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開議 午前１０時００分 
     ◎開議の宣告 
○田村議長 ただいまの出席議員は、13 名です。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 議事については、配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 
○田村議長 日程第 1、議会運営委員長報告を許します。 
 杉江委員長。 
○杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 
 去る 3 月 12 日午後、第 1 回浦幌町議会定例会、本日 16 日及び 17 日以降の運営につい

て、正副議長の出席をいただき、議会運営委員会を開催し協議をいたしましたので、報告

いたします。 
 本日の一般質問は、差間勝男議員、二瓶隆議員、髙橋利一議員、野村俊博議員、中尾光

昭議員、河内富喜議員の 6 名より、7 項目についての質問通告がなされております。 
 質問順につきましては、通告順に指名されますよう議長に申し入れをしておりますので、

よろしくお願いいたします。一般質問終了後は、平成 21 年度一般会計及び特別会計 10 会

計の予算審議を順次お願いいたします。 
 議員の皆様には、ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げますとともに、活発なる審

議を期待いたしまして、議会運営委員長報告といたします。 
○田村議長 これで、議会運営委員長報告を終わります。 
 
     ◎日程第２ 一般質問 
○田村議長 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、6 番、差間勝男議員の質問を許します。 
 差間議員の質問は、1 項目ずつ行う旨申し出がありましたので、これを許します。 
 1 項目めの質問を許します。 
○差間議員 私は、本定例会におきまして、まちづくり交付金事業について、2 点にわた

り項目別に質問をさせていただきます。 
 1 項目め、留真の里交流整備事業についてであります。安全安心なまちづくりを旗印と

し、また交付金事業については、実施するにあたり、「住民に対して十分な説明と意見を聴

かせていただきながら判断する」としておりますが、今まで説明会 5 回 4 地区で参加人数

は 100 名。この中で住民理解が進んでいないことが改めて浮き彫りになったなど、先日マ

スコミが報道しております。 
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 町政のかじ取りをゆだねられた町長として、十分な説明責任を果たされ、住民の意見を

真摯に受けとめて、事を進めていると思っているか、甚だ疑問があり、住民に不安を与え

ている点、どのように考えているか、まずお聞きいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 差間議員の質問にお答えいたします。 
 留真の里交流施設整備事業について、住民に不安を与えている点をどのように考えてい

るかというご質問でありますが、ご承知のとおり住民説明会につきましては、行政区回覧、

広報誌及び町のホームページ等により町民の皆さんに開催の案内をさせていただき、今月

2 日から 4 日までの 3 日間、町内 4 会場で 5 回にわたり開催をいたしました。参加人数に

つきましては、一昨年 8 月に開催した説明会の 49 名を上回ったものの、総計で 100 名に

満たない 93 名でありましたが、参加された町民の皆様からは、さまざまなご意見をちょ

うだいすることができました。 
 その内容といたしましては、建物を建設した後、町民負担が増えるのではないかという

維持費等施設運営に関する心配や不安といったものもありましたが、建設にあたっては、

食堂の整備や太陽光エネルギーの活用、お年寄りが温泉に行けるようバスを運行してほし

いなどのご意見もいただいたところであります。 
 私は、住民説明会でもお話をさせていただきましたが、留真温泉は、町の貴重な資源で

あり、財産であると認識しております。このことについては、留真温泉の再整備に向け、

町民の 10 代から 80 代の方 600 人を対象にして、先般、実施しましたアンケート結果にお

いても多くの町民の皆さんの思いと共通の認識でありました。 
 この温泉の再開発につきましては、第一義にお年寄りをはじめ町民の福祉と健康増進を

目的として整備をし、あわせて観光資源として町外からお客様を呼べる施設として活用し

て参りたいと考えております。また、事業を進める上で、今進めているまちづくり交付金

事業は、現在ある国・道の補助制度の中でも極めて有効な補助制度であると認識をしてい

るところであります。この機会を逃すことなく、この事業を活用して町の活性化を図って

参りたいとの思いを出席された町民の皆様に十分お伝えできたのではないかと考えており

ます。 
 なお、事業実施にあたっては、浦幌留真温泉町民検討委員会と協議を進め、町の負担を

できるだけ最小限に抑えるよう新エネルギーの導入など、運営経費の削減について検討を

進め、事業内容の詳細が決まった段階で、再度、町民の皆様に説明をさせていただき、ご

意見を賜りたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 
 以上、差間議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 差間議員。 
○差間議員 今、町長の言われた、町民の皆さんに十分お伝えできたのではないかと考え
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ております。町長、これ実際どうなのでしょう。いわゆる、マスコミ報道が新聞には、私

の質問の中身がどうも理解されている、そういう感じも私はとっております。 
 これから 3 点は、私、ホームページ、最近、パソコンを覚えまして、事あるごとに利用

できるようになったわけでございますが、平成 19 年 1 月 30 日、これは留真温泉について、

公聴会をやるべきですと。またこの答弁が 19 年 2 月 13 日に答弁されているのが、このた

び、今言いましたように、ホームページの部分を運用しておきたいと思います。ようやく、

この浦幌町が箱物行政から少し脱却し、まだ公債費としても 88 億、財政調整基金も約 9
億、これを見ますと、十勝管内では最低の我が町であるわけでございます。しかしながら、

年を追って減っていくということですから、これには大した私は問題には思っておりませ

ん。 
 しかしながら、この前町長、八木町長が当時ですね、この留真温泉については、財政の

見通しが立たなければ手をつけませんと、そういうことを言ってすぐやめてしまったもの

ですから、あと水澤町長がその後頑張っていると、これは私も認めております。過去町長

が就任した間もなく、私は浦幌町の代表であるから、前向きで一生懸命頑張るべきだと、

そういう私も経過がございます。しかしながら、今考えてみますと、この浦幌町が、その

ちょっと前だったと思いますけれども、管内の再建団体、これは道新に載っておりまして、

広尾町と浦幌町、要注意であると。しかし、これは水澤町長の判断で乗り越えてきたと、

私は確信をしております。 
 しかし、このホームページの平成 20 年 3 月 27 日、これは留真温泉・道の駅の計画を撤

回すべきではという、行政に対してこの答えが同じく 20 年 4 月 1 日、この中で、留真温

泉・道の駅・町道の改良を国の交付金を使って整備を進める、そして、町民の皆さんから

いろいろな意見をちょうだいしながら、町議会の議決をいただき整備を進めているところ

です、この中を見ますと、既に議会が通っている、私は、行政の答弁にそういう確認をし

ております。 
 しかしながら、平成 21 年 2 月 3 日、私たちは次世代に負担が残らないか心配していま

すと、こういう行政に対して質問をしております。21 年 2 月 25 日、回答しております。

この中では、この問題に対して産業交流施設道の駅建設計画につきましては、建物は交付

金を活用し、町民説明会やパブリックコメントを行い、議会の承認をいただいて道の駅を

建設する事業であります、ですから、随分このニュアンスは、私だけではないと思うので

すよ。議会の承認をいただいて、道の駅を建設すると。しかし、その前のいわゆるホーム

ページの答えには、町議会の議決をいただいて、整備を進めているところですと。同じよ

うな意味ではないと私は思うのです。いわゆる、議会が承認をして進めているのと議会の

承認をいただいて、道の駅を建設する、さも議会が通ったと、しかしながら、翌年の 21
年 2 月 25 日には、議会の承認をいただいて、いただいてという、これはある程度未来形

があるのではないかなと思うのです。その点、どのように町長考えていますか。答弁をお

願いしたいと思います。 



- 6 - 
 

○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 まちづくり交付金事業につきましては、3 点ございました。1 点については、

健康公園通り舗道の整備であります。2 点目が留真温泉、3 点目、順番は違いますけれど

も、それぞれ道の駅産業交流施設整備事業、3 点セットで行っているところであります。

それぞれ予算につきましては、議会の皆様に提案しながら進めておりました。昨年、公園

通りの舗道整備については、終了させていただいたところであります。その都度、私ども

としては、交付金事業にかかわる予算を議会に提案し、承認をいただきながら事業を進め

て参っているというふうに認識をしているというふうに考えているところであります。 
○田村議長 再々質問を許します。 
 差間議員。 
○差間議員 町長ね、今、町長答弁されたのは、私は正解だと思います。しかしながら、

今年の 2 月 3 日、そして答弁が 2 月 25 日、これ町長言われたとおり、議会の承認をいた

だいて、道の駅を建設する、これはちょっと関連ありますからね、ダブったような形にな

っておりますけれども、20 年 4 月 1 日、町議会の議決をいただき整備を進める、その点、

同じとは思わないのです。議決あったと言うのと、これから議決をいただくと、その違い

はあるのではないかなと思います。これ 3 回の質問ですから、これはこれでいいと思いま

すけれども、ぜひそういう判断、これ予算委員会がありますから、それでまた質問をする

といたしまして、いわゆる留真温泉、たしかに私は大事、大事でないと言うよりも、我が

町は温泉ありませんから、町長の考えることはよくわかります。 
 しかしながら、この指定管理者制度を設けて年間 370 万、さらに 9 年にわたって 900 万

でしたか、そして、1,000 万ちょっとの 9 年間はこれだけ必要になるわけでございます。

しかし、介護保険料を値上げし、管内では 1、2 であると。もう少し、その点をお考えす

ることができないかどうか。 
 私は、そういう片方では値上げ、片方ではこういう施設を作る、そして町の持ち出しも

それだけあるわけですから、必ずしも町民のためになるかどうかを考えた場合、私はどう

もその点納得がいかないわけですが、町民、地域住民の方々も町長あれですよ、新聞報道

が正しいか正しくないか、町長一番わかっていると思いますけれども、やはり住民に不安

を与えるような行政ではよくないと思うのです。せっかくいい方向で進んできている中で

ね、最初言いましたように、過去に箱物行政でひどい目に遭っているわけですから、そし

て、再建団体にほとんど近いような話も出ていた、これも事実でございますから、私は、

地域の住民・福祉、産業の活性化もよくわかります。 
 私は、その点何とか今よく言われておりますね、不況で 100 年に一度の何とかと言って

いますけれども、私は無理して今やるのが来年やるのが、正しいのかということは、これ

はだんだん過疎化につながっている浦幌町が、将来に向かって必要なものかどうか、あと

10 年間そこらしますとね、このマスコミ報道でよりますと、4,000 人台になると。そうし
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た時に、住民負担が介護保険料とか水道とか浦幌町値上げしてきております。そういう中

