期まちづくり計画がスタートし
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たときに新たに後継者対策が必要という中でスタートした事業でございますので、今の内

容的にはそれを５カ年間というふうに考えてございます。ただ、いろんな部分で支援が必

要なことは出てくるかと思いますけれども、それについてはまた農協さんなり関係機関と

十分協議をしながら、いろんな部分で検討はしていきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 河内議員。 

〇河内議員 これは、大変難しい問題だと思っております。しかし、ぜひ今後この辺のこ

とを農協さんも含めた形で何らかの支援がないかということ、できる支援を考えていただ

きたいと思うわけであります。 

 引き続き、この今の質問と関連してくると思いますけれども、３点目についてご質問さ

せていただきます。共同出資で搾乳農家法人を設立するに当たっては、私は新規就農者と

いうのは貴重な人材として、まず若いということ、将来性があるということから、この人

材を有益に有効に加えるようなシステムというものはできないものかなと考えているわけ

であります。そこで、１として農業法人に参入する方法として、例えば就労しながら出資

金を長期のローンで返していくというようなことができれば、新規就農者が酪農に加わる

ときに、ある程度資金がなくてもそういったシステムがあれば何とかやっていく、新しい

意欲のある方が参入できる可能性もあるのかなと私なりに考えております。その点につい

て、まずお聞きをいたしたいと思います。 

 また、酪農では浜頓別モデルというのが大変有名であります。今言ったこととはまた違

った形で酪農の活性化を図っているわけですが、私はこの新規就農者へのこういった新し

い支援システムを構築することによって、新しい浦幌モデルというような新しいモデルを

やはりつくっていくのも大事なのかなと思っております。当然その場合は、公平性という

ことでは、法人だけではなく全ての新規就農者に活用できるようなシステムということで

考えていただきたいなと思うわけですが、その辺の考え方についていかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 まず、法人に新規就農者を加えてはどうかということで、それはまず法

人設立のときという解釈でいいますと、それぞれ当然法人をやろうとした方々が集まって

やるわけでございますから、初めてやる方であっても問題はないというふうに考えてござ

います。その中でそういう相談があったときはいろいろ、どういうことができるのかとい

うことについては当然農協、関係機関含めて検討していきたいというふうに考えてござい

ます。また、浦幌モデルというようなことでございますが、言われましたようにそれぞれ

のケースによっていろいろ違うというふうに考えてございます。１法人、今現在あります

けれども、あれが立ち上がるまで約３年近くいろいろ勉強会をしながら支援をしながらや

ってきてございます。ということを考えますと、そういう相談を受けたときには最大限の

支援をしていきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 
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〇田村議長 河内議員。 

〇河内議員 大変難しい問題でありますので、相当これについてはいろいろな検証なり考

え方を整理していかなければなかなか難しい制度であると思いますが、ぜひ今後に向けて

可能性のある限りこの辺の支援制度について考えていただきたいなと思います。 

 それで、関連しますが、引き続き３点目、４点目について質問をさせていただきます。

10年前にランドハートを立ち上げたときと今とでは環境が違うということがありますが、

努力すれば必ず業績、所得、休日、全ての環境において改善することができるのだという

ような希望の持てるような、向上心の持てるような将来でなければ、なかなかこういった

ものは進んでいかないのではないかなと考えております。まずは、小規模、中規模経営者

の搾乳農家の共同による法人設立が基本的な方法だと思いますけれども、ただしそれが無

理であると判断した場合には、他の選択肢も考えるべきであると考えております。 

 １点目として、先ほどの私の提案と重なりますが、耕作農業者から搾乳メンバーに加わ

ることも可能性として考える。集落的共同だけでは無理である場合、異業種からの参入、

現実的には地元ＪＡ、ほか企業参入も含め可能性として考えていく。３点目、先ほど述べ

たように、若手の新規就農者も加えて法人化ができるように検討していく。私は、以上３

点についていかがなものかなということで考えているわけですけれども、それらの考え方

についてご意見をお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 まず、法人を立ち上げるときなりに耕種農家を加えてはどうかというよ

うなお話がございました。それにつきましても、それぞれの考え方があろうかと思います。

と申しますのは、耕種農家が入って不足する面積の飼料畑を確保するなり、いろんなそれ

ぞれの考え方において設立時の考え方だというふうに考えてございます。ですから、行政

なり農協さんも含めてですが、こうしなければだめだというものはないというふうに考え

てございます。 

 また、農協さん出資型の法人設立ということでございますが、先ほど町長のほうの答弁

にもありましたように、組合員さん方の中で法人化を進めたらいいのではないかというこ

とですけれども、なかなか自分らではやる方がいないという中で、その報告の中でも農協

さんとしても今後その辺を検討していきたいというお話は聞いてございます。その中で町

としても農協さんのほうとお話ししているのは、やっぱり一番は場所、土地と人材、あと

資金というようなお話をされてございました。その辺含めて、今後それらについてどのよ

うな形で対応していけるのかということについては、農協さんと継続的に協議をするとい

うことになってございます。 

 また、若手、先ほど言った新規就農の方を法人に入れてはということでございますが、

いろいろ方法はあろうかと思います。当初から入られる場合もあるでしょうし、研修をし

て将来的な経営の候補者という形で入られる場合もあると思います。それは、それぞれの
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場合においていろんなパターンがあるのかなというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 河内議員。 

〇河内議員 今お答えいただいたわけですが、ここに十勝酪農法人会の会長さんの記事が

ありますが、この方は新得町で2001年から法人化で酪農家３戸で設立されているわけです

が、現在畑作農家の方が１名、新規就農者の方が１名加わり５名で運営されているという

ことだそうであります。今ご説明があったようにいろんな形が考えられるわけで、今後ぜ

ひ参考にした中で今後の考え方も進めていただきたいなと考えております。 

 ３点目と４点目の質問としてお伺いいたしますが、浦幌乳業の生クリームの品質は大変

すばらしく、大変強い競争力を持っているということで森永乳業の社長もコメントされて

いるようであります。現在交渉中のＴＰＰと関係してくると思うわけですが、やはり日本

での競争力はもちろん、国際競争力がこれから求められるわけですが、情報では農林水産

省では現在制度改正が検討されており、農業法人化の出資制限の緩和、役員の過半数が原

則150日以上農業に従事しなければならないなどの要件の緩和、農地の売買、賃貸借の規制

を緩和する等の検討がなされているということであります。また、規制緩和に向けて農振

法、農業委員会のあり方も検討されているようでございます。ぜひ、今後搾乳農家の設立

については、こういった時代の流れを見据えた中で積極的な政策プランを考えていただき

たいと思っております。今私が申し上げたことについて、どのようなお考えをお持ちです

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 農業委員会局長。 

〇吉田農業委員会事務局長 今のご質問にお答えをしたいと思います。農地にかかわるご

質問も一部入っていたというふうに思いますので、私のほうからご答弁をさせていただき

たいと思います。 

 議員ご質問のとおり、平成21年の農地法改正によりまして、一般法人、農業法人も賃貸

のみでありますが、賃貸のみで農地を借りて農業を行うことができました。現在浦幌町で

も平成21年度の農地法改正以降、現在２件の農業法人が営農されているところであります。

ご承知のとおり、農業生産法人は農地法で規定されている要件を満たした法人が農業生産

法人と言われているわけでありますけれども、農業生産法人は従来から売買、自分で土地

を所有したり、あるいは賃貸することができました。しかしながら、規制改革によりまし

て、前段申し上げたとおり平成21年度より一般法人も、賃貸のみでありますが、条件つき

で農地を借りて営農することができました。ご案内のとおり、農業生産法人は農業のこう

いった状況を改善する一つの極めて有効な手段だというふうに認識しておりますが、今答

弁があったとおりいろいろな課題を克服しなければいけないということだというふうに思

っております。１つには、法人化することによりまして、経営管理能力の向上あるいは機

械、施設の合理化、規模の拡大あるいは複合化、あるいは新規事業の展開が可能となると
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いうふうに思っておりますが、そのほかにも税制上のメリットがあるというふうに認識し

ておりますが、そのためにはいろんな課題が浦幌町の中にはあるのだというふうに思って

おります。そのために、法人化の設立は極めて有効な手段だと思いますので、そういった

明確なビジョンを持った個々人の集団化ということが有効だというふうに思いますので、

今後とも農業委員会といたしましても法人化の支援ということは事業の大きな業務の中に

入っておりますので、支援をしていきたいというふうに思っております。 

〇田村議長 産業課長。 

〇大山産業課長 積極的な町の考え方、プランをということでございますが、先ほども申

しましたように、今現在農協さんともいろいろ相談をさせていただいております。また、

それぞれ農業団体の方々が畑作における先進事例、工事の先進事例、酪農の先進事例なり

も調査されていると聞いてございますので、農協と話しているのは農協の今の５カ年計画

の中で何とか前へ進めないかということで検討してございますので、その辺を十分に詰め

ていきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 河内議員。 

〇河内議員 ありがとうございます。期待しておりますので、ぜひ積極的に推進していた

だきたいと思います。 

 ４点目についてお聞きしたいと思います。2011年に作成された十勝農産業生産ビジョン

によりますと、十勝の2016年までの農業生産の中において1,405億円耕作部門、畜産部門

1,502億円と30％増を畜産部門で見込んでおります。耕作部門においては３％増でありま

す。これは、耕作部門というのは品種改良によっての増産はあっても、飛躍的に残念なが

らそういった生産高をふやすということは難しい状況に今あるというところであります。

しかし、畜産、こういった生乳については30％を見込んでいるということでありますから、

やり方によっては大きく飛躍する可能性を秘めているということで、ぜひこのことを念頭

に置きながら今後の農業振興について対応していただきたい。しかし、従来の農業耕作部

門に力を入れなくてもいいということではございませんので、ぜひこれらのことも踏まえ

た中で進めていただきたいなと考えております。 

 また、搾乳農家４戸で始めた農業生産法人ランドハートの成功についてですが、総額７

億円の事業費のうち国の支援２億円、町の支援として借入金の利息の２分の１を５年間補

助、農地賃貸料160町歩の２分の１、これについても５年間助成、固定資産税に対する２分

の１の５年間助成補助、模範牧場での哺育から育成の受託体制の整備、農業委員会と連携

した農地のあっせん、ＪＡを中心とした農作業受託組織の整備などがありました。現在で

は、1,100頭の牛を所有する規模に拡大して、搾り牛が600頭以上、年間7,000トン以上の生

乳を生産しているとのことであります。また、先ほど浜頓別モデルということでお話があ

りましたが、酪農生産規模拡大で10年間で12件の農業生産法人を浜頓別町では実現してお

ります。平成19年にはＴＭＲ、先ほど説明がありました。飼料部門の分離、法人化を行っ
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ております。将来的な効率性を考えるならば、このようなＴＭＲの法人化というようなこ

とも将来的には考えていかなければならない。このことによって、法人化の初期投資が削

減できる。また、その他の酪農家においても非常に効率的な運営ができるということがあ

ると思います。これらの点について確認をさせていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 まず、最初にありました今後のビジョンの中で、極端な言い方をすれば

浦幌で乳量をどうしていくのだということだろうと思いますけれども、それにつきまして

は今現在いろいろな町単の対策を実施してございますが、その状況を見ながら今後とも対

応してまいりたいというふうに考えてございます。 

 また、先ほどＴＭＲセンター含めての関係でございますが、それについても農協さんが

取りまとめたアンケートの中では、希望があるが、なかなか使う方がいないという。ただ、

条件が整えばあるというようなお話を聞いてございますし、関係団体のほうで視察に行っ

たりというふうにも聞いてございます。その辺を含めて、今後とも内容的な部分について

は検討していきたい、協議をしていきたい。それは、法人の設立に向けてもそうでござい

ますが、そういうことでございますので、ご理解願います。 

〇田村議長 河内議員。 

〇河内議員 時間がありませんので、残された時間はしょってお聞きしたいと思います。 

 町長は、第３期まちづくり計画の中で行政経営を行っていくのだということをはっきり

述べております。それは、私はある意味めり張りのある政策をきちっとやっていくのだよ

という考え方だと思っております。20年間続いた第三セクターの浦幌乳業の発展的に森永

乳業に持ち株を譲渡して相当な譲渡益が生まれているわけですが、それを使えという意味

ではございませんけれども、私はやはりそういったこともある一面意識した中で今後の政

策というものを考えていってもらいたいと思っております。 

 先ほどからの説明の中で、いずれにせよ共同出資による搾乳農家の法人設立の必要性に

ついては十分ご理解をいただいているし、やる気があると思っております。しかし、答弁

の中で今後において法人設立の動きがあった場合は、本町はもとより浦幌町農協や農業改

善センターなど関係機関が一丸となって全面的に支援してまいりますというような答弁で

ございます。私は、もっと積極的にこの辺の設立については考えて実行していってもらい

たい。最後に町長に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 河内議員の酪農経営に対する考え方といいますか、今後の方針といいますか、

