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開会 午前１０時００分 
     ◎開議の宣告 
○野村副議長 開会に先立ちまして、本日、１３番、田村議長は病気療養のため欠席する

旨の通告を受けております。 
 よって、議長が欠席されておりますので、地方自治法第 106 条第１項の規定により、議

長に事故あるときとして、副議長の私において本日の会議を進めますのでよろしくお願い

いたします。 
ただいまの出席議員は、12 名であります。 

 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、配布しております日程表により進めますので、よろしくお願いい

たします。 
 
     ◎日程第１ 議会運営委員長報告 

○野村副議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 
杉江委員長。 

○杉江委員長 議会運営委員会報告をいたします。 
 第２回浦幌町議会定例会の運営について、14 日午後、議会運営委員会を開催し、本日

17 日の運営について協議をいたしましたので報告いたします。 
 本日の日程は、一般質問に続き、平成 23 年度補正予算の審議を予定しております。 
 一般質問は、髙橋利一議員、中尾光昭議員、福原仁子議員、河内富喜議員、関井雅明議

員、杉江博議員、差間正樹議員の７名より、10 項目についての通告がなされております。 
 質問順につきましては、通告順に指名されるよう議長に申し入れておりますので、よろ

しくお願いいたします。 
 なお、浦幌町議会は、今定例会より一般質問の民族問題の質疑に限り、会議規則第 103
条の規定にかかわらずアイヌ民族衣装とマタンプシの着用を認めることとし、傍聴につい

ても、傍聴規則第６条２項の規定によらず、先に準じる扱いといたします。 
 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。 
○野村副議長 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 

○野村副議長 日程第２、一般質問を行います。 
 通告順に発言を許します。 
 初めに、11 番、髙橋利一議員の質問を許します。 
 11 番、髙橋議員。 
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○髙橋議員 今定例会におきまして、浦幌町地域防災計画の見直しについて質問をいたし

ます。 
本年３月11日発生の東日本大震災により、未曾有の被害を受けられた方々に心よりお悔

やみとお見舞いを申し上げます。 

 本町におきましても、東日本大震災により漁業施設や船舶に大きな被害をもたらすとと

もに、町民の方の一部被害も発生しましたが、幸いにして人的被害はありませんでした。 

 町民の生命と財産を守ることが、行政の第一義的義務であり、これを新たな教訓に地域

防災計画の見直しが必要であると思いますが、その考え方について伺います。 
○野村副議長 答弁願います。 
町長。 

○水澤町長 髙橋議員の質問にお答えをします。 
 浦幌町地域防災計画の見直しについてでありますが、本年３月 11 日、午後２時 46 分発

生の東日本大震災により被害を受けた方々には、心からお悔やみを、そしてお見舞いを申

し上げますとともに、一日も早い復興、復旧を願っている次第であります。 
 本町といたしましても、今後被災されました自治体に浦幌牛乳をお送りし、支援を行っ

ていく考えでありますので、この関連予算につきましても今定例会に補正予算として計上

しておりますので、よろしくお願いをいたします。 
 さて、今回の地震津波災害により、避難体制、避難所の運営等、さまざまな課題も浮き

彫りになってきております。このことから、６月１日付人事異動により、総務課に防災担

当補佐を配置するとともに、庁内における災害対策会議を開催し、今後重点的に取り組む

必要がある課題や緊急に改善しなければならない事項等について整理するよう指示をいた

したところであります。 
 また、先般５月 13 日には、北海道が主催いたします津波防災対策に関する市町村説明

会が開催され、今後における大まかな大津波対策作業スケジュールが示されたところであ

ります。その中では、将来発生が想定される地震による津波の遡上シミュレーションによ

る現在の津波浸水予測図を、今回発生した東日本大震災で、発生した震源域が複数連動す

るマグニチュード９クラスの巨大地震に対応した浸水予測図を平成 23 年度中に作成し、

その基本データ等を沿岸市町村に提供していくこと。北海道地域防災計画について、中央

防災会議の中で防災基本計画の年度内の見直しを踏まえ、平成 24 年度に北海道地域防災

計画の修正を行う等のスケジュールが示されたところであります。 
 そのようなことから、本町におきましては、庁内における課長会議等を随時開催し、改

善すべき課題、改善方法等を整理するとともに、今後、厚内地区において災害図上訓練を

実施し、地域で大きな災害が発生した場合を想定し、積極的に災害の対応策を地域住民の

皆さんと考える防災訓練の実施、必要により各行政区に出向き、設立のお願いをしていま

す自主防災組織の説明会での地域皆様のご意見を集約するなどし、それらのご意見等を踏

まえながら順次本町の地域防災計画の見直し作業に着手し、見直しされた北海道地域防災
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計画との整合性に配慮しながら、最終的に本町の防災会議のご審議をいただき、平成 24
年度中の浦幌町地域防災計画見直しに向けて作業を進めていきたいと考えております。 
 また、本定例会に関連予算のご審議をお願いしておりますが、避難所における食糧備蓄・

必要な資材等の備蓄等、緊急に整備しなければならない事項等につきましては、順次進め

ていきたいと考えておりますのでご理解を賜りたいと思います。 
 以上、髙橋議員の答弁といたします。 
○野村副議長 再質問を許します。 
○髙橋議員 ただいまの答弁で、平成 24 年度中に浦幌町地域防災計画の見直しを行うべ

く作業を進めていく方針を確認いたしました。 
３月 11 日、午後２時 46 分発生の東北地方太平洋沖地震による東日本大震災は、私ごと

で恐縮ですが、妻の姉妹で福島県南相馬市に住む年長の姉が津波によって尊い命を失い、

ほかの家族も避難生活を送っている状況であり、決して遠くの出来事ではなく、身近な災

害と痛切に思っている次第であります。 
６月 10 日に厚内公民館を訪問し、報道関係者と厚内地区の住民が災害時に撮影した写

真展を見てまいりました。その際、厚内漁協における津波の被害状況等について、厚内地

区の方にお聞きをしましたが、今回の震災は、連日報道されている悲惨な状況を見て、他

人事でなく、我が身のこととしてとらえていると言われておりました。ボランティアの方々

による炊き出しへの感謝や、浜厚内地区の方にあっては、避難の際における役場職員の対

応が非常に良かったと。事情があって避難所から自宅へ移動するときには一緒に行動して

くれたことを聞き、不安な気持ちの中にいるときに常に親身に対応してくれたことに感謝

の思いであると聞き、職員の対応に改めて感心させられた思いであります。町行政の拠点

である役場について、1969 年、昭和 44 年に建築され、現在 42 年を経過する中で、耐震

精度は未実施であり、十勝管内の行政庁舎の耐震性についての状況を見ますと、耐震・耐

久性について懸念されるものであり、至急に診断を実施する必要があると思います。 
災害時に、おそらく庁舎がその対策本部となることは過去の対応から明らかと思います

が、対策本部がいかに最大限効力を発揮するかが町民の生命と財産を守るうえで有用か、

今回の東日本大震災で明らかとなっていることは周知の事実であります。 
そこで、災害対応に係る庁舎機能を維持するため、どのような整備を進めるのか伺い

ます。 
○野村副議長 答弁願います。 
 総務課長。 
○上村総務課長 災害対応に係る庁舎の整備ということでございます。通常、災害の時に

は本部が庁舎になるというふうに認識をしているところでございます。再質問の中にあり

ました庁舎の改修、耐震性につきましては、まちづくり計画をつくる際に、この耐震診断、

それから、それに伴う耐震の設計、そして耐震による改修等の積算をしたところでござい

ます。約２億円以上かかるという積算を得ているところでございます。この関係につきま
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しては、現在まちづくり計画の中には入っておりませんが、診断につきましては３分の１

程度の補助があるというふうに確認をいたしておりますが、この耐震改修に対する財政的

な国の支援、それから被災等については、まだ、不透明なところがあるというふうな確認

の中で、今回まちづくり計画の中に見直したところでございますが、今回の３月の東日本

の大震災によりまして、国のほうも災害対策本部となる庁舎等の改修についての補助的な

ことも、今後措置されるというふうに聞いておりますので、それらを見極めた中で、早急

に庁舎の改修について検討してまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお

願いをいたします。 
○野村副議長 髙橋議員、再々質問を許します。 
○髙橋議員 ただいまの答弁によりますと、確かに財政上の問題等、非常に厳しいものが

あると思います。それとまた、先ほど町長の答弁の中にありましたように、避難場所、あ

るいは物資関係も、それも大事なことだと思います。 
 しかしながら、私、再質問の中で言いましたように、職員の、この老若男女を問わず、

町民への対応、その気持ちを第一番にぶつける。これが、今後の地域防災計画の中での１

番大事なことでないかなと思うわけでございます。そういう意味で、私は浜厚内の老夫婦

にお聞きしたときに、本当に、この３か月が過ぎる中にあっても、いまだに心中、あるい

は脳裏に、あの職員が本当に親身の暖まるような対応をしてくれたということについて、

いまだに頭に思って私に言ってくれた言葉が非常にうれしく思ってございます。そういう

意味で、私はこの庁舎の中で、役場総務課をはじめその指令を出す、そういうところの方々

が、もう本当に災害が起きたときには何なのだと、まずは心と心、ハートとハートのそこ

から始まるのだよということを、つぶさに私は総務課の対応でやられたということは、非

常に立派な対応だと、私も自負をしているところでございます。そんな関係の中で、職員

の気持ち、思いやりをいかに育てていくか。そして、それを反映していくかということを、

こらからもまたお願いをしたいと思うわけでございます。 
 さらに、私は今回３月 11 日の対応におきまして、浦幌消防団の中には、２分団、３分

団、２分団は吉野地区、３分団は厚内地区でございましたけれども、この浦幌の海岸線は

確か２２キロメートルあると思いましたけれども、その中の自分の範囲、エリアをしっか

り守るという中で団員が出動いたしました。しかしながら、今現在思うところはですね、

私自身も過去に消防団員に 25 年という長きにわたり対応したわけでございますけれども、

今現在その当時から見て、非常に厳しい団員不足の状況にあると聞いております。私は、

こういう災害時に対応してくれるのは消防団員であると、このように自負しております。

そんな関係の中で、非常に団員の数が少ない中で、総務課を担当する中で、今後、どのよ

うに対応していくかという考えがあるか、その辺の関係も伺いたいと思います。 
 まず、１点目に言いました職員の教育の問題。さらには、消防団員のその辺の対応につ

いてどのような形をもっているかお聞きしたいと思います。 
○野村副議長 答弁願います。 
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 総務課長。 
○上村総務課長 いずれにいたしましても、今回の災害につきましても、地区の皆さん、

また消防団員の皆様のご協力をいただきながら、また、現場に配置された職員が、ある程

度的確に対応してくれたのだなというふうに思っております。 
また消防団につきましては、常にこの地域防災、火災等も含めた中で団員不足も生じて

いるというお話も聞いております。 
そういった中で、先般、消防団のほうから、町職員も消防団員に入団についてのご配慮

を願いたいというようなお話もありまして、６月の管理職会議で各職員に周知をしまして

今般募集したところでございます。おかげさまで各課のご協力をいただきまして、今３名

の方の入団申請をさせていただいております。お話を聞きますと、近く面接がありまして、

入団の運びになるのでないかというふうに思っております。 
いずれにいたしましても、消防団に入った職員、地域と一体となって、また活躍して、

それぞれ役場の中でも、いろんな形で活躍してくれたらというふうに思っております。た

だ、私どもが思っているのは、若い者を出していった中で、それが退職するまで消防団員

になりなさいということではなくて、町職員につきましては、ある程度めどをつけた中で

逐次、若い者を順次派遣をしていきないなというふうな形を今持っております。 
いずれにいたしましても、地域の皆さんのご協力をいただきながらこの災害対策につい

て、今後とも進めてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをした

いと思います。 
以上でございます。 

○髙橋議員 終わります。 
○野村副議長 これで、髙橋利一議員の一般質問を終わります。 
次に、４番、中尾光昭議員の質問を許します。 

 中尾議員。 
○中尾議員 それでは、通告にしたがいまして、町長の給与削減について質問をいたしま

す。 
 平成 19 年より行ってきた町長の給与削減につきまして、今年度より削減の提案はあり

ませんでした。財政再建のため、町長自ら先頭に立って行ってきた削減でありましたけれ

ども、今年度より行われないのは、町財政再建に一定のめどがついたものと判断をいたし

ます。 
 そこで、どのような判断で今年度より町長の給与削減がされないのか、また、今後、財

政状況によっては、再度、給与の削減はあるのか、この点ご質問をいたします。 
○野村副議長 答弁願います。 
町長。 

○水澤町長 中尾議員のご質問にお答えします。 
町長の給与削減についてでありますが、浦幌町は、大変厳しい財政運営を強いられた時
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期があり、各種財政指標も自治体の破綻する状態と言われる財政再建団体一歩手前となっ

た時期がありました。 
 浦幌町は、第２次、第３次の浦幌町行政改革大綱の中で行政改革を進めるとともに、財

政再建のために町民の皆様のご協力もいただきながら、物件費や補助費の抑制、人件費の

改正等、財政の健全化を進めてきたわけですが、三位一体改革で痛手を負った財政の回復

は容易ではありませんでした。 
 私も町政を担うにあたり、特に財政再建の道をさらに進めることが責務であるとの認識

のもとで、町民ニーズにこたえながらも、いかに効率的・効果的な町政運営ができるかに

心を砕いてまいったところであります。 
 有利なまちづくり交付金事業や、釧路産炭地域総合発展基金等を活用しながら、極力、

後年度への負担を避けるべく、地方債の借り入れを抑えながら町政の執行を心がけてまい

りました。 
 財政調整基金の積み増しや繰り上げ償還などによる地方債残高の減少にも取り組みまし

たが、懸案でありました産業交流施設道の駅、留真の里交流施設整備事業、浦幌中学校の

改築や地デジに対応する光ケーブル敷設事業などの大型事業も、国の臨時交付金等を活用

して最小限度の一般財源出動で完了する見込みとなり、平成 22 年度末で各種の財政指標

は、将来的にも財政再建団体への転落という、危機的状況から抜け出したことを示す数値

とすることができました。財政再建の取り組みの中では、特別職の報酬も平成 15 年に 20％、

平成 17 年に 10％削減の条例改正が行われたところでありますが、自らが町財政再建の先

頭に立ちながら、財政再建団体転落の危機からの脱却に一定のめどがつくまでとの思いか

ら、町長の危機からの脱却に一定のめどがつくまでとのとの思いから、町長報酬の 30％を

削減する特別措置条例を平成 20 年度から制定させていただいておりました。 
 一連の特別職報酬改定を行う中で、特別職の報酬は管内で最低となっており、全道町村

の中でも最低水準でありますので、財政的危機を脱した現在、さらに特別措置条例を制定

する時期も脱したのではないかと判断したところであります。 
 しかしながら、浦幌町の財政が盤石となったとは、まだまだ言えないものがあり、常に

申し上げておりますとおり、国の財政運営は厳しさを増している中で、財政的しわ寄せが

地方に及び、地方交付税に対する大幅な減額がなされると、たちまち自治体財政は逼迫す

ることとなりますので、財政健全化の先頭に立ち、財政健全化の旗を降ろすことなく、再

度報酬を削減するような事態とならないように、これからも国の動向等を見極めながら、

町民ニーズに的確にこたえながら効果的・効率的な町政執行に当たるつもりでおりますの

で、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 
 以上、中尾議員の答弁といたします。 
○野村副議長 再質問を許します。 
○中尾議員 町長が財政再建、これにあたり自らが先頭に立って給与の 30％を削減されて

きているということにつきましては、前回、町長が削減の提案をされたときにも、私は質
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問をさせていただきました。同僚議員も質問をしておりますが、町長のそういった自らが

身を切って、先頭に立って財政再建に当たるという姿勢については、私は前回も申し上げ

ましたが、評価できる立派な姿勢だと思いますし、そういった姿勢、町長のそういう姿勢

のもと、町長また職員の皆さん方、町民も含めてですね、みんなの努力があって、今回、

町長が一定のめどがついたというような判断ができるまでの、そういった財政状況になっ

たと町長が判断をされたということだと思います。 
 私は今回質問するにあたりまして、町長がその判断をされたということ、この部分につ

いての、町長が今まで努力されてきたということについては、私は一定の評価をさせてい

ただいておるのですが、やはり町民が、今回、町長が時限立法でこうなっていますので、

提案をしないと削減されてきませんから。町民にするとですね、町長の給与がどうなって

いるのだということが、私は見えてこないとは思うのです。今までもずっと、前回の選挙

の時もやっぱりそういった部分で町長の公約もありながら、町長のそういった姿勢に町民

は支持をし、町長が前回も当選をされているということ。今回、町長選がありませんでし

たので、町長自らがそういったことを町民に訴える場がなかったのではないかなというふ

うに思うのです。そういった中で、ある程度一定のめどがついて今回削減がされなかった

ということについても、私は決して、今回、何で削減しないのだというようなことでの批

判をするなんていうことは、そんなつもりは私はありません。一定のめどがついたのであ

れば、それは削減しない、もともとの給与があるわけですから。これは審議委員を通して

の報酬っていうのは決まっているわけですから。決して削減をしないことを、私は決して

批判をするっていうことではありません。ただ、やはり町民に対しても、前回の選挙とは

言え、こういった部分っていうのは、町民の判断基準の大きなウェイトを占めたのではな

いかなというふうに、私はそういう判断をするのです。ですから、やはりこの部分につい

ても、今年度から町長は、削減はしないのだという部分については、ある一定のこういう

めどがあったのだと、数字的にここなのだと、この部分だということを、私は町民にしっ

かりと説明する必要があるのだろうというふうに思います。 
 前回質問をしたときにも町長、答弁の中で実質公債費比率ですね、その時 20 年度 19.9％
というこの数字。これが 18％、これを割るかどうかという部分、これが一つのめどにはな

るだろうというような答弁もいただいております。ですから、その部分が 16.1％ですか 21
年度、要するに割ったわけですから。ですから、私はこの部分ですね、実質公債費比率と

いうこの部分が 20 年度は 19.9％だったのだと、だけど、18％を割ったらという判断を私

はしていたのだと。それで、実際にみんなの努力をもって 16.1％ということで 18％を割

ったのだと。だから私はこうするのだと。しかし、今後の状況の中で、また 18％を超える

ようなことがあるならば、やっぱりこれは私はまたやっていくのだと。こういった部分の

しっかりとした基準をもって、町民に具体的にお知らせをするということが私は必要にな

ってくるというふうに思います。ですから、先ほども答弁いただいたのですが、やっぱり

そういった一定の評価をしたっていうのはわかるのですけれども、この辺の部分を私は明
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確に町民にお知らせをする必要があるというふうに思いましたので、あえてもう一度、町

長にその辺の具体的な部分、町民にわかる部分、なかなかちょっと町民も実質公債比率と

かっていう部分を言ってもわからないこともあると思うのです。ほかの部分についても、

財政の調整基金ですか、要するに貯金ですよね。この部分も 16 億何がしですか、22 年度

決算で 20 億とまで言わないでしょうけれども、ややそれに近いところまで、１けただっ

た数字がそこまできたという、これはそういう努力。だから、そういった具体的な数字を

もって町民にわかりやすく、こういったことなのだと、町の財産はこれだけ皆さんのおか

げで、職員も含めてみんなの努力のおかげでこういった数字になったのだと。だから、給

与の削減もしないのだという、そういった状況も町民にわかりやすく、私は説明する必要

があるというふうに思います。ですから、もう一度その辺の具体的な数字を、ぜひお示し

をいただきたいと思うのです。 
 それともう１点懸念をするのは、先ほど同僚議員の質問にもありましたけれども、３月

11 日の震災以降、国の財政状況というものは本当にこれからどうなるかわからない。以前

からも町長が言われているように、町の収入というものも国からの交付金の部分っていう

ものが、ややも４割、大きなウェイトを占めると。ですから、国の動向次第によっては、

たちまちどうなるかわからないというふうな。また、報道等も言われていますけれども北

海道の財政も本当に危機的な状況になっているということは、先般高橋はるみ知事も表明

しておりました。本当に大変だと、浦幌どころでない、北海道がもうどうなるかわからな

い状況になっていると。だからそういった部分、震災も含めてです。これから本当に一番

のメインである交付金、国からのお金がどうなるかわからないという状況の中で、本当に

こういった部分、町長は財政再建の旗は降ろさないのだと言っているのですが、この旗っ

ていうのが町民にしてみると、町長の削減っていうこの部分が、私は大きな旗印になって

いたのだと思うのです。国の状況、道の状況を踏まえた中で、町民にすると町長はこの旗

を降ろしたように思われると思うのです。ですからこういったことも含めて、町長がしっ

かりと町民に説明をする、こういうことでの自分なりのめど、浦幌町としてのめどはここ

だったのだと。だから今後この部分については、また削減する可能性もあるのだよという

ような部分、この辺をぜひ町民に、できるだけ難しい言葉じゃなく、わかりやすい言葉で

ご説明いただきたいというふうに思いますので、再質問としてさせていただきますのでお

願いいたします。 
○野村副議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 ３点ほどあったと思いますけれども、まず先般、議員からご質問がありまし

た。２名の方から、この昨年 21 年度に削減するというときにご質問いただきました。そ

の際、数字の動向が大変に気になるというお話を私もさせていただきました。当時は 20
年度の決算で、実質公債費比率が 19.9％というお話をさせていただきました。許認可が必

要なのは 18％を割らないとならないというお話をさせていただきました。財政の指標って



- 11 - 
 

いうのはたくさんあるわけでありますけれども、今、特に重要だと言われているのは財政

力指数と、そして実質公債費比率、将来負担比率、そして連結赤字比率、この４点があり

まして、この４点の報告を求められているわけありますけれども、その中の一つがこの実

質公債比率であります。当時、私が説明しておりましたこの実質公債費比率は 19.9％であ

りました。その後 21 年度決算で 16.1％、22 年度決算まだ出ておりませんけれども、将来

の見込みとして、今数字で出しているのは、22 年度見込みで 13.8％、23 年度で 13.1％ま

で下がるだろうという見込みを、今出しているところであります。ですから、将来的に今

現在大型事業も進めていく中で、これだけ実質公債費比率は下がっていくだろうというこ

とで、今私どもとしては計算をしているという状況であります。ただ、今議員が言われる

ように、本当に交付税、いつも私が言っておりますとおり税収が 37 兆円、赤字国債発行

高が 44 兆円でまだ 11 兆円足りないという中で、なおかつこの大震災が 20 兆円以上かか

るのではないかと言われています。まさに国の財政が逼迫状態ということは明らかであり

ますので、これが地方に及んでくるということは決してあってはならないことであります

けれども、これの想定はしていかないとならないだろうなというふうに思っています。そ

ういう意味では、浦幌町の財政は今申し上げたとおり、今４つの実質公債費比率を申し上

げましたけれども、将来負担比率も含めて、将来負担比率は 350％を超えなければいいと

いうことでありますけれども、現在のところは平成 20 年度で 103.7％、21 年度で 99％、

100％を割っていくという状況になっているところであります。そういう意味では、今後

とも道、国の動向を見ながら、やはりこの財政というのは常に注視していかないとならな

い。大変厳しい時代を我々経験したわけでありますから、そのようなことにならないよう

に財政運営をしていかないとならないということは当然だろうというふうに思っています。

その中で、削減の可能性はないのかというご質問ありましたけれども、１回目の答弁で申

し上げましたとおり、これはあってはならない、こういうことをしないようにやっていく

ということが、私に課せられた責務だろうというふうに思っていますので、当然再建の旗

を降ろしたということではなく、これからも注意をしながら、また、町民の皆さんのいろ

んなご意見がございますし、またニーズもありますので、それにできるだけこたえながら

町政執行を図ってまいりたいというふうに考えております。 
○野村副議長 再々質問を許します。 
○中尾議員 町長の答弁は、ごもっともなのであります。私は町長が努力をされていると

いうことについても、決してそれをどうのこうのと言うつもりもありませんし、１回目の

答弁にもございましたように町長の報酬というのは、十勝管内においても最低であるのだ

と、まあ、議員もそうなのですけれども。そういった中で、みんなが努力をしてこういっ

た数字を出してきているということはわかるのです。そこもわかりますし、また、再度報

酬を削るようなことにならないように努力するのだと、それも当然の話でありますから。

そのことは、決して私はどうのこうのということではありませんし、もう、ごもっともな

話なのです。ただ今回、町民がわかりやすく、町民が理解する部分っていうのが、私はあ
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る一定の、先ほど言ったような実質公債費比率のこの部分なのか、まだ見込みですけれど

も実質公債費比率の 13.1％という話もありましたけれども、やっぱりこの部分っていうの

は大きく見ていくのだよということなのか、ほかのいろんな部分については、まあ、その

ほかの数字については前回のときから、さほどそんなに悪かったわけではないですよね。

特別問題視するまでもなかったということ。だから、その部分において一定の基準ってい

うのはここだったのだと、自分がこういう今まで４年間、公約でもありましたから削減し

てきたのはここだけれども、本当に皆さんの努力でここがこうなったのだと、この数字が

こういうふうに変わったのだと、だから私はこういうふうに削減、今回しなかったのだと。

やっぱりここら辺が、言われることはわかるのですけれども、町民にわかりやすく、この

部分っていうものも、町長の口から広報するべきだと思うのです。本当に今回選挙があれ

ば、町長もいろんな部分で町民にそういった訴えができたと思うのですが、今回できなか

ったと。ですから、この辺が町民の理解を得てこの部分がこうだ、だけど今言ったように

国の状況、道の状況を踏まえたときに、まだまだいろんな部分での削減っていうものは旗

を降ろすわけにはいかないのだよということを、引き続き町民に理解を求めていくうえで

も、私はしっかりとした具体的な数字、町民にもっとわかりやすいそういう説明が必要で

はないかなというふうに思うのです。また、報道によると、公務員の給与も削減という部

分、私町長にも何回か質問させてもらっていますけれども、職員の給与はどうなのだとい

う話の中では、あくまでも国の指針にのっとってやっていくのだというようなお話もあり

ましたけども、今後、今の政府はそういったことを無視した中で削減していくと。総務大

臣あたりは地方には波及させないとか、いろんな国の方策とか、まだ決まっていませんか

ら、なかなかその辺の具体的な数字っていうものは出せないと思います。しかし、流れと

して、大震災の後において公務員の給与削減というものも、これもやはり避けては通れな

いだろうと。この部分の報道があったときに、これが地方にどういう影響を与えるのか。

しかし、町長は給与削減はやめましたよと。だから、ここら辺の整合性っていうものを町

民にわかりやすくね、この部分だけなのですよ。決して町長の言っていること何か間違っ

ているいとか、ここがおかしいとかではなく、町民にわかりやすく説明をするという、こ

の部分だけ私必要だと思うのです。ある程度一定のめどがついたから、今年度からは第３

期まちづくり計画もありますから、これにのっとって、今までは守りだったけれども、今

度は、今年からは攻めていくよと。人口 5,000 人、これは減らさないでいくよと。今朝、

調べてきたら、今日で 5,624 人という。町長になった 19 年からすると 421 人、大体 100
人近く、ざっくり言うと減っていっているのです。だから、この財政健全化のために、皆

さんの努力によって、これは自然減もありますけれども、やはりこういった痛みもあった

のです。しかし、夕張のようにはならない、再建団体にはならない、この１番の大命題は

クリアしたと。よし、これで次は攻めにいくのだと。やっぱりこういった部分においても、

そういった意志からも、町長が削減をやめてこれから攻めに出るのだっていう、これは決

して否定するものではないのです。しかし、そこら辺の部分の国の状況もこうだけれども、
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ここの数字がこうなったのだよということが、町民にわかりやすく説明いただきたい、こ

こだけなのです、私は。私はこのことって、きっと町民には必要なことだと思うのです。

前回の選挙の時も、町民の一大関心事、判断基準の大きな一つだったと思うのです。きっ

と今回だって選挙があれば、私は、これ一つの大きな判断基準になったと思うのです。で

すから、町長が今まで努力されてきたこと、先ほどから言っているように、決して否定す

るものではありませんので、ただ、こういう判断だったのだというこの部分を、町民にわ

かりやすく説明いただきたいということ。その町長の判断によって、より、これからの第

３期まちづくり計画が進んで、町の執行、運営がされていくわけですから、やはり町長の

姿勢っていうものが、この３度によってこういうふうに転換したのだと、今年度からこう

いうふうに変えるのだというこの部分の説明ですね、ここだけ、ここだけを町長に私求め

たいというふうに思います。 
 最後の質問ですので、明確に、町民にわかりやすく説明求めたいと思いますのでお願い

いたします。 
○野村副議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 町民にわかりやすく説明するということは、説明というのはできると思いま

すけれども、その方法をどうすればいいのかということが、今ちょっと断言できないと思

います。当然町議会で一般質問が出ていますから、町民の皆さんには一般質問の内容につ

いてはわかると思いますし、そういうことであろうと思います。また、広報でも、予算書

でも、決算書でも出ますから、そういう意味では町民の目に触れる機会はたくさんあるだ

ろうと思います。わかりやすく説明するということは、私は今、先ほど数字で申し上げま

したけれども、前から再建団体に陥る、そういう危機的状況を脱却するめどがつくまでは

やらせていただきますよということを申し上げておりました。そういう意味では、今申し

上げたとおり、再建団体に陥る可能性は非常に軽くなったと私は判断しておりまして、今

回特に時限立法でありますから、時限立法というか時限的な条例でありますから、今回提

案しなかったということであります。町長の報酬自体は先ほど答弁しましたとおり 15 年

度に 20％、17 年度に 10％ということで、もうすでに３割、30％の削減を行っているとい

う状況でありました。それになおかつ時限的に 30％上乗せして削減していた、今の状況は

そういう状況です。それを、まあ、何て申しましょうか、町内を歩いて説明してというこ

とではないだろうと思いますけれども、広報等で当然載ってきますし、わかりやすくと言

うと、皆さんに知れ渡るようにと言うと、ちょっと私も今のところどういう方法で言えば

いいのか、議員が意とされているところがなかなか見えませんけれども、できるだけ町民

の皆さんにはご理解をいただくというか、こういう状況ですよということは、町長室から

というものもありますから、そういう中でお知らせしていくことも可能かなというふうに

思いますけれども、町民説明会を開いて云々ということはないだろうなというふうに思っ

ています。そういう意味では、できるだけ町民の方にわかっていただくということが肝心
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だろうと思いますので、この件の説明については事あるごとに行ってはまいりたいという