で、たしかに人口が少なくても、これは住民負担が多くなるのは当然だと私は思っており

ます。その点、町長には何とか今の時期、延ばせるものは延ばす、景気がよくなってきた

らまたその時点で考える、そういう腹が何とか私はほしいと思っております。これ 3 回目

の質問ですから、まだまだ言いたいことたくさんありますけれども、とりあえずこの点、

そういう腹が何とか示せるか、示せないか、これだけ確認をしておきたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 このまちづくり事業計画を先延ばしできないかというご質問だろうというふ

うに思いますけれども、当初、留真温泉の改築につきましては、平成 14 年の町民検討会

議で報告をされました。当初、最初の計画では、平成 15 年に計画をし、平成 16 年に宿泊

施設を含めて改築をするという、町民検討会議からの報告でありました。その後、財政的

に大変困難な状況があるということで、この報告はできないということになりました。ま

ちづくり計画に平成 22 年に後期計画で載った経緯があります。 
 その後、平成 18 年にまちづくり交付金事業ができたということで、20 年に計画を繰り

上げたという経緯がありました。しかし、私が町長に就任して以来、財政健全化の道がま

だはっきりしないということから、平成 20 年から 22 年に繰り延べをした計画変更をさせ

ていただきました。 
 そういう中で、22 年、ようやく町の財政が明るい兆しが見えてきたということで、この

まちづくり交付金事業を使いながら、22 年に実施計画を行うという計画を今立てているわ

けであります。このまちづくり交付金事業は、再三、申し上げていますとおり、4 割の補

助があるという中で、残りの 6 割を過疎債が使えるという、町にとりまして、極めて有利

な事業であるということから、この事業を使わなければ、今貴重な浦幌町の財産である留

真温泉の改築ということは、到底できないだろうという判断のもとで、ぜひ今、財政健全

が見えてきている 22 年に実行したいというふうに考えているところであります。 
 また、介護保険料の値上げというお話がありました。これにつきましては、町民の皆様

にも理解をしていただかなければなりませんけれども、3 年ごとの介護保険料の保険料改

定がありました。前年は 3,600 円ということで、改定をいたしませんでした。そういう中

で、基金の取り崩しをしながら、今回、給付金の大幅なアップがあったということで、ど

うしても町からの 12.5％以上の一般財源を繰り入れることができないという中で、介護保

険料の値上げをせざるを得なかったという事情があります。そういう意味では、町民の皆

様に、その点については、ご理解をいただかなければならないというふうに考えておりま

すけれども、留真温泉の経過については、そのような経過をたどりながら、平成 22 年に

実行していきたいというふうに考えておりますので、ぜひご理解をいただきたいというふ

うに思っています。 
○田村議長 次に、2 項目めの質問を許します。 
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 差間議員。 
○差間議員 それでは、2 項目めに入りたいと思います。 
 産業交流施設整備事業についてであります。産業交流施設整備事業とあるが、これは、

私は新規事業であり、産業交流施設の新設事業であり、この点からみても住民が疑問をも

たらす大きな要因となっております。なぜかと言いますと、また箱物が増えると。そうい

うことだと、いろいろこの後質問いたしますけれども、なぜならば、道路事情が今大きく

変化し、横断自動車道、国道 336 号の整備が始められ、交通量がかなりの減少が目に見え

る中で、なぜ既存施設の整備利用を考えないのか。ふるさとのみのり館、国道に案内板を

敷設することにより、みのり館を生かすことが住民の考えもあり、無用な支出を抑えるこ

とも、財政健全化を進めることと思うが、どのように考えておりますか。 
 この中で、私は、みのり祭り 3 万人以上のいろいろな浦幌町が 6,000 人いても、その数

倍の人が浦幌町に集まってくると、そういういい環境であり、いい内容だと私は町民とし

て自負している一人でもあります。そういうことを含めて、この件について、どのように

考えているか、町長の答弁をいただきたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 差間議員の質問にお答えいたします。 
 産業交流施設・道の駅整備事業につきましては、まちづくり交付金事業により整備を行

う計画であります。平成 18 年 6 月に地域産業研究ネットワーク会議を開催して以来、現

在まで、産業交流施設準備委員会、出品希望者会議により、建設位置、スケジュール、運

営方法、予算等の協議を重ね、昨年 12 月に運営母体となる、道の駅うらほろ直売会が設

立されたところであります。 
 産業交流施設整備は、農林水産業、商工業の枠を超えて、町民が交流し、浦幌町の地場

産品をＰＲする情報発信基地としての位置づけと、町の活性化を目的として整備する事業

であり、今日まで町議会や町民の皆様に説明をしてきたところであります。 
 道の駅の整備は、既存施設の高齢者生産活動センター部分を含めたゾーンとしての計画

をしており、産業交流施設も道の駅ゾーン全体整備の中の一つの整備と考えており、今後、

高齢者生産活動センター施設の利活用も含めた道の駅としての整備を進めていく考えであ

ります。 
 建設位置の関係でありますが、国土交通省の道の駅に認定登録を申請するにあたっては、

一定の条件があり、休憩施設としての利用のしやすさ、加えて多様なサービスを提供でき

る施設、道路及び地域に関する情報案内所、24 時間利用可能な駐車場、高齢者や障害者な

どさまざまな人に配慮したトイレ、公衆電話の整備が必要であります。現在の建設予定地

とふるさとみのり館の位置について検討をしてまいりましたが、道の駅の最大の効果は、

多くの利用者へ浦幌町の情報を提供し、町内外に発信して町の活性化を図るもので、ふる

さとみのり館の位置については、国道に面していないことから、かなりの利用者の落ち込
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みが想定されます。 
 また、町道登録となることから、情報発信の端末機械設置に係る経費が、町費負担とな

ることやふるさとみのり館へのアクセス道路整備に多額の工事費がかかるなど、町財政を

勘案し、総合的に判断して現在の位置で整備計画を進めてきたところであります。 
 国道の交通量の関係でございますが、平成 17 年道路交通センサスによると、国道 38 号

線の万年地点は 1 日 9,783 台であり、国道 236 号線の中札内村の道の駅付近の 1 日 7,697
台、大樹町の道の駅付近の 1 日 8,907 台と比べて交通量は多い状況になっております。 
 しかし、横断自動車道や国道 336 号線の整備が完了した際には、国道 38 号線の交通量

の減少が予想されることから、それまでの間に、いかに魅力のある道の駅をつくり、少し

でも交通量の減少を食いとめることが求められていると考えております。 
 現在、国道 38 号線には、道の駅白糠恋問館から道の駅樹海ロード日高館の 199 キロ間

に道の駅が無いことから、いち早く道の駅を整備することにより、交通量の確保を行い、

通過するだけであった車両を引き込むことにより、交流人口の拡大を図り、町の活性化に

つなげていきたいと考えているところであります。 
 以上、差間議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 差間議員。 
○差間議員 今、町長言われた中に、国道 38 号線には道の駅白糠恋問館から道の駅樹海

ロード、たしかにこの 199 キロ間に道の駅はありません。しかしながら、町長のいろいろ

データをとっていると思います。道内の道の駅の経営内容、それはどのように考えている

か、お聞きしたいと思います。 
 また、この似たような道の駅、これには、東京のオーナーの方が町内で既に空家を利用

した道の駅のようなスタイルで、4 月 10 日にオープンするわけでございます。行政の方に

耳に入っていないと思いますけれども、私も 5 日前、そこを偶然に通りかかって、いろい

ろ聞いたら、そういうような中身になっております。既に開発等も入って、大型車を 6 台

駐車できるスペースを作ってくれとか、いろいろやっているようでございます。 
 この自治体のやっている道の駅、ほとんどこの近辺では黒字とか赤字とかという次元が

違うと言えば、それまでのことと思いますが、私は、この今町長の言っている情報につい

ても、情報発信基地、またこの道の駅をやることによって、町の活性化を図る、どうもそ

の辺が私は、活性化とか情報発信基地、今言った 2 点の答弁をお願いしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 他の道の駅の関係の状況については、これまで調査・研究ということで、

いろいろなところの道の駅を視察させていただきながら、勉強してきておりますけれども、

その経営内容については、それぞれの道の駅によって形態が違うということがあります。

道の駅の恋問館、聞いたところによりますと、一時厳しい状況にもあったというふうに聞
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いておりますが、その後、それぞれ運営されている方々がいろいろ知恵を出し合いながら、

その方法を考える中で、今軌道に乗ってきたというふうにお聞きしておりますし、十勝管

内では、中札内の道の駅では、全道的にもかなりの入り込みがありまして、道の駅として

は、いい形でやっているということをお聞きしています。 
 自治体がやっている道の駅ということで、多くは自治体が建設をしながら、それを運営

母体にして管理者等でやらせているというのが実態としては多くありますけれども、その

中で一番私感じておりますところは、やはり、運営をされる方々の考え方によって、その

道の駅の運営というものは、変わってくるのかなというふうに感じております。 
 浦幌町においても、運営母体が立ち上がりまして、今、いろいろ収支状況とか、今後ど

ういうふうに運営していくかということで、再三にわたって検討されていますけれども、

町といたしましては、その運営される方々に基本的には、自分たちで考えて、自分たちで

運営をしてほしいと、自立して、その運営をしてほしいということを言ってきておりまし

て、そういう中では、厳しい言葉かもしれませんけれども、町としては、基本的に赤字が

出たらそれを穴埋めするとか、そういうことについては考えていないということで言って

きておりますので、そういった運営のやり方によって、道の駅というものはお客さんも来

ますし、来ないことにもなってしまうということが考えられますので、その辺については、

今後もいろいろ運営母体と話をしながら進めていきたいなというふうに思っております。 
 基本的に道の駅につきましては、交流人口の拡大を図るということで、そのことによっ