今後のビジョンというような、大枠はそういう質問だろうというふうに思います。まさに

浦幌町の基幹産業は農業でありまして、その農業の中でも畑作と酪農が今半々の割合を占

めているということであれば、まさに酪農経営というのは浦幌町にとって大変貴重な、ま
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た基盤産業の大きなものであるというふうな認識は当然しているところであります。その

中で、どうしても酪農家の皆さんの高齢化、また後継者不足も含めて離農が最近多くなっ

ているということも事実でありまして、これについては本当に将来を見据えた酪農経営に

対する町としての方針もしっかりしなければならないなということは十分承知をしている

ところであります。 

 また、先ほどから出ています農業法人の設立ということにつきましてもいろいろご指摘

がありました。私も酪農法人の設立ということについては、酪農経営においては大変必要

だというふうに思っておりまして、特に農業団体の青年の若い人たちとの会合では常にそ

の話をさせていただいてきました。ただ、浦幌農協の５カ年計画の中にもありますとおり、

なかなかそれが進んでいかないという状況もあります。ただ、ＪＡとしても、今ＪＡを主

体とした方法についても今後検討していくという５カ年計画の中にありますので、私ども

としては酪農経営に対する対処方法だけではなく、根本的な部分も含めて法人経営につい

てそういう方向、そういう人たちが出てくれば、ぜひ支援をしていきたいというふうに思

っていますし、ただ法人が格式的な方策、支援事業をつくっても、なかなかそのニーズに

合わないということがあるのだろうと思います。酪農経営を法人化したいという人たちが

あれば、その人たちの希望に沿いながら事業を構築していく、そういう補助事業をつくっ

ていくということが大変必要だろうというふうに思っておりまして、ぜひそういう人たち

が出てくる機運が盛り上がっていただきたいなというふうに思っているところでありま

す。ただこれを、では浦幌町が単独でその法人をつくっていくのかということになれば、

当然ご理解いただけると思いますけれども、そのようなことにはならないというわけであ

りますので、ここは農業法人といいますか、浦幌町農協ともいろんな検討、そして相談さ

せていただきながら、その方向に向かっていくように進めてこれからもいきたいなという

ふうに思っているところであります。 

 24年から本当に緊急対策として制度を３つつくらせていただきました。この制度も今う

まく活用していただいておりますけれども、新規就農というのはなかなか難しい状況にあ

るということも事実でありまして、ただその新規就農に対する支援立てについても、これ

から十分検討を重ねながら、今ある制度もうまく活用してもらうように詰めてもらいたい

な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、法人を設立する方法

としては、いろんな切り口があるだろうというふうに思いますけれども、ぜひその法人が

設立できるような環境づくりをこれからも町としては進め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 私は、本定例会において通告に従い、一般質問をいたします。 
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 コミュニティバスの利用状況と今後の対策について。交通弱者と言われる町民に対して

の配慮からコミュニティバスを一つの手段として取り入れ、このたび約１カ月間の試験運

行が実施されたが、来年２月にも行われる２回目の試験運行前に次の２点について伺いま

す。 

 １点目、試験運行に至るまでの町民周知については、チラシ、広報、アンケート調査を

行ったと聞いているが、ほかにどのような方法で周知されたか。 

 ２点目として、１回目の試験運行で利用者数は少なかったと伺っておりますが、この結

果をどのように捉えているのか。 

 以上、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 二瓶議員の質問にお答えします。 

 コミュニティバスの利用状況と今後の対策についてでありますが、本町では昨年度に北

海道運輸局帯広運輸支局、北海道、関係する交通事業者、学識経験者、町民の代表者など

で構成する浦幌町生活交通ネットワーク計画協議会を設置し、本町における望ましい公共

交通体系のあり方について検討を進めています。本年度は、国の地域公共交通確保維持改

善事業費補助金の交付決定を受け、既存のＪＲや患者輸送路線バス等の公共交通体系の現

状分析、15歳以上の全町民を対象とし、公共交通に関する町民ニーズの把握を目的とした

アンケート調査、新たな公共交通体系の路線設定や運行時間等の妥当性検証や利用者の意

見を反映させることを目的とした実証調査運行などを実施しています。 

 ご質問の実証調査運行に関する周知方法については、町広報紙９月号、11月号での誌面

掲載、10月号、11月号へのリーフレットの折り込み、町ホームページへの掲載、10月16日、

11月２日発刊の十勝毎日新聞及び北海道新聞へのリーフレットの折り込みを行いました。

また、新聞紙面での関連報道が多数ありました。９月27日には、浦幌町の生活交通を考え

るシンポジウムを開催し、アンケート調査の概要報告、講演とあわせて、実証調査運行に

関する周知を行いました。また、浦幌町町民参加条例により実施している地域との意見交

換の場まちづくり出張説明会や老人クラブの例会、高齢者の方の学びと交流の場寿大学に

おいても、このたびの事業に関して説明する機会をいただき、周知を図ってまいりました。 

 実証調査運行については、10月21日から１カ月間、本町の市街地域を運行する市街地循

環バスと郊外部における予約運行型乗り合いバスの２種類の運行形態により実施しまし

た。市街地循環バスは、市街地内を北ルートと南ルートの２つに分け、１日６便、定時定

路線で運行しました。利用者数は138人、１日平均6.3人でした。予約運行型乗り合いバス

は、郊外部を６つのエリアに分け、エリアごとに運行する時間と曜日を設定し、運行しま

した。予約があり運行した回数は26回、利用者数は29名でした。 

 今回の実証調査運行は、新しい交通システムの本格運行に向けた調査段階での問題、課

題点の抽出や改善策の立案を目的に実施しています。市街地循環バスの利用者数は決して
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多いと言えるものではありませんが、当初の目的である問題点等の把握はできました。郊

外部の予約運行型乗り合いバスは、本来であれば正確な需要調査を行うために既存の患者

輸送路線バスの運行を休止する必要がありました。しかし、患者輸送路線バスの現利用者

の混乱を招くおそれがあったため、患者輸送路線バスの運行は休止せず、運行曜日が重な

らないように設定した中で運行いたしました。このため、29人という利用者数は正確な需

要を反映したものとは考えておりません。実証調査運行期間における患者輸送路線バスの

利用者数は416人でしたので、これらの利用者数も勘案して検討を行います。 

 本町では、今後実証調査運行に関する問題点の詳細分析を行い、改善策を立案した後、

浦幌町生活交通ネットワーク計画協議会に報告、議論を経て、路線設定や運行時間等を見

直し、来年２月に２回目の実証調査運行を実施したいと考えています。 

 以上、二瓶議員への答弁といたします。 

〇田村議長 二瓶議員。 

〇二瓶議員 浦幌町生活交通ネットワーク計画協議会、このものが設立され、そういった

中で公共交通体系のあり方について検討を進めている中で今回の実証調査を行ったという

ことでございますけれども、この協議会、北海道運輸局帯広運輸支局、北海道、関係する

交通事業者、学識経験者、町民の代表者ということでございます。こういった方々をもっ

ての計画協議会ということでございますけれども、本町としてこの構成の中に入っていな

かったのかどうかをまず確認したいと思います。あわせて、構成員のメンバーといいます

か、それの確認をさせていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 ただいまのご質問につきまして、私のほうから説明させてい

ただきます。 

 現在試験運行等を行いました浦幌町生活交通ネットワーク計画協議会の構成委員の関係

だと思いますけれども、構成メンバーにつきましては利用者代表、それから学識経験者、

それから公共交通事業者、それから道路管理者、北海道警察、北海道運輸局、北海道、そ

れから計画策定、そういう区分におきまして委員を選定することになっております。それ

で、利用者代表につきましては、浦幌町商工会、それから連合行政区長会、それから女性

団体連絡協議会、老人クラブ連合会、それから身体障害者福祉協会浦幌分会の団体からそ

れぞれ１名ずつ推薦をいただいております。それから、学識経験者につきましては、北大

の大学院工学部のほうから准教授の方をお願いしております。それから、公共交通事業者

につきましては、バス、タクシーの会社４社並びにＪＲ浦幌駅の駅長さん、それから道路

管理者におきましては国の機関であります帯広開発建設部、それから北海道総合振興局の

帯広建設管理部の浦幌出張所、それから北海道警察につきましては池田警察署、それから

北海道運輸局につきましては帯広運輸支局、それから北海道につきましては北海道総合振

興局、それぞれから１名の委員さんをお願いしております。そして、計画策定といたしま
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して、本町の副町長、それから保健福祉課長、それから産業課長、施設課長、以上４名が

町の代表委員となっております。加えまして、事務局はまちづくり政策課が担当しており

まして、委員さんにつきましては全員で20名という構成になっております。 

 以上で終わります。 

〇田村議長 二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいまの答弁で町もこのことに加わっていることは理解できます。 

 しかしながら、当初町長からの答弁の中で町が入っていないということを聞いたときに

は、またこれも町が第三者に委ねている部分が多分あるのかなというような考えを持った

わけでございますけれども、今改めて質問させていただいたところ、町も入っていると。

こうやって質問してようやくわかるような内容、何か全面的にほかに委ねているのではな

いかなというような思いがあるわけですけれども、町長においても本当に浦幌に住んでよ

かった、住みたい町浦幌にするという中身においては、もう少し積極的な取り組みといい

ますか、町としてただいま言われたこのネットワーク協議会の皆さん方にも素案といいま

すか、そういったものも提出しながら進める方法も一つとしてあったのではないかと思い

ますけれども、その点についてどのように考えているか伺っておきます。 

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 今回の試験運行につきましては、先ほど申し上げましたネッ

トワーク計画協議会の構成員で最終決定はいたしますけれども、実施する内容につきまし

ては事務局でありますまちづくり政策課が中心になりまして考えていくわけですけれど

も、この協議会の内部に分科会という組織を設けてございます。この分科会につきまして

は、浦幌町の上浦幌、それから吉野、稲穂、厚内、市街地の各地区から数名ずつ一般の方

を選任いたしまして、具体的計画の素案につきまして個々説明をいたしまして、それぞれ

の地域の実情を勘案していただきましてご検討いただくという分科会でございます。上浦

幌地区につきましては２名、それから吉野地区につきましても２名、稲穂地区１名、厚内

地区２名、市街地区が７名いらっしゃいまして、この分科会の代表につきましては北海道

大学の准教授の先生にお願いいたしまして、取りまとめをお願いしているところでござい

ます。そのように分科会等を中心にしながら今回の実証試験あるいはその前段のＪＲ、バ

ス等の現況調査、それからアンケート調査等の結果を踏まえて、今後の２回目の実証試験

に向けて検討を重ねていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 二瓶議員。 

〇二瓶議員 このことについては以上で終わりたいと思いますが、次に浦幌町生活交通ネ

ットワーク計画協議会が公共交通体系のあり方について検討を進める上で、その目的につ

いて改めてお伺いをしたいと思います。 

 地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保、その他旅客の
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利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項の協議を行