ふうに思っています。 
○中尾議員 めどを聞いているのです、私ね。町民に広報の仕方を聞いているのでなくて、

めどを聞いているのです。 
○野村副議長 中尾議員の求める数字的な問題でなくて、包括的な答弁っていう形で相い

れないところがあると思うのですけれど。だから、聞いている根拠の数字的なものは、そ

れは今言ったように、包括的な形の答弁で終わっているので、それでご理解いただくしか

ないかと私は思うのですけれど。いかがですか。 
○中尾議員 終わります。 
○野村副議長 これで、中尾光昭議員の一般質問を終わります。 
次に、６番、福原仁子議員の質問を許します。 

 福原議員。 
 福原議員の質問は、項目ごとに行う旨申し入れがありますので、これを許します。 
 初めに、１項目めの質問を許します。 
○福原議員 通告にしたがいまして、３項目にわたり、項目別に一般質問をさせていただ

きます。 
 １点目は、障がい者福祉の現状と将来展望についてお伺いいたします。 

身体、知的、精神の３障がいの制度格差が解消され、障がいの有無にかかわらず国民が

相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現のために必要な

障がい福祉サ－ビスなどを市町村に義務づけられております。 

そこで、次のことをお伺いいたします。 

１点目、平成18年４月に施行された障がい福祉計画・障がい者計画策定設置条例の取り

組みについて。 
２点目、障がい者の現状と地域支援体制について。 

３点目、企業等と連携した就労支援について。 

４点目、障がい者が自立して生活できる地域社会の実現に向けた町としての方針につい

て。 
以上、４点をお伺いいたします。 

○野村副議長 答弁願います。 
町長。 

○水澤町長 福原議員のご質問にお答えします。 
 障がい者福祉の現状と将来展望についてでありますが、現在、国においては、障害者自

立支援法に代わる、仮称、障がい者総合福祉法の検討が行われておりますが、本年２月に

第３期障がい福祉計画の策定に関して国の考えが示されました。 
 ご質問１点目の障害福祉計画・障害者計画策定設置条例の取り組み、並びに２点目の障

がい者の現状と地域支援の体制についてでありますが、平成 18 年度より３年間を１期と
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して現在第２期計画が遂行されておりますが、策定にあたりましては、同計画策定審議会

設置条例に基づき、障がい福祉団体を含め、各福祉関係者等 12 名を策定審議会委員とし

てご委嘱し、審議・答申していただいた計画に基づき支援を行っております。 
 障がい者の現状については、４月１日現在の手帳保持者数は、身体障害者手帳が 394名、

療育手帳が 60 名、精神障害者保健福祉手帳が 13 名で、自立支援医療に基づく精神通院受

給者証が 64 名となっています。また、指定障害福祉サービスの利用者は、身体障がい者

が８名、知的障がい者が 27 名、精神障がい者が３名で、道内 25 施設にて生活をしていま

す。 
 地域支援体制として、在宅での障害福祉サービスは、自立支援医療、障害者地域生活支

援事業を含めた各種施策を実施しており、身体障がい者が利用される更生医療が 21 名、

障害者地域生活支援事業における日中一時支援事業は２名で延べ 56 件、移動支援事業は

２名で延べ 56 件、日常生活用具給付事業は 10 名で延べ 54 件、地域活動支援センター事

業は８名で延べ 602 件、更生訓練費給付事業は１名で延べ 12 件、自動車運転免許取得・

自動車改造費助成金は１名で１件が利用されています。 
 また、保健福祉センターにおいて保健師が中心となり、障がい者の生活支援としてコミ

ュニティ浦幌を月２回開設し、話し合い・体験・軽作業・見学等の事業を行っているとこ

ろであります。 
 次に、３点目の企業等と連携した就労支援についてでありますが、障がい者への就労支

援は、障害者の雇用の促進等に関する法律により雇用の促進と職業の安定を図る政策が行

われており、ハローワークでは、就職を希望する障がい者の登録を行い、地域の関係機関

と連携を図るとともに、就職活動や職場定着への支援機関として、十勝障害者就業・生活

支援センターだいちが障がい者と企業との調整等を担っています。また、北海道では平成

21 年３月、北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らし

やすい地域づくりの推進に関する条例が公布され、この中で、障がい者への就労支援につ

いての推進計画や就労支援企業認証制度などが記されており、これらをもとに、長期にわ

たる景気低迷等により産業が停滞傾向にある中で、雇用機会の不足が課題でありますが、

就職を希望される障がい者、障がい者の雇用への理解をいただける事業所など個々に相談

支援をし、また、十勝障害者就業・生活支援センターだいちを含めた関係機関への支援要

請を中心に行っているところであります。なお、今後は就労後の職場定着を推進するため

の方策を検討してまいります。 
 次に、４点目の障がい者が自立して生活できる地域社会の実現に向けた町としての方針

についてでありますが、障がい者と言いましても個々様々であり、その対応は多様であり、

支援が短期間で終わる場合もあれば、また、長期にわたり支援が必要な障がい者もいるこ

とから、民生委員にも協力をいただき、これらのニーズを適時把握し、個々に抱える問題

への相談支援に努め、併せて多様な福祉サービスの充実、住みなれた地域生活や就労に向

け、関係機関の連携、協力をいただきながら事業推進に努めるとともに、障害福祉計画に
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よる障害者地域生活支援事業の一層の充実に取り組んでまいります。 
 以上、福原議員の答弁といたします。 
○野村副議長 再質問を許します。 
○福原議員 ただいま答弁をいただきました。 

浦幌町の現状は、このまちに施設がないということで、道内 25 ヵ所に 38 名が他町村で

生活をしているということです。 
また、個々の対応で体制を図っているようですが、答弁を聞いている限りでは、民生委

員にも協力をいただきたいとか、それから、障害者生活支援センターだいちというような

ところにもいろいろと支援要請をしているということで、具体的に浦幌町ではよそのまち

とかいろんなところにお願いをしているけれど、実際に町が何か積極的にやっているかっ

ていうそういう姿勢が見えないのですよね。今ある事業所で、障がい者の雇用に意欲をも

って積極的に取り組みたいという方がおります。町として、具体的に障がい者就業支援を

本当にどのような形で援助できるか。また、施設建設も含めて、心ある対応をしていただ

きたいという声が大きいのです。それで、雇用についても、事務手続きが非常に煩雑なの

ですよね。それで、いろいろと調べてはみたのですが、本当に一人か二人の就労している

企業の方が、いろいろ面倒なって言ったら語弊があるかも知れないのですが、補助金、助

成金をいただくうえに、こんなに大変な手続きをしなかったら一人の障がい者の方を雇え

ないのかと思って実際に調べてみたら、本当にびっくりするくらいの事務量なのですね。

そういったものも具体的に町の取り組み、姿勢っていうか、何とかしてあげられないかな

っていうふうに感じて、今回の質問に入ったわけです。私もいろいろと調べてみて、設置

条例なんかも見ましたら、議会には報告も何もしなくてもいいような条例なのですね、こ

れ。ほかの条例も、多分そういうところもあると思います。外部リンクで検索しましたら、

浦幌町障がい者計画素案、それから、これは 21 年度から 25 年度ですね。それと、浦幌町

障がい福祉計画素案、これは 21 年度から 23 年度。こういったものが 33 ページにわたっ

て出ているのです。それを私は、今回たまたまこれがプリントアウトできたものですから

ずっと見ていったのですが、本当に他人任せというか、非常に何か浦幌町の、例えば、地

域活動支援センタークローバー共同作業所、所在、池田町、豊頃町と共同設置、NPO 法人

クローバー共同作業所が行い、精神に障がいがある人を対象としていますとかって、とに

かく浦幌町で何かをやるっていうような取り組みが見えない。そういうような計画書にな

っているのです。それで私は、これではやはり障がい者の方が、町長のいう安心・安全な

まちづくりということの一環に、これはのっていかないのではないか。これは、やはり改

める必要があるのではないかなというふうに思いますので、再度、答弁を求めます。 
○野村副議長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○横田保健福祉課長 ただいまの再質問ですけれども、まず、障がい者の雇用の関係です

けれども、理解のいただける事業所に障がい者の就労に結びつけるための職場見学、そし
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て軽作業の体験ということでお願いをし、この体験をとおしまして就労相談を繰り返し行

い、障がい者の就労意欲、あるいは意向等を確認しながら今までも行ってまいりました。

そして、就労に結びつけていきたいということで働きかけをしてまいりました。なかなか

個々の対応ということで３障がいございますが、３障がいそれぞれの障がいを持っている

方の対応は個々に行っておりますけれども、特に今、最後のところでおっしゃいました

NPO 法人のクローバー共同作業所ということで、池田、豊頃も共同で運営に対して負担金

を支払いまして行っている事業所ですけれども、このクローバー共同作業所も NPO 法人

化されるときに、浦幌からも、もともと通所されていた方もいらっしゃいます。小人数と

いうことで、現在６人の方が通所されています。池田の作業所についても、ある程度の通

所される人数が確保、あるいは人数がいなければその作業所も運営には至らない。一つの

まちではその作業所を法人化しても、作業所を続けることができないという事情もござい

ました。浦幌において、この共同作業所、池田にも、そして豊頃町さん、そして浦幌町に

もこういった作業所を設置したい、そういうことを考えながら当時進めてまいりましたけ

れども、通所される方の、汽車で通所、あるいは自分の車で通所される方もいらっしゃい

ますけれども、そういう方の汽車賃、ガソリン代等も支給するという形で、現実的には浦

幌町内に通所できる作業所を町内にはできませんでした。それ以降も、この６人の方は毎

日ではございませんが、自分の体の状況等を勘案しながら通所していただいているところ

であります。施設がないということでお話がありましたけれども、それぞれ身体、精神、

知的ということで、それぞれ医療と繋がった訓練を行わなければならない施設もあります。

すべてのまちが、すべての障がいを持った方の施設を整備することは、なかなか難しいと

いうことはご理解いただいていることだと思いますけれども、浦幌町におきましては、障

がい者の方はもちろんいるのですけれども、その施設をすべて浦幌で建てて運営していく

ということが実態としてできていない状況であります。 
 また、就労後の事業主に対して、あるいは障がい者の方の就労の支援ということでござ

いますが、就労後の職場の定着を図るために雇用していただいた事業主に対しまして、先

ほどもお話にありましたハローワーク、そちらのほうで障がい者のための助成措置がござ

います。事業名については特定求職者雇用開発助成金と長い助成事業の名前でございます

が、こういった助成金を活用していただけるように、面倒な手続きはありますが、現実的

には一人の障がいを持っている方の就職・就労の場においては、保健福祉としては人任せ

ということを先ほど言われましたが、一人の障がい者の方が面接を受けたいということで

あれば、保健福祉センターで面接の取り組みから、履歴書の書き方含めて、前段に保健福

祉課の担当職員がその相談の内容に応じて、準備等をその障がい者のために取り組んでい

るということもこの場でお話をさせていただきます。面倒な手続き等ありますけれども、

その手続きについても保健福祉のほうでは事業主がすべて行うということは、かなり事務

量あると思いますので、保健福祉課のほうでそういった事務の指導と言いますか、スムー

ズに進むように取り組んでまいりたいと考えています。またこの助成期間については、対
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象期間は１年６カ月継続されて雇用された場合、助成されることになっております。障が

い者の雇用が長期雇用に繋がりますように町独自の事業主に対する助成措置として、障が

い者の賃金の一部を助成するなどの内容で現在検討を進めておりますので、ご理解のほど

よろしくお願いいたします。 
○野村副議長 再々質問を許します。 
○福原議員 町は町なりに一生懸命取り組んでいるという姿勢はわかりました。 
でも現実に、本当に雇用主が本当は来月くらいから使いたいのだけど何とかならないか

いという相談を受けたのは事実です。でも、この煩雑な書類を見ると、とてもじゃないけ

ど素人の人が手をつけられるような状況でないと。町のほうから、何らかの形で支援をし

てあげたいという温かい言葉もいただきましたので、その雇用主の方に私も伝えますが、

この方を雇いたいというのでなくて、今現在うちの仕事に適用できる方がいれば雇いたい

のだというようなことなのです。すごく障がい者の方に理解を示した雇用者ですので、早

速、町のほうからも行っていただいて話をしてくれているということですので、なるべく

具体的に速やかな方法でこのことについて処理をしていただきたい。 
施設の建設なんかは無理だとおっしゃいました。でも、障がい者を持っている家族の方

は、施設のあるまちに家族ぐるみで引っ越されていったと。それも人口流出ですよね。だ

から無理だ、無理だと言って手をつけないで何もしなかったら、財政も豊かになってきて、

無理だというのは、たぶんお金の問題だろうと思うのです。これもできない、あれもでき

ないということで基金ばかりいっぱいを積んでも、後ろ向いたら 3,000 人、2,000 人なん

ていう人口になるかもしれないという恐れを抱きながら、私も何とかこのまちの人口を減

らさない方策も含めて、いろいろと検討していく必要があるのでないかなというふうに思

ったので、今回の質問に織り込んでみましたので。 
○野村副議長 答弁よろしいですか。 
○福原議員 何かお答えいただければ。 
○野村副議長 保健福祉課長。 
○横田保健福祉課長 事業主の皆さん、一事業主ではございませんが、町内の企業等に雇

用されている方の多い、少ないは別にして、障がい者を雇用してみたい、そういった方の

ために、いずれにいたしましても障がいの程度ということがございます。誰でもいいです

ということで受け入れていただける事業主の方もいらっしゃれば助かります。ただ、いろ

んな軽作業、事務、煩雑な事務もございます、その事業所によっては。ただ単純な軽作業

であっても、１日ずっとその仕事を続けるということがなかなか続かないということが障

がいになっているというところもありますので、そういったことをご理解いただける事業

主さんがあらわれるということが、町としても大変ありがたいことだと思いますし、今回

お話をいただきました事業主さんに対しましても、速やかに保健福祉課のほうで手続き等、

そして、障がい者に対する雇用の関係についてはお話をいただきましたので、これから事

業主の方と打ち合わせを密にして、１日も早く障がいのある方の雇用に繋げていきたいと
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思っておりますのでよろしくお願いいたします。 
○野村副議長 町長。 
○水澤町長 資金が豊かになったので建てるべきだという話のようでありますので、一言

申し上げたいと思います。 
 決して財政豊かになったということを、私は申し上げておりません。危機的な状況から

脱したことは確かでありますけども、潤沢な資金があるということではありませんので、

ぜひご理解はいただきたい、いただいているというふうには思います。ただ、今、福祉の

関係、保健福祉課を中心にして本当に職員は、福祉にかかわる皆さんのお手伝いをしよう

ということで、真剣に取り組んでいるものというふうに理解をしています。クローバー作

業所につきましても、３町で共同設置をしているということでありまして、これが浦幌に

ないからおかしいということではなくて、そういう作業所を必要とする人たちのために３

町で一つの施設を運営していこうということでありますので、NPO 法人として運営されて

いるということでご理解をいただきたいというふうに思います。 
 それと、やはり施設をつくるとすると問題はその後なのですね。施設をつくることは、

たしかに資金さえあればできる。ただ、それをバックアップして運営していくというもの

は、家族の皆さんも含めてでなければ、町で全部を運営していくことにはなかなかなりま

せん。そういう面では、障がいを持つ方々、身体、知的、精神それぞれいらっしゃいます

けれども、その人たちすべてを町が自賄いで全部やるっていうことはなかなか難しい部分

もあるだろうというふうに思います。施設も含めて、施設以上にバックアップ体制、これ

をやっぱりつくっていく必要があるのではないかなというふうに私は感じています。 
 大変難しい問題でありますけれども、しかし、これを必要とされる方は間違いなくいら

っしゃるというふうに感じておりますので、今後とも議員の皆さんの理解をいただきなが

ら、これからも福祉計画を中心にして取り組んでまいりたいというふうに思っていますの

で、ご理解いただきたいと思います。 
○野村副議長 これで、福原議員の１項目めの質問を終わります。 
 次に、２項目めの質問を許します。 
 福原議員。 
○福原議員 ２点目、災害弱者に対する対応についてお伺いいたします。 

災害対策の一環として補正予算を計上し、その整備を図るとの事ですが、避難所におけ

る備蓄と東日本大震災被災地への救援物資調達が主な補正内容と思われます。災害発生時

においては、第一に、いかにして避難できるかが人命を守る重要な事であり、町は、今後、

見直しを進めると言っておりますが、地域防災計画において、どのような基本的方針を持

っているのかお伺いいたします。 
○野村副議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 福原議員のご質問にお答えします。 
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 災害弱者に対する対応についてでありますが、東日本大震災被災地においては、太平洋

沿岸地域が津波により特に甚大な被害を受けたところであります。 
 浦幌町地域防災計画における災害時要援護者対策計画の中では、災害弱者、いわゆる要

援護者の対応について、一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、要介護認定を受けている

方及び身体障がい者等の個人別台帳で要援護者を把握しております。災害時に自力で避難

できない要援護者に対し、ご本人の同意を得たうえで、消防署、警察署、今後、組織化さ

れる自主防災組織等に対し、要援護者の情報を提供し、地区民生委員にも協力をいただき、

速やかな避難誘導や安否確認がなされるよう努めてまいりたいと考えております。 
 特に避難所においては、避難の長期化も十分念頭に入れたうえで、被災者の心身の疲労

などにより心のケアが必要であることから、プライバシーなどに十分配慮し、町職員並び

にボランティアによる支援体制の整備を行ってまいりたいと考えております。 
 また、特に心身の不自由な方、要介護認定を受けている方などの、いわゆる要援護者の

避難所についてでありますが、町内の福祉施設を福祉避難所に指定して、要援護者の健康

に十分配慮した避難生活を送れる場の提供に取り組んでまいります。 
 以上、福原議員の答弁といたします。 
○野村副議長 再質問を許します。 
○福原議員 一般の町民もそうですが、日ごろの心構え、準備が一番重要です。不可抗力

の災害が起きてしまってからでは取り返しがつきません。 
そこで、ただ今の答弁の中にもありましたが、高齢者、障がい者、特に女性の中でも妊

婦の方、要援護者の中には入っていない方が私は非常に心配なのです。それで、自力で避

難することが困難な方の対応はいろいろとやっていただけるということですが、本当に混

乱した中で、なかなか手を差し伸べてあげられることができない場合も生じるかと思いま

す。特に女性の方なんかは、特殊な体をもっています。子どもを産み育てるというふうな、

大事な役割をもった女性がたくさんいます。そういった方の支援というのでしょうか、そ

ういったことが今回の震災、東日本の大震災でも、女性の方が非常に言いづらくて、言え

なくて、後から本当はこうだったのだよというようなことが往々にしてありました。そう

いうことを、今回の新聞報道ですけど、男性の管理者の方ばかり集まって計画を練ってい

るように見受けられましたので、ぜひ計画の段階でも女性の方も入れながら、どういうと

ころが困るのか、女性同士で話し合いをしていただいて、具体的なものもある程度盛り込

んでいかないと、きっと片手落ちになってしまうっていうふうに私は感じたわけでござい

ます。本当に年齢、それから障がいの程度や性別に対する速やかな把握や配慮も含めて、

これをやっ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、自主防災組織のことがありましたが、これも本当に時間を待たずにして、計画

では来年になんていうふうな形になっているのかなっていうふうに感じておりますが、こ

の辺の速やかな取り組みなんかもどのように進めていくのか、以上、聞いておきます。 
○野村副議長 答弁願います。 
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 保健福祉課長。 
○横田保健福祉課長 前段の女性の、特に妊産婦の方の対応について、私のほうからお話

をさせていただきます。 
 災害時の要援護者対策計画の中で、高齢者、障がい者、あるいは要介護認定者という規

定もございます。そして、その中に、妊産婦も要援護者というくくりの中に入っておりま

す。この妊産婦のとらえ方ですけれども、いずれにいたしましても母子手帳をすでにいた

だいている方含めまして、妊娠している方で小さなお子さんを持っているお母さん。避難

所での生活については、それぞれやっぱりプライバシーを確保した中で育児ができるよう

な環境をつくっていかなければならないと思っています。 
 また、女性特有の、男性もある方もいますけれども、避難所生活が長期的になればなる

ほど隣人と言いますか、共同生活をするわけですから、そういったプライバシーの確保、

トイレの前につい立をたてるだとか、着替えをするためのつい立、あるいは別室の更衣室

を設けるだとか、洗濯物の干すところの目隠しだとか、女性がやっぱり感じるところを今

回の被災された女性からいろんな面で訴えと言いますか、こうしてほしいという要望も出

ているところから、そういった避難所の生活で女性の目から見た、あるいは女性からお聞

きした声を今回の要援護者っていう中で、避難所の確保の中に、そういったプライバシー

を確保した状態で長期化した避難所生活に対応できるように、そして、長くなれば長くな

るほど障がいを持たれた方、要介護認定された方の不便さがあらわれてくると思いますけ

れども、それを我慢することが心と言いますか、精神的に負担になるということもありま

すので、妊産婦の方の精神のケアだとか、あるいは避難所の皆さんの心のケアということ

で、保健師の精神面での支えということで支援に入りたいというふうな計画で考えており

ます。 
 以上です。 
○野村副議長 総務課長。 
○上村総務課長 前段の関係につきましては、保健福祉課長のほうから説明させていただ

きましたが、いずれにしましても女性、乳幼児、妊婦さん含めていろんな悩みがあるだろ

うというふうに思っています。これから防災計画の見直しの中で、役場の職員にも女性が

おります。女性を中心とした中で、いろんな女性特有の避難についてどういう問題がある

かというものを整理しながら、自主防災組織の運営をこれから行政区ともにお願いしてい

くわけでございますが、実はまちづくり計画の中でも自主防災組織ということでうたって

おりますし、今回１月に推進要綱というものを私どもで設置して、３月の市街区長会、４

月の行政区長会議でパンフレットを中心にご説明をしながら、それぞれご希望をされてい

る行政区の中、役員、３カ所でございますが、今、歩いております。今後、自主防災組織

を中心として、これから避難訓練、図上訓練等を行おうとしている厚内地区、十勝太地区

等を含めた中で、この自主防災組織の設立に向けて鋭意努力をしていきたいというふうに

思っておりますのでよろしくお願いをしたいと思います。 
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○野村副議長 以上で、福原議員の２項目めの質問を終わります。 
 次に、３項目めの質問を許します。 
 福原議員。 
○福原議員 新エネルギーの開発、導入について伺います。 

道内における電力供給事情は、原子力発電による供給が約４割を占めている状況であり

ますが、将来的には原子力に依存しない風力・太陽光・波力などの自然エネルギーの導入

や水素エネルギーなどの活用に向けた研究開発を積極的に進める時期でもあると思います。 
特に、日照時間の長い我が町に有利な発電方法も利用できるのではないでしょうか。 

原子力発電に対する町長の見解と新エネルギーの開発、導入の考え方について伺います。 
○野村副議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 福原議員のご質問にお答えします。 
 新エネルギーの開発、導入についてでありますが、本年３月 11 日に発生した東日本大

震災の地震・津波により、東京電力福島第１原子力発電所において、災害時非常電源の供

給が断たれたことと初動対応の遅れなどによって、原子炉格納建屋の水素爆発や国内初の

炉心溶融が起き、放射性物質が漏れ大気中に拡散し、原子炉等の冷却のために大量の注水

を行ったことによる高レベルの汚染水が漏れ出し、太平洋に流れ出てしまいました。 
 いまだに事故の終息が見えない福島第１原子力発電所及び東海地震で津波被害が想定さ

れる中部電力浜岡原子力発電所の運転停止並びに各地の原子力発電所において、定期点検

中の原子炉の運転再開に住民の不安が払拭されないことから、再稼働に目途が立たず、今

年夏の国内における電力の安定供給については、関西電力、九州電力、北陸電力、四国電

力などが供給余力の低下から大口需要家、企業や家庭への節電を呼び掛けており、国内の

電力不足は避けられない状況であります。 
 一方、道内における電力供給事情は、北海道全体の最大発電力は約 600 万キロワットと

され、その内訳につきましては、石炭火力発電が 39％、原子力発電が 35％、水力発電が

16％、石油火力発電が８％、その他新エネルギー等による発電が２％であります。 
 北海道電力泊原子力発電所の１号機は定期点検で運転停止中、２号機は運転中、３号機

は定期点検を終えて調整運転中でありますが、道内の電力需要のピークは冬季間であるこ

とから、今年の夏場の供給力に余力があり、東京電力と東北電力に最大 60 万キロワット

を融通することとしています。 
 お尋ねの原子力発電に対する私の見解につきましては、このたびの大震災を受けて、国

が低コストで安全であるとして推進してきた原子力発電の安全神話がもろくも崩れ、放射

性物質の大気中への拡散や放射性物質汚染水の海域への流出などによって国際的な不安を

醸し出し、農産品をはじめ多くの輸出分野、外国人観光客の来訪に多大な影響を与え、さ

らには風評被害も高まり、その被害は全国に広まっている状況であります。 
 今、ＥＵ圏域内では、脱原子力発電への動きが高まってきておりますが、原子炉 54 基



- 23 - 
 

を保有する我が国において、稼働中の原子力発電所を全て廃止すると深刻な大規模停電が

起こり、国民生活及び経済活動に大打撃が生ずることは容易に想像されます。 
 しかし、現在運転休止中並びに定期点検中の原子力発電所については、十分な安全確認

がされない限り再稼働はすべきではなく、また、運転中の原子力発電所についても東日本

大震災の教訓を生かした安全対策を十分に講じたうえで運転を行うことを求めていきたい

と考えています。 
 今後の電力供給については、早い時期に日々技術開発が進歩している各種の自然エネル

ギーによる発電システムを代替電力としての導入比率を高め、ごく近い将来には安全で安

定した電力供給が行われることが望ましいと考えています。あわせて、今後とも電力需給

のバランスを保つためには、企業・職場・家庭における節電対策の励行について、あらゆ

る場面で普及・啓蒙することも重要なことであると思っています。 
 次に、本町における新エネルギーの開発については、専門的な知識及び多額の開発資金

が必要となることが想定されますので、本町独自による開発は不可能であると認識してい

ます。 
 また、新エネルギーの導入につきましては、平成 15 年度に策定した新エネルギービジ

ョンに基づき、本町の特色でもある日照時間の長い立地条件を生かして、昨年度改築いた

しました浦幌中学校校舎屋上に 19.7 キロワットの太陽光発電システムの導入を図るとと

もに、町単独事業により太陽光発電システム導入事業補助金制度を設け、本年度２件の申

請受理をしているところです。また、木質ペレットストーブ導入支援事業補助金の創設を

行い、昨年度２件の導入実績となっています。 
 これら太陽光発電システム導入事業補助金と木質ペレットストーブ導入支援事業補助金

については、今年度からより利用促進を図るため、企業・店舗・農業施設なども補助対象

として拡大しているところです。 
 このほか、留真温泉においては、間伐材を有効活用する木質チップボイラーを導入し、

経済産業省などが事業主体となって実施している国内クレジット制度により、ＣＯ２排出

削減計画を立て、来月には認証を受ける予定となっています。 
 このたびの大震災を教訓として、国のエネルギー政策が大きく転換されることが予想さ

れる中で、本町といたしましても国や企業の動向を注視しながら、地域にあるローカルエ

ネルギーの利用の可能性について検討を進めてまいりたいと考えますので、ご理解いただ

きたいと思います。 
 以上、福原議員の答弁といたします。 
○野村副議長 再質問を許します。 
○福原議員 まちの現状はよく取り組んでいまして、わかりました。 
 私は、これから原子力にも化石燃料にも頼らないクリーンエネルギーへの期待が、過去

に例がないほど全国で、全世界的にも注目されています。 
 再生可能エネルギー固定価格買取制度は、すでに閣議決定されて国会に提出され、太陽
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光、風力、水力、地熱、バイオマスの５分野のクリーンエネルギーを電力会社が買い取る

制度が発足する動きになっておりますし、北海道知事も前向きな発言をされているところ

です。 
世界の趨勢から見ましても、メガソーラー発電に対するシフトをすることは、これから

は本当に確かではないかというふうに思っております。その際、浦幌町でも休耕農地の転

用を可とする方向にある中で、未利用の瀬多来牧場跡地の活用なども考えられないか伺い

ます。 
 また、産業技術総合研究所の北海道センターによりますと、道東沖には多くのメタンハ

イドレートが埋蔵されていまして、これも有望な資源の宝庫かと思います。将来の利用が

非常に期待されております。道、国の動静を見ながら速やかに、積極的に企業誘致のアク

ションを起こす考え、それから期待も伺えますが、再度、町長の速やかなアクションにつ

いての姿勢を伺いたいと思っております。 
○野村副議長 答弁願います。 
 産業課長。 
○亀山産業課長 ただいまの再質問のお尋ねの中に、孫正義ソフトバンク社長が提唱して

いるメガソーラーシステムのことについて、休耕農地もあるというふうなお話もありまし

たが、本町に休耕農地はございませんので、その点はご理解をいただきたいと思います。 
 また、質問の中で具体的な場所を特定した質問もありましたが、その点についても、具

体的にどうのこうのというふうなことは、今時点では申し上げられません。ただ、このメ

ガソーラーの計画について定住自立圏環境部会という中で、十勝の中で立地可能な箇所、

候補地を探してほしいというふうな中で、具体的な場所は申し上げられませんが、本町と

しても３カ所程度の候補地としては挙げております。それで、帯広、十勝全体で取り組む

というふうな中で、本町も参画して積極的にこれについては取り組んでいるというふうな

ことでございます。 
 それと、天然ガス、メタンハイドレートというふうなことでございますが、これにつき

ましても、過去に事業者が試掘調査をした結果、事業化に至らなかったということでござ

いますので、企業が採算ベース、地下の埋蔵量というところで採算ベースに合わない。事

業化できないという判断があったものと思いますので、これらについては、確かに分布は

しておりますが、これを活用してというふうなことにはならないのかなというふうに思い

ますし、地域にある林地残材だとか雪氷熱エネルギーだとか、そういうふうな形の活用の

方法を本町としては考えていきたいなというふうに思っております。 
 ただ、発電というふうなことになるとなかなか、事業化するには多額の費用もかかりま

すし、もちろん研究開発というところでも非常に難しい問題もあろうかというふうには考

えております。 
 以上です。 
○野村副議長 再々質問を許します。 
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○福原議員 以前、豊北のほうで調査をしたと。私の言っているこのメタンハイドレート