て、一つには、外貨を獲得すると言いますか、そういう道が開けるのと、それに伴ってそ

れぞれが今物づくりをしている人が増えてきておりますけれども、そういったものを買っ

ていただく、あるいはＰＲをしていただく場というふうにも考えておりますので、そうい

う中で活用していただければ、おのずとその中で活性化というものが進んでいくのではな

いかなというふうに考えております。 
 あと情報発信コーナーというコーナーを設けますので、これについては、町内のいろい

ろな観光施設、あるいは商店街等について、それをＰＲする場所にもなろうかというふう

に思いますし、近隣にも森林公園とかございますので、その利活用についても高まるので

はないかというふうに考えておりますので、そういった意味で、今回、道の駅を建設しな

がら町の雇用の場の確保、あるいは交流人口の拡大、そして結果として、活性を図るとい

うようなことで進めていきますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 
○田村議長 再々質問を許します。 
 差間議員。 
○差間議員 たしかに理想的な考え方だと思います。ただしですね、この辺で言えば、白

糠の恋問館、私、3 日前に行ってきたのですよ。そして、あそこで流行っているのは、は

っきり言いまして豚丼なのですよ。食堂ですよ。そして、物産展示している所へ行ったら、

ほとんど人いなかった。一人もいなかったです。それで、今、副町長の言われたことであ

れば、おそらく土曜、日曜は、かなりの人が行っているのかもわかりません。ぜひ、土曜、



- 11 - 
 

日曜に行ってみた方がいいと思います。そして、この冬というのは、俗に言う冬枯れと申

しまして、人はあまり動かないのですよ。 
 ですから、この間、あのスペースであれば、かなり働いている人もおりましたしね、展

示物もかなり冷凍関係動いていましたし、そのかわり今言ったように食堂の方がいっぱい

ですよね。ですから、その人方が入る時、出る時、見ているのかなと思ったら、私も注意

して見ていましたけども、誰もそこなんて見ないで素通りですよ。今度、ぜひ土日また機

会があれば行ってみたいと思っておりますけれども、それと更別、今、副町長言われたの、

私は信用しますけれども、半分です。そうではないです。ですから、たしかにこの間、道

の駅ありませんけれども、ないからやるという、そういう甘い考えじゃ、絶対赤字になる

と思いますよ。 
 ですから、先ほど、この関連あると言いました留真温泉、もし、2 万 6,000 人の人を切

った場合、赤字になった場合、どうするのか。私、住民というのは、そういう心配してい

ると思うのですよ。これ 3 回目の質問ですから、町長、どうでしょうね。これだけマスコ

ミ報道も説明会やっても、さっぱり人が集まらないということは、賛成しているかもわか

らないです。また反対しているかもわからない。これは、町長の判断であれば、説明会は

大体終わったようなことを言っておりますけれども、間違いない方法ありますよ。住民投

票、条例、そういうような方向性を向けて、どうでしょうね。こういう大事なことですか

ら、おそらく水澤町長の目玉ですよ。4 年間の。やはり、町民のためを思うのであれば、

やることもやめることも大変だと思います。住民投票考えたらどうですか。 
 ですから、私ども住んでいる住民としてね、やはり、町長は、住民のことを考えない町

長ではないのは私もよくわかっております。しかし、この件二つに対して、本当に町長は

住民のためを思うのであれば、堂々と住民投票をやって、そして、町民の賛否を問うと、

私は、最後にそのことをお聞きしたい、このように思っております。 
 ですから、マスコミ報道というのは、割とあてになると思うのですよ。はっきり言って

いるのでしょ。道の駅の 80％は赤字だと、あとの 20％は黒字かもわからないけれども、

その点もね、やはり何回も言うようですけれども、やることもやめることも、やはり町長

としての浦幌の代表ですから、そのくらいの腹構えを持って臨むべきでないかなと私は思

います。何にいたしましても、アメリカの大統領みたく、子供たちに借金を残さないのだ

と、それが非常に大事であると、これは報道されて私もよく見ておりますけれども、最後

に、水澤町長のもう 1 回腹を聞いて、やはりそのくらいの腹が必要だと、そういうふうに

提言をして、私の質問を終わりたいと思います。その点、いかがでしょうか。 
○田村議長 答弁願います。 
 水澤町長。 
○水澤町長 住民投票をするかどうかというご質問だろうというふうに思いますけれども、

私は、議会の皆様にご提案をしながら、予算の審議をしていただいております。あくまで

も、議会の皆さんに提案しながら、議会の皆さんにも判断をいただきたいというのが、私
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の基本的な考え方であります。今まで、こういう事業で、このように町民の皆さんに一つ

一つ説明をしてきた事業というのは、きっと浦幌町にとってはなかったのだろうというふ

うに思います。一つの事業で、これだけ説明会を開きながら、理解をいただきながら、そ

して、進めるということは、今までかつて浦幌は経験したことがないというふうに、私は

認識しているところであります。 
 そういう意味では、まちづくり事業について、町民の皆様に再三説明会を開きながら、

ご説明をさせていただいております。その中で、最終的な判断は町議会の皆さんにしてい

ただきたいというふうに考えておりますので、それで予算の提案をさせていただき、その

都度提案させていただいているという内容であります。 
 住民投票というのは、これは直接投票でありますから、本来、私ども、浦幌町が持って

いる議会という間接投票的なものをどうやって生かしていくかということが基本的なもの

だろうというふうに思っています。なんでもかんでも住民投票をかければいいということ

では、決してないというふうに基本的に考えておりますので、その点、差間議員との認識

の違いはあるかもしれませんけども、ぜひ、この件については、住民投票を行うという考

え方は持っていないということで、ご理解をいただきたいというふうに思います。 
○田村議長 差間議員の発言は、既に 3 回に及びましたが、会議規則第 55 条ただし書の

規定により、特に発言を許します。 
 差間議員。 
○差間議員 町長ね、私なんでもかんでもなんて言っていません。この 2 点に限り、私は

言っているのであって、なんでもかんでも住民投票なんて一言も言っていません。それだ

け重大な案件であるということを、私認識しているから言っただけでありましてね、ちょ

っとその答弁もう 1 回。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 私の認識不足かもしれませんけれども、なんでもかんでもということではな

くて、住民投票を行うという事案ではないと、この件については、住民投票を行うという

考え方はないということをお伝えしたかったということであります。あくまでも、今まで、

まちづくり交付金事業につきましては、町民の皆さんに説明会を行いながら、そして、議

会の皆さんに予算関係の提案をさせていただきながら、一つ一つ大切に審議をいただいて

いるというふうに認識をしております。 
 そういう意味では、私は、この件については、住民投票を行う考えはないということで

すので、ご理解をいただきたいと思います。 
○田村議長 これで差間勝男議員の一般質問を終わります。 
 次に、2 番、二瓶隆議員の質問を許します。 
 二瓶議員。 
○二瓶議員 本定例会において、資源を活用した新エネルギーについて伺います。 
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 地球温暖化に対し、世界各国が取り組み、対策が進められています。北海道としても省

エネルギー、新エネルギー関連助成制度を設け、各市町村の受け入れをしております。 
 帯広を初め、十勝管内の他町でもＣＯ２削減のため、新エネルギーに対しての取り組み

が進んでいるところでございます。 
 本町においても、4 戸の方が太陽光発電設備をされております。そういった中で、浦幌

町として新エネルギーに対する取り組みをどのように考えているのか、伺います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 二瓶議員の質問にお答えいたします。 
 資源を活用した新エネルギーについてでありますが、日本におきましては、平成 10 年 4
月 28 日に京都議定書に署名をし、平成 14 年 6 月 4 日に議定書を締結されたところであり

ます。議定書に掲げている二酸化炭素などの対象ガス削減量は、平成 2 年を基準年とした

場合、第 1 期平成 20 年から 24 年までの 5 年間で、マイナス 6％の削減を行っていかなけ

ればなりません。 
 日本が目標とする排出量の削減を達成するためには、国民一人一人の協力が必要なこと

から、経済産業省では、来年度から学校や住宅などでの太陽光発電装置で発電した電気を

電力会社が約 10 年間、一定価格で買い取る新制度を発表しました。当面、買い取り単価

は、現在の倍額の約 50 円に設定する予定となっています。 
 しかし、この制度を導入することにより、電力会社のコスト増が生じ、その経費分は、

一般電気料金に転嫁される見通しであります。 
 十勝管内の情勢といたしましては、帯広市を初め 1 市 3 町が太陽光発電施工に係る設置

費用の一部を助成しており、さらに、帯広市と足寄町では、ペレットボイラー及びペレッ

トストーブの設置に係る費用の一部を助成しているところであります。 
 また、本年は、士幌町で住宅用太陽光発電システム導入の助成制度を創設して予算化し、

更別村においても新エネルギービジョンを策定する予定で、同様の補助を考えており、本

別町では、庁舎内や地域に自然エネルギーの活用に向けたプロジェクトチームを立ち上げ

る予定と聞いております。 
 本町におきましては、京都議定書に基づき平成 14 年 7 月に温室効果ガス削減に向けた

取り組みなどを盛り込んだ浦幌町地球温暖化対策の推進計画を策定し、役場内に推進委員

会を設置して、町の事務、事業に伴う温室効果ガスの排出量や取り組み状況等を調査し、

役場庁舎やスポーツセンターなど公共施設の電気使用量の削減や暖房の適正な温度設定、

公用車の燃料削減などを実施して参りました。 
 さらに、平成 16 年 2 月には、第 2 期まちづくり計画とも連動し、環境に負荷をかけな

いクリーンなエネルギーの活用を目指して、浦幌町新エネルギービジョン策定報告書を作

成いたしました。 
 このビジョンは、本町が道内でも高いレベルにある日射量を生かした個人住宅への太陽
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光発電施設の導入支援、積雪寒冷地の雪を利用した農産物貯蔵施設への雪氷熱エネルギー

の導入、周辺の資源を活用した留真温泉木質バイオマスボイラーの導入、環境に配慮した

クリーンエネルギー自動車 2 台の導入などが盛り込まれております。 
 しかし、計画時から普通交付税の大幅な削減や公債費の償還がピークを迎えたこともあ

り、基金残高は約 4 億円まで減少するなど大変厳しい財政状況であったため、設備投資の

費用を捻出することができなかったことと、ビジョンを導入することにより、どの程度の

効果が得られるのかなど不確定な要素もあり、雪氷農産物貯蔵施設以外のビジョンを現在

まで具体化することができませんでした。 
 また、昨今の新エネルギー設備能力の向上は、目覚ましいものがありますが、平成 20
年度より国の施策として、一般向け太陽光発電導入支援対策で、一時途絶えていた設備投