うことが目的とのことであるが、このことは地域住民の生活対策上から、いわゆる買い物

難民と言われる方々への対策とも関連されると思われますが、この点についてどのような

お考えかお伺いします。 

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 お答えいたします。 

 このネットワーク協議会の目的は、ただいま二瓶議員がおっしゃったとおりでございま

す。今回の実証試験につきましても交通弱者の方々の足の確保が当然目的でございますけ

れども、それ以外に地域活性化という目的もございます。これにつきましては、今回の路

線についても浦幌駅を中心にいたしまして、外部から浦幌市街地中心に住民の方を運びま

して、そして市街地地域の活性化を図るというようなことが目的でございますので、それ

らを当然達成できますように協議会で今後検討していきたいというふうに考えておりま

す。 

〇田村議長 二瓶議員。 

〇二瓶議員 買い物難民対策も関連する上で、ただいまご説明いただいたように商工会も

構成員に入っているとのことでございますけれども、これ農協あたりは入っていなかった

ように思いますけれども、その辺も含めてですが、今回の実証調査運行の路線系統を決定

するに当たって、また商工会等の意見も十分に伺ってきたのかなと。残念ながら農協は入

っておりませんが、その辺どのように聞き、反映をさせようとしてきたのか、もう一回伺

っ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。 

〇菅原まちづくり政策課長 ただいま二瓶議員のほうからご指摘されましたように、農協

は構成メンバーには入ってございません。ただ、商工会と……経済団体で入っているのは

商工会ということだけで、商工会につきましては市街地における商工業の絡みで広い視野

で見ていただくという感覚で商工会のご指名をさせていただいているところで、あとの利

用者代表につきましてはやはり弱い立場の方々の団体ということで、老人クラブとか女性

の方々とか、そういう方を中心にメンバーに加えているところでございます。したがって、

農協さんがちょっと入っておりませんけれども、その辺は広い視野で検討していきたいと

いうふうに考えております。 

〇田村議長 二瓶議員。 

〇二瓶議員 ある意味広い視野を持ってやっていきたいというようなお答えでございまし

たけれども、先ほどからも市街地区における活性化ということであれば、もう一歩進んだ

メンバーもあってもよかったのかなと思いますけれども、そこで今回の実証調査運行に当

たって約１カ月間調査運行をされたわけでございますけれども、２月に２回目の調査を行
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うということでございますから、その２回目というのはやはり１カ月程度なのか、ある程

度期間を設けるのか、その辺について伺っておきます。 

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 ２回目の実証試験につきましては、当初より２月に１カ月間

実施をしたいというふうに申し上げてきたところでございます。２回目でございますので、

当然１回目の実証試験の問題点あるいは課題点を１月中までに検討いたしまして、２月１

日から実証試験に入りたいと。当初１回目は無償で２回目は有料でということもございま

したけれども、２回目につきましては１回目が比較的、比較的といいますか、期待してい

るよりも若干少な目という状況でございましたので、そういう意味合いからしまして、２

回目は冬期間ということもありますので、そういう意味では夏場の実証試験よりも利用者

はふえるだろうと。２回目ということでございますので、なかなか利用者の実態が把握で

きないということであれば最終的判断にも影響するということで、２回目につきましても

有償ではなくて無償の方向で今検討を進め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 二瓶議員。 

〇二瓶議員 １回目が当初考えていたより若干少なかったと。そういった中で、２回目も

およそ１カ月間をもって試験運行されるということでございますけれども、先ほど町長の

答弁の中にもありましたようにまちづくりの中で地域においての説明会等もやってこられ

たようでございますが、これらの中で各行政区をどのようにして知らせに回るのかなと。

極めてなかなか厳しいものがあろうかと思いますけれども、この中でどういった方法で今

皆さんに知っていただくための方法として考えられているのか。そういった中においては、

先ほどもある程度の把握はできたというような答弁はございましたけれども、どのような

問題点があり、またその解決策をどのように考え、見直しを行って、２月に向けて、さっ

き若干触れていただきましたけれども、周知の方法も含めてこの短期間の中でどの程度や

っていけるのかなということをもう一度伺いたいと思います。先ほど町長の答弁の中にあ

った一定程度の、少なかったことは事実でございますけれども、問題点を把握できたとい

うことの答弁でありましたので、改めてまた伺っておきます。 

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 今後の周知をどのようにしていくかということの質問だと思

いますけれども、先ほど町長の答弁の中にもございましたとおり、まちづくり出張説明会

あるいは老人クラブ等に対しましての説明を従来実施しております。それで、まちづくり

出張説明会につきましては一応３月まで実施する予定でございますので、まだ行政区にお

いては依頼のないところもございますし、そういうところにつきましてはこちらのほうか

らまちづくり出張説明会を開催してはいただけないでしょうかというような依頼と、それ
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から老人クラブにつきましては郡部の寿大学も含めまして一度説明をいたしましたけれど

も、再度この辺のところを説明には歩いていきたいと。一度実施しましたけれども、やっ

ぱり複数回行かないとなかなかご理解もいただけないのかなというふうに考えております

ので、そのように進めていきたいというふうに考えております。 

 それから、今回実施いたしました課題の中に運行しているバスが非常にわかりづらいと

いうようなお話もございましたので、その辺のところは表示を大きくするなり、できれば

音が出るようなバスであれば一番いいのですけれども、どうしても試験運行ということで

専門のバスがございませんので、業者さんのバスを借りてやっているということもありま

すので、そこまでは難しいかなというふうには思っておりますけれども、表示の仕方も少

し工夫してわかりやすいバス、それからどこを走るかにつきましてもできる限りの説明会

をやってまいりたいというふうに考えております。 

〇田村議長 二瓶議員。 

〇二瓶議員 コミュニティバスの運行並びにこれからの収支等々におきましても十分説明

をいただいたのかなと思います。これらについては理解をするところでございますが、質

問を最後にしたいなと思いますので、これ町長に伺いたいと思いますが、今まで説明員か

ら説明をいただきました。これらをもって本格運行に移行する条件といいますか、判断す

る時期ですね、いつごろになるのか。これは、試験運行、試験運行だけではどうにもなら

ないと思いますので、こういった時期を見計らって当然担当のほうも一生懸命やっていた

だけるのでないかと思いますので、その時期等も含めてどのような考えか伺って終わりた

いと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 コミュニティバスの運行につきましては、町民のアンケートの中で町民から

期待する、また希望するという声がありまして、その中で浦幌町としてはコミュニティバ

スの実証運行をさせていただくということにいたしました。町で運行しているバスが路線

がかなりたくさんありますので、それを一括して町民の皆さんの足の利便性を考え、また

町なかの活性化も含めてどういう形がいいのかというのが今実証運行させていただいてい

るところであります。１回目が今終わった段階でありまして、当初から２回実証実験をや

るということで、国に対する補助申請もしておりますので、２回目については特に夏行っ

たので、冬季２月に行うということで、夏と冬の実証実験の中で実際のコミュニティバス

を走らせるかどうかについて判断をさせていただくということに当初からしておりまし

た。そういう面では、今１回終わったばかりでありまして、その中で課題とか反省点とか

いろいろ出てまいりました。運行路線、ルートがいいのか回数がいいのか。また、そうい

う面では停留所の問題等々いろんな問題もありまして、先日中学生の総合学習のときにも

中学生からコミュニティバスについての提案もありました。そういうことも含めて、これ

から計画協議会の中でいろんな課題と、またその問題の解決に向けて論議をしていただい
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て、その中で２回目の実証実験を行いながら、そしてその結果をもって最終的な判断がで

きるのかどうかを判断していきたいというふうに思っています。そういう面では、２回目

の２月の実証実験がどのような形になるのかということも含めて判断をさせていただきた

いなというふうに思っているところであります。 

〇二瓶議員 以上で終わります。 

〇田村議長 これで二瓶隆議員の一般質問を終わります。 

 次に、８番、杉江博議員の質問を許します。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 私の質問を始めます。 

 財政運営の考え方ということで通告をさせていただきました。我が町の財政状況は、10年

前の平成15年、借金169億円、公債費比率はピーク時で実質公債費比率は23.4％であります

が、公債費も最大時、一般会計で13億9,000万円、基金残高運用時も含めてわずか４億

5,000万円、当時でいう財政再建団体寸前の状況だった。今は、法律が平成21年にかわりま

して、財政再生団体という言い方になっておりますが、そういう状況だったということで

あります。この10年間、各種団体の補助金削減、新たな事業の抑制、農村環境改善センタ

ー休館を初め、公民館や各種スポーツ施設の自主運営など、住民も行政とともに必死に財

政健全化に向けた我慢と努力によって得た数字は、10年後の平成24年度決算時で借金は

60億円減少し、109億円、正確には108億2,000万でありますが、実質公債費比率も12.1％、

基金はおよそ30億増加し、34億5,000万円に回復をしましたが、中学校校舎、体育館の耐震

強度不足による安全確保のための建てかえ、防災無線や避難場所、避難道路の設置、役場

庁舎耐震補強など、にわかに防災、耐震対応の歳出がふえています。今後も防災無線のデ

ジタル化、数億円単位の予算を必要としている事業が想定されます。これまでの行政改革

で見えてきた財政健全化の数字も、今国の進める国土強靱化の政策にのって、インフラの

整備、補修に財政投資を進め過ぎれば、ツケは住民が負担することを忘れてはなりません。

平成25年度の借金返済は、一般会計で約８億円、特別会計の下水道会計２億4,000万、簡易

水道会計で１億5,000万、ほか町有林野、個別排水合わせて2,500万、それぞれ合わせます

と約12億1,600万円の償還額となっています。公債費比率が下がったといっても管内平均よ

り高く、町債も今年は既に19億1,900万まで達しております。過疎債などで交付税措置され

たとしても、３割負担で６億円以上となります。現状で既に公債費比率は数年後まで11％

台から下がらない状況になってきています。住民の安全確保のためとして、慎重審議を重

ねながら進めてきた防災関連事業でありますが、財政運営についていささかの懸念を持つ

ものです。今後の財政運営については、基金が34億円になり、一部は公共事業に供する基

金として積み立てていることから、交付税措置のある事業以外の補助金残は自主財源での

運営に改めるなど借り入れに依存しない運営に改めなければ、将来負担は軽減されないと

考えます。財政状況の改善が見られたことで各種の政策の見直しも求められてきていると

ころですが、町長の考えを伺います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員のご質問にお答えします。 

 財政運営の考え方についてでありますが、ご質問の冒頭にありましたとおり、10年前に

おいて危機的状態であった財政状況がここまで回復することができましたのは、町民の皆

様と一体となって行財政改革に取り組んできた成果であり、この間町民の皆様方には我慢

と努力をしていただいたことに心から感謝しているところであります。 

 財政運営といたしましては、公債費を減額し、基金積立金を増額することに努めてまい

りましたが、施設の老朽化に加え東日本大震災の影響を受け、昨年度からは防災関連の建

設事業が増加となっており、起債を充当し、事業を行っていることから、今後の起債に対

する償還金の減額は見込めず、実質公債費比率においても横ばいに推移する見込みとなっ

ております。 

 しかし、町民の安全な暮らしを守るためには、防災関連事業は欠かすことのできない政

策であり、過疎対策事業債では措置されなかった事業においても緊急防災・減災事業債に

よって有利な起債条件のもとに事業を実施できることから、今後の財政運営には大きな影

響を与えない選択であったと考えております。 

 また、単年度会計主義で運営されている町の予算において、世代間の公平性を考慮し、

後年度の利用者にも一定の負担をしていただくことを趣旨としている起債事業について、

起債償還額に対する交付税措置の有無にかかわらず、基金充当により単年度で事業を実施

することは、起債事業の本来の趣旨から外れてしまうため、ある一定の起債の借り入れは

住民の公平性を保つ上で必要であると考えております。 

 しかしながら、財政状況が以前よりも改善されたことを事由として建設事業や起債の借

り入れを増加させることは過重な将来負担を招きかねないことであり、本年度当初予算で

見てのとおり、臨時財政対策債を除いた建設事業における起債事業については、家賃収入

によって償還額を賄う公営住宅建設事業債のみが交付税措置されませんが、その他の建設

事業においては交付税措置を十分に考慮した起債事業の内容となっております。 

 本町の平成25年度一般会計当初予算額58億9,100万円における財源は、町税や使用料など

の自主財源が９億8,743万6,000円、地方交付税、国庫補助金などの依存財源が49億356万

4,000円と歳入における割合は78.6％を依存財源が占めており、財政状況が改善されてきて

いる中にあっても、まだ財政健全化がなし得たという状況ではなく、2011行財政改革プラ

ンによる行財政運営を基本として進め、当然のことではありますが、10年前のような財政

状況に陥ることは絶対にあってはならず、また財政状況を回復するため町民の皆様に財政

負担を強いることが二度とないようにするためにも現在実施している第３期まちづくり計

画に基づき適正に事業を進め、最少限の経費で最大限の効果が発揮できるよう堅実な行財

政運営を進めてまいります。 

 以上、杉江議員への答弁といたします。 
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〇田村議長 杉江議員。 