っていうのは、海の中のものなのです。それで、まだ新しい情報であって、本当にこれか

らのクリーンなエネルギーとして使用が可能であるのではないかというふうな話が、本当

にこの頃出てきた話なのですよね。陸上のものでなく、海の中のもので、もちろん単独に

一つの町村ができるものでもなく、いろいろな情報がこれからどんどん流れてくると思う

のです、クリーンエネルギーに対して。それに対する町の姿勢として、いつでも対応でき

るような、アンテナを伸ばしながら、あらゆる企業、大学、研究所等と情報を交換しなが

らやっていければ、町の活性化にも発展にも繋がる時期ではないかというふうに私は考え

ておりますので、再度、町の姿勢を伺っておきます。 
○野村副議長 答弁願います。 
 産業課長。 
○亀山産業課長 先ほど豊北という話をしました。これは、豊北沖の太平洋というふうな

ことで申し上げておきたいと思います。 
 それと、情報収集のためにアンテナを伸ばして、大学、企業との連携というふうなこと

のお尋ねでございますが、やはりこれにつきましては、担当している課としても、そうい

う点については、今の時代ですから各種の情報は入っておりますので、取捨選択しながら

情報収集に努めていきたいというふうに考えております。 
○福原議員 終わります。 
○野村副議長 これで、福原仁子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。 

 河内議員。 
○河内議員 それでは、私は災害時要援護者への対応と耐震化の推進について質問をさせ

ていただきます。 
東日本大震災を機に、日本列島の地震活動が活発化し、十勝地域においても数百年に一

度の地震に備える防災計画を立てる必要がせまられていると考えます。 
 今こそ、地震に強い安心安全なまちづくりが必要であると考えます。 
ここでは、災害時要援護者の避難支援・安否確認、避難所とされている施設の耐震化推

進と一般住宅の耐震化の推進について、焦点をしぼり質問をさせていただきたいと思いま

す。 
災害時要援護者については、同僚議員から弱者への対応ということでの質問もありまし

たが、私なりの視点で質問をさせていただきたいと思います。 
１点目、災害時要援護者への安否確認・避難支援については、今までは職員及び民生委

員で対応していたが、本年度から各行政区長への協力を含めた自主防災体制・避難支援体

制の充実を進めているようだが、現状はどのようになっているのかお答えをいただきたい

と思います。 
２点目、昨年、私の一般質問の中で、我が町でも地域防災マスターやＤＩＧファシリテ
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ーター、いわゆる災害図上訓練指揮者の養成に努めたいと答えたわけでありますが、現状

はどのようになっているかお答えをいただきたいと思います。 
３点目、町内 29 カ所の避難所の中で、16 カ所では耐震性の安全が確認されていますが、

残り 13 カ所では確認ができていないとされているようですが、現状と今後の対応につい

てお考えをお聞きしたいと思います。 
４点目、昭和 56年６月以前に建てられた一般住宅についても耐震性の基準が低いため、

強い地震に耐えることができるのか問題になっております。我がまちでも、一般住宅の耐

震診断への助成制度や耐震改修への助成制度があるが、いまだ活用されていないというの

が現状であります。経費負担の軽減など積極的な制度周知が必要であると考えますが、今

後どのように対応していくのか考え方をお聞きしたいと思います。 
以上、４点お伺いいたします。 

○野村副議長 答弁願います。 
町長。 

○水澤町長 河内議員の質問にご質問にお答えします。 
 １点目の自主防災体制・避難支援体制の現状についてでありますが、本年４月に開催さ

れました行政区長会議において、自主防災組織について説明をさせていただいた後、現在、

３行政区にご説明させていただいております。結果から申し上げますと、現時点において、

自主防災組織として設立されたものはありませんが、災害時の要援護者支援について、地

域でできることから進めてみようというご意見があり、現在町内会等で話し合いがなされ

ているものと考えております。 
 本町としては、町内会単位を基本とした組織化を念頭に置き、組織として行う体制づく

りをしていただき、その中で非常時における伝達・避難支援・給水、給食といった項目で、

一項目でも実施できる活動をお願いしているところであります。 
 ２点目の防災マスターやＤＩＧファシリテーターの養成についてでありますが、昨年に

おきましては、防災マスター認定研修が道南、道央を中心に開催され、本年２月に札幌市

で開催されました。しかしながら、町民に対し遠方で開催される研修への参加は難しいと

の認識から周知しておりません。なお、本年については、旭川方面により開催される予定

との情報があり、参加の是非について苦慮しているところでありますが、機会あるごとに

養成に努めてまいります。 
 次に、ファシリテーターについてでありますが、こちらも昨年は、管内中部地域の市町

村を対象に実施され、消防職員、地域町内会のリーダーといった方々の参加があったとの

情報をいただきましたが、本町に対し、開催案内はなかった状況であります。本年度につ

いては、本町を含めた管内６町村を対象に行うとの情報がありましたので、周知を行い、

参加者を募りたいと考えております。 
 ３点目の避難所の耐震性の安全確認でありますが、平成７年１月 17 日に発生しました

阪神・淡路大震災の教訓をもとに、建築物の耐震改修の促進に関する法律が制定されまし
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た。さらに、平成 18 年１月には改正法が施行され、昭和 56 年以前に建築された施設で、

学校、病院、集会所、事務所その他多数のものが利用する建築物等のうち、一定規模以上

の建築物の所有者は、現在の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や改

修に努めることが求められております。 
 ご質問の町内避難所における耐震性の安全確認でありますが、28 避難所中、法施行後建

設された施設も含め耐震性が確認できた避難所が 13 施設、確認ができていない避難所が

15 施設であります。確認ができていない避難所 15 施設については、改正耐震改修促進法

の適用とされない建物となっておりますが、今後、避難所の耐震性にも配慮しながら避難

所の指定につき検討してまいります。 
 ４点目の木造住宅耐震診断及び改修への助成制度に対する質問についてでありますが、

ご承知のとおり、本町におきましては、平成 21 年３月に浦幌町木造住宅耐震診断補助金

交付要綱と浦幌町木造住宅耐震改修補助金交付要綱を制定し、耐震診断及び耐震改修工事

を実施した方に対して補助金を交付することとしています。 
 この補助制度は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の制定、その後の改正法施行に

より、建築物の地震に対する安全性の向上を図るために、国及び地方公共団体に対し、計

画的な耐震化の推進や建築物に対する指導等の強化が図られたことから、平成 20 年６月

に浦幌町耐震改修促進計画を策定し、それを進める施策として、耐震診断及び耐震改修の

補助制度を創設いたしました。 
 浦幌町木造住宅耐震診断補助金は、昭和 56 年５月 31 日以前に着工された木造住宅の耐

震診断に要した費用の３分の２以内を補助するもので、１戸当たり８万 6,000 円を上限と

しております。 
 また、浦幌町木造住宅耐震診断補助金は、この耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未

満と診断され、倒壊の危険性がある住宅の改修工事をする方に、費用の一部を補助するも

ので、200 万円以内は 20 万円、200 万円を超える場合は、費用の 10％を補助し、30 万円

が上限となっているものです。策定時の平成 20 年 11 月号の町広報誌に掲載するなど周知

を図りましたが、本町においてこの補助制度を利用された方は、現在まで１人もいない状

況です。これについては、町民の皆様に対する周知不足と存じますので、再度お知らせし

てまいります。 
 改修工事には、多額の個人負担が伴うことも認識しておりますが、補助金の額につきま

しては、近隣市町村と比較しても遜色ないものと判断しておりますので、さらなる補助金

の拡充については、今のところは考えておりません。しかし、大震災に対する町民の意識

が高いことは十分承知しておりますので、今後については、管内情勢を見ながら検討して

まいりたいと思いますのでご理解願います。 
 以上、河内議員の答弁といたします。 
○野村副議長 再質問を許します。 
○河内議員 お答えをいろいろいただいたわけでありますけれども、１点目の災害時の要
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援護者への対応、行政区ごとでの取り組みというものを今後進めていきたいということで、

先ほどの同僚議員にもおこたえしていたわけですが、やはりこのことについては、私は方

向性としては間違っていない、そして、このことについては、やはり進めていくべきだと

考えております。 
 地域の事情は、例えば行政区の中でどなたがどうなったかということは、近くの方が一

番よく承知していることでございますので、要援護者の名簿と、また、日ごろ自分が町内

で生活している中で、あのお年寄りはどうなのか、あの障がい者の人はどうなのかってい

うことで、そういった点で注意をしていくと何かあったときに、事情を知らない遠くの人

が来て適切に対応できるかと言ったら、やはり近くでよく事情を知っている人が一番適切

な対応ができるということで、今後もこのことについては、できるだけ早く行政区全般に

わたって自主防災体制の組織化ができるような形に、努力をしていくべきではないかなと

考えております。 
 また、最近、災害に関する報道番組が多いわけですが、災害時の３大原則といいますか、

そのようなことで自助・共助・ほう助と、こういった力が合わさってこそ適切に防災に対

応できるのだという話がありましたが、まさに今後は、この３つの柱をともに確認しなが

ら進めていくべきではないかなと考えております。 
 また、２点目の防災マスターやＤＩＧファシリテーターの養成については、まだ対応で

きていないということでございますが、お答えの中でそれぞれ理由があったということは

わかりますが、しかし、このことについても、やはり、特に防災マスターの養成は災害時

のマンパワーと言いますか、できるだけ多くの人が災害に対応できる体制をつくっていく

ためにも、早い時期に浦幌町にも防災マスターを、ぜひ養成をしていただきたいと思いま

す。このことについても、お答えをいただきたいと思います。 
 また、行政区単位の自主防災体制のことでございますが、とかく防災訓練というと、訓

練のための訓練という意味合いが強いわけですね。こうして、こうして、こういう手順が

あってこうだからということで、ただそれを機械的にやっていくと。やはり私は、今回の

大震災の教訓として、なかなか災害っていうのは思ったとおりはシミュレーションした災

害にならないことが多いのだと。そういうことも常に意識の中に持って、お互いこういう

ときはどうなのだろう、ああいうときはどうなのだろうということで、忌憚のない情報交

換、コミュニケーションの中で、いろんな想定をして、こういう場合はこういう対応も必

要ではないかという細かな、現実に合った、そういった自主防災体制にしていっていただ

きたい。例えば、行政区の中で、いろいろ集まることが１年で何回かあると思うのですが、

そういった中で、率直な意見交換、こういった場合どうだろうねと気楽にお互いコミュニ

ケーションを取れるような、そういう自主防災の、行政区における意識の醸成っていうの

ですか、そういったものを図っていくことも大事かなと思うので、この辺の考え方につい

てお聞かせをいただきたいなと思っております。 
 あと、３点目になりますが、避難所の耐震化。おそらく、小さな会館などはお答えの中
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にありましたけども、法律の基準で耐震化をする必要がないということだと思うのです。

そういった場合でも一般的な耐震診断はできるわけですから、一般的な耐震診断のもとで、

そういった小さな会館についても耐震の診断を進めるべきではないかなと思いますが、そ

の点についてお考えをお聞きしたいと思います。 
 あと、せっかく診断、改修・補強のできる制度があるにも関わらず、まだ施行から１年

２年と余りたっておりませんので、周知がなかなか行き届いてなかったのかなということ

で、私もそう思います。しかし、今回実際に、前回 10 年くらい前ですか、阪神大震災、

そして今回の東北大震災ということでの災害に対する備えがいかに重要かということが、

相当住民の皆さん方も意識の中に現実問題として持たれていると思うわけですね。そうい

うことで、耐震診断にもいろいろあるみたいですけど、一般的な診断では 10 項目くらい

の診断方法があるようでございます。例えば、壁の厚さ、それと南面の開口部、窓がどの

くらい占めているのか、それから基礎部分の鉄筋の入り具合とか、一般的な診断ではそん

なに項目はないようでございます。それ以上もっと詳しく診断をする方法もあるわけです

が、あまり難しく考えないで、例えば、10 項目なら 10 項目くらいのものに絞って、お宅

の建物はどうですか、何年の何月以前に建てた建物じゃないですかと、そして、その場合

はこういったところを気を付けて見てくださいよと。もし、気になるようでしたら行政に

相談くださいというようなことで、気楽にそういった窓口的なもので、広報などわかりや

すいもので周知をしていくと、私はこういったものを利用してみたいと、私の家どうなの

か見てもらいたいというようなことは、十分私は今後あると思うのですね。一般的に壁の

筋交い補強、これが、私が調べたところで１カ所 15 万円から 20 万円くらいかかるそうで

すけど、この筋交いの補強を何カ所かするだけで相当強度が上がる。例えば、１カ所でも

２カ所でも効果があるそうです。それと、旧来は梁と梁の接合は蟻継法っていう接合が一

般的だそうです。そこに、金物を補強するだけで強度がグンと上がると、これもそれほど

お金がかかるものではないというようなことで、具体的な情報を町内の建設屋さんといろ

いろ詰めてみて、その辺をわかりやすく広報してはどうかと。こういった改築とかになり

ますと、怪しい業者さんがこれを利用して、家を見せてくださいということで、いろんな

トラブルが起こらないとも限りませんので、ぜひその辺も町内業者さんにきちっと確認を

して、私はいい方法があれば、ぜひ地元業者さんが適切に対応、なるべく安価な形で安全

な改修ができるように、ひとつその辺、知恵を絞っていただきたいなと考えております。 
 以上について、よろしくお答えお願いします。 
○野村副議長 答弁願います。 
 総務課長。 
○上村総務課長 私のほうから、前段３点について説明させていただきます。 
 まず、自主防災組織につきましては、今、河内議員さんがおっしゃられたとおり町も今

一番、非常に大事だということで、今回要綱を設立し、行政区長さんのご理解を賜りなが

ら今後進めてまいりたいというふうに思っていますし、そういう中で、要援護者の台帳整
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備、やはりそういうものも民生委員だけでなくて、行政区の代表者もお持ちになった中で、

本人の了解のもとで整備をしながらやっていかなきゃならんというふうに思っております

し、そういった自主防災組織の中で今、河内さんから質問がありましたとおり、できるも

のから一つずつそういうふうなことで、いろんなことでやっていきたいなというふうに思

っています。一番肝心なのは、地域と対応しながら、地域と情報交換しながら、避難経路

を含めた中で、今現在、地域と協議をしながら、私たちも図面でただやっているわけでな

くて、現地とも協議をしながら今後、避難経路について早急な整備をしていきたいという

ふうに思っていますし、そういったうえで、いろんな話し合いの中で、これから７月に図

上訓練等を地域の中でお願いをして、それぞれ協議をしていく中では、やはり中心になっ

ていく指導者っていうのですか、そういう方を一般町民を含めた中で養成していかなけれ

ばならないというふうに思っていますので、今年は管内である、浦幌町を含めて招集され

るというふうに聞いておりますので、ぜひとも多くの方が参加できるような体制づくりも

進めてまいりたいというふうに思っています。 
また、３番目の耐震の関係でございます。非常に今、私どもの防災計画の中で避難指定

所として指定している関係でございますが、この中身はやはり昭和 56 年以前に建てた建

物が多くあります。地域で建てた会館等も含まれて指定しております。はたして、ここが

本当に避難所として指定してよかったのかどうかっていうのも、今回新たに検証しなけれ

ばならないというふうに思っています。確かに、一般的な耐震診断を仰いで早急な改善が

必要だろうというふうに思います。それ以前に、それらについて、指定についての検討に

入らなければならないのかなというふうに思っていますし、当然その耐震性についても、

今私どもも耐震していない場所については本当に耐震性があるか。この辺については、や

はりもう１回検証してみなければならないというふうに思っていますので、それらについ

て今後避難している場所については、この防災計画の見直しの中で改めて検討させていた

だきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 
○野村副議長 施設課長。 
○新川施設課長 私のほうから、４点目の耐震化に対する診断と改修補助ということでご

説明させていただきます。 
 今、河内議員からご質問があった内容ですけれども、まず、浦幌町で耐震診断の補助要

綱と改修補助金の要綱ができております。 
耐震診断につきましては、木造住宅について個人が所有する１戸建て住宅、２世帯住宅

及び店舗併用住宅ということになってございます。店舗併用住宅におきましては、店舗に

供する延べ床面積が２分の１未満ということになってございます。これにつきましては、

自らが浦幌町に住んで居住する住宅の耐震診断を行うということになってございまして、

診断につきましては、診断技術者というのがございまして、その人の診断を受けるという

ことになっております。中身的には、補助の中身は町長が答弁しましたけども、浦幌で言

うと８万 6,000 円が限度額になってございます。診断料ですが、先ほど河内議員もおっし
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ゃいましたけども、大体、一般家庭で診断の内容が違いますが７万円から十数万円という

ふうにお伺いしております。浦幌の耐震診断料は、13 万円の補助金額をとしておりますの

で、それで３分の２で８万 6,000 円というような実態でございます。 
次に、改修補助金ということの中身でございますが、これも昭和 56 年の５月 31 日以前

に着工された木造住宅ということになってございます。補助につきましては、耐震診断を

受けて危険であるといったものについて、この改修補助金が当たるということでございま

して、補助金の金額は、200 万円以内であれば 20 万円、超えたものにつきましては補助

経費の 10％上乗せで 30 万円が限度となっております。ただし、改修金額が 20 万円を下

回る場合は当該費用の額ということになってございます。 
ちなみに、管内の要綱関係の状況をご説明したいのですが、耐震診断ですけども、全部

で 19 市町村中、要綱をつくっているところが 10 市町村です。要綱がないところが９町と

いうことになっています。ちなみに実績なのですが、平成 20 年度が帯広市が２件ござい

ます。音更町で 21 年に３件。この診断料の補助の金額の中身ですが、補助率 10％から浦

幌町と同じように３分の２で８万 6,000 円を限度として行っているところがございます。

金額は３万円から８万 6,000 円というような間の金額になってございます。耐震改修の中

身ですが、これも補助制度が 19 市町村中、あるというのが 10 市町村。なしが同じく９町

です。これにつきましても、実績、実数の件数ですけども、平成 21 年度は音更町が１件、

平成 22 年度、帯広市が１件という中身でございまして、補助率は１律 10％でございます。

これは、国の指針に基づいて策定されたものでありますので、こういう中身になっている

かと承知しております。 
そして河内議員の中身ですね、耐震診断をもっと簡単にできないかというお話でござい

ますが、耐震診断にお金はこれだけかかります。３分の２負担されるとしても３分の１出

さなきゃならないという中身になっております。それでちょっと調べてみたのですけども、

北海道のほうで無料診断のソフトというのがございまして、これを使用すれば、簡易診断

ですけども無料でというものでございますので、その辺も周知をしておりませんので、今

後していきたいなと思っております。 
業者さんの関係ですけれども、耐震診断受けたものについての補強なり改修は、浦幌の

業者さんでできる分っていうのはたくさんあると思います。その辺につきましても、今後

いろんな場面でこれをご説明しながらそういう機会をつくって、できるものできないもの、

その辺を項目ごとに絞りながらご説明をする場を設けたいなと思っております。 
こういう時代ですので、トラブル等が発生するというのは心配するところでありますの

で、その辺もいろいろ考えながらやっていきたいと思います。 
もう一つですね、町長の答弁の中で、浦幌町の耐震改修促進計画というのを触れました

けども、これは平成 20 年度から 27 年度の 8 年間で策定してございます。ちなみに、平成

20 年度の策定時におきましては、現状の総数ですけども 3,086 戸に対しまして、56 年以

前に建設されて耐震性がないと診断されたものにつきましては 1,028戸で 33.3％でござい
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ます。耐震化率につきましては、100 から差し引いたものですので、66.7％ということに

なってございます。平成 27 年度の目標数値は 90％という数値になってございます。これ

は国の指標に基づいたものでありますが、当町もそれに向かって計画はつくっております

が、実際は平成 23 年の１月１日現在の数値ですが、これでいきますと総数が 3,064 戸中、

耐震性がないと診断されたものが 973 戸 31.8％。耐震化率は 68.2％という数値にとどま

っておりますので、現状ではまだまだ足りない状況になってございます。いろいろと理由

も考えてみたのですけれども、人口減により転居などが増えまして、取り壊しがなされな

いままの家屋や新築がまた進まなかったり、また経費がかかるということで経済的な負担

も大きいという事情で、なかなか数値目標にはほど遠いので、この辺も検討していかなけ

ればならないと思っております。 
いずれにいたしましても、周知にいたしましては平成 20 年の 10 月配布の町広報の 11

月号に、耐震対策ということで補助制度関係を載せさせていただいて以来、その後、全然

当町で皆さんに周知をしておりませんでしたので、今後、早急に再度ホームページですと

か町の広報紙を通じて掲載していきたいなと思います。 
以上です。 

○河内議員 終わります。 
○野村副議長 以上で、河内富喜議員の一般質問を終わります。 
お諮りいたします。 

 ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時１４分  休憩 

午後 １時２９分  再開 

 

〇野村副議長 休憩を解き、会議を開きます。 

 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 
次に、１番、関井雅明議員の質問を許します。 

 １番、関井議員。 
○関井議員 浦幌町海岸地域の防災対策について質問いたします。 
 ３点ほど質問いたします。 
１点目、津波などの災害が発生した場合の厚内・十勝太・豊北各地区の避難場所の状況

を具体的にお伺いします。 
２点目、大震災から３カ月経ちましたが、海岸地域に住む町民にとっては、新聞報道等

で初めて防災対策について検討されていることがわかる状況であり、町として地域に対す
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る説明は何もありません。いつ大地震が発生するかわからない状況の中、今すぐにできる

対応もあるのではないか。施設や設備等に予算を要するものもあるが、まず、地震や津波

に対する防災対策などについて、町は、いつ説明しようとしているのかお伺いします。 
３つ目、災害が発生した場合、現状の地域住民への周知方法と停電時における対応につ

いてお伺いします。 
以上です。 

○野村副議長 答弁願います。 
町長。 

○水澤町長 関井議員のご質問にお答えします。 
 １点目の災害発生時における沿岸地域の避難場所等の状況についてでありますが、厚内

地区については、津波を除く災害時には厚内公民館及び浜厚内生活館並びに厚内小学校を、

十勝太地区については、十勝太コミュニティセンターを、豊北地区については、国道 336
号線より北にあります豊北会館を避難所として指定しており、洪水等の浸水が発生した場

合は、吉野公民館へと避難していただく予定としております。 
 この避難所において配備されております備品につきましては、厚内小学校、豊北会館を

除く３施設に災害用毛布を配備しております。また、浜厚内生活館については、先般の津

波被害が発生する以前に購入いたしましたアルファー米とクラッカー、飲料水を配備して

おります。 
次に、各施設の収容人数でありますが、厚内公民館 180 名、浜厚内生活館 40 名、厚内

小学校 700 名、十勝太コミュニティセンター170 名、豊北会館 130 名となっております。 
なお、津波が発生した際の避難についてでありますが、現在のところ厚内地区において

は、近くの高台、十勝太地区については、近くの高台または町模範牧場としており、豊北

地区については、洪水時の避難先である吉野公民館に避難していただくこととしておりま

す。 
 この避難については、北海道が作成した平成 20 年のデータに基づき、地震の規模マグ

ニチュード 8.6、津波の高さは最大 13 メートルを想定し、昨年６月に全戸配布させていた

だきましたハザードマップを作成しているところであります。しかしながら、先の髙橋議

員の質問にお答えしましたとおり、今回の大震災を受け、北海道において浸水予想の見直

し並びに防災計画等の見直しがされることを受け、町としても現状での想定外を含め、改

めて検討に入っている状況であります。 
 ２点目の地震や津波に対する防災対策の説明についてでありますが、現在は現行の地域

防災計画を基本として対策を行っており、東日本大震災の教訓から、計画の改善すべき課

題等の洗い出し作業を行っている状況であります。この課題等については、早急に地域と

の対話を持ち、対応できるものから順次、整備を行っていきたいと考えております。 
 ３点目の災害発生時における地域住民への周知方法と、停電時における対応についてで

ありますが、町では防災無線による屋外放送、サイレンを活用し周知するとともに、地元
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消防団と協力し、避難の周知を図ることとしております。また、停電時については、現在、

対策本部に２台の発電機を設置し電源確保を行っております。また、今回の補正予算によ

り沿岸３施設に備蓄を行うことと予定している中に、各避難所における停電対策として、

発電機の配備も行いたいと考えております。 
 以上、関井議員の答弁といたします。 
○野村副議長 再質問を許します。 
○関井議員 ただいまお答えされましたが、１番の質問ですが、もしかしたら明日地震が

起きて津波が来る状況の中で、特に厚内地区においては、津波の場合の避難場所が高台と

なっていますが、もう少し具体的な避難場所をお聞きしたいということ。特に小学校、浜

厚内、厚内市街など、中央に厚内川が流れていまして分断される場合もあると思いますの

で、もうちょっと具体的な避難場所をお聞きしたいと思います。 
 ２番目に、３か月たって行政は何も言ってこないのですが、地域住民は非常に心配して

おります。ですから、これからの計画をしているのはわかるのですが、今までの経過や計

画などを早い段階で知らせるべきではないかと思います。先の質問で述べたように、報道

などで知られた方が大半だったので、本当に住民は、行政は何をやっているのかなと思っ

ているのが今の気持ちだと思うので、そこを、これからそのようなことがないように、ま

たお聞きしたいと思います。 
 ３番目ですが、防災無線、サイレンなどがあるのはわかりましたが、特に厚内地区は避

難場所が何点かになると思うので、その場所に無線機などを置いて、もう少し住民との連

絡を密にしていかなければならないと思いますがどうお考えでしょうか。 
 この３つを、またお聞きしたいと思います。 
○野村副議長 答弁願います。 
 総務課長。 
○上村総務課長 １点目の避難経路の関係でございますが、防災マップの中では当然、高

台に避難するというふうになっております。現在、高台という中で、いろいろとどこに避

難誘導したらいいかということについては、浜厚内については浜厚内生活館から上にあが

る厚内の山のほうを想定しています。ただ、現在、厚内小学校の関係につきましては、厚

内の林道を想定しているのですが、今現在、林道まで行くのは大変遠いと、上厚内のほう

に入っていく林道でございますが非常に避難場所が遠いと、400 メートルや 500 メートル

いかないと山に上がれない状況だということです。そういったことで、今、避難誘導の場

所については、うちのほうでどこがいいか選定をしておりますし、地区の人方の所有者と

協議をしています。ある程度、ここが望ましいだろうという段階におきまして、早急に地

域と協議をした中で避難の高台については、確保を図っていきたいというふうに思ってい

ますので、もう少々お待ちを願いたというふうに思います。 
 また、今回、地域住民に対して新聞報道が先になって、特に補正予算の関係の備蓄をこ

うやっていくのだという関係については、本当に今回補正予算をあげた段階で報道機関の
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ほうが先になってしまったことに対しては、お詫びをしたいというふうに思っています。 
 それと、今回、髙橋議員さんのご質問、それから今の関井さんの質問の中で、厚内地域

の要望等、やはりそれを早く的確にとらえた中で、今何をしなければならないかというこ

とを的確にとらえていかなければならないというふうに思っています。そういった中で、

現在、厚内地区の公民館で、おかげさまでパネル展をやっている中で、私どもアンケート

用紙を置かせていただいています。今回３月 11 日の避難のときにあなたはどこにいまし

たか、避難されましたか、避難されたときにはどういうような対応でしたか、また、今回

いろんな対応に対してご意見等を賜りたいという中身のアンケート用紙を置いております。

それを、近く回収した中で、それを検討しながら地域とまた協議をしてまいりたいという

ふうに思っています。今回、浜厚内、それから厚内生活館に備蓄を置く関係につきまして

は、事前に館長並びにそれぞれ管理人さんと協議をした中で、コンテナの中に全部そこに

備蓄品を置きたいというお話をして、場所についても、現在確保しておりますのでご承知

のほどよろしくお願いをしたいというふうに思っています。 
 それから、３番目の関係につきましては、避難地区にどういうふうに伝達したらいいの

かとういうことでございます。当然、避難地区にはテレビしかございませんし、私ども職

員が派遣したものの中から逐次いろんな情報を仕入れるしかないというふうに思っていま

す。無線につきましては、あいにくそこには設置していません。現在、町の防災無線につ

いても相当年数がたっておりますし、外に置いている防災サイレンにつきましては、サイ

レンは鳴るのですが、こちらがしゃべっていることが、地域の皆さんに何をしゃべってい

るかよく聞こえないという声も聞いております。そういうことも含めて、総体的な連絡体

制については、もう少し検討させていただきたいというふうに思っています。そこにまた、

２カ所にだけに無線機を置くっていうのは、今はちょっと考えておりませんが、それも一

つの案ということでございますので、それらを含めてどういうふうに避難者に対して連絡

ができるか、もう少し検討させていただきたいというふうに思っています。 
 以上でございます。よろしくお願いします。 
○野村副議長 再々質問を許します。 
○関井議員 １点だけお伺いします。 
 厚内の避難場所ですが、市街地区においては津波が来た場合、公民館では対応できない

ということなのですが、市街地区はどのようにお考えでしょうか。 
○野村副議長 答弁願います。 
 総務課長。 
○上村総務課長 今、検討しているのが右側の、実は個人名を申し上げますが、旧斉藤さ

んの山のほう。テレビの中継施設があるのですが、あそこをなんとかお借りして、鍵を預

かって上がって行けないかという方法。前回のときには、鍵がかかって、そっちには登れ

ないような状況になっていたということも現地から聞いております。もう１点は、神社の

裏のほうを通って、逆に裏の、言ってみれば古沢さんの裏のほうの山を上がって行けない
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かどうか、その辺も今検討に入っている次第でございます。いずれにしましても、近くの