資に対する補助金が復活したことから、本町といたしましても、排出ガスの抑制を削減す

るために、太陽光発電・木質バイオやハイブリット車の購入など普及に向け総括的な活用

の促進が必要であると認識しております。 
 今年 1 月には、十勝エネルギー特区推進協議会の構成員として参加した経緯もあり、今

後は、十勝管内の市町村との連携を図りながら、規制緩和を有効に利用できる新エネルギ

ー特区取得を目指し、浦幌町新エネルギービジョンに基づき調査研究して参ります。 
 以上、二瓶議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 二瓶議員。 
○二瓶議員 ただいま、答弁をいただいたわけですけれども、答弁の中にありましたよう

に、浦幌町新エネルギー策定書というのが平成 16 年にできたことも、今、答弁の中にあ

りました。まさしく、そのとおり、このように立派な策定書が報告され、答弁の中身もこ

れに準じた答弁ではなかったかなと、ちょっと残念な思いもするわけです。 
 それは、本町としての独自なものがあまりいなかったのかな、強いては金銭的な余裕も

ないために、何もできないで終わってしまった。先ほど、差間議員の中にもありましたよ

うに、本当に町民が困っている、だからこそ今やらなければならない浦幌町、これは何が

あるのか。 
 そういった中で、まちづくり交付金の話をするつもりもございませんが、せっかくこう

した自然に恵まれた土地もございます。自然もございます。それはそういった中に、すば

らしい資源、その資源の活用の中に、留真温泉というものが出てきたと思います。それは

ものであって、人、いわゆる、この 3 階に我々がこうしている間でも、1 階、2 階ですば

らしい資源、職員がいるわけです。その活用もやはりエネルギーの一つではないかと思い

ます。 
 そういった中で、この本庁舎内の中でも地球温暖化防止委員会があるように伺っており

ます。先ほども申されましたが、今なお、その委員会がどのような構成で残っているのか、

もし残っているとするならば、個人住宅への太陽光発電の導入推進ということで、ＮＥＦ
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の補助制度と合わせて町の補助も検討しますと。ということが報告書の中に述べられてい

るわけです。これは、副町長は十分にわかっていることと思いますけれども、そういった

中で、これもまた当時お話をされたと思いますけれども、交付金あるいは調整金が出る時

には、そういった新エネルギーを使ったものを導入しながら、前向きに進めていきたい、

これは平成 15 年、16 年にこれが仕上がっていながら、ぶり返すようで申しわけございま

せんけれども、交付金が 18 年以降の話なので、当時、この話がなぜ表面に出てこなかっ

たのが不思議でならないわけです。 
 今、新エネルギーの話ですから、道の駅の話をあまりするつもりもございませんけれど

も、そう多くの資金を使ってやるほどのものではないと、本当に魅力のあるものにする、

先ほど、町長、前任の答弁の中にもありましたように、魅力のあるものにするならば、浦

幌に何があるだろうか、何を売ろうかだけでなく、浦幌独自の物も作ってはいいのではな

いかと、こんなふうに思うわけです。 
 もちろん、先ほど留真温泉の話もされましたけれども、浦幌には健康湯もございます。

そういった中で、新エネルギーをどこに使おうか、今日も立派な課長さん並んでおられま

すけれども、皆さん、共有するもの当然あると思うのです。お互いが知恵を絞りながらど

のように話し合われてきているのかも、私確認もできない状態にあります。それらのこと

を考える時、今後、新エネルギーに対して、真剣に考えなければならない時に、庁内にあ

る地球温暖化防止委員会、そしてまた、各課長さん方を含め、町民の人方も交えていただ

きながら、真剣に考えて浦幌をアピールできるくらいのものにしていかなければならない。 
 あえて言うならば、条例を作れとか、何をしたらいいとか、そういうふうにはならない

と思いますけれども、前向きな検討、このことについて、これは町長にお聞きしますけれ

ども、どのように進めようとしているか、お伺いをします。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 再質問について、お答えをさせていただきます。 
 浦幌町の新エネルギービジョンにつきましては、平成 16 年に検討委員会、町民並びに

大学の先生等含めまして 13 名でいろいろ検討しながら、このビジョンを策定して参りま

した。大きくは、先ほど 4 点にわたりまして、町長がお答えした内容のとおりでございま

して、雪氷熱エネルギーの導入ということで、今、これについては、農産物の雪氷熱エネ

ルギーの導入ということで、民間レベルで進められております。 
 次に、個人住宅への太陽光発電施設への導入支援というなことでうたっておりますが、

そのビジョンの中では、町独自の補助プランを作成して、平成 22 年度より年間 2 戸の導

入という、一つの目標を掲げております。平成 22 年度ということで、22 年度に向けまし

て、この関係については、いろいろ検討していく必要があるかなと考えております。 
 あと、クリーンエネルギー自動車 2 台の導入ということで、これは役場で 2 台導入する

ということですが、このビジョン策定が 16 年ですが、その後、浦幌町の公用車について
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は、入れ替えがされていなかったと、財政状況が厳しい中で、そういう中では、今後、公

用車のこういった入れ替えの事案があれば、低燃費、あるいはクリーンエネルギーの公用

車導入ということも考えていきたいなと思っております。 
 もう一つの大きなプロジェクトの一つとしては、留真温泉について、木質バイオマスボ

イラーの導入を検討していこうということがありました。これについては、今まさに温泉

の関係で、今検討している最中でありまして、これについて最終的にどういうふうにして

いくかということについては、検討が必要かなというふうに考えております。 
 16 年当初は、京都議定書が締結されたということで、国においては、全自治体でそうい

った観光問題に取り組みながら、ＣＯ２の削減を図ろうというような呼びかけがありまし

て、各自治体でこういった議論等が作られていったわけでございますけれども、ただ、そ

れが末端、町民の方々に広く周知徹底されてきたかというと、なかなかそういう時代では

なかったのかなと。 
 ただ、昨今、改めて今こういった新エネルギーに対する考え方というものが取り上げら

れまして、ほかの町村でもこれらの部分について、ビジョンを策定したり、いろいろな補

助メニューを考えたり、あるいは、新エネルギーを導入したりということで、今進められ

ております。 
 ただ、本町においては、先ほど四つの点について、大きなプロジェクトとしてビジョン

の中で決めましたけども、ただ問題は、行政がやるということではなくて、ビジョンの中

で打ち出したのは、民間も含めまして一つの資源を、町内にある資源を活用しながら、そ

れを産業活動に結びつけながら、新エネルギーの導入を図っていこうということが大きな

命題でありましたので、そういった意味では、今後、そういうことも含めまして、新エネ

ルギー問題については、役場庁舎内においてもいろいろと考えていく必要があるのかなと。 
 4 月 1 日から産業課の担当部署において、新たに新エネルギー対策についてという事務

分掌を新たに設けながら、この新エネルギーに取り組むというふうになっておりますので、

これらについては、そういった担当部署を中心に今後いろいろと練りながら、検討してい

きたいと思っております。以上でございます。 
○田村議長 再々質問を許します。 
 二瓶議員。 
○二瓶議員 ただいま、ほぼ経過説明のような中で、一部 4 月 1 日より本格的な取り組み

がされるということを聞かさせていただいたわけでございますけれども、16 年以降、思い

もよらぬ不況等も続いた中で、なかなか説明もできず、進めることもできなかった状況に

あったという中でございますけれども、その点につきましては、重々私も理解はさせてい

ただきます。そういった中で、北海道におきましても、先ほど申し上げましたように、新

エネルギーの関連助成制度というものの中で、17 項目ほど今受け入れ態勢がございます。

こういった 17 項目の中には、浦幌にとってもほとんどが当てはまるような、申請の仕方

によっては、ちょっと言葉は悪いですけれども、申請の仕方によっては利用できるものも
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かなりあるのかなと。 
 しかしながら、採算性を考えると、無理なものも当然あるでしょう。そういったことも

十分に踏まえながら、進めていかなければならないと思います。と申しますのは、これか

ら先、先ほどから申し上げているように、留真温泉、これには何とか活用したい、当時、

留真温泉は、近い将来建てかえを予定しています、新エネルギー施設導入は、建て替えに

間に合わせる予定でおります。こういったことも頭の中をよぎることかと思います。 
 だとすれば、なぜ、道の駅のことを頭に浮かばなかったのかな、これについては、答え

はいりませんが、私があえて申し上げたいのは、せっかくこういった新事業、本当に世界

的にＣＯ２削減のために取り組んでいる、そういった中で、最も浦幌においても 1,874.7
時間、これだけの多くの日照時間がある中で、今言われている温泉はもとより、道の駅、

また健康湯、これから予定されます学校等においても、前向きに検討をしていけるのかど

うか。もちろん金銭的な難しさも当然あろうかと思います。 
 しかし、これこそが浦幌町だと言えるような、何か、エコの町うらほろでもよろしいで

しょう。特徴のあるまちづくりにしていく考え、単に道の駅を作りました、魅力あります、

それだけではないと思います。お湯が本当にいい、これも使ってすべていいものになるで

しょう。本町の職員の方もすばらしい方います。活用されてこそ、本当にすばらしい職員

になる、これは町長はトップですから、真剣に取り組んで、これすべていい、取り組んで

もらわなきゃならない、そういった中で、もう一度繰り返しますけれども、エネルギーに

対する、先ほど副町長からもありましたけれども、4 月 1 日から本格的に稼働するという

ことですけれども、町長の考えも同じだと思いますけれども、確認も含めて、その信念を

改めてお伺いします。きちっと答えていただけるとするならば、最後の質問とさせていた

だきます。きちっと答えていただければ。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 新エネルギービジョン、平成 16 年に策定を、浦幌町としていたしました。

その中身については、今、副町長からお話をさせていただいたとおりであります。その中

で、今、新たな施設を作る時に、新エネルギーを活用できないかというお話だろうという

ふうに思います。留真温泉につきましても、この新エネルギービジョンの中で、木質バイ

オということで組み込んでいるところでございます。ただ、今これから係の中に 4 月 1 日

から新たに入れるわけでありますけれども、いろいろ検討させていただきたいというふう

に思って、今いろいろ調査をさせていただいています。 
 ただ、初期投資の問題であります。今ある重油ボイラーと木質チップというボイラーを

使うとすれば、初期投資に約 2,000 万違いが出てくるということの状況があります。そう

いう意味では、ランニングコストも含めて、この新たな投資額を町民の皆様に認めていた

だけるのかどうかということも含めて、調査・研究をしなければならないだろうというふ

うに思っています。 
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 そういう意味では、新たな新エネルギーを入れるということは、当然、地球温暖化対策