〇杉江議員 ただいまの答弁、私も考え方としてはそう大差ないわけであります。そうい

う中で、数字を並べてここでお話しするのは本当に失礼な言い方かもしれませんが、釈迦

に説法で本当は必要ないのでありますが、きょうは多くの町民の皆さんが傍聴ということ

で来ておられますので、多少財政状況について数字をお話ししながら次の質問に入りたい

と思うのですが、この10年間で60億債務が減ったといっても、実際に10年間で返したのは

171億です。そして、新たに起債したのが78億あるのです。そういうことの差し引きが、169億

あった負債がようやく今109億に減った、そういうことです。当然毎年少ない年で５億、あ

るいは７億の起債、22年度には９億台、そういう数字になって起債をしているわけです。

借金をしながら借金を返して事業をやっている。そういう状況で、どこまでが許される範

囲なのかなということが非常に大事だと思うのです。 

 それで私は、もう既に理事者の皆さんもこのことはご承知だと思いますが、標準財政力

というのですか、標準財政規模というのですか、その町が持っている国が評価する数字で

すね。これは、当然行政の皆さんご承知だと思います。その町の税収などとなっています。

先ほどお話あった、ほぼ10億円の収入が町の自主財源です。そのほかに国が出す交付税足

します。毎年30億から32億の範囲ですから。浦幌は、この指標が41億となっています。こ

れが安全な国の見る財政力ですね、そういうふうになっているのです。それは、十分ご承

知だと思います。ですから、そういう数字から見ますと、41億プラス基金何ぼあるか。今

34億でしたら75億、これが言ってみれば安心な数字だよと、借金75億は安心な数字だと私

は思います。もう一つの考え方です。１年間の事業費、本年度58億、特別会計は大体30億

ぐらいですから。そうすると、88億、90億。少ない年でも85億ぐらいからです。そういう

範囲に債務を下げておくことが安心な数字だと、こういう２つの考え方あると思うのです。

これは、会社経営だってそうだと思うのです。１年の収入より借金をたくさんしてしまっ

て、例えばこれから期待できない国の交付税、下がっていくことも予想されます。上がる

ことは予想できない。交付税下がっても、借金すぐ下がるわけでありませんから。借りた

借金は毎年決まったものを返さなければならない。そういう中では、今申し上げた２つの

考え方の中でもそう数字はたがわないのです。 

 ですから、せめてそういう数字まで借金の残高を近づける努力、それが必要だと思うの

です。そのためには、新たな債務を起こさない。先ほどから私も通告で問いかけましたし、

町長の答弁にもありました。防災関係のこのことについては仕方がない。町民の安心、安

全を守るための施策ですから、大きなお金がかかっても、これは仕方ないです。しかし、

これからの考え方としては、先ほど申し上げた安全圏という考え方では、極端な話、数字

のことで答弁いただいて議論しようと思っていないのですが、例えば公営住宅１億300万、

あるいは今年は１億500万。例えば残を借りないで自主財源でやったら、国が補助金45％出

さないのか。そうなったら自主財源でやればいいではないですか、１億円。そう思うので

す。特別会計でも個別排水、毎年1,300万、500万借り入れしています。それから、下水道
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関係でも修理が膨らみますから、結構起債することもあります。しかし、修理については

１億かかっても自主財源でやる。 

 私は、次のことはわからないのですが、自主財源でやったら浦幌はお金あるから補助金

減らすよ、交付税減らすよと、こういうこともあるのかもしれません。しかし、借金は少

ないほうがいいです。先ほど申し上げたように、10年間で171億返しました。これは、利息

も入っているのです。何ぼ安くても、分母が大きかったら利息も膨らみます。そういうこ

とで、今の考え方の裏づけとして基金をどこまで確保しようと町長はしているのか。一昨

年でしたか、基金が20億になりますよという時期でありますが、私は町長に財政健全化に

向けて一生懸命ためても、後ろ振り向いたら住民いなくなってしまっていたらどうするの

ですかという質問をしたことがあります。町長も覚えておられると思うのですが、そのと

き町長はこういう答弁しました。そんなことはないだろうと。私も、それはそんなことな

いと思います。ただ、基金は十勝の平均だけは積みたい。そのとき十勝の平均は26億と町

長は説明しました。今こういう財政状況の中で、私たち議会も広報に大きく基金34億と書

きました。しかし、109億、まだ借金あるよと書かなかったのはちょっとまずかったなと思

っています。そういう中で、34億になった基金の中で、さあ、いろんなところのたがを緩

めて、あれもしてほしい、これもしてほしい。今回の定例会で町長も高齢者、障がい者に

対する公共施設の利用料の無料化、条例改正もしまして発表されました。個別のことで、

そういうことでいい悪いではなくて、全体的な財政運営の考え方として基金と、私さっき

言った財政力プラス基金の問題ですから、どこまで積み上げて、どういうようにしようと

しているのかなということで伺います。 

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、大きく３点ほどになろうかと思わ

れます。このことについて説明させていただきたいと思います。 

 まず１点は、恐らくは基金にかかわる保有能力と申しますか、保有に係る考え方、また

は起債ですので、借り入れを起こすということの中にあっては当然償還が生まれますので、

その支払い能力はどこに置くのだと。それが数値としてどのように考えているかといった

ようなご質問だったかと思います。 

 まず、この２点について先にご説明させていただきたいと思います。確かに基金の保有

ですとか支払い能力において一定の数値をもとに判断基準として持つのも一つの考えであ

ろうと思います。ただ、状況と申しますか、情勢によってはいろいろ変わることがござい

ます。といいますのは、交付税というのは、先ほどご質問ございました、いわゆる標準の

財政規模についても、これは国の算定における、いわゆる類似団体における算定の内容に

よっては、歳入歳出における意味合いとして数字が変わってきているのも事実であります。

これは、ある一定の額をもって算定するということになり得ませんので、言いかえますと

判断とするにはなかなか厳しいものがあるのかなというふうに捉えているところでござい
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ます。 

 もう一点は、経常収支の関係でございますけれども、いわゆる必要経費として義務的経

費が発生する。公債費もそうですけれども、人件費等を含めて、その金額が必ず義務的に

発生をして支出が伴っていくものだと。これは、ある一定の計算といいますか、年次的に

は歳出額を抑えることができるわけでありますけれども、こういった分もある意味では団

体の、いわゆる財政力の一つの要素にあると言われている部分もあります。ちなみに、今

年の１月の話で申しわけございませんけれども、報道でされました23年度の決算にかかわ

ります、恐らく決算統計のかかわりがありますので、通常なかなかすぐには出ませんので、

平成23年度の経常収支比率については、浦幌町においては管内の上から10番目というふう

になっております。このことにつきましては、最も収支比率が低いところが72.9％という

ことで、浦幌町は81.7％となっております。実質公債費比率の関連ございますので、平成

23年度においては12.4ということで、これは管内からいくと13番目ということで、どちら

もほぼ中間の位置をなしているかなということでなっております。ただ、おわかりいただ

けるとおり経常収支比率が81.7ということで、管内を見ますと83.1ということで低い水準

であります。ということは、やはり先ほどご指摘ございました行財政改革における、いわ

ゆる経常収支的な、物件費は特にそうなのですけれども、そういったものの削減的な部分

として進めてきたといった一つの効果なのかなと捉えております。そういったことも一つ

の目安となりますので、一概にはやはり基金の保有なり支払い能力について数値を求める

ということはなかなか難しいかなと思ってございますし、国の交付税の算定等におきまし

ても一定の数値にないわけでございますので、特に今般言われております交付税における

別枠加算というのが非常に論議が国のほうでされております。総務省の見解と財務省の見

解と総理大臣の見解がなかなか合っていないということで、一応2,000億円とも言われてお

ります別枠加算について非常に懸念がされているところでございます。こういったことか

ら、交付税の算定もなかなか難しい状況にあった中では、一つの目安を立てるのは難しい

かなということで考えているところでございます。いずれにいたしましても、時々の歳入

に伴う状況、環境、それからそれに見合った歳出の環境を整えるということの中では、そ

の都度の判断が必要なのかなというふうに捉えておりますので、この点についてはご理解

をいただきたいと思います。 

 また、先ほどのご質問の中にございました、今年の町債にかかわっても19億を超える額

ということのご指摘ございましたけれども、このことにつきましては既に補正の中でもお

話しさせていただきましたとおり、庁舎の耐震改修、防災改修にかかわる緊急防災・減災

対策事業債、それから津波避難計画にかかわります避難道路の整備事業、また広域消防に

かかわります救急無線のデジタル化の整備等々につきましては、緊急防災・減災対策事業

における起債を見込んでいるわけでありますけれども、26年にわたる工期を見込んでおり

ますので、繰り越しということが発生をいたします。このことについては、19億の中にそ

の分が補正としてはありますけれども、実質的な借り入れはこのことについては翌年度以
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降になりますので、今のところは10億程度かなというふうなことで捉えておりますので、