高台を何とか確保した中で、避難をできるような避難道路というのですか、経路、それを

車であがったほうがいいのか、それか車であがらないとしたら、歩くとしたらどういうふ

うな避難誘導したらいいのか、その辺も検討させていただきたいというふうに思っていま

す。 
○関井議員 ありがとうございました。終わります。 
○野村副議長 これで、関井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。 

 杉江議員。 
○杉江議員 私の質問を始めさせていただきます。 
予防医療の推進をということでお伺いをいたします。 
本町の国保会計の保険給付費は、５年前と比較して 9,000 万円増、介護保険会計も保険

給付費が 7,000 万円近く増えており、国の制度変更や高齢化が進んでいる状況があったと

しても負担が増えていることは事実です。 
また、歳入においても、両会計とも１億円以上の一般会計からの繰り入れが続いており、

一般会計に及ぼす影響も大きい事から、町長も執行方針でも触れておりますように、適正、

健全な運営を目指さなければなりません。 
しかし、即利用者負担には問題があります。国においてもこうした状況を踏まえて、社

会保障と税の一体改革が議論されております。 
現在実施されている国保事業での 40 歳から 74 歳までの特定健診、保健指導についての

実績と対策。20 代 30 代の健診実績、また今後の町計、基本計画成果指標に示されていな

い部分の推進対策を伺いたいと思います。 
また、診療所会計における、医師賃金負担から見ても、土、日、休日対応を補えての医

師２名体制を実施することによって、保健指導にも増して健診成果の向上を見込め、予防

医療の大きな成果に繋がると考えます。 
２点について町長の考えを伺いたいと思います。 

○野村副議長 答弁願います。 
町長。 

○水澤町長 杉江議員のご質問にお答えします。 
 現在実施しております特定健康診査、特定保健指導は、糖尿病等の生活習慣病有病者、

予備群を 25％減少させ、中長期的な医療費の伸びの適正化を図ることを目的として、平成

20 年４月より、各医療保険者に対して実施が義務付けられたものです。 
 浦幌町国民健康保険が実施する特定健康診査、特定保健指導については、平成 20 年か

ら 24 年までの５ヵ年計画の浦幌町特定健康診査等実施計画に基づき実施しております。 
 40歳から 74歳までの特定健康診査の受診率は、平成 20年度 34.4％、平成 21年度 32.3％
平成 22 年度は暫定値 32.6％と、全道の平成 21 年度受診率 21.5％よりは上回っています
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が、国の平成 24 年度の目標数値である 65％には達していない状況であります。特定保健

指導実施率に関しては、平成 20 年度 79.2％、平成 21 年度 70.7％、平成 22 年度は暫定値

で 65.8％と、全道の平成 21 年度実施率 34.7％、国の平成 24 年度の目標数値である 45％
を上回っている状況であります。 
 実施計画の最終年度である平成 24 年度の特定健康診査目標数値は 65％、特定保健指導

目標数値は 60％としており、特定健康診査に関しては、目標数値まで到達するには厳しい

状況となっております。 
 まちづくり計画の基本計画成果指標に示されていない 39 歳以下の方の健康診査に関し

ても、早期予防と健診受診の定着化を目的とし、40 歳以上に実施される特定健康診査と同

様の健診内容で実施しておりますが、平成 20 年度 20 歳代２人、30 歳代 18 人、平成 21
年度 20 歳代１人、30 歳代 25 人、平成 22 年度 20 歳代５人、30 歳代 24 人の受診数とな

っております。 
 特定健康診査、特定保健指導の受診率、実施率に対する後期高齢者医療支援金の加算・

減算制度に関しては、後期高齢者医療制度の廃止に向けて制度自体の見直しが行われてい

る状況ですが、特定健康診査、特定保健指導については、平成 25 年度以降も継続実施の

方向性が示されております。 
 国が目標とする糖尿病等の生活習慣病有病者、予備群を 25％減少されるためには、健診

受診者を増やすことが第一でありますが、新規受診者を増やす活動としては、地域の女性

団体や消防団などの各団体や、個人に実施している健康相談、家庭訪問等で、受診勧奨を

行ったり、受診勧奨のリーフレットを作成して国民健康保険医療費通知に織り込んだりと、

町独自の活動を実施してきております。 
 また、継続受診を定着させる活動としては、受診者全員を対象として、一人ひとりの受

診結果に基づき個別支援を実施し、経過観察が必要な方には、半年後の血液検査を実施す

るなど、生活習慣改善の成果を確認し改善に繋げております。 
 糖尿病や高脂血症などの生活習慣病で治療されている方には、主治医と連携しながら、

疾病の自己管理を支援するための栄養指導、保健指導を実施しております。 
 受診しやすい体制としては、個人の都合に合わせて、通年で特定健康診査が受診できる

よう、町内２医院と町外６か所の医療機関と健診センターでの受診ができるよう整備して

おりますが、今後も、新規受診者の増加と、受診者の定着を目指し、健診体制の充実を図

るとともに、予防医療の推進に努めてまいります。 
 町立診療所の医師体制につきましては、平成 21 年度より菅原所長に町民の健康に関わ

る地域医療にご尽力いただいているところであります。 
 町民が住みなれた地域で安心して暮らせるためには、医療サービスの充実及び医師２名

体制の整備が求められていることから、地域医療に携わる医師の確保は難しい状況ではあ

りますが、今後も菅原所長にご協力をいただきながら、町立診療所における医師の確保に

取り組んでまいります。 
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 以上、杉江議員の答弁といたします。 
○野村副議長 再質問を許します。 
○杉江議員 私は、この特定健診の問題については、今までも予算、決算含めて何度か質

疑をさせていただいております。それは冒頭申し上げましたように、非常にまちの財政負

担が重たい部署の一つである、国保会計、介護保険会計もそうであります。 
そういう中で、ご承知のように私たち、この 22 年生まれから団塊の世代と言われてい

る年齢、この年齢は誕生日が来るごとに 65 歳、高齢者のところに足を突っ込む年代であ

ります。私自身もちょっと体調を崩しまして３月に入院いたしましたが、本当にまさにこ

れの予備群であったのだなということを認識しているわけですが、そういう面で非常に私

も重要視している中で、今までも総務文教厚生常任委員会所管事務もやらせていただきま

した。また、昨年同じ調査で鷹栖町に先進地視察ということで調査をさせていただきまし

た。すでに鷹栖町も保健福祉課のご紹介をいただきながら選定して行かせていただきまし

たが、状況を把握されていると思います。非常に高い特定健診率です。全道、状況変わら

ないはずです。全国もそうだと思いますが、何がそんなに健診率が高いのか。地域で、行

政区といいますか、町内会ごとに推進員を設置しておりました。この時代ですから、その

ことが本当に我がまちでもできるかどうか、個人情報やいろんなことがあります、個人負

担の問題もあります。その辺のことは鷹栖町でも言われておりましたけれども、非常に高

い健診率の裏にそういう体制があったということであります。今回、災害のことにかけて

も行政区なり地域というものを、非常に重要視しての答弁やら発言がありますけども、や

はり私は今後ですね、昔の納税組合のように奨励金出せとは言いません。健診率の高い行

政区は健診料を安くするとか、500 円ならタダにするとかそんな発想もあっていいのでは

ないかなと、私はそう思っているのです。今の時代ですから、健診率高かったからお金出

せと、そうじゃなくて、違う発想でどうなのかなというようなことも思っております。 
そういう中で、この基本計画の中に報告されておりますけれども、非常に 40 歳から 74

歳までの健診の中で、40 代の人の健診で 90％が何らかの異常と言いますか、問題がある

という結果が出ていると報告が出ているのですね。まさにその辺が非常に問題かなと、そ

れがどんどん慢性化する病気、成人病の最たるものだろうと私は思うのです。先ほど報告

がありました非常に高い保健指導、栄養指導、高い指導率になっております。しかし、健

診率そのものは当初掲げた 65％に程遠い数字だと、ここのところが問題なのですね。そし

て、この３年間の実績報告いただきましたけども、少しずつ減っている。この健診率を上

げることが、非常に大変だろうと私は思うのです。それで先ほど鷹栖町の例を申し上げま

したけれども、健診率を上げていくための方策、これが、本当に一般的な、確かに一生懸

命やられています。医療費の報告に入っているだとか、あるいは区長さん通した広報にも

入ってくるとか、いろんな努力されておりますし、また保健福祉課も日曜日も健診対応し

ている、担当の方、一生懸命やられておられている、それも本当に一生懸命やっているの

だなということがわかるような状況だと私は理解しています。しかしその、健診されてい
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ない方の対応をどうするか、これは所管事務調査を 21 年にやりましたけれども、その時

に、非常に健診率に地域差があるのですね。特に上浦幌は出張してやっています。非常に

健診率高いです。吉野、厚内がたぶん低かったと思います。やっぱり地元に来て目の前で

やっているということになれば、健診率高いのは当然だと思うのです。そういう対応も、

今言った地域で言えば、吉野は含めて浦幌保健福祉センターでやっていますけども、その

他ドックとか行っている方も、もちろんおられます。しかし、身近で実施されることによ

って健診率が高くなる、そのことが健診を続けるきっかけになればいいというような中で

は、そういうことも考えていってもらってもいいのではないかなと、身近でこまめにやっ

ていく。先ほども報告ありましたようにいろんな団体やら介護等でピーアールしたりいろ

いろやっているということですが、実際に健診をこまめな、小集団でやっていくというこ

とは非常に大変ですけども、財政負担の問題を考えれば、やっぱり予備群をとらえて保健

指導、栄養指導をやっていくことが非常に高い成果があるのではないかというふうに私は

常に思っているのです。そういう中で、その辺のこと、対応について何らかの新しい考え

方をしていくつもりはないのでしょうか。 
 その辺について、まず１点目伺います。 
 それから、２点目ですが、医師の２名体制。これについては、以前から町長も時期を見

て検討すると。検討するということは、前へ進むことなのか、ちょっと分かりません。い

まだに前へ進んでいないと思うのですが。 
 これは、私もいろんな事情があって、そう簡単ではないということは理解します。もち

ろん手を挙げて医師探しをしたから、すぐ対応できるものでないということもわかります。 
ただ、診療所の医師の賃金、もうすでにおわかりのとおり、今年の予算でも 5,200 万円

超す予算をとっています。これは当然、土曜、日曜、休日、それから整形外科医の派遣と

いうのもありますから、ほかいろんなことにかかっているとは思いますが、単純に言えば

２名分くらいの賃金になるかな、整形外科医の分が、そういう担当の診察のできる医師が

来なければまた別にかかるのでしょうけども、そういう特別な負担増がなくても２名体制

ができるくらいの医師賃金は使っていると、私は理解をしております。そういう中で、で

きれば早い時期に、町長も新しい４年目の初年度でありますから、ぜひここに先ほどの答

弁の中にありましたように医師の確保に取り組んでいくと。しかし、このまま４年間進ん

だのでは、町長は前期から同じような答弁しておりますから、何とか、ぜひ前に進んでい

ただけるものなのかなというふうに理解をしておりますが、この２点について、再度お伺

いをしたいと思います。 
○野村副議長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○横田保健福祉課長 本町におきましては、受診率を上げるために健診受診者を増やすこ

とがまず第１でありますが、新規受診者を増やす活動として、先ほど町長から答弁もあり

ましたが、地域の女性団体や一団体、グループを活用させていただきまして、あるいは消
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防団などの各種団体や、現在個人で実施しています健康相談、家庭訪問等々を繰り返して

実施しまして、受診勧奨をさらに強めていきたいと考えております。健診受診保健指導に

よりまして病気の発症を防ぎ、病気が顕在化する前に発見して治療する予防医療の推進を

図っていきたいと考えております。その中で、先ほど杉江議員からお話がありましたとお

り健診の場所につきましては、現在、保健福祉センター、上浦幌公民館という２カ所で行

っておりますけども、今後、厚内地区、吉野地区も含めた形で健診場所については、検討

させていただきたいと考えております。また、自分の健康は自分で守る、あるいは自己管

理する健康管理を自分が行うということが大変重要であると思いますけども、この保健指

導をとおして生活習慣の改善を根気よく、そして丁寧に指導し、健診受診、保健指導を進

めていきたいと考えていますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
○野村副議長 町長。 
○水澤町長 杉江議員言われるように、本当に受診率を高めるということが、即、たぶん

ですけれども医療費の低下に繋がるということは明らかだろうなと私も思います。これに

ついては、何とか今、保健福祉課長がやりましたことも含めて、また、何とか鷹栖町の事

例などを参考にしながら具体的に進めてまいりたいというふうに思うところであります。

ただ、上浦幌地区に出張し健診しているということについては、人数がまとまるというこ

とが大切でありまして、やはり 50 名以上でなければかなり大変な部分が出てくるという

ことで、厚内地区、吉野地区がそれだけまとまって人数が対応できるのかというのが、や

はりネックになっているというふうに思っているところであります。しかしながら、何と

かこの受診率を上げる対応については、今後とも積極的に進めてまいりたいというふうに

思っています。 
 あと、医師の２名体制については、本当に私がいつも言っておるところでありまして、

何とか２名体制を行っていきたいと言っております。ただ、本当にこれ、町村会、十勝全

体でもそうなのですけども、この医療制度でインターン制度がなくなったという中で、大

変、地域医療に携わる先生方が、残念ながらなかなか見つからないというのが現状であり

ます。今、現在来ていただいている菅原先生についても、何とか浦幌に定着していただい

たという状況も、大変厳しい状況の中で来ていただいたという状況でありまして、これの

２名体制というのは、常に何とかできないものかということで、いろんな方面にあたって

いただいております。早急に、菅原先生が３年の契約でありますので来年３月で契約が切

れるということでありまして、ただ、引き続き菅原先生には何とか浦幌の診療所に残って

いただきたいというお話も、毎月先生と懇談させていただいている中で話をさせていただ

いています。先生をベースにして、もう一人の方に何とか来ていただいて、２名体制にで

きればいいのかなと。そうすれば、訪問医療も手を付けていくことができるのではないか

というふうに常に考えていまして、何とか、今早急にというのは、なかなか今のところあ

りませんけれども、何とか来年までにはめどを付け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、これを確約するというのはなかなか難しいわけでありますけれ
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ども、いずれにしましても、私が町長になって以来、お医者さんを探すということは常に

命題でありまして、それぞれ先生も変わられましたけれども、この２名体制に向けては、

今後とも積極的な活動を続けてまいりたいというふうに思っておりますので、現在のとこ

といつということは明言できませんけれども、何とかめどを付けてまいりたいと考えてお

りますのでよろしくお願いしたいと思います。 
○野村副議長 再々質問を許します。 
○杉江議員 診療体制、あるいは医師体制について、多少なりとも前向きな求めありまし

たので、これで質問終わります。 
 ありがとうございます。 
○野村副議長 これで、杉江博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が、差間議員の質問は、項目ごとに行う旨

申し入れがありますので、これを許します。 
 また、差間議員のアイヌ政策に関する質問は、アイヌ民族の衣裳で質問を行う旨申し入

れがありますので、この質問に限りこれを許します。 
 差間議員の着替えのため、ここで暫時休憩いたします。 
 

午後 ２時 ８分 休憩 
午後 ２時 ９分 再開 

 
○野村副議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 初めに、１項目めの質問を許します。 
 差間議員。 
○差間議員 まず初めに、アイヌ政策について質問いたします。 

アイヌ政策について、３点ほど質問させていただきます。 
まず第１点、私たちアイヌは、北海道の先住民としてのアイヌ民族と自負しております

が、このことは認めているのでしょうか。 
第２点、日頃よりアイヌ協会浦幌支部に対するご協力に感謝しておりますが、今後の私

たちアイヌに対する政策はどのように考えているのでしょうか。 
もう１点、私たちは過去、そして現在、いろいろな差別を受けて、そのことで親子、係

塁に差別が及ぶのを恐れて、自分がアイヌであることを隠して生活しているものが大勢お

ります。地元で生活するのをあきらめ、都会に逃げるようにして出ていくものも大勢おり

ます。私はそんな中で、仲間と相談したり、法務局に相談に行ったり、いろいろな努力を

してきたつもりですが、この差別をなくすということで、このような状況の原因は私たち

にある訳ではなく、差別をする社会そのものにあるのではないか、そう思い至ったわけで

あります。私たちはもちろん、いろいろ発信をしながらこれからも生活していくことにな

りますが、このような社会を是正するために、言葉を変えて言いますと、民族差別をなく
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すために、どのような方策があるのでしょうか。 
 この３点について町長にお伺いいたします。 
○野村副議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 差間議員のご質問にお答えします。 
 アイヌ政策についてでありますが、平成 19 年９月に先住民族の権利に関する国際連合

宣言が国際連合総会で採択され、国際連合における先住民族に関する議論が一定の結論を

見ました。さらに、平成 20 年６月には衆議院及び参議院において、アイヌ民族を先住民

族とすることを求める決議が全会一致で採択されました。政府は、同決議を受け、政府と

してもアイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や

文化の独自性を有する先住民族であるとの認識のもとに、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考えを示しました。 
 １点目の北海道の先住民たるアイヌ民族を認めているかについてでありますが、町とし

ても衆議院・参議院で決議されたとおり、アイヌ民族が先住民であると認識しているとこ

ろであります。 
 ２点目のアイヌに対する政策についてでありますが、北海道アイヌ協会浦幌支部の組織

活動の支援や社会的、経済的に安定した生活が送れるよう生活相談員を配置し、相談体制

の充実を図るとともに、就学支援、通学援助、住宅資金貸付事業などを今後も引き続き実

施してまいります。また、伝統文化を広く町民が理解するためのアイヌ伝統文化講座等の

開設に取り組み、伝統文化の保存継承の支援を実施してまいります。 
 ３点目のアイヌを差別する社会の是正についてでありますが、アイヌ民族が築いてきた

歴史・文化について、小中学校の教育課程や伝統文化保存継承事業等を通じて、アイヌ民

族やアイヌ文化が尊重される地域づくりを進めてまいります。 
 以上、差間議員の答弁といたします。 
○野村副議長 再質問を許します。 
○差間議員 私も非常に聞きにくいことを聞いている立場上、今の町長の答弁には本当に

敬服し、感謝申し上げます。 
 ここで一つ、私たちに対する認識の、時間的な差についてご質問いたします。 
 今、町長の説明にもありましたように、私たちの歴史は 1988 年、昭和 63 年当時、北海

道ウタリ協会はアイヌ民族に関する法律を国に求めました。政府は、ウタリ対策のあり方

に関する有識者懇談会で議論を進め、1997 年、平成９年、アイヌ文化振興法が成立いたし

ました。この中身は、私たちの要求とはほど遠く、極めて文化に限定されていて、経済的

な基盤は何一つ認めようとしない法律が出来上がったのであります。このことに関しまし

て、当時の理事長、新しく出てきた理事長、ずいぶん私たちの前で議論をいたしました。

私たちアイヌ民族の中でもずいぶん議論がありましたが、国の政策として決定された以上、

従うのはやむを得ませんでした。 
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その後 2007 年、平成 19 年、先住民の権利に関する国際連合宣言がまとめられました。

同年 12 月、私たちの住むこの浦幌町議会においても、アイヌ政策のあり方に関する有識

者懇談会の設置を後押しする意見書を政府、衆議院、参議院、両院に提出することを全会

一致で決めていただきました。 
2008 年、平成 20 年６月６日には、衆議院、参議院、両院でアイヌ民族を先住民族とす

ることを求める決議がなされました。政府のそれに対する返答は、これは少し時間が遅れ

ますが、時代はそのように移っていったはずです。 
ところが、私たちの住むこの浦幌町においては、十勝の中でも帯広に次ぐアイヌの人口

を有している地区であります。白糠、釧路には及びませんが、それでも私たちの仲間はた

くさんこの地域に住んでおります。 
その浦幌町で、110 年式典において、町長が私たちのことをアイヌ族とおっしゃいまし

た。私は最初、ミスプリントだと思いました。ところが、祝典が始まって、町長のあいさ

つが進行しまして、その段になりますと少しどまづきましたが、町長もはっきりと私たち

のことをアイヌ族とおっしゃいました。私はその場を退席いたしまして、後ほど総務課に

おいて、これはどういうことですかとお伺いいたしましたところ、行政としてそういう言

葉を使っていると言われました。やはり、私たちはこの浦幌町に住んでおりながら、社会

がいろいろ進んでおりながら、その行政と、世界全体とのギャップを常に感じながら生活

してまいりました。 
 そこで、いま一つお伺いいたします。もう決して、先住民族たるアイヌ民族という呼称

については何の疑いも持たないで使っていただくことを、今、もう一度、確認いたしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 
○野村副議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 式典の際、呼び方に不遜があったということであれば、大変、心からお詫び

を申し上げたいと思います。 
今、差間議員が言われたとおり、国会の決議、そして衆参両議院の決議がありました。

政府としても当初、先住民族かどうかは答えることができないという声明を発しておりま

したけれども、そのうち、国連決議、また衆参議院の決議を受けて先住民族であるという

ことを、明確に認識しているということを申し上げております。私どもとしましても、ア

イヌの皆さんが先住民族であると認識のもとに、今後とも町政を進めてまいりたいという

ふうに思っておりますし、そのことについては、政府とまた考え方を一致するものである

というふうに思っています。 
○野村副議長 再々質問を許します。 
○差間議員 ただいまの答弁、大変ありがとうございます。 
 本当に思いますと、私たちの親、その親たちがなめた辛酸と比べれば、今の時代は私た

ちに向かって風が吹いていると理解しております。 
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現にこの浦幌町においては、まだ我々は発信しておりませんが、国、北海道を中心にし

て私たちが住んでいることによっていろいろな補助政策、助成政策がどんどん生まれてき

ております。私たちのこの十勝においても、上士幌町を中心に新たな設備をつくるよう、

これは大きな土木工事を伴い、大きな金額を伴って行われる事業が、今、推進されようと

しております。 
そこで考えますと、私たちの住む浦幌町は、十勝川の南部に位置しております。これは

音別町から、およそ大樹町までかけて湖沼地帯、いろいろな自然形態をもっております。

この自然形態を利用して、私たちとともに浦幌町が歩んでくれるならば、大きな公共事業

を伴って、大きな計画が動き出すことも可能であります。私たち自身が、そのことについ

て発信していかなければならない責任がありますが、これからは私たちも浦幌町の皆さん

とともに手を携えて、私たちの文化が過去あったのだ、これからもこうしてアイヌととも

に浦幌町が発展していくのだということが理解されるのであれば、いろいろな計画を私た

ちのほうから申し出る用意がございます。この点についてもう一度、浦幌町長にお尋ねい

たします。私たちは、何とか浦幌町と一緒にやっていきたいという思いがありますが、浦

幌町については、この点はどうでありましょうか。ひとつ、よろしくお願いいたします。 
○野村副議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 ただいまの質問に対しましては、町としては具体的なものは持ち合わせてい

ないと言いますか、今、初めてお聞きしているわけでありますから、その内容についてわ

からない中で、断定的に答えることはできないというふうに思います。 
○野村副議長 これで、差間議員の１項目めの質疑を終わります。 
 着替えのために、ここで暫時休憩いたします。 
 

午後 ２時２２分 休憩 
午後 ２時２３分 再開 

 
○野村副議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 次に、差間議員の２項目めの質問を許します。 
 差間議員。 
○差間議員 津波からの避難についてご質問いたします。 

もう本日すでに、同僚議員よりたくさんの質問をいただきまして、また、町理事者より

説明も語りつくされた感がありますが、私の立場から一言質問いたします。 
根室沖、十勝沖を震源域とする 400 年から 500 年間隔の巨大地震、巨大津波が想定され

ております。この津波は直近の発生が 17 世紀、または 1705 年とも言われております。つ

まり、今はすでに 400 年を経過していることになります。津波の高さも 13 メートルとも

言われ、これの対処には、一にも二にも逃げる、ただただ逃げる、避難をすることを考え
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るべきだと思われます。そのためにも、浦幌町がただいま見直している防災計画の、まず

は第一に避難路の確保に乗り出すべきと考えます。すでに避難路を確保しているところも

ありますが、いち早くそのことを海岸地帯に住む住民の皆様に確実にお知らせし、高齢者、

要援護者、子どもたちなど災害弱者の避難法を確認することが肝心と思います。早急にそ

のことを含めた避難訓練を繰り返しながら、予想される問題点を洗い出していくべきだと

思いますが、どのようなお考えでありましょうか。 
もう一点、この３月 11 日の津波襲来の際、我がまちの豊北地区でサイレンが聞こえな

かった、避難の指示が聞こえなかったと言われ、その早急な対処が必要と思われますが、

いかがでしょうか。 
以上、２点について町長のお考えをお伺いいたします。 

○野村副議長 答弁願います。 
町長。 

○水澤町長 差間議員のご質問にお答えします。 
 津波からの避難についてでありますが、今回の東日本大震災につきましては、地震のみ

ならず、特に大津波対策の重要性について改めて再認識をしたところであります。 
 １点目の避難訓練を行いながら問題点の洗い出しを行うべきではないかとのご質問であ

りますが、差間議員の言われるとおりと考えます。町としましては、７月に厚内地区にお

いて、地域で大きな災害が発生した場合を想定し、問題点洗い出しのための災害図上訓練

を予定しております。この訓練では、避難経路を確認するとともに、避難経路の問題点、

避難場所の問題点などを出していただく場として、小規模な班を作成し、進行役がいくつ

かの質問を行いますので、それぞれの班で相談しながら、感じたこと、希望する意見など

を図面に書き込みながら進めるものです。最後に全体で発表し、課題の提起を行うという

訓練になっております。 
 この訓練を通して出されたご意見等を、今後の防災計画の見直しに反映されていきたい

と考えております。 
 次に、豊北地区の避難指示に対する対処についてでありますが、現在、豊北地区に屋外

放送設備がない状況にあります。避難指示等の住民への伝達手段として、防災サイレンは

重要でありますので、設備の設置について今後検討してまいりたいと考えております。 
 以上、差間議員の答弁といたします。 
○野村副議長 再質問を許します。 
○差間議員 まず、避難場所についてお伺いいたします。 
 私たちの住んでいる厚内市街の西側に、道路工事の関連工事をやっていると思われる場

所があって、そこから避難場所という掲示板が出ております。ところが、その場所につい

てはゲートが下りておりまして、中に入れないような状態であります。 
先ほど同僚議員からも意見が出ましたが、400 年 500 年に１度の津波においては、これ

はもうすでに 400 年は経過しているところであり、いつ起きるかわからない状態でありま
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す。そうすると、逃げていった場合、そこにゲートが下りているという状況は、これはち

ょっと地域住民にはなじめないのではないかと思います。 
 それからもう１点、学校の裏を 400 メートルから 500 メートルと先ほど理事者の方から

説明がありましたが、そちらのほうに向かっても、やはり林道にゲートが下りております。

これもすぐには入れない状況です。そうすると、私たちが逃げて行こうと思っても、なか

なかそちらのほうに走って行く気にはならないのではないかという気がいたします。 
それから私たちの住む東側に向かってのこともありますが、これは、山に向かってなか

なか避難路が確保できないような状況で、防災計画を立てることは結構なのですが、やは

り避難路については大至急、今すぐ本当に、簡便な工事でもいいと思うのですけれども、

何とか工事だけでも先に行うわけにはいかないでしょうか。この点についてご質問いたし

ます。 
○野村副議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 地震の際の避難路についてでありますけれども、道路の関連工事をやってい

るというところは、地デジの関係で確保した道路でありまして、そこは避難路として今、

設定をしているわけではありません。そのためにゲートが下りているということでありま

す。 
ただ、今ご指摘にありましたように、まさに津波、これだけの大震災においての津波と

いうことであれば、今我々が想定している避難ということについては当然想定外で、とに

かく避難する、逃げるということが第１だろうというふうに私も考えています。 
そのための避難路をどうやって確保していくかということでありますけれども、近くに

ある山が、所有者の方との連絡がなかなか大変だということもありまして、即その山に避

難するということができるかどうかについては、また考えていかなければならないのでは

ないかなというふうに思います。先ほど答弁を申し上げましたけれども、やはりとにかく

逃げる、逃げる道をつくるということでありますので、特に今現在の厚内の場合、車で浦

幌方面に逃げるという方法が、今現在では一番簡便なのかなと。小学校の場合であれば、

裏山、お墓のほうに逃げる参道がありますので、そこに逃げるということが、特に子ども

たちが今現在９名という状況でありますので、先生方の車が２台あれば乗せて逃げること

ができるという状況でありますから、１番そこが早いのかなと。 
ただ、それに頼ってばかりはおられませんので、避難路については今後、山の所有者の

方ともいろいろ相談させていただきながら、この避難経路をつくっていく必要があるので

はないかというふうに思っているところであります。特に７月には、厚内地区の皆さんと

図上訓練を含めて打ち合わせをさせていただくことになっておりますから、その際に、本

当に避難経路として、どこが１番近くて安全なのかということも含めて、相談させていた

だく必要があるのではないかというふうに思っているところでありますので、よろしくお

願いをしたいと思います。 
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○野村副議長 再々質問を許します。 
○差間議員 ７月に厚内地区において、災害図上訓練をするということで、大変安心して

おります。やはり私たちは海岸に住むものとして、今起きるかもしれない、今起きるかも

しれないという強迫観念の中で暮らしております。 
それから、ちょっとくどいのですが、豊北地区の防災サイレンについて、これは設備の

設置について、今後、検討してまいりたいと考えておりますと答弁をいただきましたが、

これは、具体案はあるのでしょうか。その点だけご質問いたします。 
○野村副議長 答弁願います。 
 総務課長。 
○上村総務課長 現在、この豊北地区の屋外放送設備はないという状況でございまして、

この設置について今、検討をしている段階でございますが、具体的という再々質問でござ

いますので、本年度中に何とか建てたいというふうに思っています。 
ただ、面積的なこともございますし、聞こえない状況等の確認、１基になるのか２基に

なるのか、それから、私どもがやっている防災無線がいいのか、消防にある防災サイレン

がいいのか、その辺を含めて消防と協議しながら設置を早急にしてまいりたいと、今年度

中にはしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 
 以上でございます。 
○差間議員 終わります。 
○野村副議長 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。 

 お諮りいたします。 

 ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○野村副議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時３５分 休憩 