上、我々町としても取り組まなければならない、積極的に取り組んでいく必要があるだろ

うというふうに思いますけれども、それも費用対効果の面で、どのようにその辺を考えて

いくのかということが大事だろうというふうに思っているところであります。 
 そういう意味では、いろいろな施設に新エネを使う時に、初期投資の部分と、要するに

コストの面で町民の皆さんに理解をしていただけるのかどうかということも慎重に判断を

していく必要があるだろうというふうに考えているところであります。 
 そういう意味で、今新たに作る施設についても、そういう点からいろいろ慎重に検討さ

せていただいているという状況ですので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 
○田村議長 これで二瓶隆議員の一般質問を終わります。 
 次に、10 番、髙橋利一議員の質問を許します。 
 10 番、髙橋議員。 
○髙橋議員 私は、今定例会において、住民参加基本条例の制定について、質問をいたし

ます。 
 今定例会において、町長は、町政執行方針の中で、住民参加基本条例の制定に向けて検

討すると述べていますが、昨年の第 1 回定例会においても、平成 20 年度に庁舎内に検討

委員会を設け、住民参加基本条例について検討すると方針を述べられております。そこで

お伺いします。 
 昨年度、検討委員会を設けていることと思いますが、どのように、どのようなことを検

討したのか、制定に向けてのスケジュールを考えているか。また、その検討委員会は、ど

のように組織されているのか伺います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 髙橋議員の質問にお答えいたします。 
 住民参加基本条例の制定についてでありますが、昨年の町政執行方針の中で、本年度、

庁内に検討委員会を設け、検討する旨申し上げたところでありますが、現時点においてい

まだ庁内検討委員会は設置できていません。事務作業が遅れていることにつきましては、

町民の皆様を初め議会に対しまして、深くお詫びを申し上げるところであります。 
 本条例制定にあたっての背景には、地方分権の進展や逼迫する地方財政の中、限られた

財源でまちづくりを進める上で、それぞれの自治体は、自己決定と自己責任が求められ、

また一方では、少子高齢化や雇用不安、人口減による地域活力の低下など直面する課題が

山積しています。 
 こうした状況の中、本町を取り巻く課題を十分に把握した上で、本町の特性や資源を十

分に生かし、生涯を通じて住みよい町にするため、町民と行政が共通の認識に立った自治

体運営のルールづくりが必要であると判断しております。 
 これまで、協働のまちづくりを基軸とした男女共同参画町民懇話会やまちづくりワーク
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ショップを開催し、町民の皆様からは、さまざまな角度からまちづくりに対して貴重なご

意見やご提言をいただいております。 
 私は、住民参加基本条例の制定が郷土を愛し、まちの発展を願う多くの町民の皆さんに

とって精神的な柱となり、住民自治をより具体的に進めていくための重要なツールになる

ものと考えております。 
 これまでの取り組みの遅れは、率直にお詫び申し上げるところでありますが、新年度に

入りましてから、早急に課長職を中心に構成した庁内検討委員会を設置し、まずは、住民

参加基本条例の制定目的や、この条例によって本町のまちづくりにどう生かしていくのか

などを整理し、行政職員はもとより、町民の皆様に対しても広くご理解を深めていただく

ことが、制定にあたっての第一歩であると考え、全町民を対象とした講演会等を開催して

いきたいと考えております。 
 いずれにいたしましても、本条例の制定にあたっては、参加の主体である町民の皆様の

まちづくりへの主体的な参加意識の醸成や、町民の意思を条例にどう反映していくかとい

ったことが重要であり、行政側が一方的に作成するのではなく、条例制定へのプロセスを

大切にし、町民の皆様との十分な協議を行いながら、ある程度時間をかけて進めていくこ

とが必要であると考えております。 
 次期まちづくり計画の策定やまちづくりワークショップとも連動させながら、住民の皆

様の声を反映させた条例の制定を目指すべく、検討して参りたいと考えておりますので、

ご理解お願いいたします。 
 以上、髙橋議員の答弁とします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 髙橋議員。 
○髙橋議員 町長の答弁では、実施できなかったとのことですが、それであれば、本定例

会における執行方針において、実施できなかった旨述べることが本筋であり、その点につ

いていかがかと思います。 
 浦幌町人づくり・まちづくりコミュニティ奨励補助事業のことでございますけれども、

執行方針で述べられていますが、このことは、住民基本条例とも関連があり、町長が言わ

れている協働によるまちづくりの推進に関係すると思います。そこで伺います。 
 この補助事業は、住民参加基本条例と関連があるのか。どのようなことに対して補助を

するのか、2 点伺います。 
○田村議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 ご質問にお答えいたします。 
 まちづくり・人づくりコミュニティ推進事業でございますけれども、この基本条例の連

動ということでございますが、今年度、平成 20 年度の間にですね、いろいろなワークシ

ョップ、それからいろいろな地域づくり、まちづくりの講演会等も開きまして、そういう
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中で主体的に自立した中でですね、自分たちが企画した内容のものをですね、事業として

展開したいというようなお話が、前回の議会の中でも話題になりましたけれども、そうい

う中で、まちづくり・人づくりのコミュニティ推進事業は進められているところでござい

ます。内容的には、福祉関係ですとか、防災関係、地域住民の方々が中心となった、その

ような組織づくりですとか、あとまちづくりにかかわる、地域づくりにかかわる講演会で

すとか、そのような事業に対してですね、助成をしていく形でございます。 
 基本的に、やはりまちづくりの基本条例の、本当の活動の部分というのですか、事業展

開の部分ということで、連動はして参ると考えております。どちらにしても、この基本条

例とまちづくり計画との関連性もございますので、合わせながら進めさせていただきたい

と考えております。以上でございます。 
○田村議長 再々質問を許します。 
 髙橋議員。 
○髙橋議員 補助の詳細内容については、新年度予算提案の中で説明があると思いますの

で、その中で伺います。 
 私は、以前、他町村の仲間たちと一緒に地域おこし、すなわち、まちづくりに官・民・

報と一緒に携わったことがあり、大いにまちづくりに関心を持った者の一人でございます。

まちづくりは、携わった者が共通の認識を持って進めるのが、まず第一歩であると経験か

ら思っているところであります。 
 行政内部で共通の認識を高め、町民に対し協働のまちづくりを唱えていくのが重要であ

り、協働の役場づくりから協働のまちづくりへと広げていくものと思います。そこで担当

課長に伺います。 
 私は、町政執行方針の中で、住民参加基本条例が 1 年空白になった。これは、どうして

こうなったのだ、私は、水澤町長については、昨年の 12 月についても、上林医師から菅

原陽一医師、4 月から勤務されます、すばらしい浦幌町の町立へ入ってくる医師、この関

係についても、皆さんご存じのとおり、釧路湖陵高校を卒業し、東大医学部を卒業し、さ

らに産業医として地域医療の本当にエキスパートと思うような、すばらしい方が勤務され

ます。 
 私は、そういう中で、今回、水澤町長も本当にこれに紛争して、誠心誠意を傾けて、す

ばらしい医師を求めたというのが実態であります。 
 そういう中でですね、なぜ直近の担当課長なり、あるいは厳しいですけれども、副町長

もどうして執行方針であげた、このことについて対応できなかったのだろう。本当に疑問

視がわいてならないのであります。 
 そこで、この中身について、担当課長に聞きますけれども、この補助事業について、庁

舎内関係各課とどのように協議を重ね、事業の概要を定めていったのか。そして、またあ

わせて、事業によっては、関連予算について影響すると思うが、どのようになっているの

か。それとも、全く新しい事業なのか。さらにまた、従来、町が行っている事業を行政区
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がかわって行う事業に対し、補助するのかというような、その点についてもですね、まち

づくり政策課長として、どのように思っているか答えていただきたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 浦幌町人づくり・まちづくり地域コミュニティ推進事業の件

についてのご質問だと思いますけれども、基本的に目的でございますが、個性豊かで活力

に満ちた地域社会の実現を図ることを基本に、地域住民の主体的な参加と創造によって、

それぞれの地域における生活環境の整備、それから福祉を初めとした地域のあらゆる課題

に対して、相互理解と連携、協力の精神のもと、地域住民みずからが人間性豊かな心触れ

合う地域社会の実現とその進展を図るため、自主的に組織する地域コミュニティ活動費用

の一部を補助する、ということで、住民参画と地域コミュニティの醸成を図ることが大き

な目的でございます。 
 そのような中で、補助金の交付要綱を制定させていただきまして、後ほど予算の方でも

また出させていただきます。そのような形で、今進めようと考えております。新たな事業

でございますので、私どもの内部で検討し、了解を得ながら進めさせていただいていると

ころでございます。 
 ただし、まだ役場内での全体の意思決定というのでしょうか、そのような形で各課長会

議等では、まだ周知はしてございません。予算が決まってから、4 月からですね、動き出

したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
○田村議長 副町長。 
○門馬副町長 協働のまちづくりは、協働の役場づくりだというお話がございました。そ

ういう意味では、今回の住民参加条例の制定に対しての、昨年度の執行方針にかかわる検

討委員会の設置というものができていなかったということについては、私からもお詫びを

申し上げたいというふうに思います。 
 ただこの 1 年間、住民参加基本条例の策定にあたっての空白だったのかどうかという部

分については、私は、担当とも話をしながら、基本的には、先ほど町長が答弁でも申し上

げましたように、条例を作るのが目的ではございませんで、基本的にはやはり、住民がい

かにまちづくりに参加をする形を作っていくのかというための条例ですから、そのために

前年における経過を大切にしながらやっていこうというお話を担当課としております。 
 そういった中で、まちづくりワークショップの開催やあるいは男女共同参画の講演会、