そういったことも含めてご理解をいただきたいと思います。 

 また、当初予算ベースになりますけれども、先ほどご指摘ございました交付税措置の関

連でございますが、特に公営住宅につきましては、その公営住宅事業者におきましては、

いわゆる家賃収入をもって起債償還に充てるということがございますので、これはいわゆ

る公営住宅に入っている方々が町民全体ではございませんので、特定された方が公営住宅

に入居し、そして家賃を支払いするということで、公営住宅に限っての起債でございます

ので、公平原則につきましては家賃収入をもって充てますので、この起債についてはご理

解を賜りたいと思います。 

 また、起債の状況の中では、先ほどご指摘ございました借入額、また償還額、借り入れ

残高といった中での推移でございますけれども、平成17年のいわゆる行政改革、第３次の

行政改革でございますけれども、ここにおけるところから大きな対応としていろいろ取り

組んできたという経過がございます。平成17年におきます償還額が18億700万ほどございま

した。その後ピークが18年でありまして、18億6,500万となっておりますけれども、平成25年

の現在状況におきますと12億300万ほどになってきたということがございます。また、借り

入れ残高にいたしましても、平成17年度におきましては150億9,000万といった額がそれぞ

れ下がってきた中では、平成18年は140億ほどでございましたけれども、平成25年度におき

ましては111億5,000万といった経過をたどってきてございますので、あわせて先ほどのご

ざいました起債にかかわります交付税措置の対応といたしましても、公営住宅事業者を除

いてそのほかの起債につきましては、パーセンテージは違いましても交付税措置がほとん

どされるといったようなことで、あくまでも一般単独的な扱いの起債償還しているという

のは現在の平成25年度予算においてはございませんので、このことについてもご理解をい

ただければと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 杉江議員。 

〇杉江議員 丁寧な説明をいただきました。 

 浦幌町は、これは道の町村議長会の資料を見ますと、税の収納率高いほうです。道内169の

市町村の中でデータは町村だけです。144になりますか。その中で町税収納率が97％で30傑

ないです。また、国保税の収納も同じく、ご承知のとおり97％収納率で40傑ぐらいです。

ですから、そういう面では非常に財源の確保という面では努力されているというふうに私

も評価をしております。いろいろ問題ある私債権については９月の決算でも議論しました

ので、このことについては触れませんが、私債権、給食費の滞納あるいは負担金の滞納と

いう部分の話でありますが、これはよろしいでしょう。そういう面で、先ほど町長に基金

どれぐらい目標ですかということだったのですが、総務課長の全体的な答弁で数字的なも

のは出されなかったのかなと思いますが、そのことで自主財源をどういうふうに確保する

かというのは大きく変わるのですが、いずれにしても借金は少ないほうがいいということ



- 27 - 
 

です。そのことを念頭に置いて、基金もやっぱりある程度財政出動させなければ町の経済

成り立ちません。先ほども前の質疑の内容を紹介しましたけれども、そういうことである

程度町の仕事も確保しなければならない、どこまで積んでいくのだろうということが私の

一つの質問内容でありましたけれども、いろいろと総務課長が状況を説明しながら、それ

の答弁だったのだろうなということで了解はします。 

 それで、財政問題ですから、これはぜひ人件費問題に触れさせていただきたいと思いま

す。職員の、まず人件費として計上されているのは毎年11億5,000万から11億9,000万ぐら

いですね。その職員給与ですけれども、ご承知のようにラスパイレス、公務員の給料基準

をあらわす言葉ですが、ラスパイレス指数が浦幌町は95と、当然100より低いのです。95、

間違いありませんね。そういう面で、この人件費が財政の現状とあわせてどのように考え

られるか。 

 もう一つ言いますのは、人件費の問題で町長等の給与です。町長の給与、十勝管内で最

低です。平均の十勝管内の給与より10万円安いのです。ちょうど10万円安いです。あえて

ここで金額は言いませんが、平均より10万円安いです。全道でも10番目、もちろん下から

10番目です。そういう状況にあります。このことについて、町長に職員の給与、町長の給

与現状について、今の財政状況から今後の対応としてどんなふうに思っておられるか。こ

れも、職員の給与については行財政改革プラン2011ありますね。その中に人件費、職員給

与の問題でこのように記されています。町民から指示される納得性のある給与水準が求め

られるということで、検討する、検討すると、毎年そういう項目になっていますが、全体

的な考え方としてはこの文言が入っております。そのことも含めて、町長にこのことの判

断を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 財政状況について、今総務課長からお話をさせていただきました。 

 大体公債費の償還と、また借り入れについては、特に過疎債を使える町でありますので、

過疎債を使いながら町行政を行っていくということでありまして、このたびの緊急防災に

つきましては特に1,000年に１度の津波被害が想定される中で、緊急防災で避難路、避難場

所をつくるということで、そういう面では大きな費用がかかりました。ただ、これも５年

据え置きの25年償還ということでありますから、町財政に特に影響が及ぼさないという中

で、これは長期の財政運営を持ちながら、計画を持ちながら今進めていっておりますので、

その点では町民の皆さんに心配かけることはないのかなというふうに思って今進めている

ところであります。 

 その次に人件費の問題がありました。ラスパイレス指数は95.5％ということでありまし

て、今年度97％になるということであります。ただ、公務員給与の7.8％の問題で、国は国

家公務員２年間7.8％、東日本大震災復興に向けるということで下げたので、地方公務員も

下げなさいと。7.8％を考えれば、うちは95.5％ですから103.4％になる。3.4％、地方公務
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員の給与を下げなさいというのをずっと国は言ってまいりました。私どもとしましては、

もともと国のラスパイレスが100を基準としていますから、100を割って95.5％の数字で人

件費を抑制といいますか、職員の皆さんにその95.5％の数字で給与を支給させていただい

ているということで、国が２年間急に下げたから、それに追随するということは必要ない

だろうということで、人件費については見直しをしませんでした。特に職員の人件費につ

きましては人事院勧告というのがありまして、浦幌町はこの人事院勧告を基本的に守って

いくという中で、毎年の職員の給与についてはこれに基づいて、職員組合の皆さんとも話

し合いを進めながら決めさせていただいているところであります。町民が納得する給与と

いうのはいかほどなのかということでいえば、大変そこは町民の皆さんが納得できる数字

というのは、これは大変難しいもので、どの数字を出せば納得していただけるのかという

のは、これは私もわかりませんけれども、ただ今後とも人事院勧告は忠実に守ってまいり

たいという感覚の中で職員の皆さんとはお話をさせていただきたいなというふうに思って

いるところであります。 

 もう一つ、町長の給与がどうなのだという考え方については、大変私から今お答えする

ことは難しいのかなというふうに思っています。ただ、先ほど杉江議員のほうからもお話

ありました。浦幌町は大変厳しい財政状況の中にありまして、そういう中でそれぞれ特別

職の報酬も引き下げをさせていただきました。その中で今現状であるということでありま

して、これは全道平均がいいのか、高ければいいのか安ければいいのかという問題もいろ

いろあると思いますけれども、私は今の段階で浦幌町の状況を考えるのであれば、この状

況が今直ちに直すということについてはいかがなものかなというふうに思っておりまし

て、今この現状で正しいとか悪いとかは言いませんけれども、この状況で決して問題があ

るという考え方、今のところは持っておりません。 

 以上であります。 

〇田村議長 杉江議員。 

〇杉江議員 本人に本人の給与の話を伺うのですから、大変失礼な話かと思うのですが、

財政状況の話ですからお伺いをしました。先ほどから話ありました緊急防災・減災債、こ

れは本当に助かったと思っています。将来の負担を少なくする中で、しかしこういう借り

入れをしていくのだよということは町民の皆さんにもわかっていただきたいと思いまし

て、議論の対象としましたし、これからもできるだけ借金はしない。無理した投資はしな

いことの対応をお願いする次第であります。 

 以上で終わります。 

〇田村議長 これで杉江博議員の一般質問を終わります。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 
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午後 ３時２７分  休憩 

午後 ３時４４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 成年後見制度について一般質問をさせていただきます。 

 成年後見制度の担い手は、これまで親族が大半を占め、ほかに職業後見人として弁護士

や社会福祉士などの専門職が担当してきました。しかし、ひとり暮らしの高齢者の増加な

ど社会環境が変化し、今後制度を必要とする人がふえていくことが見込まれます。このた

め、日常的な金銭管理、施設への入所契約など、比較的難易度が低いケースを成年後見人

が担うことが期待されています。国は、この制度を町村の努力義務としていますが、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、高齢者のみの夫婦、単身世帯で近くに身寄りがいない人の状況は把握されてい

ますか。 

 ２点目、この制度の町民への周知は行いましたか。 

 ３点目、養成講座の開設をする考えはないか。 

 以上、３点をお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員の質問にお答えいたします。 

 成年後見制度についてでありますが、精神的な疾患、知的な障がい、または認知機能の

低下等により金銭等の管理がままならない状態にある方に対して、家庭裁判所に申し立て

を行い、後見、保佐、または補助といった分類により対象となる方の後見人、保佐人また

は補助人を定める制度でありまして、議員のご指摘のとおりご家族が後見人等に当たる場

合が大半を占めております。 

 本町においては、平成20年度に介護保険の任意事業として、判断能力がない高齢者等に

身寄りがいない場合、町が家庭裁判所へ成年後見の申し立てを行うに当たり、生活保護等

の方については裁判に要する申し立て費用、鑑定料等の助成及び後見人報酬の助成を行う

浦幌町成年後見制度利用支援事業実施要綱を定めています。 

 成年後見制度は平成12年より実施されていますが、国は平成23年６月に老人福祉法の一

部改正を行い、市町村において後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成、いわ

ゆる市民後見人の活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる

者の家庭裁判所への推薦、その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定め
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られたところであります。 

 １点目の高齢者のみの夫婦、単身世帯で近くに身寄りのない方の状況が把握されている

かについては、現在地域包括支援センターの活動の中で身寄りがいない高齢者と思われる

方の状況把握に努めているところであります。 

 ２点目のこの制度の住民周知については、介護保険制度を含めた個別にかかわる相談に

おいて、適時成年後見制度の説明を行ってきたところであります。 

 ３点目の養成講座を開設する考えはないかについては、成年後見人制度は被後見人等の

権利と財産を保護する制度であり、地域によって専門職がいない場合、また近くに親族が

いない等による担い手として市民後見人がありますが、この市民後見人となるためには

50単位、300時間にも及ぶ養成講座を受けていただき、その後家庭裁判所において市民後見

人として選任を受け活動をしていただくものです。 

 認知高齢者が増加傾向にある中ではありますが、成年後見人制度の周知とあわせ相談支

援を行うとともに、市民後見人の養成につきましては北海道及び管内の動向を注視しなが

ら検討してまいりたいと考えております。 

 以上、福原議員への答弁といたします。 

〇田村議長 福原議員。 

〇福原議員 １点目の高齢者のみの夫婦、単身世帯のことでお伺いいたします。 

 現在調査中ということでお話がありました。いつまでに調査をするのか。現在の進捗状

況というのでしょうか、それなどはどのようになっているか。現在、高齢化率は約33％と

いう非常に浦幌町も高い高齢化率になっております。現在進行形でいろいろな変動がある

と思います。亡くなったり、またそういう状態の人がふえたりということで、その辺の現

状は把握されているかどうかお伺いをいたします。 

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 ただいま福原議員のご質問でございますが、１点目の高齢者のみの

世帯、単身世帯で近くに身寄りがいない人の把握状況というような内容でございますが、

この把握につきましては浦幌町包括支援センターの活動の中において実態を把握、調査を

行っております。しかしながら、いわゆる親族というような形になりますと、いわゆる身

内ということで、なかなか親族のところの状況までは踏み込めない。例えばお子さんはい

ますか、お子さんがいなければ兄弟はいますか、そして兄弟がいなければめい、おいとい

うような形の親族がいますか。これは、あくまでもプライバシー、個人の情報に係るもの

ですから、なかなかそこまで踏み込めないというような状況がございますが、包括支援セ

ンターの相談活動事業、または包括支援センターの高齢者生活実態調査の中で把握できる

部分については調査を行っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 福原議員。 
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〇福原議員 地域包括支援センターの活動の中で把握をしていくということですが、いろ

んなケース・バイ・ケースということで大変な状況にあるかとは思います。ですが、浦幌

町の住民、五千何がしの住民の実態を把握していかないと、こういう福祉の制度も生かさ

れていかないと思いますので、この辺は速やかに実態調査をしていただくよう進めていっ

ていただきたいというふうに思っていますが、この件についてどのようにお考えでしょう

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 ただいま速やかに実態調査をしていただきたいというようなご質問

がありましたが、確かに把握をするということは重要なことでございます。しかしながら、

先ほども私の答弁の中で申しましたように、いわゆる個人の家族の状態まで踏み込んで調

べていくというのはなかなか困難をきわめるというような状態がありますので、できる限

りの努力を行いながら情報把握に努めていきたいと考えております。 

 なお、現在今高齢者実態調査を行っておりますけれども、その中ででも、例えばご家族

の構成を聞くと、なかなかその部分についてはお答えしていただけないというようなお方

もおられると思いますが、その辺のところは余りそれ以上確認することはできないと思わ

れますので、包括の活動で行える範囲の中で情報把握をしていきたいと考えておりますの

で、よろしくご理解のほどお願いいたします。 

〇田村議長 福原議員。 

〇福原議員 この制度は、本人が十分な判断能力があるうちに将来判断能力が不十分な状

態になった場合に備えての制度なのです。それで、日常の中での見守りが大切ということ

です。全ての町民への説明をするべきと思いますが、２点目でお伺いしました成年後見制

度の説明をどのような形で行ってきたかお伺いをいたします。 

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 ただいま福原議員の中で成年後見人制度の、いわゆる判断能力がま

だある方のうちから後見人をつけられるというようなご説明がありましたが、この成年後

見人制度というのは、いわゆる判断能力が不十分になる前に後見人をつける任意後見人制

度、それから判断能力が不十分になってから後見人をつける法定後見人制度と、この２種

類の後見人制度がございます。そして、後見人には後見人、それから保佐人、そして補助

人というような３種類の後見人等の方がおりますが、その方々はそれぞれご本人の判断能

力の程度によってそれぞれ分けられて家庭裁判所から選任されるというような状況でござ

います。 

 町民の周知でございますが、現在までは包括支援センターの活動の中で個別にそういう

ような相談があった場合に、この制度の説明を行いまして、ご家族の方に制度の理解と制

度の活用を説明しているところでございます。 
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 以上でございます。 