午後 ２時５０分 再開 

 

○野村副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

     ◎日程第３ 議案第４１号  

○野村副議長 日程第３、議案第 41 号 平成 23 年度浦幌町一般会計補正予算を議題とい

たします。 
 お諮りいたします。 
 本議案は、細分化して審議したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 
○野村副議長 異議なしと認めます。 
 よって、細分化して審議することに決定をいたしました。 
 初めに、９ページ 20 款１項町債までの説明を求めます。 
 総務課長。 
○上村総務課長 議案第 41 号、平成 23 年度浦幌町一般会計補正予算。 
 平成 23 年度浦幌町の一般会計補正予算（第２回）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億 3,789 万 6,000 円を追加し、歳入

歳出の総額を歳入歳出それぞれ 53 億 8,509 万 6,000 円とする。 
 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 （地方債） 
 第２条、地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 
 平成 23 年６月 13 日提出、浦幌町長。 
 次のページをごらんください。２ページの第１表、歳入歳出予算補正は省略させていた

だきます。 
 次に４ページをごらんください。第２表、地方債補正、変更、起債の目的、過疎対策事

業１億 1,740 万円、移動通信用鉄塔施設整備事業債、補正前限度額０円、補正後限度額 620
万円、住吉０号通道路整備事業債、補正前限度額０円、補正後限度額 1,120 万円、通学通

道路整備事業債、補正前限度額０円、補正後限度額 1,480 万円、合計３億 6,612 万 2000
円、補正後限度額３億 9,832 万 2,000 円。起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同じ

でございます。 
次に、５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書の１の総括は省略させていただきます。 
次に、７ページをお開きください。２歳入、11 款分担金及び負担金、１項分担金、１目

農林水産業費分担金 1,020 万円を追加し 1,416 万円、１節農業費分担金 1,020 万円追加、

浦幌地区担い手支援型畑総整備事業受益者分担金 1,020 万円の追加でございます。予算説

明資料 15 ページに記載しております。受益者戸数 37 戸、地元負担率 20％でございます。 
２目総務費負担金、補正額 175 万 2,000 円、計 175 万 2,000 円、１節総務費分担金、移

動通信用鉄塔施設整備費分担金でございます。説明資料８ページにございます。なお、こ

の分担金の徴収に関する条例制定を予定していますが、基地局の設置場所等が確定した段

階で提案する予定になっておりますのでご了承賜ります。 
２項負担金、３目農林水産業費負担金 441 万円を追加し 2,800 万 3,000 円、１節農業費

負担金 441 万円でございます。農業団地センター管理負担金、説明資料 14 ページにござ

います。今回、暖房用ボイラーの取り換え工事に伴う農協の負担金７割分 441 万円でござ

います。 
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13 款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金 16 万 4,000 円を追加し１億

4,515 万 2,000 円、５節保育所運営費国庫負担金 16 万 4,000 円でございます。保育所運営

費国庫負担金、説明資料 10 ページにございます。広域保育に係る国庫負担金でございま

す。 
３目衛生費国庫負担金、補正額 58 万 1,000 円、計 58 万 1,000 円、１節保険事業国庫負

担金 58 万 1,000 円でございます。がん検診推進事業国庫負担金でございます。説明資料

12 ページ、13 ページにございます。がん検診推進に係る負担金でございます。 
２項国庫補助金、２目土木費国庫補助金 4,300 万円を追加し１億 2,888 万 6,000 円、１

節土木費補助金 4,300 万円の追加、社会資本整備総合交付金の追加でございます。説明資

料 17 ページにございます。住吉０号通並びに通学通の道路整備に係る交付金でございま

す。 
次に、８ページをお開きください。14 款道支出金、１項道負担金、２目民生費道負担金

６万 8,000 円を追加し 8,101 万 1,000 円、６節保育所運営費道負担金６万 8,000 円、保育

所運営費道負担金でございます。説明資料 10 ページでございます。広域保育に係る道負

担金でございます。 
３目衛生費道負担金４万円を追加し 17 万 2,000 円、１節保険事業道負担金４万円でご

ざいます。老人保健事業費道負担金でございます。説明資料 13 ページにございます、肝

炎ウィルス検診事業に係る道負担金でございます。 
２項道補助金、１目総務費道補助金 1,600 万円追加し 1,743 万 9,000 円、１節総務費補

助金 1,600 万円、無線システム普及支援事業等の補助金 1,600 万円でございます。説明資

料８ページにございます。 
２目民生費道補助金 171 万円を追加し 1,386 万 9,000 円、３節老人福祉補助金 171 万円

の追加でございます。介護基盤緊急整備等特別対策事業費交付金でございます。説明資料

11 ページにございます。グループホームのスプリンクラーの整備に係る交付金でございま

す。 
５目農林水産業費道補助金 1,460 万 5,000 円を追加し 4,409 万 1,000 円、１節農業費補

助金４万円でございます。農業者戸別所得補償制度推進事業補助金４万円でございます。

説明資料 14 ページにございます。２節林業費補助金 1,456 万 5,000 円、森林整備加速化・

林業再生事業補助金でございます。説明資料８ページにございます。移住体験住宅建設に

係る補助金でございます。 
17款繰入金、２項１目基金繰入金１億1,287万6,000円を追加し１億5,999万5,000円、

１節基金繰入金でございます。財政調整基金の繰入金でございます。 
19 款諸収入、５項１目雑入 29 万円を追加し 2,363 万 2,000 円、４節雑入 29 万円の追

加。説明資料 16 ページにございます。地域づくり研修会開催支援事業に係る雑入でござ

います。 
20 款１項町債、１目総務債 620 万円を追加し 2 億 5,922 万 2,000 円、１節総務債 620
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万円の追加、移動通信用鉄塔施設整備事業債 620 万円でございます。説明資料８ページに

ございます。 
４目土木債、2,600 万円を追加し 6,940 万円、１節道路橋梁債 2,600 万円の追加、住吉

０号通並びに通学通道路整備事業債のそれぞれでございます。説明資料 17 ページにござ

います。 
以上で、歳入の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○野村副議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
〔「なし」の声あり〕 

○野村副議長 質疑がないようですので、次に、10 ページの２款１項総務管理費から、13
ページ７款１項商工費までの説明を求めます。 
 総務課長。 
○上村総務課長 ３歳出、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 40 万円を追加

し２億 8,798 万 8,000 円、15 節工事請負費 40 万円の追加でございます。説明資料７ペー

ジにございます。役場会議室網戸設置に係る工事費でございます。 
 ２目情報化推進管理費、補正額は０円で 8,147 万 6,000 円、13 節委託料 214 万 4,000
円の更生減、総合行政情報システムソフト保守業務委託料 22 万 5,000 円の追加、統合型

ＧＩＳ構築委託料 236 万 9,000 円の更生減、14 節使用料及び賃借料 22 万 5,000 円の更生

減、ソフトライセンス料でございます。18 節備品購入費 236 万 9,000 円の追加。この関

係につきましては説明資料７ページにございますように、それぞれ組み換えの予算の関係

でございますのでよろしくお願いします。 
 ７目企画費、補正額 4,734 万 7,000 円を追加し 8,971 万 3,000 円、11 節需用費４万 7,000
円、消耗品４万 7,000 円、13 節委託料 830 万円、移動通信用鉄塔施設整備調査設計等委

託料 700 万円、移住体験住宅新築工事実施設計委託料 130 万円、15 節工事請負費 3,900
万円、この関係につきましては、移動通信用鉄塔施設整備金 1,700 万円、移住体験住宅建

設分 2,200 万円となっています。この関係につきましては、説明資料８ページに記載して

おります。 
 13 目諸費 570 万円を追加し 4,273 万 1,000 円、19 節負担金、補助及び交付金 570 万円

の追加でございます。説明資料、この関係につきましては９ページ、本別・浦幌生活維持

路線バス運行補助負担金の 570 万円でございます。なお、本町分の負担金につきましては

約６割の負担金となっております。 
 次に、３項１目戸籍住民登録費７万 8,000 円を追加し 1,763 万円、11 節需用費７万 8,000
円、修繕料でございます。説明資料９ページでございます。住民基本台帳ネットワークシ

ステムのためのバッテリーの交換修繕でございます。 
 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費 31 万 5,000 円を追加し３億 2,904
万 8,000 円、１節報酬 11 万円、委員報酬、９節旅費１万 5,000 円、費用弁償、11 節需用

費 17 万円、修繕料 10 万円については、９ページの平和塔のトイレの改修でございます。
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印刷製本費７万円、12 節役務費２万円、通信運搬費。これらにつきましては、説明資料

10 ページにございます。障がい者福祉計画の見直しに係る経費でございます。 
 ２項児童福祉費、３目認可保育園運営費 39 万 6,000 円を追加し 8,830 万 8,000 円、19
節負担金、補助及び交付金 39 万 6,000 円の追加、通園費補助でございます。説明資料 10
ページにございますように、補助対象条件の拡大に伴う追加でございます。 
 ４目へき地保育所運営費 496 万 6,000 円を追加し 3,550 万 1,000 円、15 節工事請負費

460 万円の追加、説明資料 11 ページにございます。上浦幌ひまわり保育園に係る暖房ボイ

ラーの取り換え工事、玄関ポーチ床改修及び遊具塗装工事に係る 460 万円でございます。

19 節負担金、補助及び交付金 36 万 6,000 円の追加、通園費補助の説明資料 11 ページに

ございます追加でございます。補助対象者の増に伴うものでございます。 
 ３項老人福祉費、１目老人福祉総務費 185 万 7,000 円を追加し１億 5,855 万 3,000 円、

１節報酬３万 1,000 円、委員報酬３万 1,000 円、９節旅費１万円、費用弁償１万円。この

関係につきましては、説明資料 11 ページから 12 ページに係ります有償運送運営協議会の

開催の増に伴う追加でございます。19 節負担金、補助及び交付金 181 万円、介護基盤緊

急整備等特別対策事業費補助金でございます。説明資料 11 ページから 12 ページにござい

ます。スプリンクラーの整備に係る補助金でございます。敬老会実施団体補助金 10 万円

の追加、説明資料 11 ページから 12 ページでございます。敬老会の実施団体の増に伴うも

のでございます。28 節繰出金 6,000 円、介護保険特別会計繰出金 6,000 円の追加でござい

ます。 
 次のページをお開きください。４目老人ホーム費８万円を追加し１億 6,634 万 5,000 円、

18 節備品購入費８万円でございます。説明資料 12 ページにございます、ポータブルトイ

レほか購入の備品購入費でございます。 
 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費 122 万 8,000 円を追加し１億 7,191
万 1,000 円、11 節需用費 18 万 5,000 円、消耗品費２万 5,000 円、印刷製本費 16 万円、

12 節役務費 15 万 2,000 円、通信運搬費 15 万 2,000 円、13 節委託料 89 万 1,000 円、健

康診査委託料で 89 万 1,000 円でございます。いずれも、説明資料 12 ページから 13 ペー

ジに係ります肝炎ウィルスの検診事業並びにがん検診推進事業に係る経費でございます。 
 ２目予防費 33 万 6,000 円を追加し 1,548 万 3,000 円、18 節備品購入費 33 万 6,000 円

の追加、説明資料 13 ページにございますように、備品の更新に伴う追加でございます。 
 ５目医療対策費 75 万円を追加し１億 1,544 万 4,000 円、28 節繰出金 75 万円の追加、

浦幌町立診療所特別会計繰出金 75 万円の追加でございます。この関係については、給水

管系統の故障による修理に伴う追加でございます。 
 ８目保健福祉センター管理費 210 万円を追加し 1,558 万 4,000 円、15 節工事請負費 210
万円の追加。説明資料 13 ページから 14 ページにございます、保健センターの駐車場の改

修並びに自動ドアの装置の取り換え工事に伴うものでございます。 
 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費６万 3,000 円を追加し 3,417 万 8,000
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円、14 節使用料及び賃借料２万 3,000 円、機械借上げの追加並びに 19 節負担金、補助及

び交付金４万円、浦幌町地域農業再生協議会補助金４万円の追加でございます。説明資料

14 ページに記載しております。 
 ４目農業団地センター管理費 630 万円を追加し 1,288 万 5,000 円、15 節工事請負費 630
万円の追加。この関係につきましては、説明資料 14 ページに記載しております。農業団

地センターの暖房用ボイラー取り換え工事に伴う工事費でございます。 
 ５目畜産振興費 90 万円を追加し 1,334 万 4,000 円、27 節公課費 90 万円の追加でござ

います。消費税 90 万円の追加でございます。この関係につきましては、説明資料 14 ペー

ジに記載しております。模範牧場特別会計の平成 22 年度の確定に伴う消費税の追加でご

ざいます。 
 ８目道営土地改良事業費 1,020 万円を追加し 4,984 万円、19 節負担金、補助及び交付金

1,020 万円、浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業工事負担金 1,020 万円でございま

す。この関係につきましては、説明資料 15 ページに記載しております。23 年度採択によ

るものでございます。 
 ９目地籍調査費 330 万円を追加し 3,379 万円、13 節委託料 330 万円の追加、地籍図等

異動修正委託料 70 万円ほか２件の委託料でございます。この関係につきましても、説明

資料 15 ページから 16 ページに記載しております。 
 ７款１項商工費、２目観光費 29 万円を追加し 2,922 万 9,000 円、８節報償費 12 万円、

報償費 12 万円、11 節需用費 15 万円、消耗品費８万円、印刷製本費７万円、12 節役務費

２万円、手数料２万円でございます。この関係につきましては、説明資料 16 ページに記

載しております、地域づくり研修会開催支援事業に係る経費でございます。 
 以上、商工費までの説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願

いします。 
○野村副議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
 ３番、安藤議員。 
○安藤議員 私のほうから１点質問したいと思います。 
 ７番、企画費の移住体験住宅新築工事の関係でございますが、工事請負費の関係でござ

いますけども、この説明書でいきますと一定期間、移住体験のできる住宅を建てるという

ことでございますけども、面積が約 30 坪ということで 2,200 万円ほどの工事請負費とい

うことでございますけども、すごい御殿みたいな住宅を建設するのだなと思われます。 
たまたま林業の補助が付いたからやるのか、町長の執行方針の中にも出ておりましたけ

ども、新規事業として今回取り入れていると思います。きょういただいたまちづくり計画

の実施計画の中には、この関係については載っていないということでございます。この辺

について、年次計画で今後もやるのか、今年単年度で終わるのか、たまたま林業の補助が

付いたから立派なものを建ててやるのか。そして、できたときの条例とか要綱はもうでき

ているのかどうか。その辺をお聞きしたいと思います。 
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○野村副議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○鈴木まちづくり政策課長 何点かご質問がございましたので、その点についてご説明さ

せていただきたいと思います。 
 最初に、この移住体験住宅について工事費が 2,200 万円というようなことで、面積が

100.44 平方メートル、坪にして 30.38 坪ということで、一棟一戸のものを建設する内容と

なっております。この工事請負費につきましては、工事そのものについては 2,100 万円の

本体工事と、別途 100 万円外構工事ということで、あわせて 2,200 万円の補正予算の内容

となってございます。 
議案の８ページを再度おめくりいただきたいわけでございますけども、この補正予算の

議案の８ページには、歳入の中で北海道補助金の項目がございます。14 款道支出金、２項

道補助金、そして５目に農林水産業費道補助金ということで、その節には２節林業費補助

金 1,456 万 5,000 円。この説明といたしまして、森林整備加速化・林業再生事業補助金と

いうことで、北海道のこの補助金を財源として行う内容のものでございます。したがいま

して、この 1,456 万 5,000 円の対象につきましては、本体工事 2,100 万円に対する 1,456
万 5,000 円の財源という形でご理解をいただきたいと思います。 
また今般のこの事業にあたりまして、非常に高いという話もございます。この森林整備

加速化林業再生事業補助金につきましては、過去に平成 21 年度におきましては、浦幌中

学校の部室兼物置、また平成 22 年度におきましては、留真温泉でいうところの多目的交

流施設と、それぞれこの補助金を活用して、同じく木造の関わる建築物の建設工事を行っ

ている内容でございます。このことにつきましては、この補助金の採択基準にございます

北海道設計単価を使用するということと、あわせて地域材の需要拡大ということで、また

炭素排出抑制等の関連で、木材使用に関する採択基準がそれぞれございまして、その関係

上、単価が比較的高い形になってございます。 
いずれにいたしましても、1,456 万 5,000 円の補助金をいただい中で町の一般財源持ち

出しが 878 万円 2,000 円ということで、先ほど申し上げました 100.44 平方メートルの木

造住宅の建設を図りたいという考えでございます。 
また、この広さに関わりましては、やはり移住体験ということでありますので、あくま

で町外の方に利用していただくべく、特に道外の方に利用していただきたくこの建設計画

をもったという内容でございます。間取等を考えた中でも、やはり木材を使った広い住宅

の中で北海道の広さも体験していただきたいといった形での思いでございます。このこと

につきまして、北海道内におきましては、各移住体験の住宅整備を各町村が行ってきてお

ります。それぞれ、いろんなタイプの新設の住宅を建設した中で大きなものもございます

し、また、近年は同じ補助事業を使った管内の事例もございます。昨年度実施した町では、

同じように坪あたり 73 万円ほどの同じような事業の展開の中で、その単価の中で整備を

したというまちもございます。こういったところを参考にしながら、今般計画を立てさせ
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ていただいた次第でございます。 
また、第３期まちづくり計画の関連につきましては、当初、移住体験住宅の建設整備を

内部では進める方針を持っておりましたが、ただ、財源確保ということが非常に懸案とな

ってございました。その関係で、町の一般財源も負担をしていくということについても非

常に困難だという見通しをもってございました。今般、国、北海道の補助事業の対応につ

いて進めてきた中で、北海道からこの補助事業の内示をいただいたということもございま

すので、今般の補正という形で進めさせていただいたわけでございます。 
また、体験住宅の設置に関わった条例等の話がございました。この体験住宅の管理に関

わる設置条例、また、貸付けに関わる住宅使用料ということに関しましては、内部でいろ

いろ調べた中では、地方自治法の解釈の中で普通財産に当たるということで、その見方を

もっています。と言いますのは、町民の利用ではなくて、町外の方の利用ということでご

ざいますので、普通財産の扱いの中で進めていきたいということで、設置及び住宅使用料

につきましては、管理要綱、財務規則に基づいた要綱を整備して進めてまいりたいと考え

てございます。ただ、工期が来年の１月 31 日までというふうな計画をもってございます

ので、この間にいろんな体験の各市町村の状況がございます。それを参考にしながら、ど

のような体験が具体的になされていくのかも含めまして、管理設置要綱、住宅の貸し付け

に関わる使用料の要綱等については、この間の中で整備をしてまいりたいと。 
いずれにいたしましても、直近で、早くて来年の２月以降の利用になるのかなというふ

うにとらえておりますのでご理解いただきたいと思います。 
○野村副議長 ３番、安藤議員。 
○安藤議員 今、ご説明いただきましたけども、道補助がこれだけ付けてできるというこ

とは本当にありがたい話だと思います。 
 ただ、今、まだどうなっているかわからないですけども、閉校になった浦幌高校の空き

家住宅が 10 戸以上あると思われます。それから、光南のほうに道の古い住宅、それから、

まだ教員住宅も空き家がある中で、そういう住宅も、こういう移住だとか定住だとか、そ

ういう方向にもっていっていただきたいと思うのです。そういうほうの関係は、ここで聞

いていいか、ちょっと関連して聞きたいと思うのですけども、その辺についてちょっとお

願いしたいと思います。 
 それから、一定期間の体験をするということでありますから、家財道具なども多分いる

のではないかなと思うのですけども、今回工事請負費だけしか計上されていないと。今後、

備品購入費だとかいろいろ出てくるのかなと思われますけども、その辺についてもどうい

うふうになっているのかお聞きしたいと思います。 
○野村副議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○鈴木まちづくり政策課長 ２点のご質問かと思います。その件に関して進めさせていた

だきたいと思います。 
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 まず、道立に関わった高校教員の教員住宅と、それから町の教育委員会に関わる教員住

宅ということだと思いますけども、それぞれの空き家に関しての有効利用を図ったほうが

いいのではないかというようなご質問かと思います。 
このことにつきまして、まず１点は、道教委の財産でございますので、これについては

取得にいろいろこちらの意向が反映されるかどうかという問題もございますし、あくまで

町が自由に使える状況ではないということでご理解いただきたいと思いますし、またこの

ことにつきましては、取得できる物件と利用価値がある物件とが非常に困難だという物件

も中にはございます。このことにつきましては、現在の建物の調査をさせていただいた中

で、その判断をしていきたいというふうなことで道教委とも協議を進めている最中でござ

います。 
 町の教員住宅については、空き家の対策についてですけども、道教委のものについても

あわせて、今後定住に関わって、町内の方々で公営住宅になかなか入居困難な方に対して

の対応として考えていきたいなというふうに思っていますので、今般については、移住の

後に定住ということもあるでしょうけども、移住をメインにした中で整備を進めていきた

いという考えでございます。 
 また先ほどの、今回の工事請負費の補正予算につきましては、工事請負費というような

ことでないかというご質問でございますけども、確かに工事請負費の予算をもってござい

ます。備え付け等の備品も関連が若干ございますけども、大きくいって購入する備品につ

きましては、先ほどもご説明させていただきましたけども、道内、道外の先進的な事例の

調査をしながら、いかにして移住の体験住宅を効率よく進めていけるかということを検討

しながら、場合によっては備品の対応も考えたいなというふうに思ってございますので、

のちのちの補正予算についても、またお願いすることがあろうかと思います。 
このことにつきましては、浦幌町内の産業経済団体の４団体と町の事務レベルにおきま

す浦幌町のまちづくり推進連絡会議の中でも、今後、いろいろとご相談申し上げた中で、

利用にあたっての内容向上に努めてまいりたいと思っておりますので、ご理解をいただき

たいと思います。 
○野村副議長 ３番、安藤議員。 
○安藤議員 先ほど移住の関係については、道外の方が入るのだということでしたけども、

２月くらいに管理要綱もできるということですけど、これは、なぜ道内の方はだめなのか、

その辺がちょっと私にはわからない。もし、これで帯広の方がどうしても浦幌に住みたい

と、体験したいということで来たときに、あなたは道外でないからだめだよと断るのかど

うかですよね。その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 
○野村副議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○鈴木まちづくり政策課長 説明が不足して申し訳ございません。 
 町外の方にご利用いただきたいという内容でございます。また、広く町外の方に利用し
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ていただくのには、先進事例等を調査した中では、やはりインターネットが盛んに進んで

ございますので、インターネットのホームページ上等で広く周知をしてまいりたいと。 
また、今般、今年度の当初予算におきまして、ご議決いただきました中で、北海道の定

住移住に関わる推進協議会も新たに参加させていただきましたので、その中でも、協会の

広報紙等の中で広く浦幌町の移住定住に関わる体験住宅については、完成ののちと申しま

すか、完成に向けていろんなＰＲをしていきたいというふうに考えておりますので、ご理

解いただきたいと思います。 
○野村副議長 ほかに質疑はございませんか。 
 ６番、福原議員。 
○福原議員 ３点ばかりお伺いいたします。 
 説明資料でページ数を言わせていただきます。７ページの個別行政情報システムの組み

換えの 236 万 9,000 円の備品購入費がございます。この個別行政情報システムというもの

は、庁舎内のことか、それとも住民に対しての構築なのか。ここの説明を求めます。 
 それと 10 ページ目、先ほども一般質問をさせていただきました障がい者福祉計画の策

定事業ということで、条例的には、この計画が策定されても議会に報告するような条例が

見当たらなかった。それで、私も調べる上で非常に苦労をしまして、この計画ができた時

点で、何らかの形で議会に冊子を配っていただくか報告をいただくかということで、でき

るかできないかをお聞きしておきたいと思います。 
 それと、条例の中では、委員構成は 12 名ということでうたってあります。この委員構

成の内容っていうのでしょうか、メンバーはどのような方がなられるかお聞きしておきた

いと思います。 
 それともう１点は、12 ページの上のほうで、高齢者支援団体活動事業で敬老会実施団体

の増加というふうに、敬老者が増加したわけではなく、団体の増加というふうに説明があ

りましたが、これについての説明を求めます。 
 以上です。 
○野村副議長 総務課長。 
○上村総務課長 最初に私のほうから、７ページの個別行政情報システムの管理の組み換

え関係でございます。 
当初、統合型ＧＩＳの構築料につきまして、当初予算で 2,000 万円ほど組ませていただ

きました。これは、５年間でそれぞれ整備をするという形になっています。 
今回この委託料に組んだ中で、ソフトウェアを購入しなければならない部分について組

み換えをさせていただいた中身でございます。ただこれは、庁外向け、庁内向けというこ

とでございますけれども、今、庁内でランを組んでいるので、今現在は庁内向けの仕様に

なっているということでご理解を賜りたいと思います。 
○野村副議長 保健福祉課長。 
○横田保健福祉課長 障がい者福祉計画策定事業について説明させていただきます。 
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 先ほどお話がありましたとおり、町議会に説明なり、あるいはでき上がりました計画書

の配布につきまして、今後、町議会に報告をさせていただくとともに、でき上がりました

計画書については配布をさせていただきたいと思います。 
また、計画策定審議会の委員の構成と言いますか、メンバーの構成につきましては、社

会福祉法人うらほろ幸寿会、浦幌町民生委員協議会、身体障がい者福祉協会浦幌分会２名

お願いしております。浦幌町手をつなぐ親の会、子育て・子どもたちの自立を応援する親

の会、次にボランティアいちげの会、次に北海道身体障がい者相談員２名、次に浦幌町社

会福祉協議会、次にＮＰＯ法人オーディナリーサーヴァンツ、最後になりますが浦幌町商

工会。この各種団体に策定審議会の委員をご委嘱申し上げ、23 年度中に本計画を策定して

いきたいと考えております。 
また、敬老会の実施団体の補助金ということでございますが、敬老会実施団体の１団体

増加に伴いましての補助金の増加が見込まれるため、出席者 50 名掛ける 2,000 円という

ことで補正予算を計上してございます。 
以上で説明を終わります。 

○野村副議長 ６番、福原議員。 
○福原議員 ７ページ目のパソコンの件なのですが、前と違ってパソコンを開きますと１

番上のところに動画というあれでもないですが、きれいな浦幌町の景色が次から次へとあ

らわれて、あっ、ここのまち行ってみたいなというふうな、前とは違った、何となくこう

和やかなまちって見てみたいなと。海あり、山あり、川ありということで、非常にソフト

な感じがしまして、１ページ目から非常に工夫されております。このまちはすばらしいま

ちなのだなと、住んでみたいなという方が出てくれれば、本当に、非常にうれしいかなと

いうふうに思って、庁舎内のことをいろいろと工夫しながら各課におろしながらやってか

なくちゃならないということですが、課の対応で、一生懸命やっている課と、忙しくてや

れない課とあるかと思います。その、何て言うのでしょうか、一律に、特に一般の住民は

福祉の関係、それと法律はどうか知らないけど、どんなまちかなということで、いろいろ

と自分が住んだらいいところがあるのかなということでホームページなんかものぞくと思

いますので、前と大分変った様子でホームページなんかも改善されてきていますので、非

常にいい方向に向いて行っているなというふうに感じましたので、これからも、そのよう

な形で進んで行っていただきたいというふうに思っております。 
 それと福祉計画のことなのですが、非常にたくさんの団体からいろいろとお話を聞くと

いうことで、本当に少ない金額の中でやっていけるのかなという心配もします。また計画

書をつくる段階になると、また予算が計上されると思いますが、非常にめまぐるしく状態

も障がい者も変わってきていますので、そこのところをよく把握しながらこの計画策定の

事業に邁進していただきたいということで、以上です。 
○野村副議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
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○鈴木まちづくり政策課長 最初に私のほうから、パソコンと言いますかコンピュータに

関連して質問が最初にあったかと思いますので、内容についてはホームページの内容だと

いうふうに理解をしておりますので、そのことについて説明させていただきたいと思いま

す。 
 ホームページにつきましては、ご指摘のとおり最初の立ち上がったトップページには、

今までにないフラッシュということで写真が７点か８点ほどだと思いますけども入れ替わ

り映って、自動的に映るということで、動きのあるホームページに少しなったかなと。こ

のことにつきましては、予算委員会等でご指摘を受けた中で、鋭意努力してまいってきた

ということでご理解いただきたいと思います。 
 また、ご指摘ございましたホームページにつきましては、基本的にはフレームの管理は

まちづくり政策課で行っているわけでありますけれども、情報の更新につきましては、そ

れぞれの各課ごとで行っていると。各課におかれましても、ホームページの担当というこ

とでの役割分担を行っているということで、その情報の更新が一律的になかなか進んでな

いというようなご指摘だと思います。このことにつきましても、先の、議会の中での一般

質問の中でホームページのあり方についてという部分のご指摘、ご質問ございましたので、

今年度からホームページに関わっては外部の方、町民の方々のモニターということで、モ

ニター制度を始めるということで、すでに募集を行っております。６月 17 日までの間に

モニターの応募をお願いしますということで広報、それからホームページ上でご案内をさ

せていただいております。きょう現在は把握してございませんが、すでに３名ほどきてい

るというふうには担当のほうから聞いてございます。ホームページのあり方について町民

の方のいろんなご意見をいただいた中で各課にお示しをして、日々の中でホームページの

グレードをいかに上げていくかということについて、努力してまいりたいと思いますので

ご理解いただきたいと思います。 
○野村副議長 次に保健福祉課長。 
○横田保健福祉課長 障がい者計画の策定にあたりましては、福祉関係団体、有識者の皆

様のご協力をいただきながら、障がい者団体、一般町民の方々からも各種ご意見等いただ

きながら、そして策定審議会のご提言を踏まえながら、国の定める基本方針に沿いまして

策定していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
○野村副議長 次に、８番、杉江議員。 
○杉江議員 説明資料で 10 ページ、認可保育園の運営費ということでお聞きをしたいと

思います。 
 今回の補正で従来、へき地の保育所の廃止に伴い、認可保育園等に通園する児童の保護

者に通園補助をするという規定でありましたが、今回それを廃止して拡大して通園補助を

出す、そういう趣旨のように思いますが、そのことで間違いないでしょうか。 
私、６月の 13 日、ネットでプリントアウトしましたら、まだ従来の平成 18 年６月８日