そういったものも含めながら、下地づくりと言いますか、そういうことは、やってきたと

いうふうに考えておりますので、それについては、ご理解をいただきたいというふうに思

います。 
 ただ、庁舎内におけるいろいろな大きな事業にかかわる、検討する場所というのは、課

長会議でございますので、課長会議の趣旨にのっとって、今後も必要の都度、そういう場

でいろいろ議論を重ねながら、まちづくりのためにやっていきたいなというふうに思って
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おりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 
○田村議長 町長。 
○水澤町長 髙橋議員、ご指摘のとおり、昨年度の執行方針を庁内検討会議を設定をする

ということについて、実現できなかったということについては、先ほど、お話申し上げた

とおり、本当にそういう面では、改めてお詫びをさせていただきたいというふうに思いま

す。髙橋議員言うように、本当にこのまちづくりをするには、共通の認識を高めるという

ことが大変重要なことであります。そういう意味では、協働の役場づくり、そして協働の

まちづくりを進めていくという、基本的な認識に私も立ちながら、この住民参加基本条例

の制定については、今年の執行方針にありますとおり、具体的に進めて参りたいというふ

うに考えておりますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。 
○田村議長 これで髙橋利一議員の一般質問を終わります。 
 お諮りをいたします。 
 ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、暫時休憩といたします。 
 

午前１１時２９分 休憩 
午前１１時３５分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 次に、8 番、野村俊博議員の質問を許します。 
 野村議員。 
○野村議員 私は、まちづくり交付金事業、留真の里交流施設整備事業について、町長の

考え方をお伺いいたします。先に同僚議員が同じ項目で質問しております。なるべく重複

しないような点を質問したいと思います。よろしくお願いします。 
 町長は、行政の継続性ということでありましょうけれども、このまちづくり交付金事業

につきまして、一昨年、また今年 2 月まで、いろいろな場所で発言されておりますけれど

も、まちづくりにつきましては、これだけ町民からいろいろな意見が出てくるということ

に対しましては、本当に大きく重要な案件だと考えているからだと思います。 
 しかし、この交付金事業は、制定の時期に比べまして、現在の経済状況、100 年に一度

の危機と言われて、世界中が騒いでいる中、本当に厳しい経済環境になってきていること

は、周知の事実でございます。将来も本当に見通せない、このような経済状況の中、一度

決めた事業だからたんたんと進めていいのかということも町民の中にあるのではないかと

考えられるわけでございます。 
 また、先の議会でも質問させてもらいましたように、浦幌町の人口推計は、本当に驚く



- 23 - 
 

ような数字が出ておりまして、先ほども町長の答弁にありましたように、2035年には3,000
人を割るという、このような人口推計が出ている中、本当にこのまま留真温泉の事業を進

めていっていいのか、これについて町長の考え方をお伺いしたいと思います。 
 また、留真の里事業の実行にあたりましては、この運営管理に対する考え方についても

お伺いしたいと思います。それは、19 年以降、町長の発言におきましては、最近、福祉の

問題を前面に押し出して、この事業の推進に対してご理解を求めているところでございま

すけれども、将来的にわたる財政負担を伴うこの事業について、再度どのような考えを持

っているかお伺いしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 野村議員のご質問にお答えいたします。 
 町づくり交付金事業による、留真の里交流施設整備事業につきましては、補助金申請時

における平成 18 年 8 月の本町の人口は 6,231 人でありました。その後、約 2 年と半年間

で 327 人減少し、平成 21 年 2 月 28 日時点で町民人口は 5,904 人であります。 
 先般、新聞報道により、厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所が昨年 12 月 24 日

に本町の 2035 年の推計人口は 2,721 人との推計が公表されましたが、このような推計人

口に陥らないためにも、本町といたしましては、定住、移住、さらには交流促進が必要と

考えており、交流人口の促進を図る方策として、留真の里交流施設整備事業を実施するも

のであります。 
 次に、留真温泉の管理運営方法につきましては、雇用創出とともに民間活力の導入によ

る指定管理者制度による経営が望ましいと考えており、町民の健康と福祉を増進する基本

的な考え方から、指定管理者制度導入に向け準備を行って参りたいと考えております。 
 浦幌町の貴重な財産である留真温泉の泉質は PH9.8 と道内においても希少価値が高い

ことから、行政と町民とが一体となって移住促進と交流人口の増加及び町民の健康と福祉

の増進を図るための施設として利活用し、町民の皆様を初め、町外からも多くの方に利用

いただける施設を目指して参りたいと考えているところであります。 
 以上、野村議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 野村議員。 
○野村議員 答弁いただきましたけれども、細かな案件につきましては、また新年度予算

で調査費の計上もなされております。その辺について、また同僚議員から意見が出ると思

いますけれども、ただいま、お伺いした中でもですね、改めてこの交付金事業に対して確

認していきたいと思うのですけれども、経済、過疎が急速に進んでいる町に対して、その

地域の特性を生かした、個性あるまちづくりをするために、この地域社会・地域経済の活

性化を図る目的でそういうふうになったというふうに認識しているわけでございますけれ

ども、そこで、今、説明会の中、また町長の答弁の中におきましてもですね、この留真温
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泉に関しましては、費用対効果という問題、これについても考えなきゃならない問題であ

るかと思っております。福祉、また教育、医療に関しては、この問題については、非常に

討議しづらい案件でございますけれども、留真温泉という名を売った、民間活力を活性化

させるための一つの方策の事業でございますので、福祉の面を重点に置きまして、無尽蔵

にという言い方ちょっと失礼かと思いますけれども、将来にわたって、この温泉施設が永

遠として経営するためには、福祉面での助成もしなければならないという考え方を訴えて

いるわけでございますけれども、そうなりますと、同じ大きな枠の中のまちづくり交付金

事業、この 3 点セットの中で、先ほども答弁で出ていましたけれども、道の駅に関しては、

管理・運営の母体に任せ、町の負担は一切なしで推進したいと。 
 しかし、もう一つの交付金事業である留真の里につきましては、将来にわたって負担を

しなければならないのだという考え方を持っているわけですけれども、同じまちづくり交

付金事業の中で、そのような差異があっていいのか、また、先ほども言いましたように、

福祉の面で費用対効果ということを考えると、福祉やむを得ないなという面もございます

けれども、その辺の整合性についてはどのような考え方を持っているのか、まずお伺いし

たいと。 
 あと問題は、指定管理者制度、それを考えておられるという考え方ですけれども、現状

を考えていくと、一度失敗したという言葉がよろしいのか、撤退した事業に対して、今ま

た改めて、このまちづくり交付金事業を使って再開発をしようという。そして、なおかつ

お伺いすると、当初と大分変更になりまして、せっかく町民も、また町外の人も大いに認

める留真温泉の泉質、すばらしい泉質が売りだった温泉に対して、循環式をもって行うと

いう考え方を表明されております。そういう形を持っていくと、果たして経営的に、その

指定管理者、その他が本当にこれを積極的に管理・運営を任されてやろうという考え方が

出てくるのかどうか、心配するところでございます。 
 またアンケートなどいろいろな中で、入浴推計も出されてございますけれども、一説に

お伺いしますと、結局今のこのような、非常に秘湯ブームも若干冷めましたけれども、源

泉かけ流しというのが温泉は当たり前の時代、まして閉鎖する前には、わざわざ遠くの方

から電話をいただきまして、お宅の留真温泉は、源泉かけ流しですか、循環ですかという

問い合わせもあったように聞いております。源泉かけ流しですとなると、もうすぐさま問

い合わせた方が入浴に来られるというような状況を聞いて覚えますと、将来的に地域の活

性化、福祉の関係については、これについては問題はないと思いますけれども、それを核

にした移住、交流、また留真温泉を内外に、一つの観光目玉として発展したいという考え

方が根底から崩れる大きな要素ではないかと思うのですけれども、この辺についてのお考

え方をお伺いしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 まず 3 点にわたってご質問がございましたが、1 点目の道の駅と留真温泉
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との負担にかかわる整合性の問題、道の駅につきましては、まず物を売るという営業行為

については、今回の道の駅産業交流施設については、考え方としては、直売会という位置

づけがあるのかなというふうに考えておりまして、そういった直売所を利用して、民間の

方々、物を売るという意味においては、それについての赤字についての補てんはいたしま

せん。ただ、道の駅のゾーンにかかわる管理という部分については、本来、町が直営でや

らなければいけない部門ですけれども、その辺については運営母体に管理をお願いすると

いうことで、指定管理者でお願いしていこうというふうに考えておりまして、トイレです

とか、情報の発信コーナー、こういった部分については、本来、町が管理しなければいけ

ない部分ですけれども、その辺については、指定管理者としてそのかかる経費については、

町が負担していくという考え方でおります。 
 留真温泉につきましては、温泉の入浴料を徴収しながら、それを指定管理者の運営の一

部経費に入れていくという考えでありまして、基本的にはそういった中で経費を算出する

中で、指定管理者にお願いをしていくという考えでおります。あくまでも温泉の場合は、

公募方式でやるというふうに考えておりますので、町の提案した内容について、それぞれ

公募される指定管理者の方々がどういう形で応募してくるのか、それぞれの考え方がある

のかなというふうに考えておりますので、違いとしては、そういったところがあるのかな

ということであります。 
 次に、以前に第 3 セクターが管理・運営していた中で、撤退したということでございま

すけれども、これについては、建物の老朽化という問題もありましたけれども、それ以上

に燃料が灯油を使っていたということで、当時の灯油の値上がりにかかわりまして、そう

いう中では、経営が非常に厳しいという状況に陥ったということも含めて、一時閉鎖した

ということの内容であります。 
 次に、循環式、源泉かけ流しの関係でございますけれども、これまでの温泉のお湯の供

給については、源泉を沸かして、そのまま供給していたということであります。源泉かけ

流しということでありました。今、これから考えようとしているのは、源泉かけ流しとい

う一つの方法で考えた時に、かなりのコスト面で負担が生じてくるということであります

ので、今考えているのは、かけ流しと循環式をかけ合わせた一部循環式と言いますか、た

だ、一部と言いましても、表現上は循環式と言わざるを得ないというような内容でありま

す。と言いますのは、入れたお湯については、下の方で循環させながら一定の時間で水を

きれいにすると、ただ上からは逆に常時足りなくなった分については、源泉を補てんして

いくということの考えで、今いろいろ検討しているということであります。 
 あと浴場については、一部循環方式の浴槽と源泉が 30.4 度ですから、それの源泉を入れ

た浴槽も別に設定しながら、源泉も使ってもらいながら、あと冷たいのでサウナも利用し

てもらうと、そういったことでですね、今いろいろ考えておりますので、コスト面でいろ

いろ計算をしているという状況であります。以上でございます。 
○田村議長 再々質問を許します。 
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 野村議員。 
○野村議員 まず源泉かけ流しの件については、よくわからない説明でどういう方式にな