〇田村議長 福原議員。 

〇福原議員 個別ということで今おっしゃられたと思います。私は、全町民にこういう制

度があるということを知らしめて、研修をやっていただきたい。現に十勝管内でも４つの

市町村がこの制度を利用しまして、後見人を養成しているというところがあります。そう

いうふうに全町民にＰＲをしながら、こういうことを国でも町でもやっていきますよとい

うことを私は考えていただきたいと。 

 それと、高齢者・障がい者見守りネットワーク事業に協力していただいている団体、事

業者が58団体あります。その方にも当然こういう制度があるというようなことを知らしめ

て、こういうネットワークに生かしていただきたいというふうに思っているのですが、そ

の点についてはいかがでしょうか。 

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 ただいま福原議員のご質問ですが、確かに福原議員のおっしゃると

おり、成年後見人制度、この制度につきましては多くの町民の方にこの制度の内容を理解

していただき、そして利用が可能な方につきましてはこの制度を使っていただきたいとい

うことで、この制度につきましては認知症、それから知的障がい者、それから精神障がい

などによって物事を判断する能力が十分ではない方、その方に対して、そのご本人さんの

権利を守る援助者をつけること、選ぶこと、それがこの制度のもとになることでございま

すが、確かにこの制度の内容につきましては町民の方で理解されていない、ご存じでない

方が多くおられると思います。議員の指摘のおっしゃるとおり、個別というような考え方

でなく、この制度が浦幌町の町民の方に、多くの方に知っていただくためには、町として

も、例えば講習会、この成年後見制度の講習会を開くというような形のものも考えていか

なければならないのかなと思っております。 

 また、高齢者・障がい者の見守りネットワークというお話がありましたが、確かに見守

りネットワークの方につきましてもこの制度というようなものも理解していただきたいと

いうようなことも考えられますので、また来年度、新年度に入りましたら見守りネットワ

ークに協力いただいている各種団体にお願いの文書等を発送するような形になりますけれ

ども、そのときにはこの後見人制度につきましてもとりあえず理解を求めていきたいなと

いうようなことは考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 福原議員。 

〇福原議員 今のお答えの中に文書を発送してという言葉がありました。もうそういう時

代ではないと思うのです。皆さん一堂に会してこの高齢化社会をどう迎えて、どうやって

行政として指導を含めてやっていくかということが本当に大切だと思うのです。それで、

一堂に会して58団体ですから、いろいろと講習というのでしょうか、そういったものを開
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くのも大変でしょうけれども、何とかグループ分けでもしてやっていただけるような方法

をとっていかないと、なかなかこれは浸透していかないということを私は思いますが、こ

の件についていかがでしょうか。 

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 ただいまのご質問でございますが、確かに福原議員のご意見のとお

り、文書というようなものではなかなかご理解はされていただけないかなというような面

もございます。先ほども言いましたけれども、町民の方に対する講演会等を予定しており

ますというようなご回答、答弁を私先ほどさせていただきましたけれども、その中でこの

見守りネットワークというような団体の方は講演会のほうに出席していただくような、そ

ういう周知を行いながら、浦幌町、それから各種関係団体の方々とともに成年後見人制度

について学習していきたいというような、そういうような事業を来年度考えていきたいと

思います。よろしくご理解のほどお願いいたします。 

〇田村議長 福原議員。 

〇福原議員 ３点目の養成講座のことでお伺いいたします。 

 確かに養成のための基本カリキュラムは、概論だけで３時間、対象者の理解だけで４時

間半、制度の基礎で４時間と、合わせて50単位の300時間という養成講座を開催しなければ、

この成年後見制度の資格というのでしょうか、そういったものは取れません。ですが、そ

のことを既にやっている市町村もあるのです。浦幌町ができないというわけではないと思

います。やはり浦幌町では養成が必要とされていることが予測された際に行うという今年

の５月の報道機関のことで言われていました。現状は増加していると思われます。26年ま

での障がい者計画の中、相談支援として成年後見制度の支援を図るとはっきりとうたって

おります。市町村の努力義務ということでなかなか浸透が難しいと思いますが、この制度

に該当するような相談事例も出てきておりますので、私たち住民に対してもこういう制度

はこういう福祉のほうのこういう係に行って相談すれば一番話がわかるということを、そ

ういう入り口の部分だけでも全町民にわかっていただきたいというふうに思います。とて

も300時間ということはできないというのであれば大変でしょうけれども、でも現実にはや

っている市町村もいるということをご承知おきいただいて、何とか対処してほしいという

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 ただいまのご質問ですが、市民後見人のための養成講座というよう

な内容でございましたかと思いますけれども、先ほどの福原さんの質問の中にもおっしゃ

られましたとおり、いわゆる基礎研修というものを市民後見人になられる方は受けていた

だくようなことになります。大体300時間というような長きの講習。その中の講習の内容と

いたしましては、成年後見人制度の基礎ですとか民法の基礎、それから関係制度、法律、
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そして家庭裁判所の役割ですとか、成年後見の実務ですとか、多種にわたるような研修を

受けていただいて、初めて市民後見人になれるというような状態でございます。市民後見

人になるには、この難しい講習を受けていただかなければならないということもございま

すので、まずこの市民後見人の養成講座を行う前に、先ほどの私の中で説明をさせていた

だきましたけれども、町民を対象にしました成年後見人制度の学習というような形のもの

を開催していきながら、その中で町民の方々に、まず成年後見人とはどういうものなのか

というのを理解していただいて、その理解していただいた中で、それでは市民後見人とは

どのようなものなのかというようなところまで踏み込んだ中で町民の方に理解を求めて、

市民後見人というような形の養成のほうに取り組んでというような考え方でおります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 福原議員。 

〇福原議員 努力していくということで、国の政策、道の政策も本当にいろいろと新しい、

新しい制度がたくさん出ていて、町民も、それから行政も把握していくだけでも大変なこ

とではないかなというふうに思っております。でも、人間が生きていく以上は必要な制度

を国も行政もつくっていっていると思いますので、せっかくの制度を利用しない手はない

と思いますので、頭から300時間という養成講座時間に屈することなく、今後もなるべく進

めていっていただきたいというふうに思っております。 

 それと、以前高齢者世帯や人数の把握を、24年度ぐらいまでには把握するという町長の

お話があったと思いますが、なかなかこの調査の進展が見られないので、行政の施策に影

響があるのかないのか、最後に町長にお話をいただいて終わりにしたいと思います。 

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 ただいま高齢者の生活実態調査の状況というような内容だったかと

思いますけれども、この高齢者実態調査におきましては、24年度から開催いたしまして、

既に１年と、約２年を経過しようとしているような状況でございますけれども、この実績

につきましては現在のところ実施率が61％というような内容でございます。この61％につ

きましては、確かに進捗率につきましては余り速い状況ではございません。しかしながら、

実は包括支援センターの職員が１軒１軒浦幌の広い地域を回りながら、高齢者のところに

行くと大体１時間から、もしかしたら１時間を超えるようなお話になる場合もございます

ので、なかなかこちらの計画していたような時間どおりには進まないというのが現状でご

ざいます。しかしながら、やはり早急に実態調査を行っていきながら、そして浦幌町の高

齢者の問題点等を把握して高齢者の施策につなげていくという面では早急な調査完了とい

うものが必要と思われますので、この調査につきましては早い時期の間に何とか完了させ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 高齢者実態調査につきましては、今保健福祉課長からお話しさせていただき
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ましたように、24年から始めました。単なる聞き取り調査ではなく、やはりお年寄りに、

親身に中身を聞いて、時間をかけてお話を聞くということを最初からやっておりまして、

当初から多分期間はかかるだろうということでも議会でお話をさせていただきました。簡

単に半年とか１年で終わるものではないなということは最初から思っておりまして、ぜひ

細かいお年寄りの悩みとかそういうものを含めて時間をかけて調査を行っていきたいとい

うふうに思っておりまして、それが今まだ61％の進捗率、約半分の進捗率、終わっている

ということでありまして、これは大ざっぱに表面上やるだけであれば簡単だと思いますけ

れども、そういうことのないようにこれからも進めてまいりたいというふうに思います。

ただ、余りにも時間かけると、最初に聞いたお年寄りの状況がまた変わってしまうという

ことも、これまた実態としてあるのだろうというふうに思いますから、その辺は当然そう

いうことを考えながら行ってまいりたいなというふうに思っているところであります。 

 先ほど成年後見人の問題につきましては、小さな町としては大変難しいものも確かにあ

ります。50単位、300時間、これを受ける人が本当にいるのかどうか。一般に公募といいま

すが、こういう講座を開いて、そこに参加していただいている方が本当にいるのかどうか

ということも大変行政としては心配をするところでありまして、やらないよりやったほう

がいいという問題ではなく、やる以上はしっかり市民後見人になってもらう人をきちっと

つくっていかなければならないというふうに思っていますので、単純にすぐ浦幌町単独で

できるのか、それとも合同というか、ほかの町とあわせて合同でそういう講座を開いてい

くのかということも含めて考えていかなければならないのかなというふうに思っていま

す。 

 確かに後期高齢者がふえていく中で、そういうことを必要とする方もこれからはきっと

浦幌町にも出てくるのかなというふうに思ってはいるところでありますけれども、ただ、

今言われているのは、職業的な後見人の皆さんとは違って、市民後見人の皆さんが実態的

に、具体的にそういう力量、能力をつけていくことが本当にできるのかどうかということ

も一つは問題視されているところもあります。そういうことも含めて、町としては今後ど

ういう形でやっていくのか、しっかり考えてまいりたいな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。 

〇福原議員 終わります。 

〇田村議長 これで福原仁子議員の一般質問を終わります。 

 次に、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、定住・移住・交流推進事業について一般質問をした

いと思います。 

 浦幌町移住体験住宅設置要綱の第１条、目的には、浦幌町に移住を希望する者に対し、

一定期間、町内の風土や日常生活を体験できる機会を提供するためと記されており、移住

体験として本町の移住体験住宅を利用していただいておりますが、ホームページの体験さ
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れた方の体験談などを見ても、本当に浦幌町に移住を希望する目的として利用されてはい

ないように思えることと、委託業者の方や町の担当職員も一生懸命にお世話をされていま

すが、実績が見えてきていないように思います。次の３点についてお伺いいたします。 

 １点目、現在町ホームページのほか、どのようにこの事業をＰＲしているのか。 

 ２点目、これからも同じようなスタイルで事業を進めていく考えなのか。 

 ３点目、移住体験住宅を体験された後、その方々とはコンタクトをとっているのか。 

 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。 

 町長。 

〇水澤町長 安藤議員のご質問にお答えします。 

 定住・移住・交流推進事業についてでありますが、本町の移住体験事業は平成23年度に

現在の移住体験住宅を建設し、事業がスタートしました。事業開始から１年８カ月が経過

し、現在までに14組29名の方にご利用をいただいています。そこから完全移住につながっ

た事例はまだありませんが、本町への人の流れを生むという点で有効なきっかけとなって

います。 

 １点目の事業ＰＲの方法については、町ホームページ以外に本町が加盟する北海道移住

促進協議会のホームページやＮＰＯ法人住んでみたい北海道推進会議が運営する移住・交

流サイトの活用、同協議会が主催する北海道くらし・フェア東京会場への参加によりＰＲ

を図っています。また、ふるさと納税をされた方々には、本町の移住パンフレットや移住

体験住宅の利用券を配付しています。 

 ２点目の今後の事業展開については、現在の移住体験住宅は利用期間を３日から１カ月

以内と短く設定し、まずはより多くの方に浦幌町のことを知ってもらうことを主眼に実施

しています。観光目的の滞在ではなく、町民との交流を深めながら生活体験をしてもらう

ことに力を入れてきました。この取り組み成果として、移住体験をされた方々には本町の

暮らしやすさや町民の皆様との温かい受け入れ態勢などが評価され、次は長期間の滞在を

したいといった要望も多く受けています。また、地域消費の増加や異なった意識、価値観

を有する都市住民との交流による町民意識の刺激、活性化などの２次的な効果もあると考

えています。今年度は、夏季と比較し、冬季の利用が少ないことから、交通費や滞在費の

一部を助成するほか、本町の移住・交流コンシェルジュが全面的な生活のサポートを行う

冬季体験モニター事業を実施しています。これまでのアンケート調査や移住体験をされた

方々との交流を通じて、現役世代は雇用の場が確保されれば完全移住を希望、リタイア世

代はシーズンステイや２地域居住を希望される傾向にあると感じていますが、今後も移住

等を検討される方の真のニーズがどこにあるかを的確に捉え、事業展開を図ってまいりた

いと考えています。 

 ３点目の移住体験をされた方々との連絡については、インターネット上のソーシャル・

ネットワーキング・サービス、フェイスブックを活用して、本町の取り組みやイベント等
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の行政情報のほか、本町の出来事、本町の魅力などを幅広く発信しています。 