告示の文書でありまして、要綱、浦幌町保育所通園費の補助に関する要綱、これが変わっ
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ておりません。ですから、これからこの要綱を変えるということなのでしょうか。まずそ

の辺の確認、一つですね。 
 それから、１点は、これなぜ７月からなのでしょう。４月からでないのでしょうか。私

は前年度、３月の予算審議のときにもすでにこのことを指摘しておりまして、それなのに、

今６月に提案されるからといって７月から支給するよという提案であります。これは幼稚

園の通園補助に関することも同じ７月になっておりますから、この辺の考え方を確認して

おきたいと思います。 
 それからもう１点、従来、吉野幼稚園に関する地域で、自己都合で保育園に通っている

人たちは通園補助対象にならなかった。保育園もそうなのですね。そういう対応だったと

思います。これ３月にも指摘しました。しかし今回は、そのことはなしとして補助対象と

するということですか。従来も補助に関する要綱では、そのことはどこにも載っていない

のです。載っていないけど、自己都合で浦幌の保育園に通う人たちは、通園補助対象にな

っていなかったのです。 
 この３点確認します。 
○野村副議長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○横田保健福祉課長 ただいまのご質問に対しまして、実施要綱につきましては、まだ公

布しておりません。今回の追加補正ということで、新たな施策ということで追加補正させ

ていただいているところです。 
今回の通園補助金の追加拡大ということで、過去の幼稚園、僻地保育所の統廃合の際の

通園費補助に対する考え方として、吉野幼稚園が平成 21 年度末で閉園され、その際に地

域の行政区長さんへの説明会、住民説明会並びに保護者懇談会を開催し、また本年になり

まして、５月初めに開催しました通園費補助の実施に係る説明会、こういった説明会で聴

取しましたご意見等々を十分勘案した中で、このたび通園する保育園・幼稚園児が、自宅

から４キロメートル以上の距離にある保護者を補助対象に追加拡大するものであります。 
なお、平成 23 年度の補正予算で対応することとしまして、施行は４月にさかのぼるこ

となく、町独自の新たな政策として７月１日から施行することといたしました。 
それから、幼稚園通園費補助の対象の考え方といたしましては、統廃合施設に通園して

いた旧吉野幼稚園の園児の保護者並びに通園しようとしていた保護者の方に対し、通園に

伴う経費の負担の軽減を図るものであり、旧吉野幼稚園対象地域の保護者でしらかば保育

園、浦幌幼稚園に通園している園児の保護者は対象外としているものでありますので、ご

理解のほどよろしくお願いいたします。 
以上です。 

○野村副議長 ８番、杉江議員。 
○杉江議員 私はそこのとこ、最後の説明ですね、吉野幼稚園に通っているものが、保育

園の補助に関する要綱では一つもそういうこと書いてないのですね。幼稚園の部分は書い
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てあったのですね。幼稚園は、幼稚園で越境入園だからだめだよということはわかるので

すが、自己都合と言っても働いている人が浦幌の保育園に連れてきた、そういう中でまだ

それを適用するということでしょ。ですから、対象にしないという意味ですね。ですから、

非常にどんな怨念があるのだろうと、不思議ですね。その子どもが卒園するまで対象にし

ないということですよね。本当におかしいです。このあと幼稚園のほうも出ますから、同

じこと聞きますけども、非常に地域の人は、吉野幼稚園を存続しようと一生懸命になって

きたっていうのもわかりますけども、何かこの規則はどこにも書いていないのに、本当に

どこかで恨みあってその子どもたちの家庭だけ対象にしないのかというような説明ですよ。

おかしいです。 
それから、先ほど質問した７月という根拠は何ですかと。例えば 18 年の６月に告示し

ている保育園通園の補助に関する、これ６月８日です。これだって 18 年の４月１日にさ

かのぼって支給しています。それから、こちらの幼稚園のほうにも入っちゃいますけど、

２月 18 日告示で 22 年の４月からってなっていますけども、22 年の２月 18 日に告示にな

っていますけど。これは４月の前でしたけども、これも４月から支給っていう部分です。

ですから私が言いたいのは、国の法律が変わって臨時会までやって、国保の上限額の値上

げをするのに４月にさかのぼって徴収ですよ。しかし、39 万円、例えば３分の１足したっ

て 13 万円ほどですよ、３か月さかのぼったって。それなのに、どうしてこんな意固地な

決め方をするのでしょう。説明してください、わかるように。納得いきませんよ。 
○野村副議長 答弁願います。 
 答弁調整のため、暫時休憩します。 
 

午後 ３時４０分 休憩 
午後 ３時４１分 再開 

 
○野村副議長 休憩を解き、会議を再開します。 
 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 通園補助に関しては、これまでそれぞれの地域において季節保育所並びに

幼稚園等が閉園、あるいは統廃合という場合についてのみ通園補助ということで、新たに

それぞれの地域において、負担が生じるというような場合においてのみ通園補助を出して

きたというのが、まず経緯でございます。 
 そうした中で、今般といいますか、昨年吉野幼稚園を閉園をいたしました。そういう中

において、それぞれの地域で今まで吉野幼稚園が例えばあった場合については、その閉園

に伴って、吉野幼稚園に通園していた、あるいはこれから通園するというような場合につ

いてのみ補助の対象にするということであったわけです。ただ、そういった場合において、

当然地域から浦幌の保育園に通っている場合については通園補助が当たらないということ
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について、なぜなのかというようなことを含めて、いろいろと課題があったということは

事実でございまして、今般そういう意味で、それぞれの地域が抱える課題について整理を

していきたいということで、今回の改正内容については４キロメートル以上にわたって通

園する方については、全員対象に通園補助を支給していくという内容に変えるということ

でございます。 
○杉江議員 先ほどの説明と違うのですが。 
○門馬副町長 先ほどの説明とは違います。 
 今までそういう形でやっていたということを、先ほど答弁したということでございまし

て、今回の改正については、それらを改善するために改正をしていくということでござい

ますので、先ほどの答弁については訂正をさせていただきたいというふうに思います。 
 なぜ７月なのかというところでございますけども、今回本当に新たな独自の内容として、

今回こういう制度をつくったということでございまして、これまでは、あくまでも統廃合

によるために、その地区で負担が生じた場合、これについての通園補助ということでござ

いましたので、今回そういった統廃合に関わらず、そういった課題を整理するためにやっ

たということでございます。 
本来でありますと、まちづくり計画でも押してやるべき事案だったのかもしれませんが、

今回についてはそれぞれ４月、５月、それぞれ該当する地域の関係する保護者の皆さんに

今回の改正について、こういう形でやっていきたいということを説明をしながらご了解を

いただいて、今回こういう形で提案するということでございます。 
 以上でございます。 
○野村副議長 ちょっと確認いたしますけども、先ほどの４キロメートル以上の通園保護

者に対する助成金、通園費の補助金。先ほど担当課長の説明したやつは、取り消すってい

うことでよろしいのですね。全部、４キロメートル以上の通園者は全部該当するという、

それの確認を再度させていただきたいと思います。 
○門馬副町長 はい、そのとおりでございます。 
○野村副議長 はい、確認しました。 
 ８番、杉江議員。 
○杉江議員 再度、再度、確認します。 
 要するに、補助に関する要綱、従来の要綱、そのまま読めば、今までの吉野幼稚園に通

っていなかった、今浦幌の保育園に通っている子どもたちも対象にするという意味ですね。

全部、町民、同じ立場で支援対象にすると、そういうことですね。私は３月に、あっちで

こうだ、こっちでこうだ言わないで、町内一円の判断にしてくださいというお話をしたと

思います。それで、そういう拡大をしていただいて、たがが外れたということは、これは

大変結構なことだと思います。 
ただ、この７月ということについて、私は納得がいかないのです。本当に納得いかない

です。本当に先のこの要綱、18 年６月８日告示している。それなのに４月１日までさかの
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ぼって支給するって決めています。今回どうしてそうなのですか。先ほども言ったように、

町民から取るものはさかのぼって、支給するものはしないと。大した難しくないでしょ。

どうですか。 
○野村副議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 これまでも通園補助の改正につきましては、それぞれの地域における保育

所並びに幼稚園と、統廃合に関わって、そういう中で負担が生じるという場合についての

み、これまで改正をしてきましたので、当然そういう中では４月１日から改正をしていく

ということで、まず進めてきたわけでございます。 
 今回の改正については、そういった統廃合ということに関わらず、課題を整理するため

にやってきたということでございまして、ただ、それについては、先ほど取るものはさか

のぼってというお話もございましたけども、決して不利益、不遡及の原則がございますの

で使用量、手数料等については、そういうふうに遡及して取るということはございません。

ただ、国保に関わっては、たまたま国の税の法律の改正等がどうしても遅くなって、年度

がまたがってしまうというようなことがございまして、どうしてもそういう形で先般も議

決をいただいたところでございますけども、そういう形になっているということでござい

まして、今回こういった改正の中で、地域においては、本当はスクールバスにしてほしい

というご意見もございました。一方では通園補助ということで、それについては統一性を

図るということで、町としての考え方として通園補助一本化ということでお願いした経緯

がございまして、ただ、そういった対象になる方については、当然さかのぼってもらうこ

とについてはありがたいなというお話でしょうけども、一方では、今回、これまで基本的

に統廃合として通園補助を認めたことを変えていくということでございますので、逆に町

民の方々が、本当にそういうことも含めて通園補助をみんなに出していいのかというよう

なことも、逆に一方ではあるのかもしれませんし、そういう中では、やはり７月１日とい

うことで、町としては全体の中で考えて、新たな制度であるということで、７月１日で考

えているということでございます。 
 以上です。 
○野村副議長 ほかに質疑はございませんか。 
 ４番、中尾議員。 
○中尾議員 私からも数点、質問をさせていただきます。 
 まず最初に、１番最初の一般管理費、網戸 40 万円ですが、これを最初見たときに思っ

たのは、今さらかと。役場ができて何年経つのですか、これ。今さら 40 万円かけて網戸

つけるのですかって感じですよね。数年前、マイマイ蛾が多かったときに、あんな状況を

見ると、これはなって言うのわかりますけども、ちょっとこれおさまりましたよね。そん

な中で、今さら網戸 40 万円なのかなっていう気がします。これはあとで、後ほど学校の

ほうでも出てきますので、それはそちらのほうで質問したいと思いますけども、この辺に
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ついても、今までやってきて、今さらこれ 40 万円かけなきゃならんのかなというような

気がどうしてもいたしますので、この辺一つ、１点質問をしておきたいと思います。 
 それともう１点。先ほども同僚議員のほうで質問ありましたけども、移住の住宅に関し

てであります。先ほど同僚議員も言われていましたが、私もこの金額を見ましてずいぶん

高いなと。先ほど言いましたように、坪単価 70 万円からの住宅って言ったら、普通のこ

ちらの一般の人がやったって、70 万円の坪単価なんて考えられないですよ。そんな中で、

どうしても道の補助とか、そんな絡みもあってのことなのか、実施設計の委託料が 130 万

円って、ここら辺も、そういういろんな補助金の絡みもあってやむを得ないのかなって気

がいたしますけども、あまりにもちょっと大きすぎるなって気がどうしてもするのです。 
それで、その辺の部分、先ほども答弁いただいていましたけど、やっぱりこの辺の部分

の考え方。私はね、もし高額になるのであれば、これはあくまでもお試しですから、浦幌

町の今後の政策的な部分も踏まえて、先ほどの同僚議員の一般質問、新エネルギーの関係

もありましたけども、やはりこういった住宅にも太陽光を載せる、ペレットストーブをつ

ける、そういった形の中で金額がかさんでいったということであれば、私わかるのです。

やっぱりこういう地域的なこと、浦幌では太陽光をつけるとこんなにいいのですよと、発

電量ありますよと。そういったような形の中で、政策とリンクした形の中で私はやってい

くということであるならば、それなりに金額が大きくなってもこれはやむを得ないなとい

うことはわかるのですが、ただ単に贅沢、贅沢というのでしょうかなんでしょうか、これ

ね。そういった金額、坪 70 万円っていうこの金額が、どうもね。ましてや設計委託料も

130 万円ってこの金額が、どうも私も受け入れられないなって気がしているのです。後ほ

ど補正でも中身の備品については、また今後検討してってことですけど、お試し住宅なわ

けだから当然備品なんか必要ですよ。試しに行くのに、１回１回そこそこに布団しょって

来ないですよね、釜しょって来ないですよね。茶わんやら何やら、最低限のもの、今から

わかっているものは、いろんなところを見ながら浦幌の特色のある備品をそろえる。それ

は、今後研究して補正をあげていくっていうならわかります。しかし、常識の範囲の最低

限の備品なんていうのは、これをつくるには当然必要なわけですから。そんなこんなを全

部ひっくるめてこの金額だっていうならば、私は理解できるなと思うのですが、それはま

た別途出しっていうような部分だと、なかなかこの辺ね。私はぜひ、太陽光なりそういう

部分も第３期まちづくり計画でもこうやって出しているわけですから、ぜひそういうもの

を利用して、浦幌に住んで家を建てたらそういう補助金が出るのだから、そんなものを利

用してどんどん家を新規で建ててくださいと。こういった絡みで繋がっていけば私はいい

と思うのです。ですから、ぜひ、私はそういった形の中で町の第３期まちづくり計画に載

っているその辺のエネルギーの部分、ぜひ絡めてこういう政策を打っていっていただきた

いと思うのです。この辺もあわせてお願いをしたいと思います。答弁を求めたいと思いま

す。 
 それともう１点、最後もう１点ですけども、社会福祉総務費の報酬です、３万 1,000 円。
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金額少ないですけど、福祉有償運送協議会で料金についてもめた、もめたっていうか話し

合いがつかなかったということですね。この辺の内容について、どういうことなのか求め

たいと思いますし、そもそもが１回分の委員会の報酬しかあげていない。今までも１回し

か、要するにポンポンって決まっていたものが、その分の何をもめているのか。この中に

説明ありますが、調整委員において調整のうえってありますけど、この辺の調整ってどう

いう調整で、調整委員さんが調整した報酬はないのですか、これ。それで、多分これ運送

料金ってことだから、多分もうちょっと上げてほしいっていう話をしたのかなって気がす

るのですが、その部分の上がった、上がらないの部分の補正はないわけですから、結局も

とのさやにおさまったっていうことですよね、これ。委員会の報酬しかないわけですから。

この辺の部分、地域の足の部分でありますので、先般もありましたけども、留真温泉の足

だとかスクールバスだとかいろんな部分について私なりの考えもあるのですけど、安いか

らやらないでは済まされないわけだから、やっぱりこういったものは、きちっと町で責任

を持って確保していくという考えを持っていないと、万が一、業者がやらないなんてこと

が、そういうことではすぐさま町民に負担がかかるってことになりますのでね。この辺の

内容についても詳細説明を求めたいと思います。 
 以上３点、お願いいたします。 
○野村副議長 答弁願います。 
 最初に、総務課長。 
○上村総務課長 役場庁舎の会議室の網戸でございますが、まさに今さらと言われても仕

方がないなというふうに思いますが、特に昨年、非常に暑かったわけでございまして、夜

になっても温度が下がらない状態で、まちづくり審議会の部会等が昨年特に行われて、そ

の後も防犯指導員会議、交通指導員会議っていうのは夜行われています。 
そういったことで、今後におきましても夏場において大会議室、中会議室、15 回程度使

う中で、昨年の暑さの経験を生かした中で、やはりこれは網戸が必要になるという今後の

判断をいたしたところでございますので、その辺よろしくお願いをしたいというふうに思

います。 
 それ以上ございませんので、よろしくお願いします。 
○野村副議長 次に、まちづくり政策課長。 
○鈴木まちづくり政策課長 私のほうから、移住体験住宅についてをご説明させていただ

きます。 
 たしかにおっしゃるとおりで高額な建物と。このことにつきましては、先ほどもご説明

させていただきましたけど、森林整備加速化・林業再生事業ということで北海道の事業で

ございますけども、21 年度には浦幌中学校の部室兼物置、22 年度には温泉のコテージと

いうことで、それぞれ予算の審議をしていただいた経過がございます。その際にも、やは

り高額だというようなご指摘ございました。同じ説明になって申し訳ございませんけども、

北海道の補助事業ということで、その採択基準にのった中でこの単価が出てきていると。 
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ただ、もう１点、森林整備加速化・林業再生事業ということでございますので、地域の

木材の需要供給の分として、また、炭素の排出抑制ということも採択基準に載ってござい

ますので、木材を使用する分が、やはり通常よりは多いと。当然その分が単価として高く

なってくるということでご理解いただきたいと思います。 
また、先ほども説明させていただきましたけども、昨年度、管内の自治体で同じ事業を

使って移住体験住宅を建設している事例がございます。その金額にいたしましても、税込

みで 73 万 2,000 円、坪あたりですけども。税抜きで 70 万円というようなことで実績をい

ただいております。今般の浦幌町の内容といたしましては、税込みで坪あたり 68 万 9,000
円、税を抜きますと 65 万 8,000 円ということで、若干、先の事例よりは、若干と申して

もかなり大きく差があるのですけど、その分として努力しているということでなってござ

いますので、ご理解いただきたいと思います。 
 また、備品につきましては、確かにエネルギーの関連で太陽光、ペレットと非常に重要

な分だなと思っています。これも重複して申し訳ございませんけども、供用が早くて来年

の２月が近いかなと思っているわけでございます。その間において、いろんな事例がござ

います。中には、１カ月単位でないとお貸できないだとか、いろんな先進的な事例がござ

います。そういった事例を参考にさせていただいてこの運用を図ってまいりたいなと、少

しでも効率を上げていきたいなというふうに考えてございますので、いろんな特色という

部分も、今後、先ほど申し上げました産業経済団体との事務レベルの協議の中、そして行

政内部の会議、検討の中で、いろいろ進めて研究させていただきたいというふうに思って

ございますので、その分についてもご理解いただきたいというふうに思います。 
 以上でございます。 
○野村副議長 次に、保健福祉課長。 
○横田保健福祉課長 福祉有償運送運営協議会の開催について、１回分の協議会の報酬の

追加補正でございますが、内容につきましては、福祉有償運送団体が行います運送料金に

つきましては、基本的に自宅から目的地、病院であれば病院まで、そして病院から自宅ま

でという、その運送料金をいただいているというのが今までの基本的な有償というところ

で、利用される方からいただいているという実態です。 
その自宅からっていうところの距離の計算なのですが、有償運送団体の本拠地から、車

のあるところから利用される方の自宅が遠い場合、20 キロメール、30 キロメートル仮に

あったとしたら、その間の迎車料金、回送料金っていいますか、そういった料金は今まで

いただいていなかったということで、その迎車、回送料金の設定を、今回、有償運送団体

から提案されたと。その単価について高いか安いかということが、年に１回、運営協議会

を開催しておりますが、その中では決められなかった、参考になる金額がわからなかった

ということで、後日、協議会で調整がつかなかった場合は調整委員ということで３名、会

長、副会長、そして帯広運輸支局のこの３名の中で協議しまして、帯広運輸支局の運送料

金体系、そういったものを参考にさせていただいて、その調整委員３名で調整された上で、
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もう１度協議会の中で迎車、回送料金について妥当な金額を提示するという形になりまし

て、もう１度、運営協議会を開催しなければならないと。書面会議ということではなくて、

再度、運営協議会を開催して委員さんの合意を得た中で、この迎車、回送料金について審

議されるということで追加補正されたものであります。 
 以上で、説明を終わります。 
○野村副議長 ４番、中尾議員。 
○中尾議員 網戸につきましては、会議されるのは町民ですから、町民の皆さんが暑いと

言えばこれはね、先ほど言ったように、ちょっと今さらという気もしますが、やはりこれ

は職員が涼むわけでないですから、ここでわざわざ町のそういった形の中で、協議会やそ

ういう委員会に出てきてくれる町民の皆さん方がということであるならば、やむを得んの

かなという気もいたします。これは了解いたしました。 
 また、移住の住宅につきましても、今後いろいろと検討していくということであります

から、その検討の中に、私が今申し上げたそういった浦幌の特色をぜひ、いろんな住宅、

各地区にあるわけですから、そんな中で浦幌に住もうということを、そういう特色を出す

ってことは、私は本当に大事なことだと思いますので。やはりそのうえでも、私はそうい

ったエネルギー政策、今ちょうどそういう時期でもありますので。今まで建ってるいとか

そういうことないのですから、これから新しく建てるからこそ、そういうことができるの

ですから。ぜひそういった形の環境にやさしいそういう住宅だと、そういうまちなのだよ

と、こういったアピールにも私なると思いますので、ぜひそういったことも踏まえてこれ

から検討されるということですから、ぜひそのことが実現されることを私は希望したいな

というふうに思いますので、このことも了解をいたしました。 
 それで福祉のこの部分ですが、そういう決めがあって委員会を開くということで、そう

すると今までかかってなかった回送、その人の家に行くまでの往復のその部分ですよね。

今までかかってなかったものが、そうすると福祉のこの人方が、また新たに負担していか

なきゃならないと、こういうことなのですね。だから、今までかかってなかったのに、か

かっていくとなると、これまた利用者にしたらいろんな負担になってくるのではないです

か。 
もらう方は、たくさんもらいたいって理屈もわかるけど、町としてそこら辺がどうなの

ですか、これ。利用者のためにこういう福祉のこういった形、病院に行くだとかそういっ

た部分についてですよ。業者としては、業者の立場としては、どっちかとしたら僕はそっ

ちよりなので、もっともだと、そういう気持ちはわかるのです。当然、ただでそこまで行

けませんから。20 キロメートル、30 キロメートル走ったって燃料かかるわけですから。

当然くれって業者がいうのはわかるのですが、議員というこっちの立場にすると、利用者

の負担が増えるっていうこの部分、これ調整してっていう、調整委員の部分。やっぱり町

としても、できるだけ利用者に負担にならないような形にするべきだと思うのです、私は

ね。だから、ここら辺の調整が、結局、今後の委員会でってなるのでしょうけども、ここ
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ら辺どうなのですかね。できるだけ利用者の、そういった方々の病院行かれるとか、そう

いった、たぶん年配の方が多いじゃないですか、きっと。それであれば、そういった方々

にできるだけ負担がかからないように、逆に役場がそういう調整を何とかできないものな

のでしょうか。私そういうふうに思うのですが、再度、福祉のこの部分だけ１点、質問し

たいと思います。 
○野村副議長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○横田保健福祉課長 この福祉有償運送につきましては、本来、民間の業者さんがタクシ

ー運送業ということで町内をくまなく営業していると思います。この福祉有償運送につき

ましては、通常のタクシー運賃、おおむね２分の１以下ということが、この福祉有償運送

の基本であります。 
いずれにいたしましても、この福祉有償運送団体っていう中身で運送する場合、道路運

送法の登録をして、道路運送法が改正する前は許可という形だったのですけども改正され

まして、今、登録制度になっています。その登録するにあたっては、いろんな諸要件、諸

条件がないと登録されない、その団体としてですね。道路運送法の条件に合った団体でな

ければ車両を使えない、いわゆる白ナンバーでの運送ということになりますので。 
基本的に利用者の負担にならないようにということが、もともとのこの福祉有償運送の

団体は考えているわけですが、すべて無料ではこの運送ができない、最低の料金をいただ

きたい、利用者から。その中で、最低の利用料金をもらうと言いましても、町内にはもと

もとタクシー運送業者の方もいらっしゃいますので、極端に安い料金で町内をくまなく福

祉有償運送団体が誰でも乗せてしまう、誰でも乗れるということではなくて、障がい者の

認定のある方、障がい者手帳を持っている方、要介護認定をされている方、そういった方

を限定的に乗せるのであれば利用料金については最低の赤字にならないような形で、車も

償却していかなければなりませんけども、タクシー料金よりは、はるかに低い料金設定が

されています。 
ただ、その中で、ガソリンが高騰するという場面もあるかと思います。そういったこと

で、自宅まで送迎に向かう、その距離があまりにも遠いといった場合に赤字になるという

ことも含めて、相応の料金をいただきたいということでの提案だったと思います。ただそ

の、送迎の回送料金の設定が妥当かどうか、その場では決められなかったということで、

通常のタクシー運賃の回送料金、それときちっと比較をして帯広運輸支局の指導を受けた

中で、妥当な金額を後ほどその調整員の中で示して、そして、再度開催される協議会に提

案するということになっております。 
 以上であります。 
○野村副議長 ４番、中尾議員。 
○中尾議員 金額はそうすると、その陸運支局の方々も入って、３名の方で調整をして委

員会にかけるということですから、金額は妥当な金額が出てくるでしょうが、しかし、先
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ほど言ったガソリンが上がるとかいろんな諸事情のもと、行政として回送料金をください

ということは、これはやむを得んなと、業者の言うことはしょうないと、その分の金額は

妥当な金額が今出てくるから、この金額は利用者の皆さん負担してくださいよという、こ

ういうスタンスだってことですよね、行政としては。利用者の負担が増えることは、もう

やむ無しと。今、ガソリンが上がっている状況においてはやむ無しというスタンスなのか

なと。あとは向こうから言ってくる金額を待っているような状態ですよね。 
これでいいのでしょうか。商売としては理屈はわかります、経費が上がれば運賃上げて

くれっていう。それはわかるのですが、どうなのですかね。それでも、利益出るか出ない

かで、ぎりぎりの運賃なのだよと、業者はそういうことなのでしょうけども。ここら辺、

さっき言ったような車両の更新もしていかなきゃならない、償却もしていかなきゃならな

い、それ当然ですよね、これは。 
しかし、今のこの状況の中で利用者の負担が増えるということ、これまたもう一つ、ど

うなのでしょうか。行政として努力する余地なかったのでしょうか。もう一つその部分、

私ね、やむにやまれずこういう形になったのか、業者から言われてガソリンが上がった、

だから業者の皆さん、あなた方料金増えますよと、こういう構図なのかなっていう、何か

そこにもう一つなかったのかなって気がしてならないのです。 
同じ答弁になってしまうかもしれませんけども、最後ですからもう１度、答弁求めたい

と思います。 
○野村副議長 よろしいですか。答弁よろしいですか。答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 要は今、諸経費が上がる中で、有償団体としては新たな料金体系を提示した

いということだろうと思います。 
その辺は、当然、今、石油、ガソリン高騰の時期でありますから、そういうことが出て

くるのは、また、これもやむを得ない分なのかなと思います。特に今、タクシー料金の２

分の１以内で有償団体は動いているということでありますから、問題は、これが赤字にな

る、赤字になってもやってくれということを町が言えるのかどうかだと思います。もし、

それで赤字になるのだから、じゃあ町がそこを補助しますかという話になるのであれば、

町が入っていけるのだろうと思いますけれど、今その３名の方の調整を踏まえながら、そ

の料金は妥当な数字が出ているものだというふうに私は当然考えておりますけれども、そ

れが即、有償団体の利益だけに跳ね返るような料金体系、これは出てこないだろうなと思

いながら、その数字は見ないとならないだろうというふうに思います。 
ただ、これは赤字になってもやってくれというわけに、なかなかまわらないということ

も現実だろうと思いますので、その辺は出てきた数字を精査する必要が、それは、まちと

してもあるのだろうなというふうに思っていますので、その辺は、今後どういう形で出て

くるのか見ながら、その会議に臨んだほうがいいのではないのかなというふうに思います。 
○野村副議長 ほかに質疑はございませんか。 
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 ７番、森議員。 
○森議員 議案説明資料の９ページ、諸費の中の本別・浦幌生活維持路線バス運行補助負

担の中でお聞きをしたいと思います。 
 これにつきましては、浦幌町、本別町間を運行している公共交通体系の見直しというこ

とで７月１日から新たに共同運行するということで、先の５月の 20 日、第３回の臨時会

の中で町長からの行政報告もいただきました。道道本別浦幌より、今度は公共交通空白地

域を解消ということで、留真温泉間、あるいは川流布会館、川上近隣センターまで足を延

ばしていただけるということで、あくまでも前日までの予約制ということでお聞きしてお

ります。地域の人も、こちらまでこのバスが来てくれるのかということで、大変喜んでい

る状況でもございます。 
 私これ心配するのは、１便につきましては、市街地区から本別高校に通われている高校

生の生徒さんが９名ほどいらっしゃるというようなことも聞いてございます。仮に川流布

会館、また川上近隣センターから乗車の予約が入った場合、各 10 分ずつ所要時間がかか

ると思います。それからいけば、例えば２カ所まわっても、高校生の皆さんに負担がかか

らないのか。負担っていうのは、登校の時間もあると思います。その辺につきましては、

大丈夫なのか。 
 それと、この共用するバスにつきまして、どこの業者のバスを使うのかお伺いをいたし

ます。 
○野村副議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○鈴木まちづくり政策課長 ただいまご指摘いただいた２点の内容だったかと思いますの

で、そのことについてご説明をさせていただきます。 
 まず１点は、先ほどの中で本来はこのバス、本来と申しますか従前は、本別までの間に

ついては、道道本別浦幌線のみの運行経路であったということが、今般につきましては、

川上、そして川流布、なおかつ留真温泉までということの、枝線的に路線の拡大と申しま

すか、利便性を図るということで計画を持っています。このことにつきましては、特に川

上、川流布につきましては、その地区に本別高校に通われている高校生の方がおられると

いうことで、その利便性を図るためにその分を拡大していきたいという考えでございます。 
ただいまご指摘ありました時間の関係で、どのような形態になっているのかと、場合に

よっては不便のきたす場合はないのかというようなご質問だったと思います。このことに

つきましては、５月の 16 日に本別と浦幌町の合同の地域公共交通会議、いわゆるこの路

線の計画について行政側と、それから住民側双方、利用されている方々、そして公共交通

機関の方々がそれぞれお集まりいただいた中での会議、協議ということで、また、許認可

をもっています運輸局の方も加わってございます。その中で、計画を説明した中では、同

じようなご指摘もございました。そのことにつきましては、不便はないかという部分につ

きましては、今後、実際に運行に当たる運行会社との協議の中で、不便をかけないような
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形で進めてまいりたいということでの答弁となっておりますので、そういう形で進めてい