るのか、細部はまた機会がありましたらお伺いしたいと思いますし、問題は、先ほど言っ

た費用の面ですけれども、説明によりますと、産業交流施設、将来的に道の駅の認定にな

れば、当然、そういう情報発信、トイレについては、費用負担は発生すると。だけど、担

当官庁ですか、国土交通省からの委託金などから入金になると思っていたのですけれども、

それについての確認をまずしたいなと。私は、そういう認識だったものですから、今回の

留真温泉が一般会計から福祉の目的で出すということとは、全く違うのではないだろうか

という認識での質問でございますので、留真温泉がある限り、将来にわたってずっと何百

万かの補てんをしていかなければならないことに対する町民の負担という形は、非常に大

きなものがあろうかと、こういう認識で質問した経緯でございます。 
 そこで、先ほども言ったように、まだ新年度予算の中で 900 万という設計調査費があが

っておりますので、その辺でまた詳しくお伺いしたい点もありますけれども、問題はどの

ような形で、今後運営していくために最低限やっぱり費用もあるでしょうけれども、負担

しなければならない、30.6 度ですか、この冷泉が大きな問題でありまして、先ほどから木

質ペレットを利用したという形でございますけれども、当然、採算を合わすためには、や

っぱり利用者数というのは当然算出されると思います。 
 今回のアンケートの中では、年間約 8 万人が温泉に来たいと、だけどそれじゃ多すぎる

から 4 万人の規模で計算してみたとかという話も聞いておりますけれども、それはあくま

でもアンケートの結果でございますので、これは将来的に、もう少し細かな具体的な数字

が出てくると思いますけど、それだけ人が増えてきていけば、正直言いまして 30.6 度、42
度、43 度まで上げなければならない、利用者が増えることによって、経費も当然増えてく

ると。そこで一番心配されるのは、今 2 号湯ですか、源泉で使っているのは、今度は湯量

の問題になってくると思うのですよ。 
 過去のデータによりますと、平成 16 年には約 1 万 7,000 人が入浴しております。そこ

で暖房費としてかかったのは、この時の燃料代は安くて 42 円、だんだんと上がりまして

53 円まで灯油が上がりましたけど、約 450 万円かかっていると。やめる 17 年、これは 11
月までの実績でございますけれども、利用者数は 9,888 人、約 1 万人です。そこでも、も

う燃料代が最高に高くて 69 円、410 万円の経費がかかっている。木質としてどれだけの

計算コストになるのかは、これからの試算を我々も見なければならないところですけれど

も、当然人が増えることによって、湯量も増える、そうすると当然火力も必要で、エネル

ギーも必要になってくる、なおかつ、一番心配なのは、それだけ増えた場合の湯量、お伺

いしますと、これは週に 1 回休みで浴槽を毎日洗って、そしてためるためには、相当な時

間がかかると、人口を 1 万 7,000 人でそんな状況です。それが 2 万人、4 万人と計算した

場合の湯量の問題、この辺については、間違いなく枯渇することなく、温泉として経営で

きるのかどうか、これからの 900 万の調査の中に入っているのかもしれませんけれども、
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将来的なコスト、あとは湯量の問題については、自信を持ってこの事業を進められるのか、

最後にそれだけお伺いしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 心配をされております。町民説明会の中でも、詳しくその点については説明

をさせていただきました。ただ、燃料の問題につきましては、今いろいろなアンケートを

とっている中で調査をし、まだ確定はしておりませんので、その辺についてもいろいろ研

究をさせていただいているという内容であります。 
 湯量の問題につきましては、2 号湯が毎分 310 リットル出ている状況でございまして、

その点については、今の十分賄い切れるという内容になっておりますので、ご理解をいた

だきたいというふうに思います。 
 また、入り込み数によって温度が下がるのではないかという心配、当然その部分も計算

しながら、燃料費を出していくということになると思いますし、今、副町長が説明をいた

しました。かけ流し式をどういうふうにするのかということも、管内いろいろな温泉があ

りますけれども、かけ流し式の所が少ないという状況の中で、大体循環式が多いというふ

うに聞いておりますし、そういうことも含めていろいろ研究をして、最終的な燃料費を出

しながら委託料というものを決めていきたいというふうに思っているところであります。 
○田村議長 これで野村俊博議員の一般質問を終わります。 
 次に、1 番、中尾光昭議員の質問を許します。 
 1 番、中尾議員。 
○中尾議員 私は、今定例会におきまして、浦幌町新産業創造等事業の状況と経過説明に

ついてお伺いをいたします。 
 昨年の 4 月より実施をされました浦幌町新産業創造等事業について、新聞での報道はあ

りましたが、町からの経過説明等はありません。事業の助成額が最大で 1 億円という大き

な事業でありますから、しっかりとした説明が町民また議会に対して必要と考えます。 
 現在の状況、また今後の経過説明等についての考え方についてお伺いをいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 中尾議員のご質問にお答えいたします。 
 浦幌町新産業創造等事業の状況についてでありますが、この事業は、釧路産炭地域総合

発展基金を活用して行うもので、町内において新たな産業を起こそうとする企業等に助成

する制度として平成 20 年 4 月から実施しているものであります。募集にあたっては、広

報誌、町ホームページ及び町内回覧を活用して広く町民に周知したところであります。 
 平成 21 年度実施事業に係る募集では、昨年 9 月に 1 団体から申請があり、町としまし

ては、浦幌町新産業創造等事業の助成に関する条例に基づき、経済団体の役職員及び識見

を有する方 7 名で構成された審査委員会の承認をいただき、現在、北海道産炭地域振興セ
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ンターへ事業申請をしているところであります。 
 今後の事務の流れとしましては、産炭地域振興センターにおける事業審査委員会の審査

後、産炭地域振興センターの運営委員会、理事会、総会に諮られ、北海道への基金取崩申

請が行われる予定であります。その後、北海道知事の基金取崩承認をいただくことが最終

決定となり、7 月頃に産炭地域振興センターから交付決定の可否について通知される見込

みであります。 
 本年 1 月の新聞報道の内容は、事業申請団体から取材されたもののようでありますが、

町の審査委員会が了承し、産炭地域振興センターへ申請した旨の報道であり、今回の申請

事業についての交付決定は、いまだなされていない状況にあります。 
 どの段階で議会や町民の皆様に説明するのが適当であるかといったことについては、い

ろいろなご意見があろうかと思いますが、産炭地域振興センターからの交付決定あるいは

内示をいただいた段階で、議会等に報告させていただくことが適当であろうと考えており

ますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 
 なお、平成 21 年度事業の募集につきましては、1 回目は昨年 9 月に行いましたが、2 回

目として本年 4 月末を締め切りとして、年 2 回の募集をしておりますが、2 回目の募集に

あたっては、今月 25 日発行の広報誌や町ホームページに掲載し、周知して参りますので

よろしくお願い申し上げます。 
 以上、中尾議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 中尾議員。 
○中尾議員 私、この新産業創造等事業につきましては、昨年もこの一般質問をさせてい

ただきました。私は、そういう形で一般質問をさせていただいている経緯もありますので、

内容については、ある程度認識をさせていただいているというふうに思っております。 
 しかし、やはり私が一番思うのはですね、こういった事業についての町民に対する説明

等についてですね、私自身がしっかりとした認識がない中では、当然、私も町民には説明

ができないわけですが、やはり町民としては、今現在では、新聞報道のみということでご

ざいます。この新聞報道も町としてのコメントではなく、申請団体からのコメントという

ことでございますが、やはり町民にしてみれば、新聞報道の中におきましてはね、金額が

8,000 万円以上、こういう大きな事業であるということでありますから、当然興味を持っ

たり関心を持つのは当然のことであろうというふうに思います。 
 やはり、実際にこういう大きな事業が行われるとあたった時にですね、まず一番最初に

町民の方から私が問い合わせを受けたのは、7 名の経済団体の役職員及び識見を有する方

ということでありますが、この 7 名についてもですね、どのような基準で選ばれたのだろ

うかな、内容等についてもですね、当然、新エネルギーについての雪を使ってのというこ

とでありましたから、当然そういった部分についても、認識のある、知識のある方が選ば

れているのだろうかというような問い合わせも私受けました。細々いろいろと受けました
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が、当然、私ども議会の方に何の説明もございませんから、私どももしっかりとした町民

に対して説明ができないという現状であろうかと思います。 
 私は、やはりこういう状況というものが決していいことではないというふうに思ってい

るのであります。町長は、先ほどの中でもやはり町民とともにですね、協働の町というこ

とでありますから、こういった情報の共有というものも、私はしっかりしていくべきだろ

うというふうに思っております。この部分についてですね、町長の考えとしては、あくま

でも決まった段階で町民、また議会に説明をするということであろうというふうに答弁い

ただきましたが、私たちが町民、議会に説明があった時にはですね、もう全てが決定した

段階で報告があると、説明があるということであった時に、もう全て決定している段階で

説明があってもですね、何ら意見、何らそういった町民の声というものが反映される所が

何もないのではないかなというふうに思うのであります。 
 やはり、そういった部分も含めてですね、町民のそういった声というものをどのように

町長がとらえておられるのか、この部分についてまずお伺いしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 今の段階、産炭地センターに申請をしているという段階でありました。この

承認を得なければ、この事業は進まないということであります。その辺は、先ほど説明し

たとおりであります。当然、この申請が承認されたという中では、予算執行が伴うわけで

ありますから、当然、議会に提案をしなければなりません。その中で、議会の皆さんに審

議をいただいて議決をいただかなければ、この事業は進まないということでありますから、

あくまでも申請がおりるか、おりないかという段階でありました。決定次第、当然議会に

諮らせていただくという内容でありますので、その辺は、その段階でまだ決定して既に執

行するのだよということではないということをご理解いただきたいというふうに思います。 
 また、先ほど 1 回目の答弁させていただきましたとおり、決定をしたならば、やはりこ