 以上、安藤議員への答弁といたします。 

〇田村議長 安藤議員。 

〇安藤議員 ＰＲの関係については、よくわかりました。 

 ただ、今の答弁の中で、まずはより多くの方に浦幌町を知ってもらうという答弁がされ

ました。また、ホームページの体験談の中では長期間滞在の希望という要望があります。

今の体験住宅１戸では、多くの方に利用いただけない。それからまた、余り実績なども見

込めないと思います。ホームページの中で26年度の予約を見ても、夏場はもう予約がいっ

ぱいでふさがっているように思われます。移住事業を軌道に乗せるには、やはり数戸の体

験住宅を用意していかなければ、本格的にこういう事業はできないのかなと思われます。

町有住宅などの空き家といいますか、あいているところに備品などを設置して、体験住宅

として利用していただくということができるかどうか、その点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。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 体験住宅の、今現在１戸で体験をしていただいているのです

けれども、それをふやしたらどうかというご質問だと思いますけれども、本町の体験住宅

につきましてはおかげさまで夏場の期間におきましては非常に利用が多いということで、

担当者のほうも利用されている人方に、うちの場合は３日から１カ月という期間に限定さ

れているわけですけれども、もっと長い間体験をしたいというような希望がよく言われて

いるようであります。本町の住宅につきましては、一応移住を目的というようなこともご

ざいまして、お金があれば何戸でも建つとは思いますけれども、そんな状況にもありませ

んので、１戸で今やりくりしているわけですけれども、１カ月ということで、町の考え方

としては、先ほど町長のほうから答弁ありましたように、たくさんの方々に浦幌町を経験

していただいて、その中から一人でも多く浦幌町に移住してもらうというような考え方で

１カ月に限定しているわけですけれども、１カ月ではわからないというのか、その辺は本

人に確認しないとわからないところはありますけれども、やはり長期間のステイを希望す

るというような状況下にございます。管内的に見ても、この体験住宅で移住をされたとい

うようなお話はなかなか聞こえてこないという状況下にございまして、どこの町もそれな

りに苦労はされているとは思いますけれども、体験住宅があることによって、その滞在期

間中に地元の町民方との交流等がございまして、地域の住民方の刺激にもなっているので

はないかと。また、商店街においては、当然集会等に参加したり買い物をしたりというこ

とで、地域経済にも多少は影響があるのではないかというふうには理解しているところで

ございます。それによりまして、今現在１戸で対応しておりますけれども、できるならも

う少し長期間におけるステイも可能な状況になればいいなとは思っておりますけれども、

その辺のところを現状としてそういう希望が多いということはありますので、現在、先ほ
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ど安藤議員のほうからお話がありましたように、町有住宅等で空き住宅等で利用が可能な

ものがあるのかないのか、その辺のところを今現在ちょっと調査している段階でございま

して、もしそういう住宅がありましたら、余りお金のかからない方法で利用ができるとい

うような、利用するというような方向で新年度に向けてちょっと検討してみたいなという

ふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 安藤議員。 

〇安藤議員 検討していただくということで、よくわかりました。 

 この移住体験住宅は、先ほど述べたように26年度の夏場はもう予約でふさがっているの

かなと思われます。ただ、この申し込みについては、早い者順なのかどうなのか、その辺

と、これ何年先まででも予約できるのかどうか、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。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 予約の関係でございますけれども、これにつきましては浦幌

町移住体験住宅設置要綱の第４条第２項に、予約は貸付期間開始日の１年前からできると

いうことが明示されておりまして、本人が希望する１年前から申し込み受け付けを行うと

いう考え方でございます。 

〇田村議長 安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。 

 私たちが体験者の感想とかてんまつについては、ホームページの体験談だけかなと思う

のです、見る場所が。何か報告書だとかレポートだとか、そういう提出はあるのかどうか。

もしあれば、そういうものもどこか図書館だとかそういうところに置けるのかどうか、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。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 利用された本人の方の体験談につきましては、ホームページ

にそれぞれ載せてあります。移住体験をしようとした理由は何ですかというような質問と

か、実際に暮らしてみて浦幌の印象はいかがでしたかというような質問とか、滞在中どの

ようにお過ごししましたか、また気がついたことなどを教えてください。今後移住された

方へのアドバイス、それとか移住体験企画に関してのご意見という形でホームページの体

験移住住宅の場所におきまして記載がされているところでございます。それ以外に本人の

体験談につきましては、ちょっと今現在ございませんけれども、あとホームページのほか

にフェイスブックにつきましては自由記載というようなことで登載もされておりますの

で、とりあえずそのホームページとフェイスブックという形で現在閲覧するようになって

おります。 

 それから、先ほど申し込みにつきまして、早い者順かというご質問がちょっと、私答弁
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漏れたと思うのですが、それにつきましては要は１年前から利用ができるということで、

そういう意味では早い者順というふうになっております。 

 以上で説明を終わります。 

〇田村議長 安藤議員。 

〇安藤議員 よくわかりました。 

 今後体験住宅の整備、また検討していただくということなので、たくさんの体験者が利

用できるように望みます。 

 以上で終わります。 

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、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。 

 後期高齢者医療制度の現在。後期高齢者医療制度の実施から５年が経過し、この法律は

1982年の老人保健法が2006年に大幅に改定された高齢者医療確保法に基づいて、2008年４

月から実施されました。老人保健法のもとでは、70歳以上の高齢者は国保、健保などに入

ったまま１割負担、これは現役並み所得者を除くではありますけれども、それで受診でき、

財源は公費と各保険からの拠出で構成されていました。この後期高齢者医療制度では、75歳

以上の人はそれまでの国保や健保から脱退させられ、65歳以上75歳未満の障がい者の方た

ちとともに加入し、合わせて1,448万人（2011年度）、患者保険料は医療費の伸びと75歳以

上の人口の伸びによって引き上げられる仕組みのため、北海道広域連合でも2014年、15年

の保険料は、これは試算ではありますが、現行保険料６万7,242円から11.05％がふえて７

万4,675円への値上げ、これは剰余金、財政安定化基金などの活用する前ですけれども、こ

の試算がされております。保険料の徴収事務は市町村が行っておりますが、後期高齢者の

所得平均は全国で79万6,000円、全道で62万9,000円ですが、浦幌町は幾らになっているの

でしょうか。また、保険料の滞納状況と今後の徴収方針について伺います。 

 次に、後期高齢者健康診査の取り組みについて、受診率の推移を北海道広域連合の資料

で見てみますと、我が浦幌町は2011年度、2012年度における受診率は6.58％から3.74％と

割合を減じております。道内下位５番目となっておりますが、この受診率について町長は

どのようなお考えか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員のご質問にお答えします。 

 後期高齢者医療制度は、年齢が75歳以上の方、65歳以上75歳未満で一定の障がいを持つ

方を被保険者として平成20年４月より運用されています。運営主体は北海道後期高齢者医

療広域連合となり、北海道内の全ての市町村が加入しています。 

 差間議員の最初の質問ですが、浦幌町における75歳以上の後期高齢者の平均所得を計算
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すると約29万6,900円となります。 

 次に、後期高齢者医療保険料の滞納状況ですが、平成24年度以前に賦課した保険料の未

納分３件、11万3,000円を平成25年度会計において滞納繰越分として調定しています。この

うち11月末日時点で５万7,500円が納付されており、現在の納付未済額は２件、５万5,500円

となっています。後期高齢者医療の被保険者の多くの方は年金収入が主なものとなり、約

85％の被保険者については公的年金から保険料を徴収する特別徴収により保険料を納めて

いただいています。残りの15％は、みずからの意思で口座振替を選択された方、資格を取

得したばかりで特別徴収がされない方や年金から特別徴収できない方となり、これらの方

が普通徴収となります。後期高齢者医療保険料の滞納を解消するために、これからも制度

を周知し、理解していただくとともに、納付を勧奨してまいります。 

 次に、後期高齢者健康診査の取り組みについてですが、平成23年度と平成24年度を比較

して受診率が減少している理由は、平成23年度までは浦幌町で行っている総合健診受診者

数と脳ドック健診受診者数を合わせて後期高齢者健康診査事業の対象として北海道後期高

齢者医療広域連合に報告してきました。平成24年度は、脳ドック健診受診者を除き総合健

診受診者数のみの報告としたことにより低下を見たものであります。浦幌町では、後期高

齢者の健康増進対策として総合健診受診時における健診料金の軽減、寿大学等での保健指

導を行っており、これらについては今後も継続してまいります。病気の予防並びに早期発

見、早期治療は、町民の方が健康で長生きできるばかりではなく、医療費の抑制につなが

るものであることをご理解いただけるように後期高齢者の健康診査の案内に努めていきた

いと考えています。 

 以上、差間議員の答弁といたします。 

〇田村議長 差間議員。 

〇差間議員 後期高齢者医療費の医療費の部分について内訳を具体的にお聞きいたしま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇小路谷町民課長 24年度の北海道後期高齢者医療統計の報告の数値を申し上げます。 

 まず、保険者負担分の金額を申し上げます。入院、入院外、それぞれでしょうか。全部

で。 

〇差間議員 入院、通院、歯科まで教えていただければ。 

〇小路谷町民課長 まず、入院につきましては４億892万9,194円、通院、入院外につきま

しては１億7,558万6,417円、歯科につきましては2,021万4,020円、それで療養費との合計

につきましては８億28万2,778円、これに高額療養費ですとか、そういうものは3,200万ほ

どありますので、それが加わりますと保険者負担分につきましては８億3,364万4,105円に

なります。 

 以上です。 
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〇田村議長 差間議員。 

〇差間議員 それと、後期高齢者医療制度の北海道広域連合の資料によりますと、先ほど

質問の中で後のほうで質問いたしました健診率の問題なのですけれども、この健診率につ

きましては北海道広域連合でも公立の市町村を訪問するということで、平成22年度から５

市町村、23年度22市町村、平成24年度44市町村を回っているとのことです。浦幌につきま

しては、町長の説明にもあったとおり、平成23年から24年にかけて受診率が下がっており

ます。ただ、その数字というのが23年度につきましても6.58％、下がった結果が3.74％。

そうすると、2.84％が総合健診受診者数のみの報告となるように私には聞こえたのですけ

れども、以上説明したとおり受診率が低いのではないかということで今お話ししているの

ですけれども、北海道の広域連合の保健師さんが全道を回って歩いて、市町村を直接訪問

し、市町村の保健師や事務担当の人たちと一緒に後期高齢者健康診査検討会を行って、そ

の市町村の後期高齢者に係る健康診査や医療の状況などがわかる資料をもとに現況を把握

したり、ほかの市町村で行っている効果的な取り組み、この紹介等を行ったりした上で実

情に合った健康診査に係る対策について検討を行っているとあります。浦幌町においても、

健康診査検討会が行われていると思うのですけれども、それはいつ行われたのか。それで、

その際浦幌町の特徴的な実情、この健診率が低いということで特徴的な実情がもしその際

保健師の方から紹介されたのであれば、それについてお伺いいたします。 

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 ただいま差間議員からご質問のあった件でございますが、後期高齢