きたいというふうになってございます。 
また、どの会社が運行するということにつきましては、基本的には本別町と浦幌町の合

同の内容でございますけども、事務的に本別町さんが運行に関わる会社との契約について

は行って、その負担として浦幌町が負担金をお支払いするというのが今回の補正の内容で

ございます。その結果、本別町さんのほうで運行に関わる業者さんの選定にあたりまして、

本別ハイヤーさんと毎日交通さんということで、それぞれの２社が、始発がそれぞれ浦幌

と本別とに時間帯によってなっておりますので、それぞれの始発の形態の中での会社で運

行していくというふうになってございますので、ご理解いただきたいと思います。 
 以上でございます。 
○野村副議長 ７番、森議員。 
○森議員 大変よくわかりました。 
 負担割合ですけれども、これが、浦幌が６割の負担というような説明でございました。 
今、本別高校、どこの高校とも限らないと思うのですけども、生徒の数を確保するのに

どこの町村も必至なのかなというふうにも思ってございます。その関係では、今もまだ走

っているのですけども、たぶんこれ最終便だと思うのですけども、本別生活維持路線バス

ということで、町の負担が３分の１の 100 万円、これ出していますよね。そんなようなこ

とからいきましたら、もう少し浦幌の６割というのを、もう少し考慮できなかったのかな

というように思ってございます。ただ、経費に関する折半につきましては、運賃収入を差

し引いた額を両町で折半すると。なおかつ距離で算出をされたというふうに聞いてござい

ますけども、その辺のところ、また再度答弁をいただきたいなというふうに思います。 
○野村副議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問の負担割合の関係でございますけども、負

担の考え方の基本としましては、現在まで行っているバスの運行にかかる経費の負担につ

いてが基本になってございます。と言いますのは、大きく言いまして留真から本別にかけ

ては十勝バスさんが運行されております。そして、その運行につきましては、平日のみの

運行となっておりますので、土日夜間の運行につきましては、浦幌のＪＲの駅から本別の

病院までということで、これは浦幌町と本別町の共同委託の中で別運行ということで進め

ております。それぞれの経費が平成 22 年度の実績額、決算見込み額ですけども押さえて

おりますのが、十勝バスさんには赤字分の負担ということで赤字額が約 750 万円ほどにな

って、その負担割合につきましては、あくまで距離割ということでなっております。距離

が全体で約 30 キロメートルあるわけでありますけども、本別町さんが 6 キロメートルで

浦幌町が 24 キロメートルということで、割合的になってきますとおよそ 81％が浦幌町の

負担になるということで 750 万円のうち約 607 万円ほど、本別町さんが 143 万円というこ

とになっております。また、共同委託の中での別運行では、本別浦幌線の中では、総体で
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およそ 210 万円ほどになるかと。これについては、先ほどご指摘ありました本別町さんが

３分の２で浦幌町が３分の１ということで、それぞれ本別町が 140 万円、浦幌町が 71 万

円ほどになっております。この合計額が 960 万円ほどになりまして、足していきますと本

別町さんで 284 万円ほど、浦幌町で 677 万円ほどになっております。これを割り返してみ

ますと、本別町さんで 30％、浦幌町で 70％の負担というようなことになって、相対表で

は３割７割というような負担になっております。これらを基本に協議した中で、今年につ

きましては、６月までは現行の運行でございますので、残り９ヶ月間、７月から来年の３

月までの９ヶ月間についての今般の運営形態になりますので、その積算としましては、お

よそ前年度の実績から換算して 880 万円ほどかかるのかなと見込んでおります。これを６

割４割と言いますのは、均等割りで６割、880 万円に対して６割分の均等割りで見ましょ

うと、それぞれ２分の１になります。そうしますと、それぞれ 264 万円の負担。残りの４

割についても均等割りで行いましょうということで、浦幌町が先ほど申しましたとおり距

離が長いものでありますから、そこからもっていきますとおよそ 305 万円ほどということ

で、あわせて 575 万円ほどになるということになっておりますので、確かに浦幌町の負担

が少なければ少ないほどよろしいのでありますけれども、以上の過去の経過等を踏まえた

中で、こういう形で算定させていただいたということでご理解いただきたいと思います。 
○野村副議長 ほかに質疑はございませんか。 
 ないようですので、次に、14 ページ８款２項道路橋梁費から、17 ページ 10 款６項保健

体育費までの説明を求めます。 
 総務課長。 
○上村総務課長 14 ページをお開きください。８款土木費、２項道路橋梁費、２目道路維

持事業費 1,583 万円を追加し 5,527 万 8,000 円、15 節工事請負費 1,500 万円追加、16 節

原材料費 83 万円の追加、原材料費でございます。説明資料 16 ページ、17 ページに記載

されています町道維持補修に係る追加でございます。 
 ３目道路建設補助事業費 7,068万 4,000円を追加し２億 2,029万円、9節旅費 18万 4,000
円、普通旅費でございます。13 節委託料 2,700 万円、調査測量設計委託料、15 節工事請

負費 4,050 万円、17 節公有財産購入費 300 万円。この関係につきましては、説明資料 17
ページにございます道路建設補助事業に係る、平成 23 年分の新規着工に係る住吉０号通

並びに通学道路に係る追加分でございます。 
 ３項河川費、１目河川管理費 200 万円を追加し 1,315 万 7,000 円、15 節工事請負費 200
万円の追加。この関係につきましては、説明資料 17 ページから 18 ページにございます茂

川流布沢川の護岸の補修に係る追加でございます。 
 ４項都市計画費、３目公園緑地管理費 200 万円を追加し 998 万 6,000 円、15 節工事請

負費 200 万円の追加でございます。この関係につきましては、説明資料 18 ページにござ

います光南児童公園のフェンス取り換え修理の関係でございます。 
 次に、５項住宅費、１目住宅管理費 1,721 万 1,000 円を追加し 5,811 万 6,000 円、11 節
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需用費１万 1,000 円、印刷製本費１万 1,000 円の追加、15 節工事請負費 720 万円の追加。

この関係につきましては、説明資料 18 ページにございます東山公住、北町改良住宅前の

道路の改修工事に係る追加でございます。19 節負担金、補助及び交付金 1,000 万円、住宅

リフォーム補助 1,000 万円でございます。この関係につきましては、説明資料 18 ページ

にございます新規補助事業であり、住宅を町内の事業者によってリフォームした方に対す

る補助事業に係る補助金でございます。 
 ９款１項消防費、４目災害対策費 875 万 3,000 円を追加し 1,137 万 6,000 円、11 節需用

費 360 万円、消耗品費 100 万円、備蓄用の食料品でございます。食糧費 260 万円、東北３

県への浦幌牛乳の支援物資の 260 万円でございます。12 節役務費 22 万 5,000 円、手数料、

毛布等の洗濯の手数料でございます。13 節委託料１万 8,000 円、災害時の福祉施設避難利

用者委託料の１万 8,000 円でございます。福祉施設ショートステイ等に係る経費でござい

ます。14 節使用料及び賃借料 40 万円でございます。自動車借上料でございます。この関

係につきましては、東北３県の支援物資を自動車借上げで物資を支援してまいりたいとい

うことで借上げの補正でございます。18 節備品購入費 451 万円、備品購入費 451 万円で

ございますが、今回ウレタンの畳、またマットレス、発電機、コンテナ等の購入をする分

で、備品購入費 451 万円の追加でございます。 
 10 款教育費、２項小学校費、１目学校管理費 720 万円を追加し 9,273 万 2,000 円、11
節需用費 50 万円の追加、修繕料でございます。この関係につきましては、説明資料 19 ペ

ージから 20 ページに記載しております。15 節工事請負費 670 万円、工事請負費の関係に

ございましても、同じく 19 ページから 20 ページに記載しております。浦幌小学校体育館

の駐車場の舗装、中央小学校玄関前の舗装、各小学校のそれぞれ網戸の取り換え工事の追

加でございます。 
３目特別支援教育振興費 144 万 6,000 円を減じて 160 万 1,000 円、１節報酬 126 万円

の更生減、特別支援教育支援員の嘱託報酬の 126 万円の更生減、４節共済費 18 万 2,000
円の更生減、社会保険料 17 万 5,000 円、雇用保険料 7,000 円、それぞれ更生減でござい

ます。次のページをお開きください。9 節旅費 4,000 円、費用弁償 4,000 円の更生減。こ

の関係につきましては、説明資料 20 ページにございます小学校特別支援教育にかかる減

額措置でございます。 
 ３項中学校費、１目学校管理費 180 万円を追加し 5,506 万 4,000 円、15 節工事請負費

180 万円の追加。この関係につきましては、説明資料 20 ページにございます上浦幌中学

校グラウンド芝の改修及び網戸取り換えの工事の追加でございます。 
 ４項幼稚園費、１目幼稚園運営費 34 万 3,000 円を追加し 6,887 万 2,000 円、19 節負担

金、補助及び交付金 34 万 3,000 円の追加でございます。通園費補助金でございます。補

助対象条件の拡大に伴う追加でございます。説明資料 21 ページに記載しております。 
 ５項社会教育費、２目公民館運営費 30 万円を追加し 2,587 万 6,000 円、11 節需用費 30
万円の追加、修繕料の追加でございます。説明資料 21 ページにございます厚内公民館の
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階段室の塗装改修でございます。 
 ３目博物館費 500 万円を追加し 686 万 6,000 円、15 節工事請負費 500 万円でございま

す。この関係につきましては、説明資料 21 ページにございます博物館展示ホールのリニ

ューアルに係る経費で、工事請負費でございます。 
 ７目図書館管理費 317 万 1,000 円を追加し 3,726 万 7,000 円、11 節需用費１万 3,000
円、印刷製本費１万 3,000 円、13 節委託料５万 8,000 円、書誌データ作成業務委託料５万

8,000 円、15 節工事請負費 210 万円、工事請負費でございます。この関係につきましては、

教育文化センター自動ドア並びに周辺舗装に伴う改修工事でございます。18 節備品購入費

100 万円、備品購入費 100 万円の追加でございます。 
 次に、６項保健体育費、２目社会体育施設費 659 万 8,000 円を追加し 7,392 万 9,000 円、

11 節需用費 70 万円、修繕料、15 節工事請負費 540 万円、18 節備品購入費 49 万 8,000
円、いずれも説明資料 22 ページから 23 ページに記載しております。修繕料については、

ケーブル取り換え、放送設備の修繕でございます。工事請負費につきましては、野球場フ

ェンスの補修 250 万円、スポーツセンター自動ドアの改修 120 万、暖房用自動制御機器の

改修 170万円でございます。備品につきましては、エアロバイクの更新１台でございます。 
 ３目給食センター管理費 1,184 万 6,000 円を追加し 9,528 万 1,000 円、13 節委託料 54
万 6,000 円、保守業務委託料でございます。15 節工事請負費 1,130 万円、工事請負費でご

ざいます。この関係につきましても、説明資料 23 ページから 24 ページに記載しておりま

す。委託料については、調理場の蒸気パイプ上部の清掃の委託料でございます。工事請負

費につきましては、ガスフライヤーの設備の更新 130 万円、調理場床等改修工事の追加

1,000 万円でございます。 
 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。 
○野村副議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 
 ８番、杉江議員。 
○杉江議員 先ほどもお聞きをしましたが、説明資料 21 ページ、幼稚園運営費の中で通

園補助の問題です。 
 先ほど幼稚園のほうも含めてお話をしましたが、一部こちらと違う部分があるというこ

とで確認したとおりであります。 
 しかし、幼稚園の通園補助に関する、これも要綱です、22 年２月 18 日告示。念のため

に、この内容の主要部分だけちょっと読みますけども、第１条で、この告示は吉野幼稚園

の廃止に伴い、浦幌幼稚園に通園することになった児童の保護者に対する通園経費の負担

を軽減するため。第２条に、補助の対象となるもの、次に掲げる条件すべてに該当するも

のとなっているのですね。平和、吉野、共栄、統太、愛牛地区に住んでいるもの。これ、

吉野幼稚園なくなるのだから当然ですね、昨年の２月ですから。次に、２項のただし書き、

ただし、すでに浦幌幼稚園に通園されているものは除くと、こうなっています。 
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ここまで、何か、先ほども申しましたけども、どうしてこういうふうに意固地な判断を

するのだろうと私思うのです。吉野幼稚園なくなったのだから、みんなフラットにして平

等な条件で通園補助、出したらいいじゃないかと思うのです。これも７月からです。 
まず確認したいのは、現在通っている子どもが１人いる、通園対象になりません。新た

に年少で子ども２人幼稚園に行きました、これ対象になりますね、なるのですよね。でも

従前から通っていた子どもの１人しかいない家庭は対象にならないのです。 
何があるのですか、これは。おかしいです、本当におかしいです。私は、３月にもこれ

を含めて質疑したのですが、どうして一定の条件で交付対象にしないのでしょう。地元で

いろんなルールがあったということはわかります。わかりますけども、もう昨年から１年

たって、この昨年の２月にこれで告示している。それで、今回新たに拡大して対象とする

というのですけど、これ私よくわかりませんけど、吉野以外で、下地区で幼稚園来ていて

通園補助もらっていない方が多分いると思うのです。その人も現在通っていたら対象にな

らない、そういうことになりますよね、判断として。おられる方、私確認していません。

でも、いそうだということは聞いております。 
わからないです、本当に難しくて、ややこしくて。ちょっとはっきりしてください。 

○野村副議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 非常にややこしいということが異常に問題になりました。 

吉野幼稚園が昨年度閉園になったということで、吉野幼稚園に本来、通園できる地域の

子どもたちが吉野幼稚園に入園しないで浦幌幼稚園に通園していたと。これは、いろんな

それぞれの家庭の状況、あるいは人数が多い中で通園させたいという、そういう保護者の

皆さんの思いの中でそれぞれ浦幌幼稚園の通園については認めていたという中で、そうい

うことがありました。 
吉野幼稚園が閉園になったときに、本来的には吉野幼稚園に通園できる子どもたちが浦

幌幼稚園に来たと。その子どもたちも吉野幼稚園が閉園になったときに通園補助の対象に

するかどうかということが、１つは問題になったわけです。というのは、これは地域のい

ろんな状況もありましたけども、吉野幼稚園に当時３人通園しておりまして、どうしても

子どもが減ってきたという中で閉園せざるを得なかったという状況がありました。その保

護者の方々は、本来、吉野幼稚園に来てもらえれば閉園しないで済んだのではないかとい

うようなお話もありました。そういういろんな感情的な問題も含めて、吉野幼稚園が閉園

したときに、すぐ浦幌幼稚園に通っている子どもたちに対しても通園補助が支給できたか

どうかという分には、非常に地域的な課題もあったのかなというふうに思っております。 
吉野幼稚園の閉園に伴う保護者の皆さんのいろんな条件としては、こちらのほうはスク

ールバスの乗降についても認めましたけども、結果としては、保護者の皆さんは通園補助

でお願いしたいということでありました。そういう中で、結果としては、今、吉野幼稚園

に当時通っていた子どもたちが浦幌幼稚園に通っているかというと、残念ながら町外に出
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ていかれたというようなことを含めて、非常にいろんな問題がある中で、通園補助という

問題を抱えてきたということであります。それが１つあります。 
 もう１つは、吉野には幼稚園がありました、保育所はありませんでした。そういう中で、

周りの地域の方々が、浦幌の保育園に通っていると。吉野幼稚園では子どもを預けること

ができないので、浦幌の保育園に預けているという方々も地域にいました。その方々につ

いても、統廃合という１つの条件が成り立たない中で通園補助があたっていないというこ

とで、大きく言うとこういう２つの課題があったということでありまして、そういう課題

を今回整理するために、４キロメートル以上、保育園でも幼稚園でも通われる方について

は通園補助の対象にしていこうということで、今回補正予算を組んで提案したということ

でございますので、本来、吉野幼稚園が閉園したとき、すでにそこからやればいいのでは

ないかというお話も実はあるわけでございますけども、先ほど言ったようないろんな状況

があった中で、なかなか難しかったということがございまして、今回新たな制度として、

こうしてやっていくということになったということでございますので、ご理解を賜りたい

というふうに思います。 
○野村副議長 ８番、杉江議員。 
○杉江議員 経過としては、今、副町長が言われたとおりだと思います。 
 当然、越境入学というか、そういう形で浦幌へ通った人たちには補助対象としない措置

をしていたわけですから、そこまではいいのです。ただ、22 年の４月からは閉園になった。 
しかし、先ほど副町長が言われたから私も言いますが、すでにそういう条件を出した人

たちは吉野にも住んでおりません。町外です。 
そういうことを含めて、もう１回確認しますが、先ほどの保育園もそうでした。これ 22

年２月 18 日の告示のこの内容は変えて、全部フラット、平等な条件にすると、そういう

意味ですか。要綱、これを改正して、先ほどの保育園の条件と同じにして全部対象にする

と、それでいいのですか。 
○野村副議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 先ほどの保育園と同じでありまして、幼稚園についてもすべて 4 キロメー

トル以上通園される方については通園補助の対象にしていくということで、要綱を変えて

いくということであります。 
○野村副議長 ８番、杉江議員。 
○杉江議員 結構な対応だと思います。私たちは、さっきから言うように 22 年２月 18 日

のこれは、議会事務局から出したものです。 
しかし、私３月の予算のときに持っていたものは違うのですね。私、自分の家でホーム

ページからネットで出しました。プリントアウトしました。そうしたら、22 年の２月ので

ないのです。古いやつ、吉野地域は除くって書いてある、これと違って。役場の中にある

議会事務局の例規集、冊子が変わっているのです。 
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しかし、私たちが家で見る情報は変わっていなかったのです。差替えになっていなかっ

たのです。皆さんの役場の中で出す情報はすぐ変わっているのです、多分。そういうこと

がありますので、私たちは結構ネットを使って、頼りにしてやっておりますから、その辺

のこともちょっと一つ指摘をしておきます。 
今回の対応については、幼稚園、保育園そろえて全町一円の対応として、細かな条件を

全部排除して対応してくれるということで、そのことについてはいい対応だと思っており

ますけれども、７月対応については、納得はできておりません。どうしてなのかなという

思いは、まだあります。例規集の私たちの見るものについての差し替え、この点について

ちょっと、わかるように説明をしていただきたい。 
○野村副議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 条例の改正、要綱等の改正については随時。例規集についてはできるだけ

早くということで、第一法規さんのほうにお願いして加除等やっております。 
ただ、ホームページにおける浦幌町の例規集というコーナーがございますけども、それ

については、第一法規さんがもともと管理しているというか、全国的な自治体のそういっ

た例規集等管理しながらホームページをもってやっているという中に、浦幌町の例規集も

入っているということでございまして、たまたま今お話ありましたように、ホームページ

の中で検索していった例規集については、本来でありますと遅くても６カ月以内には更新

をするというような内容であったようでございますけども、たまたま今、杉江議員さんが

おっしゃられた要綱については、１年近く差し替えができていなかったということが判明

をいたしました。 
そういう中で、私どもとしては当然、第一法規さんのほうに、こういったいろんな情勢

が早く動く中で、そういったホームページにおける条例の差替え等についても、早くやっ

てもらわないと困るということでお願いをいたしまして、大体３カ月から６カ月という周

期の中で今後そういった差し替えをしていくということでございますので、そういう点で、

杉江議員にご迷惑をかけた点についてはお詫びを申し上げたいなというふうに思います。 
以上でございます。 

○野村副議長 ほかに。 
 ６番、福原議員。 
○福原議員 説明資料の１９ページで、災害対策費についてお伺いをいたします。 
 800 なにがしというお金でいろいろな災害についての補正が組まれております。 
その中で、食糧費の支援物資 260 万円、それに関わる運賃が 40 万円、300 万円の物資。

先ほどの報告では３県にということですので、これはどこの県に３県ということで、どう

いうふうにして運ばれて、いつの段階でどのようにやっていくのかということと、備品購

入費 450 万円ですよね。これの中身がある程度は書いてあるのですが、これだけであとは

やらないのか。それと、食糧費 100 万円ですよね。需用費の中の消耗品費が 100 万円とい
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うことで、これもどのような運営食料品を用意されて、避難用として備蓄されていくのか、

その点をちょっと詳しくご説明をお願いいたします。 
○野村副議長 答弁願います。 
 総務課長。 
○上村総務課長 まず、東北３県の関係でございますが、そのうち、いろいろ今協議して

いる中は、岩手、宮城、福島あわせて６町に入るという予定を立てております。 
ＬＬ牛乳につきましては、今、見積もりの中では大体 260 万円の予算で 1,300 ケース買

える予定になっております。40 万円というのは、今、見積もりをとった中では、本来はも

う少しかかるのですが 40 万円でよろしいですよというような見積もりで、その中でいき

たいと思っております。この関係につきましては、実はこの補正がとおった中で、あした

午後から出発で、午前のうちに出発式を行いたいというふうに思っています。うちの職員、

町の職員１名、同乗させた中で支援物資を届けながら、向こうの様子について激励をして

きたいというふうに思っていますのでよろしくお願いをしたいと思います。 
 次に、本町に備える備品、それから消耗品でございます。消耗品については 100 万とい

う予定をしています。先の一般質問のご説明した中に、浜厚内のほうにはある程度、今現

在、備蓄品を置いております。アルファー米、それからその他、それからお水等置いてお

ります。そういったことで、今回詳しくということでございますので、要するに、アルフ

ァー米、３カ所に 700 食、それからスーパー保存水ですが、総体で 27 箱分 648 本なので

すが、それを用意したい。それから非常用クラッカー70 パック入りが 11 箱 770、個数に

すると。それからフリーズドライのスープですが、それは１カ所に１箱くらいというふう

に思っています。また非常用の缶詰、総体で 900 缶用意したいと思います。それで単価が

違いますので、２種類用意しようというふうに思っています。この合計が、消耗品として、

常備用として 100 万円という考えをもっています。 
 それから備品でございます。避難用のウレタンの畳 100 枚予定しています。それから備

蓄用のコンテナ、厚内、浜厚内、十勝太、それから本部にそれぞれで４台用意しようと思

っています。それから発電機、先ほどの一般質問の本部のほうには２台ございますので、

それぞれ浜厚内、厚内公民館、それから十勝太の３カ所に用意したい。それに伴うコード

リール等、それから作業用のライト、かなり大きなものなのですが、それぞれ３カ所に２

個ずつ置こうと。それから懐中電灯等、うちにも備品で持っているものがありますので、

今必要となる 20 本くらい用意しようというふうに思っています。それから避難用のマッ

ト。ウレタンの畳の上にもう１枚ひくようなマットレスですね。それを一応 60 枚用意し

ようということで、備品については 451 万円とりあえず用意しようというふうに思ってい

ます。まだまだ、これから協議の中で備蓄品については今後検討しながら、地域の要望等

踏まえこれらについてはまた検討してまいりたいと。 
今、私どもで当初、正直言いまして、いろんなものあげてみたけど、今、急を要するも

の、とりあえず今急ぐもののみ用意させていただいたということでご理解を賜りたいと、
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こういうふうに思っています。 
○野村副議長 ６番、福原議員。 
○福原議員 詳しい説明、ありがとうございました。 
 たぶんアルファー米にしても、クラッカーにしても、水にしても、賞味期限と言うのか

消費期限って言うのでしょうか、そういったものが必ずくると思います。それをクリアし

ながら、災害がなければ何よりですが、万一起きた場合に、その期限が過ぎていたら、今、

非常に皆さん過敏になっていますので、期限が過ぎるぎりぎりまでに、試食も兼ねて、町

民の皆さんと避難訓練も兼ねて次の段階にもっていくというような方策をとっていければ

なというふうに思いますので、考えていただきたいと思います。 
 それと、今ＬＬ牛乳 1,300 ケースということで、もう、あすの出発ということで、非常

に時間的な猶予も限られていると思います。 
これは非常にいいことなのですが、なぜもっと早くＬＬ牛乳を被災地に送れなかったか

なというふうに私は思うのです。ということは、もうすでに被災地でも地元の商店、それ

からコンビニなんかも運営をされているところがたくさん出てきました。その 1,300 ケー

スのＬＬ牛乳が被災地に届くということは、そういった乳製品が商店だとかコンビニから

売れなくなるというのでしょうか、そういったことが生じるのではないかと。せっかくい

ろんな困難を克服して店を再開したのに、何で売れないのだろうということに、今の段階

で送ればですよ、なるのではないかという懸念が私は生じたわけで、なぜ今の時期に 1,300
ケースを送るのかなということで、もっと早い対応できなかったのかなということで、そ

このところを再度お聞きしたいと思います。 
○野村副議長 答弁願います。 
 総務課長。 
○上村総務課長 前段のご意見については、当然、消費期限っていうのはありますので、

それぞれ訓練並びにいろんな形で、ボランティア等いろんな中で試食会も含め、消費して

更新してまいりたいというふうに思っております。 
 後段の関係でございますが、実態として、今まさに７万数千人が避難している状況にあ

ります。そういった中では、浦幌の牛乳が、今が最適だというふうに思っております。な

ぜかというと、これからあたたかくなります。常温で 60 日もつ牛乳っていうのはなかな

かないわけでございまして、災害の時は 200cc のものを好むようでございますけど、これ

からやはり、長く、長期間もつものが好まれるのではないかというふうに思っていますし、

そういった連携の中で、向こうとの協議で 1,000cc をいただきたいということで割り当て

をさせていただくということでございますので、この時期にこの牛乳が一番、最もふさわ

しいという判断をさせていただいたということでご理解を賜りたいと思います。 
 
     ◎会議時間の延長 
○野村副議長 ここでお諮りいたします。 
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 審議の途中でありますけども、会議規則９条第２項の規定により、本日の会議時間を都

合によりこれを延期したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
〔「異議なし」の声あり〕 

○野村副議長 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３ 議案第４０号（続行） 
○野村副議長 審議を続けます。 
 質疑はございませんか。 
 ４番、中尾議員。 
○中尾議員 それでは、何点か質問いたします。 
 まず、住宅リフォーム 1,000 万円、これについてまず１つ目の質問ですが、これも結局、

実際のところは要綱なりで決まっている部分があるのかなと思うのですけれども、例えば、

これはあくまでも建物はいいのですけれども、車いすとかそういった部分で玄関までの舗

装をしたとか、車の乗り降りするのに車庫をつくっただとか、そういった部分の建物だけ

でなくて外構的な要素っていうのでしょうか、やっぱりそこら辺も町民の人が長くこの浦

幌町に住んでいただくということにすれば、住宅だけでなくてそういった部分の枠ってい

うものをぜひ広げて、臨機応変な対応をしていくということが私は望まれるというふうに

思います。今後、要旨、要綱も決まってくと思うのですがこの辺の考え方、お聞きをした

いと思います。 
 それと、ここにまたハマナス商品券が出てまいりました、20％。商工会としてはありが

たい話ということでございますが、これは前回もありましたけれども、前回と同じような

選択制と、こういうような要素ということでよろしいのか、ここに書いてあるように 20％
ハマナス商品券となると、今回はもう強制的に商品券がいくのかなということになります。

ここら辺の確認を、まず１点をさせていただきたいと思います。 
 それと災害対策費、今、同僚議員もされました。それで緊急を要する部分と、とりあえ

ず必要最低限のものを用意したと。それをコンテナに置いといて、当然どこでも置いとい

たら持ってかれても困りますから、コンテナに入れて鍵かってきちっと管理しとくという

ことだと思うのです。 
ただ、その厚内、本部はいいですよ、ここはすぐ職員のみなさん集まるのでしょうから。

特に浜とか厚内とか災害きたとき、そこまで職員が行くっていうことになったときに、も

し行けないような状態が発生したら、海岸縁津波でやられたとかったら、あそこ孤立しち

ゃうのですよね。十勝太とか模範牧場とかはこっち側から行けるのです、静内のこっちか

ら行けたりとか。そういう厚内の先ほど言っていた墓地のほうから山行ったりとかできる

のですけど、浜厚内そういう管理があると思うのですよ。だから、例えば町民が逃げても、

職員はそこ行かないとコンテナに鍵かかっていて開かなかったら、せっかくためておいた
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もの何にもならないということならないのかなと思って、そこら辺の運用をどういうふう

に考えているのかなという部分。先ほど管理もきちっと、たぶんこれは総務課がしていく

のかな、当然賞味期限とかも管理していくと思うのですけども。そういった部分のせっか

くためたもの、これをしっかり運用するその管理の部分、これをちょっと１点質問したい

と思います。 
 それと学校関係であります。小学校、中学校、網戸。先ほども言いましたけどあります

ね。それで役場に網戸つけるのに、学校につけないわけにいかないですよね、これね。 
そんな中で、学校については３年計画立てるということなのです。だけど、こっちをや

るのに学校は３年計画って、どうして３年計画なのかなという。特に学校なんていうのは、

それこそすぐやらなきゃいけないじゃないですか。何で３年に分けなきゃならないのかっ

ていうことなのです。先ほど私の一般質問にありましたように、浦幌の財政的にも一定の

めどがついているわけですから。そのほかにも博物館に 500 万円なんてお金が出てくるの

に、子どもたちの教育に当たる部分の網戸が３年で計画しなければならないっていう、こ

のことが私理解できない。つけるのだったら、やっぱり教育のこの学校なんて、イの１番

につけなければならない。ここの、庁舎の 40 万円よりも先につけなきゃならないのでは

ないでしょうか。それが何で３年になってしまうのか。やはりこの辺の説明、ぜひ求めた

いというふうに思っています。 
 自分の関係もありますからあれですけど、その３点説明を求めたいと思いますのでお願

いいたします。 
○野村副議長 答弁願います。 
 施設課長。 
○新川施設課長 最初の２点についてお答えしたいと思います。 
 まず最初に、リフォームの補助に対して障がい者等がリフォームする、要するに外構関