者の健康診査検討会というような形のものでの後期高齢者連合会の保健師からの訪問指導

というようなものにつきましては、私のほうでは、大変申しわけありませんが、把握をし

ておりません。現在うちの保健福祉課の保健予防係で受診率が少ないというような部分の

分析をしたものがあります。それにつきましては、まず後期高齢者健康診査の検査内容に

つきましては、糖尿病などの生活習慣病を早期に発見して、必要に応じて医療につなげて

いくことが主な目的となっています。このことから、自治体によっては既に生活習慣病、

いわゆる高血圧、それから脂質異常症、糖尿病等の治療をしている方が後期高齢者健康診

査の対象者として除外しているような自治体もございます。少し古いデータでございます

けれども、浦幌町の平成18年度の国保医療レセプトの５月から統計をとりました。この統

計をとった内容というのは、70歳から75歳未満の被保険者のうち約57％の方が高血圧、そ

れから糖尿病などの生活習慣病で医療機関を定期的に通院しており、約６割の保険者の方

に主治医がいて、健康状態の確認ができているというような状態でありました。ですので、

70から75歳未満の国保の被保険者のうち６割ぐらいの方が既に主治医がいまして、健康状

態の確認ができているというような内容の結果になりました。このことから、75歳以上の

生活習慣病の受診状況のデータはございませんが、年齢がかさむにつれまして生活習慣病

の発症が多くなりますため、75歳以上では生活習慣病で医療機関に通院し、主治医により
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健康管理がされている方は同様の傾向か、もしくはさらにふえている傾向にあるというよ

うな形で推測されます。したがいまして、町で実施している後期高齢者の健康診査の受診

率は低くても、75歳以上の多数の高齢者の方は既にかかりつけ医で生活習慣病等の治療を

受けながら定期的に医療機関で健康チェックがされられ、また健康に関する指導がされて

いるというような形で推測いたしております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 差間議員。 

〇差間議員 北海道広域連合の資料でも、全国的な資料でも、今課長の説明したようなこ

とはやはりどこでもあるようでございます。やはり北海道の場合で見てみますと、健診率

を高めることによって被保険者の健康状態を良好に保っていく、そういった目的でこれは

行われているのですけれども、その旗を振るにしては保健師が２名の状態で全道を回って

いるようです。これでは、さすが地域、地域で後期高齢者医療制度にかかわっている方た

ちが、高齢者のためとは申しましてもなかなかうまくいかないのではないか。それで、全

国的な動きで広域連合の方たちの資料を見てみますと、例えば2011年の埼玉県広域連合議

会で県内一医療費が少ない小鹿野町の実態が紹介された際、そこの町長さんはこう申した

そうです。小鹿野町には県内ただ１つの町立病院があり、保健師の活動が活発で、住宅介

護と医療との連携が図られるので入院日数が少ない、こうおっしゃったそうです。これと

同じように、医療費の少ない自治体として75歳以上の医療費を無料にしている東京都日野

市の例もやはり紹介されているようです。その健診の実施、その内容の充実、早期発見、

予防を進める、こういったことは非常に大事だということがその広域連合の中でも指摘さ

れていたようです。北海道でもこの健診率を上げるために、言ってみれば私たちの浦幌町

もこの健診率を上げるために、私たち浦幌町としても健診費の助成を申し出る、健診項目

の充実を申し出る、またはホームページで北海道広域連合が記載しているように、今も説

明にあったのですけれども、生活習慣病で通院している方は必要ないというような、やっ

ぱりこういったことを広域連合でも記載しております。ただ、こういったことは受診を控

えさせるような記述ではないかということに私は判断するのです。もちろん自治体の健診

費の無料も促す。こういったことを求めるべきではないかと思うのです、自治体として。

以上、話がしつこくなったのですけれども、１点目、健診費の助成、２点目、健診項目を

充実させる。ホームページでそういった記載を削除させる、訂正させる。それから、自治

体の健診費の無料化を促す。こういった要求を自治体として北海道広域連合に申し出る、

こういったことについてはどうでしょうか。 

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 まず、健康診査に関する受診料の助成というような内容でございま

すけれども、受診料の助成につきましては、浦幌町で行っている後期高齢者の方の受診料

につきましては、一般の方、いわゆる40歳以上の特定健診と言われている受診料につきま



- 43 - 
 

しては、特定健診は1,500円というような個人負担のもとで実施しております。75歳以上の

方につきましては、いわゆる700円というような、約２分の１以下の料金で後期高齢者の方

の受診料金を設定しております。料金につきましては、そのような形で料金を低く設定い

たしまして、後期高齢者の方が受けやすいというような形の料金設定をしております。 

 それから、健診項目の充実というようなお話だったかとは思うのですけれども、後期高

齢者の健診につきましては、いわゆる40歳以上の特定健診と同じ検査項目を実施しており

ますので、この検査項目につきましては十分、いわゆる生活習慣病を早期に発見できるよ

うな検査項目となっているかと思われます。 

 それからあと、先ほど後期高齢者の連合会のほうに削除をしていくというような形での

内容でございましたが、その削除の内容というのは、いわゆる後期高齢者の方の受診とい

うようなものを阻害するような表現を削除していく要望というような形で私のほうは捉え

たのですけれども、そのような形のものにつきまして今後後期高齢者の連合会のほうとそ

の旨の話をしていきながら、これは私どものあくまでも意見としてしかそちらの連合会の

ほうにはつなげられないですけれども、そのような話の形で連合会のほうに、いわゆるそ

の表現の内容等についてというようなものについてお話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 差間議員。 

〇差間議員 後期高齢者医療制度に関しましては、私も大変疑いを持っておりまして、そ

もそものこの制度の成り立ちに対してちょっと不信感を持っているのですけれども、ただ

こういう制度が行われていて、それで各自治体が後期高齢者広域医療連合ですね、北海道

広域連合、そういったところと一緒になってこういう制度を運営してせっかくやっている

のですから、この中でその地域に住んでいる後期高齢者と言われる方たち、この方たちを

自治体とともに進んでいく。自治体もこの方たちをいろんな面で支えながら自治体を運営

していく、こういった考えになったときに、やはりわずかの受診料であっても、ぜひ広域

連合のほうにその部分も助成してほしい、要求してほしいと思います。 

 次の質問に移らせていただきます。この後期高齢者医療制度のそもそもの成り立ちは、

高齢者の医療について、高齢者というのは病気がちで、収入も少ないお年寄りは高い窓口

負担では医者にかかれない。その切実な行為で1970年代に始まった老人医療無料化の取り

組みがなされております。ほかの方たちよりも少ない負担で医療を受けられる制度として

維持されてきたはずです。ところが、この後期高齢者医療制度では75歳で家族から切り離

し、別枠の制度、医療に押し込むという、いわばその当時の表現でまるでうば捨て制度、

そうではないか。2009年当時の厚生労働大臣はバスの絵を示しながら、行き先はうば捨て

山かな、早く死ねと言うのかとお年寄りがつぶやきながらバスに乗っている絵を示して、

それでこの制度の見直し案を提示していたはずです。ところが、これは2012年の社会保障

制度改革推進法、この法律ができて、これに基づいて設置されている社会保障制度国民会
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議の際、当時の財務大臣は、これは議事録から削除されたとは思うのですけれども、今経

費をどこで節減していくかといえば終末期の医療だ。死にたい人は死ねないのだ。それを

政府のお金でやっている。さっさと死ねるようにしてもらわないとという趣旨の暴言を吐

いたこともありました。その当時、３月の産業競争力会議においては、財界出身メンバー

はそもそもの医療制度を70歳以上の医療費を負担２割にしよう。後期高齢者医療制度でも

医療費負担２割にしよう。現役世代も含めて、風邪などは７割負担にしたらどうだ。その

当時の２月の第４回国民会議の経済同友会の提出資料では、75歳以上は自己負担３割にし

よう、こういったことまで提案しております。 

 

    ◎会議時間の延長 

〇田村議長 差間議員、申しわけありません。ちょっと時間をおかりいたします。 

 ここでお諮りをいたします。審議の途中でありますが、会議規則第９条第２項の規定に

より、本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこれを延長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、本日の会議時間は延長することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第２ 一般質問（続行） 

〇田村議長 ありがとうございました。審議を続けます。 

〇差間議員 実は、時間内に終わるようにやっていたつもりなのですけれども、本当にご

迷惑をおかけします。 

 今の日本の状況は、高齢者がふえております。超高齢化社会になってきております。と

ころが、政府の方針として高齢者の増大を社会の負担だ、財政に賦課を与える、こういう

ふうにみなして切り捨てのシステムを考えているようにしか思えません。ですから、先ほ

ど言ったようにさっさと死んでもらわないとというような発言の趣旨は、この社会保障の

システムをまるで税金の徴収法、社会保障の制度、まともな経済の立て直し、この検討を

全く欠いた。それどころか、そういったことをやらないで、私に言わせれば全く逆立ちし

た考えと言わなければなりません。 

 私は、浦幌町にこう提案します。高齢化社会を支えるためには、現役世代が着実な所得

を増すこと、これこそが必要で、超高齢化社会を支えるためには現役世代の雇用、賃金の

立て直し、中小企業や農林水産業の振興がこれはもう絶対必要です。それに加えて、社会

保障の拡充はそれ自体が町の活性化を支える力になる、こういうふうに私は町に申し出る

のです。医療介護にかかわる、これはもちろん後期高齢者医療も含めてなのですけれども、

医療介護にかかわる雇用を生み出して、労働者の所得をふやすことで年金収入が町の経済

を支える、こういった事態も生まれるのではないか、こういったことを私は提言いたしま
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す。この点について、町長の考え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 差間議員のお話、一般質問内の話でありますからあれですけれども、差間議

員のお考えにつきましてはそれぞれ議員固有の考え方があるだろうと思いますし、それぞ

れ医療制度に対する考え方は今お話を伺いました。ただ、私ども町村として国の医療制度

に関するお話、これに対して答えを持っておりません。ただ、今言われたように、いろん

な部分で今後ともお年寄りの医療制度を充実させていくというのは、国だけではなくて、

町村としても当然考えていかなければならない問題だろうというふうには、これは認識を

しているところであります。それに医療も含めて雇用産業の振興、また医療にかかってそ

ういう雇用が生まれればいいなという話については、私も相反するのでなくて、同じ考え

でいるところであります。ただ、医療制度全般にわたりまして後期高齢者医療制度につい

てはいろいろ議論があって、これは国の制度として今固定をしているわけでありまして、

これに対して町村として、これをいい悪いというような判断ができる話ではありませんの

で、それについては答弁を控えさせていただきたいなというふうに思っています。 

〇田村議長 差間議員に申し上げます。質疑内容が不明瞭であり、質疑内容を再度簡潔明

瞭に質疑されますようお願いいたします。 

 差間議員。 

〇差間議員 後期高齢者医療制度につきまして、私もいろいろ資料を調べたり、そして町

は一体これに対してどう向かっていったらいいのだろう、こういうことで質問いたしてお

りましたが、話が社会保障全般にわたってしまって大変申しわけありません。 

 私も議員として一般会員ということで各団体とお話ししておりますと、やはり皆さん町

の活性化に何か方策はないのかということでいろいろ悩んで、いろいろ考えております。

それで、私はこの後期高齢者医療制度、この制度を今回突破口に浦幌町が何かこの制度を

利用して町の活性化に向かう方策はないかということでただいま質問いたしました。 

 先ほどの町長の答弁にもありましたように、これ以上この後期高齢者医療制度に対して

私の考えをここでぶつけるということはどうかと思うのですけれども、やはりこの後期高

齢者医療制度は何とか廃止して、何とかお年寄りも私たちもみんなして社会保障制度を支

えていけるような、そういった制度にするべきではないかということで質問いたしました。

この点について、もう一言ご返答をもしいただければということで、よろしくお願いいた

します。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 国の医療制度につきましては先ほど申し上げたとおりでありますけれども、

いずれにしても浦幌町も高齢化社会ということになりました。高齢化率が35％を超えると

いうことになりました。そういう面では、本当にお年寄りの人が元気で、そして明るく暮
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らす、そういうまちづくりをこれからも目指してまいりたいと思いますので、その辺でご

理解をいただきたいと思います。 

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。 

 

    ◎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時ですので、よろしくお願いをいたします。 

散会 午後 ５時０５分 

 