係も。この中で中尾議員見ていただいたと思うのですが、対象外の事業ということで外構

に係る庭とか門とか塀とか、あとツール関係も入るのですが、こういったものは対象にな

らないということでありまして、基本的にそういうのは対象にはなりません。 
ただし、障がい者についてのものなのですけども、補助金の基本的な内容は、町がほか

の補助するもの、国、道のするものと重複してってことにはなりませんけども、ただ考え

方としまして、高齢者、障がい者等に対しましては、高齢者の住宅改修費補助事業補助金

というのがありますし、あと障がい地域生活支援事業給付金、あと介護保険法に伴う給付

金っていうのがございます。それでここですけども、総体的なリフォームとしては外構関

係入りませんが、ただ外構として救えない部分って言ったらいいですかね、障がい者や高

齢者に対しては、その補助金っていうのは生きますので、その辺の使い分けっていうので

すか、その辺をしながらやっていきたいなとは思っています。 
 あとハマナス商品券なのですけども、これにつきましては、今回は全額、例えば 50 万

円の事業をやれば 10 万円についてはハマナス商品券という形にさせていただこうと思い
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まして、商工会のほうとも相談させていただいて、今 500円券が主かもしれませんけども、

その辺も 1,000 円券の分ですとか相談させていただいて、全額中身ということにさせてい

ただいております。 
〔何事か声あり〕 

○新川施設課長 失礼しました。 
 50 万の事業やれば 10 万円という補助金が出ます。20％ということでございます。 
○野村副議長 総務課長。 
○上村総務課長 管理の仕方だと思いますけど、当分の間、それぞれ浜厚内に管理人置い

ています。厚内公民館にも管理人置いています。管理人の中で管理をしてもらおうと。ま

たこちらのほう、本部のほうにも鍵を持っていようと。 
ただ、将来的には町内会組織で自治防災組織ができた場合については代表者にも持たせ

ようと、そういう考えでいますので、今とりあえず管理人の中で扱っていただこうという

ことで、その備蓄についても多少の管理はお願いしようというふうに思っています。 
ただ、更新のときには私のほうでそれぞれ管理しておりますので、責任もった更新の形

をとっていこうというふうに思っています。 
○野村副議長 次に、教育次長。 
○山本教育次長 ただいまご質問がありました今年度整備を予定しています各小学校と中

学校の網戸の整備につきましてご説明申し上げます。 
 若干経過等も説明申し上げますけども、学校現場のほうからは児童生徒の安全確保とい

うことで、こちらに説明ありますとおりハチ等の侵入があるということで、数年来、網戸

の設置についての要望等ありました。 
ただ、全体的な予算措置の関係で、これまで整備ができておりませんでしたけども、現

在小学校が３校と中学校２校ということで町内に５校の学校がありますけども、昨年浦幌

中学校の改築に伴いまして、浦幌中学校につきましては網戸の整備が完了しています。そ

れを受けまして、残りの小学校と中学校の整備ということで今年から取り組んでいるわけ

ですけども、今年まず予定しておりますのは普通教室関係。これにつきましては、各普通

教室の窓にそれぞれ４つの窓があるわけですけども、それぞれ教室窓２カ所に網戸を設置

しまして、それから教室には前と後ろにそれぞれ出入り口があるのですけども、そこを空

気が回るような形で教室の向かいの廊下に、また網戸を設置するというような流れで現在

整備を進めてまいりたいというふうに考えております。今年度でいきますと、教室と廊下

を含めますと、各小学校全体で 64 か所の網戸の設置となります。また中学校につきまし

ては上浦幌中学校の整備になりますけども、同じように教室とそれから廊下側ということ

で 12 カ所の整備で、この小学校と中学校の整備をあわすと、現在の予算では 200 万円の

補正予算ということで勘案しておりまして、先ほど３カ年計画ということに対してのご指

摘があったわけなのですけども、まずは普通教室、児童生徒のいる場所から整備をしてま

いりたいというふうに考えております。 
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次年度以降につきましては、これも普段使うところではあるのですけども理科室とか、

それから音楽室等の特別教室、その後において、校長室とか職員室ということで、現場で

はそのような形で３カ年で進めてまいりたいというふうに計画を立てたとこでございます。 
 以上でございます。 
○野村副議長 ４番、中尾議員。 
○中尾議員 リフォームのこの部分については、１つ障がい者の方であればというような、

ちょっとそういう条件付きな部分があるのかなと思うのですけれども、例えば高齢者の方

だとかっていうと、せっかくこういう制度があるならば将来、もし万が一車いすになった

らだとか、そういったような予防的な要素で、せっかくこれがあるのだったら今やろうか

なとかっていうようなこともあろうかと思うのです。だから、障がいになったからやるの

ではなくてそういう予防的な要素もあると思うので、そういう網をできるだけかけないで、

せっかく制度 1,000 万円つくっても使われなかったら意味がないので、私はせっかくこの

予算ついたら全部使われるくらいの形を、私はとったほうがいいと思うのです。それがま

た経済、地元ですから経済効果も生んでいくのではないですか。浦幌町の経済的な建設関

係も、大型事業も中学校も含めて留真温泉もできたし、ある程度終わってしまっています

から、そういった意味では、こういう景気対策も含めてこういった形をとっていくという

ことは大事なことだし、せっかく予算がついたのですから、これを満額使われるように間

口をあまりしぼめないで、私はもっと枠を広げた中で、庭の飾りつけに使うならとんでも

ない話ですけど、そうじゃない部分においては、私はもっと弾力的にやるべきだなという

ふうに思います。 
それと補助金もいろいろな補助金があるので、そっちを使ったらこっちが使えないとい

うことじゃなくて、それはそれ、これはこれでダブルで使えたら、これいいじゃないです

か、それで。そっち使ったらこっち使えないってことじゃなくてですよ。これは町として

やるわけですから、こういう事業としてやるわけですから。そっちの事業あるし町もある

しったら、余計意欲わくじゃないですか。そのほうが負担も少なくなるわけですから、そ

うやってこの事業がもっと町民に浸透していくっていうような、私はそういうふうに使わ

れるべきだと。だから、あまり、あっちだったらこっちはだめだとかっていうことではな

くて、私は、そういう網をできるだけ取り除くと、そういうことは必要だなと思うのです。

ですから、そのことをお伺いしたいと思います。 
それとハマナス商品券も、今回は選択制でなく渡してしまうと。ですから、３期まちづ

くり計画の新規で住宅建てたら 200万円、地元使ったらプラス 50万円でありますですね。

あれは選択でなかったですか。あれも強制でしたか。あっそうですか。それであればいい

です。 
この辺の部分、町として、商工会としてもプラスアルファの部分がちょっとないという

ような議論が前にあったのですけど、やはり町としてもこういうことをして商店街がきち

っと整備がされれば、また商店街もそこでいろんなイベントの中でやってくるということ
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になりますから、やはりこういった形で町の施策と経済効果っていうものをうまくリンク

させてやっていくことは必要だというふうに思います。 
この部分、できるだけ網はかけないってとこら辺、この辺の部分の答弁、いま一度求め

たいと思います。 
災害対策についてはわかりました。結構でございます。 
それと学校の網戸の３年計画については、こういうことでやりますよってことは分かっ

たのです。 
しかし、今年度、普通教室で、来年度、理科室とか音楽室とかってやる部分だって、そ

れだって使うわけですから。だから、それをなぜ普通教室は今年だけど、音楽、理科室は

来年なのですかっていう話です。授業はしていくわけですから。ですから、優先順位的に

私は子どもの教育の部分のほうが優先されるべきだろうと、舗装工事よりも子どもの授業

の網戸のほうが私優先じゃないかなと思いますし、町の財政も一定のめどがついたと町長

も言われているわけですから。今緊縮財政やっているならわかりますよ。これは必要だけ

ど３年に分けてやるっていうならわかりますけど、一定のめどがついたのですから。今年

度からは報酬も削減しないのですから。ですから子どもの教育の部分なんていうのは、当

然３回なんてわけないで１回でどんと、どうせやらなきゃならないことなのですから。や

はりそういう部分、私はやるべきだというふうに、３回に分ける意味がないっていうので

しょうか、教育については。これは私、早急にやるべきだというふうに思いますけども、

先ほどの説明ではこういうことなのですって事情は分かったけど、３回に分けたという理

由にはなってないと思うのです。その辺の理由、いま一度求めたいと思います。 
○野村副議長 答弁願います。 
 先に、施設課長。 
○新川施設課長 補助金が使いやすいような形で、あまり網をかけて縛るなというような

ご質問だと思うのですけれども、基本的に要綱の交付はしていませんが、考え方としまし

ては、他の補助金関係もそうかもしれませんけども、国、道、あと町の補助金関係とは重

複しないという中身ではありますが、今のお話の中にありましたけども例えば、高齢者住

宅等の住宅改修補助金につきましては、例えば身体障がい者手帳の１・２級を所持してい

る方ですとか、障がい者地域生活支援法に基づきましては下肢とか体幹機能の障がいのあ

る方ですとか、あと介護保険法給付金につきましては介護保険の適用になっていて、要支

援の１、２だとかそういうのがありますけれども、この分につきましては、この補助金は

使えるということでありますが、今回のリフォームにつきましては、あくまでも、逆に言

うと今までそういうリフォームができなかった部分っていうのですか、補助金があたらな

った部分、そういったものをカバーするというような目的ではつくってございます。多分、

こういう高齢者の方、障がい者の方リフォームやりたいよという場合、改修をやりたいと

いう場合は、うちの施設課ではなく、おそらく保健福祉課のほうにいくと思います。細か

なその辺は、一つの見積書というか一つの工事で一緒というのでしたら、それはちょっと
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難しいですが、それはお互い保健福祉課と出てきた段階で打ち合わせさせていただいて、

その本人がいいようにというか、有利なように、その辺は工事を別にするとかそういう中

身を分ける中ではできると思いますので、それは密に相談しながらケースバイケースで対

応していきたいなと思っておりますのでご理解願います。 
○野村副議長 次、教育次長。 
○山本教育次長 ただいまの再質問に対しましてお答え申し上げます。 
 先ほどの説明のとおり３カ年計画ということなのですけども、現在、今年度の整備につ

きましては夏休み期間中の整備を考えております。 
その中でいきますと、先ほど申し上げましたように、小学校でいきますと全カ所 64 カ

所、そして中学校でいきますと 12 カ所というトータル的な箇所数も含めながら、中尾議

員がおっしゃるとおりすべての教室を網羅する中の一括的な整備ができればいいわけなの

ですけども、今年度につきましては、夏休み期間中に実施ということの中身で、箇所数的

なことも含めて、まずは普通教室からの整備ということで考えながら進めていってまいり

たいというふうに考えております。 
 以上でございます。 
○野村副議長 ４番、中尾議員。 
○中尾議員 わかりました。今の説明ですと、要するに、夏休みという学校の休みのとき

にやらなきゃならないので、64 カ所ないし中学校 12 カ所ということであるならば、当然

これも地元の業者を使うような形になると思うのですが、そういった関係上、これが限度

っていうような認識なのですか、これ。要するに、作業量的にこれが夏休み期間内でやる

には限度なのだと。だから３年計画で、一遍にやってしまうと全部お金が逃げてしまうよ

うな要素があるのでって、そういう説明なのですか、これ。今の、違いますか。 
だから、そういう意味であればわかるのです私は。だけど、要するに何で３年なのです

かという部分が、いま一つちょっとやっぱわからないです。今言ったその説明が、地元で

やるのには夏休みという決められた期間、休み期間という。ずっとやっていいと言うわけ

ではないですから、休み期間という工期的な要素からするとこれが限度だろうと。その中

で区切りのいいところで、今言う普通教室という、こういう分け方が３年計画なのですよ

と。こういう意味なのでしょうか。私、今そういうふうに聞こえたのですけども。その確

認、最後ですから答弁求めたいと思います。 
○野村副議長 答弁願います。 
 教育長。 
○久門教育長 今議員がおっしゃったことが１番の理由でございます。 
 加えて申し上げますと、今回教育委員会の補正で総勢、学校教育、社会教育合わせまし

て 3,400 万円の補正を組ませていただいております。そして、多額になっているというこ

とと、こういう修繕に関しましては年次を追ってやっていきたいという考え方もございま

したので、すでに去年の猛暑で声が圧倒的に出てきたわけですけども、そういうものを順
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次直していくうえでは、一気にやれば１番いいのですけどれも、さまざまなことも考え、

作業工程も考え、今回のような提言をさせていただいておりますのでご理解をいただきた

いと思います。 
○野村副議長 お諮りいたします。 
 ここで、暫時休憩したいと思いますけど、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
○野村副議長 異議なしと認めます。 
 よって、暫時休憩します。 
 

午後 ５時１５分 休憩 
午後 ５時２０分 再開 

 
○野村副議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 質疑を続けます。質疑ありませんか。 
 ３番、安藤議員。 
○安藤議員 私のほうから、何点か質問をしたいと思います。 
 まず道路維持事業費なのですが、説明のほうでは雨のため道路の決壊だとか、そういう

ものも直すということで書いてあります。それで災害の関係で直す分と、道路維持で使う

分とですね、工事費がわかればお願いしたいなと思います。 
 それと、今の道路維持事業費と河川管理費もそうなのですけども、大雨で決壊したとか

河床路が通れなくなったとか、そういうことであれば災害応急費のほうで組むべきでない

かなと思いますけども、その辺についてもお願いしたいと思います。 
 それから、先ほど同僚議員が言いました住宅リフォームの関係の補助金ですが、これか

ら要綱も定めてくると思いますけど、先ほど一般質問の中でもありました耐震改修工事の

補助金ですね、その関係についてもこの中に含まれるのか、それとも別様でまた補助金を

補正していくのか、その辺をお聞きしたいと思います。 
 それと、教育費の給食センター管理費ですが、この中の工事請負費で設備の更新ってい

いますか、工事費が 130 万円ございますけども、この 130 万円について、先日の教育委員

長の執行方針の中で給食センターについては、計画的に食器等の設備更新をやっていくと

いうことになっておりますけれども、実質まちづくり計画のほうを見ても、今回のものと

かそういうものは入っていないと。それからその他、床、これ保健所から指摘されてやら

なければならないということはわかるのですけども、給食センターを見たときに、国道か

ら丸見えで外観の景観が損なわれているということもありますし、今後、まだ３０年まで

経っていない建物があのまま置いておくのかどうか、その辺の計画があるのかどうかを、

ちょっとお聞きしたいと思います。 
○野村副議長 答弁願います。 
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 施設課長。 
○新川施設課長 まず、初めに道路維持事業費ですけども、今、安藤議員が言われたよう

に災害っていう部分で言えば災害応急費で組む数字だと思います。 
この中身につきましては、原因といたしましては４月の 22 日から 23 日にかけて約 67

ミリメートル雨が降ってございます。それで、この事業費の 1,500 万円の内訳なのですけ

ども、全部で 14 路線、あと橋梁２カ所、あと側溝等がございます。この中で、維持費で

組んだ工事費の中で、災害っていうか今回の大雨でさらに傷んだというところが４路線で

250 万円程度ございます。しかし、道路維持で組んだ工事費っていうのは、この路線も、

もとから破損していまして、この雨によりさらに傷んだということでございますので、そ

れで災害応急費と、この災害だけで傷んだというような状況でございませんでしたので、

道路維持費の中の工事だというふうにとらえて道路維持事業費ということで組ませていた

だきました。河川管理費も、これは茂川流布川の護岸の改修工事なのですが、これも、も

ともとちょっと護岸が傾きかけていたものですので、さらにこの雨で、ちょっと傷んだと

いうか、そういう状況ですので災害応急費でなく、河川管理費の中の維持工事っていうと

らえの中で組ませていただきました。 
 次、リフォームに対しての耐震改修との整合性と言ったらいいのですか、そういうこと

だと思うのですけども、まず先ほどの耐震改修につきましては、耐震診断というのはこれ

別物でして、診断の補助はそれぞれ当たるのですが、木造住宅の耐震改修補助金というこ

となのですけども、これは国の建築基準法の改正によりまして、町も同様に耐震診断で危

険であると診断されたものについて、昭和 56 年の５月 31 日以前に着工された木造住宅と

いうものに改修補助を出すということになってございまして、金額で言いますと、先ほど

もちょっとご説明しましたけども 200 万円で 20 万円、超えたものにつきましては、補助

対象経費の 10％で、最大限 30 万円という中身の費用が補助されるということでございま

す。 
今回、リフォームでこういう耐震診断受けたものの改修はどうなのだというお話でござ

いますが、耐震診断料は別ですけども、耐震に対しての改修につきましては、もともと耐

震診断を受けたものでないと、耐震改修はできないというような中身でございます。 
しかしながら、診断料は別としまして改修という部分ではリフォームの一部に当たるの

ではないかということであることも言えると思います。それで、これにつきましては両方

当たるという考え方でなくて、補助の重複ということはできませんので、この辺は、例え

ば住宅の耐震改修補助金は改修工事が 20 万円を下回る場合については、当該費用の全額

ということになっております。200 万円以内は先ほど言った 20 万円、超えたもの 30 万円

までということです。リフォームの場合は改修工事費は 50 万円以上でないと対象になっ

てきません。50 万円未満のものにつきましては、リフォームは補助あたりませんので、こ

ちらのほうの、耐震改修のほうの補助金を使っていただくということにしていただきたい

なと。比較計算しますと、50 万円から 100 万円未満につきましては、これも 20 万円とい
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うことですので住宅耐震改修補助のほうが有利かなと思います。100 万円ではちょうど同

額 20 万円ということになります、20％ですから。100 万円を超えたときにリフォーム 50
万円、そのあと 250 万円で 50 万円という最大限になりますから、そういった場合にリフ

ォーム補助を使っていただくということで、ここは、改修につきましてはどちらか有利な

ほうを選んでいただくというような形になるかなと思っています。 
○野村副議長 次に、教育次長。 
○山本教育次長 それでは給食センターに係りますご質問に対してお答え申し上げます。 
 現在まちづくり計画では、今年度、消火器、洗浄機の更新、それから今年度と来年度に

かけまして２か年間で消毒保管庫の更新等を計画しております。さらに、今回の補正予算

で計上しましたガスフライヤーの更新を行ってまいります。 
また、学校調理場におきます食中毒事件を受けまして、十勝教育局と、それから帯広保

健所の一斉点検がありましたが、それに伴います蒸気パイプ上部の清掃委託、それから調

理場等の床の改修工事を追加で盛り込んでまいりたいということで、今回提案をさせてい

ただいております。そのほかの厨房類の関係につきましては、現在のところまちづくり計

画には搭載はしておりませんけれども、現場の中ではドライ仕様のシンクとか、それから

ドライ仕様の水切り台ということで、これから整備を図っていきたいということで、すで

にまちづくり計画の５カ年計画ができておりますけれども、こういったものを取り組んで

まいりたいということで、これから調整を図ってまいりたいというふうに考えております。 
 それから、安藤議員のほうから質問がありました外観的な問題ですけども、確かに国道

38 号線からも新しい浦幌中学校の隣ということで、大変景観的にも老朽化しているのが丸

出しのような形になっておりますけれども、これまでも予算委員会等でご報告申し上げて

おりますけども、給食センターにつきましては昭和 58 年 12 月に建設ということで、今年

度で築 28 年ということになっております。現在のところ改築に係る経費等考えながら、

いつ実施するのかとか、これからの方向性についてはまだ定まっていないというところな

のですけれども、その中でまちづくり計画が平成 23 年度から 32 年度の計画ですけども、

最終年にはこの給食センターが築 38 年という扱いになりますので、今後におきましては、

こういった具体的な方向性も決めていかなきゃならないのですけども、現在のところ、そ

ういった改築等に関しての具体的な構想がまだ決まっていないということもございますの

で、屋根の塗装とか、それから壁の塗装につきましても、現在のところ見合わせていると

いうところでございます。 
ただ、今回も学校給食センターの一斉点検の中でいろいろ指摘がありましたけれども、

例えば外装とか施設整備の中で、安全な給食の提供に影響を及ぼすようなことがあれば、

そのことに関しては慎重に対応してまいりたいということで考えておりますので、その点

につきましてご理解を願いたいというふうに思います。 
 以上でございます。 
○野村副議長 まちづくり政策課長。 
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○鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問の中で、第３期まちづくり計画におきます

事業実施計画の搭載のことがございましたので、事業実施計画全般にかかわっての分とし

て、私のほうからも説明をさせていただきたいと思います。 
 第３期まちづくり計画におきましては、議決案件でございます基本構想を議会にお諮り

し、その際に資料といたしまして事業実施計画も提示させていただきました。その議案の

説明の中におきましては、事業実施計画におきましては、決算統計上でいう普通建設事業

を主体として事業を盛り込ませていただいたということで、ご説明させていただいており

ます。物件費であります修繕等につきましては、財政推計の中に盛り込んでいるというこ

とで、具体的な事業名については載せてございません。 
そういった関係で今般の修繕につきましても、まちづくり計画の実施計画には搭載をし

ておりませんのでご理解をいただきたいと思います。 
 以上でございます。 
○野村副議長 ３番、安藤議員。 
○安藤議員 住宅リフォームの関係なのですが、この説明書の中にも定住確保、地域活性

化ということで載っているわけなのですけども、やはりこれについては、先ほどの移住の

関係のことと関連しているのではないかなと私は思っております。これは、今ここの住宅

管理費に組んでおりますけども、やはりこれは一体に企画費のほうで組むべきでないかな

と、私はそう思いますけども、その辺どう思いますか。 
 それと給食センターの関係なのですが、今、多分シンクだとかそういうのがウェット方

式のものが多いと思います。やはりあそこの床も、１回たぶん改修は終わっているのです

けども、ドライということでやるようにとまた保健所の指摘で、たぶんでドライでやられ

るのだろうと思いますけども、やはりそういうのにあわせてシンクだとか、そういうもの

も早めにドライにした方がいいのではないかと私はそう思いますけども、その辺。 
 あと先ほどの外観の問題だとか、それに応じてこれからまだ 10 年とか 15 年使われるも

のであれば、中の塗装だとかそういうものも含めて計画するべきでないかと私は思います

けども、どうでしょうか。 
○野村副議長 答弁願います。 
 施設課長。 
○新川施設課長 今の安藤議員の予算科目の組み方ですが、一応考え方としましては、目

的が安藤議員の言われるように町民が安心して暮らすための居住環境の整備促進と、定住

人口の確保ということもうたってございます。また町民の方が、これは町内の業者を使い

ますので、町内業者を利用して行うということでリフォーの一部補助をしますということ

です。町内の業者がリフォームを施工することによりまして、仕事も創出されますし、地

域雇用も生みだされるというような内容で、これは、そういう形でも町にとってもいいこ

とだと思います。 
 なぜここで組むかということは、まず住宅管理費の中身は、町営住宅の一般的な管理、
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公営住宅もありますし町有住宅もありますし、そういったものの管理費が含まれる予算の

組み方です。考え方として、一般住宅の住宅管理という観点から見ましたら、原課側はこ

の辺は審査したり、それに対して施工管理していくと、検査もするということになってき

た場合には、予算科目としては原課対応がすごく多くなるということで、住宅管理費とい

うことで組ませていただきました。 
○野村副議長 次に、教育長。 
○久門教育長 調理場に関してでございますが、安藤議員がおっしゃいますように今ウェ

ット方式でございます。これをドライ方式に変えていくという考えをもっておりまして、

すでに毎年のように機材、部品を取り替えておりますが、その際にはドライで使えるもの

を入れております。ですから、総額で言うとかなり高額になりますけども、上物、外物は

かかるけれども、中のものはかなりドライでそのまま使用できるということを想定して、

年次計画で考えております。 
先ほど次長が申し上げましたように、すでに 28 年経過しております。10 年計画の中で、

後期の中にこれが入ればいいかなという考えは持っておりますが、町全体のことも総合的

に考えながら、また内容的には相当ドライ方式に変えていくことができますので、子ども

の安心、安全、衛生管理ができるものであれば、この 10 年ということにこだわらず、も

う少し延命措置を取っていけるのかなと。いずれにしましても、外も中もドライ方式に変

えていくということを前提にしながら、長持ちできるような、そういう考え方で計画を立

てていきたいと思っております。 
○野村副議長 ほかに質疑はございませんか。 
 ２番、差間議員。 
○差間議員 ちょっと議論が出しつくされた感があるのですけれども、住宅リフォーム補

助事業についてお尋ねいたします。 
 この事業につきましては、私も選挙中から常に町内でマイクをもってどなり続けていた

のですけれども、やはりこの制度を取り入れることによって町内に住んでいるお年寄りは、

自分の住宅を改築して快適な住宅にリフォームできる。そして小規模の事業者にとっては、

下請けで仕事をやっていた人たちも本請けになって仕事ができる。その工事をやった事業

者は、自分の得たお金をまた町内で使うことで、まさに地域の活性化。地域の事業者にと

っては、まさに頼りになる、自分たちの支えになる自治体が実現される、そういう制度だ

と私も認識しております。もしそうであるなら、やはり多くの町民の皆さんが利用できや

すい制度に、何とかこの制度を変えていただけないかなということで、今質問いたします。 
 対象工事費を 50 万円以上、それで補助率を 20％で最大補助 50 万円と言いますと、こ

れ 250 万円の工事が想像されるのです。この事業を利用する町民にとってみますと、もう

少し低く、例えば 20 万円以上の工事を全部対象にして補助率を 50％で 10 万円、補助率

の最大限度も 20 万円までにすると。これ最大限度を 50 万円で計算しますと、1,000 万円

の予算では 20 件しか対応にならないのです。それを補助限度額を 20 万円にしてしまうと
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50 件の方が対応できる。もともとぼくは、もう少し小さい限度で皆様に訴えてまいったわ

けのなのですけども、こうやって浦幌町がこの制度を取り入れてくれるということであれ

ば、これは近隣町村にとっても、本当にそういう制度で地域の中が活性化になっていくの

か、こういったことが豊頃町に対しても池田町に対してもアピールできると思います。 
それで何とか、この制度をもうちょっと金額を下げて、これならないものか、ちょっと

ご質問いたします。 
ハマナス商品券を使うということに関しましては、補助金の内訳の 20％ですよね。そう

すると、ぼくの提案している金額で言うと 20 万円の４万円ということになる。そうであ

っても４万円だけ、今の地デジ対応でいろいろなアンテナとか、テレビを、テレビを買う

までいかないまでも、地元の業者を使うということになれば地元商店にとっても、本当に

うれしい制度だと思いますので、こういった件について、金額を下げるということで質問

というのですか、要望いたします。できれば。 
○野村副議長 答弁願います。 
 施設課長。 
○新川施設課長 差間議員の言われた、皆さんに行き渡るような形は理解できます。 
 この 50 万円って決めたのは、いろいろ他町村の状況も把握させていただきまして、そ

のうえで、例えば、建物と一体になったものというのがリフォームの定義としてありまし

て、付属の別々のものですと結構安い事業あるのですけども、ちょっとした事業、ちょっ

とした工事で結構 50 万円を超える分が多くなりまして、そういうことでほかのまちのほ

うもいろいろ参考にさせてもらって、一応 50 万円と決めさせてもらいましたけども、金

額、一応 1,000万円ということで、最大限 50万円で予算的に１件 50万円で 20件分で 1,000
万円という予算で組ませていただいています。あと細かな金額については、ちょっと私の

ほうではあれですけれども。 
 それと、今７月の末まで住宅リフォームのエコポイントっていうのがございます。これ

も議会なんかが終わったらすぐ周知しようと思っているのですけども、例えば１戸当たり

30 万ポイントというのが最大でつくような制度もあります。 
こういうのも合わせながら、これは重複補助でも何でもありませんので、こういうのも

利用していただきながらやっていただきたいなというような考えでおります。 
○野村副議長 ほかに質疑はございませんか。 
５番、二瓶議員。 

○二瓶議員 説明資料の 21 ページ、31 の博物館費、このことでちょっと伺っておきたい

と思います。 
 内容については説明資料の中で十分書いておりますけれども、展示ブースを増設するっ

ていうこと、ちょっと展示ブースの全体の中なのですけれども、多くの来館があり、そう

いった要望もあるのかなとは思いますけれども、改めて、この内容だけではちょっと計り

知れないものもあるので、もう１度説明を伺いたいと思います。 
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○野村副議長 教育次長。 
○山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 
 内容では、白亜紀から新第三紀にかけての化石資料を中心とした展示ブースの増設とい

うことになっておりますけれども、展示ブースと言いますのは仕切りを設けた場所という

ことで、現在予定をしておりますのはウラホロシンカイヒバリガイ等の貝化石等の展示ケ

ース、それからアドデムス等のほ乳類化石等の展示ケース。この展示ケースを２カ所設置

する予定でございます。そのほかに 6,500 年前から現在までの海岸線の動きとか、それか

ら浦幌の貝の化石等につきまして、グラフィックパネル等用いながら展示してまいりたい

というふうに考えております。 
 先ほど申し上げましたように、こういった展示ケース２台を設置するわけなのですけれ

ども、こういった展示ケースを増設することによって展示照明増設、それからあわせまし

て既存のはく製の押収等考えております。 
また館内におきましては、デジタルマップの情報更新となっておりますけれども、デジ

タルマップにつきましては、浦幌町の紹介とか、それからポイント情報とか浦幌町のいろ

んな紹介をいているところなのですけれども、年次がたちまして学校名とか、それからイ

ベントとか年表などのデータの更新が必要になっておりますので、今回そういった展示ケ

ース等の増設等にあわせまして、そういった情報等につきましても更新してまいりたいと

いうことで、全体的なリニューアルということで考えております。 
 以上でございます。 
○野村副議長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○野村副議長 ここで、一般会計補正予算全体を通じての質疑を受けますけども、質疑は

ございませんか。 
〔「なし」の声あり〕 

○野村副議長 質疑はなしと認めます。 
 これで質疑を終わります。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○野村副議長 討論なしと認めます。 

これより議案第 41 号を採決いたします。 
本案を、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立を願います。 

〔賛成者起立〕 
○野村副議長 ありがとうございます。起立多数であります。 
よって、議案第 41 号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎休会の議決 
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〇野村副議長 お諮りをいたします。 

 議事の都合により、本日の会議はこの程度にとどめて延会とし、あす６月18日から６月

19日までの２日間、休会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○野村副議長 異議なしと認めます。 
よって、本日の会議はこの程度にとどめて延会とし、あす６月18日から６月19日までの

２日間、休会とすることに決定をいたしました。 
再開は、６月20日午前10時から本会議を開きます。 

 

     ◎延会の宣告 
○野村副議長 本日は、これをもって延会といたします。 

散会 午後 ５時４８分 
 