の事業についての説明をさせていただきたい、そのあとで予算の審議を受けさせていただ

くということになるだろうというふうに思います。そういう意味では、まだ決定していな

いという段階であるということをご理解いただきたいと思います。 
○田村議長 再々質問を許します。 
 中尾議員。 
○中尾議員 そこの決定をしてから説明をするか、決定前に説明をするか、ここの部分に

ついて全く私と町長の認識が違うのだろうというふうに思うのであります。要するに、す

べてが決定されてしまってから説明をいただいてもですね、例えば、その中で何か疑問に

思うことがあったとか、部分があっても、それはすべて決定しまってから説明があっても、

もう全部終わってしまっているじゃないですか。すべて、道の方、上に申請を上げてです

ね、決定されて、団体に対して予算執行される段階でと言ってもね、今さらそこで議会が

駄目だよと、何かがあって返しますなんて、こんなことには私ならないというふうに思う
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のであります。 
 ですから、私は、まずこの 7 名の審査会というものがありましてね、その中では、浦幌

町としては、この事業についてはよしとしたということでありますから、私はですね、こ

の状況において、その審査会においてですね、どのような議論がなされたのか、大体そも

そも 7 名の審査会というのは、誰と誰なのだと。それがいつ審査会があって、その中では

こういう議論があって、その中で実際に浦幌町にとって雇用だとか、いろいろな部分にお

いてですね、これだけのメリットがある、だからこの 8,000 万以上ある大きな事業でも浦

幌町としては胸を張って上に対して申請をしたのだと。やはり、こういうような説明があ

って、私はしかるべきではないかと思うのであります。 
 聞くところによりますと、審査会自体も 1 回、2 時間はかかっていないというふうにお

伺いしていますが、やはり 8,000 万円以上の大きな事業を申請するにあたって、中身とい

うものはですね、私ども参加しているわけではないですから、それなりに濃い中身の話が

あったのだと思いますが、やはり、そういった部分についても、すべてはできないかもし

れませんが、できる限りオープンにしていくという、そういう姿勢というのでしょうか、

私は必要であろうというふうに思っております。 
 また、もう一つ町長に確認しておかなければなりませんが、この決定にあたっては、最

終的な町としての責任者は、町長ということでよろしいのだと思うのです。ただ、答弁い

ただいた中によりますと、審査会の決定を受けてというような形になっております。あく

までも、審査会については、いろいろな部分もそうなのですが、意見を聞く場であって、

最終決定は町長がすると、こういうことで間違いないのだろうというふうに思いますが、

この辺についてもですね、確認をしておきたいというふうに思います。 
 ただ、これからですね、いろいろな部分において町民の声をたくさん聞いていくという

ことが大事かと思いますが、やはりその事業がすべてうまくいった時はいいですが、もし

何かつまずいた時に、その委員会の方々にね、あなた方が決めたのだろうなというような

ことで、必要以上の負担をかけるということになってはならないのではないかなというふ

うに思います。その辺の部分についての最終決定は町長なのだという部分と、やはり、今

後いろいろな事業についてですね、私は、町の情報公開に対する考え方、基本的姿勢とい

うものをですね、最後に伺いたいというふうに思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 認識の違いがあるのかなというふうに思います。これはあくまでも申請をす

るということでありますので、その段階で議会の皆様にお話をするということについては、

報告をするということにとどまるだろうというふうに思います。そこで議会の皆さんに審

議をしていただいて、これを申請するということにはならないということでありまして、

これは条例で定めておりますし、議会の皆さんに審議をいただいて条例を制定したという

経緯がありますので、ぜひその辺はご理解いただきたいというふうに思います。 
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 また、申請がおりてきて予算の執行ということは、当然、私に権限があるわけですけれ

ども、執行するにあたっては、議会の皆さんの承認をいただかなければならないというこ

とがあります。そこは、また議会の一番重要な議決権というものであるというふうに思い

ます。私どもが持っているのは、あくまでも執行権でありますけれども、それに携わって

一番重要な議決権が議会の皆さんが持っているということでありますから、北海道の申請

がおりた段階で予算計上し、その中で議員の皆様に、その内容についてまた説明をしなが

ら、それを議決いただかなければならないということになりますから、そこで初めて議員

の皆様がいろいろな論議をしながら、これは駄目だということになれば、当然却下すると、

否決するということになるわけです。それが議会としての議決権の行使だろうというふう

に思います。 
 そういう意味では、私どもは議案として出させていただくのは、あくまでも執行権とし

て出させていただくわけですから、執行権と議決権については、よくご存じだと思います

けれども、ご理解をいただきたいなというふうに思います。 
 今、あくまでも決定されていないという段階でありますので、その辺もご理解をいただ

きたいというふうに思います。 
○田村議長 これで中尾光昭議員の一般質問を終わります。 
 次に、7 番、河内富喜議員の質問を許します。 
 7 番、河内議員。 
○河内議員 私は、本定例会において雇用創出・雇用確保にはワークシェアリングなどの

推進が必要であることについて、一般質問をさせていただきます。 
 100 年に一度という厳しい経済情勢下の中、我が町でも雇用情勢が徐々に悪化してきて

います。勤労者にとって職を失うことは最悪のことであり、家庭の基盤を失うばかりでな

く、子供の教育面にも大きな影響を及ぼします。また、解雇により過疎化がさらに進むこ

とになり、町の衰退と商工業の疲弊という悪循環を生むことになるわけであります。また、

生活保護者の拡大も懸念されるところであります。この際、現下の情勢を乗り切るために

は、ワークシェアリングなどの知恵を使うべきではないでしょうか。 
 ワークシェアリングとは、雇用機会、労働時間、賃金の 3 要素を組み合わせることで、

一定の雇用量をより多くの労働者の間で分かち合うシステムで、欧州諸国では既に国家単

位での取り組みがなされています。また、国内でも一部の企業・市町村で取り組みが既に

されています。 
 ワークシェアリングに対する意識は、各企業・労働者によって違うわけでありますが、

対応可能な分野・職種があることも事実であり、行政と商工会と連携して雇用の安定化に

努力すべきではないでしょうか。 
 町では、平成 21 年 4 月から国の緊急雇用創出事業を活用し、失業者・離職者を臨時職

員として、短期のつなぎ雇用を図るわけでありますが、これはあくまでも短期のつなぎで

あり、まだ十分だとは言えない状況であります。 
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 1 点目としてお聞きしますが、今こそ町民への温かい雇用政策が必要であります。今後

も行政におけるワークシェアリングを可能な限り推進すべきと考えますが、検討する考え

はありませんか、お聞きしたいと思います。 
 2 点目として、雇用保険の適用外の人が職業訓練を受ける間、行政が生活支援をする、

独自のセーフティーネットを創設している市町村もあります。一定期間の就労実績があれ

ば中小企業緊急雇用安定助成金から一部も助成されますが、町でもこの政策について、積

極的に検討をしてはいかがでしょうか。 
 3 点目として、雇用確保のために企業にも休業手当を助成する雇用調整助成金や中小企

業緊急雇用安定助成金などをぜひ活用してもらい、ワークシェアリング導入雇用継続を促

すべきだと考えるがいかがお考えですか。 
 4 点目として、農業の担い手不足が課題となっていますが、新規就農にもつながる政策

として、農の雇用事業などの制度を活用して失業者・離職者の就業を促すことはできない

ですか。以上、4 点についてお伺いいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 河内議員のご質問にお答えいたします。 
 雇用創出のためのワークシェアリングなどの推進についてでありますが、日本における

このワークシェアリングにつきましては、デフレ不況が深刻化した平成 12 年前後に導入

機運が高まったことがあり、平成 14年 6月、失業率が過去最悪の 5.5％まで上昇するなど、

企業のリストラが加速していたころだと認識しております。 
 当時、政府、日本経団連、連合が不況対策として導入することに合意しましたが、その

後の景気回復を受け、ワークシェアリング論議は急速に下火になったところであります。 
 現在、国内においては、この議論が再燃し始めており、独自に導入する企業も出ており

ますが、以前の合意のように政労使間で一致して進めるという状況にはなっておりません

が、国の方でも外国の例を参考にしながら何らかの支援をしていくという方針のようであ

ります。 
 1 点目の今後の行政におけるワークシェアリング推進についてでありますが、時間外勤

務の比較的多い職場で臨時職員でも対応可能な業務がないかなどの精査を行い、より一層

ワークシェアリングの意識を持ちながら進めていきたいと考えております。また、平成 18
年度から実施しております公共施設における指定管理者制度も広義の上ではワークシェア

リングであると考えております。 
 2 点目の雇用保険適用除外の方に対する町独自のセーフティーネット創設の検討につい

てですが、現在、東部 6 町で構成するふるさと東十勝通年雇用促進協議会事業におきまし

て、就職促進に係る事業として人材育成研修事業や技能講習事業を地元で行っております

ので、これを活用していただきたいと考えております。 
 なお、協議会事業で取り上げてほしい事業について、関係団体等を通じて聴取しており
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ますが、個人の方からの要望等もお聞きしておりますので担当係の方に遠慮なく言ってい

ただきたいと思っております。また、勤労者の生活安定を図るために 20 万円を限度とし

た町の勤労者生活資金貸付制度やこの利息の 2 分の 1 を利子補給する制度もありますので、

ご活用いただければと思います。 
 3 点目の雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金などの活用による雇用継続の促

進に関してでありますが、本年 1 月 15 日にコスミックホールにおきまして、帯広公共職

業安定所統括職業指導官を招いて、中小企業向け緊急総合対策助成金制度説明会を開催し

ております。国の緊急総合対策における新制度の創設や制度改正が内容で、目まぐるしく

変わる制度をいち早く事業者の方に知ってもらい、時代に合った対応を取っていただくた

めに開催したものであります。今後も適宜情報を収集しつつ、商工会と連携して必要な説

明会を開催して参ります。 
 4 点目の新規就農にもつなげる農の雇用事業などの活用についてでありますが、国の第

2 次補正予算において、農の雇用事業が予算措置されております。 
 この事業は、全国農業会議所が実施主体となり、農業法人等が新規就農希望者を新たに

雇用し、当該経営体の従業員として必要な技術・経営ノウハウ等を身につけさせる研修を

実施する場合、1 年を限度として当該法人等に助成する制度となっております。 
 事業規模は、全国で 1,000 人となっており、平成 21 年度中に研修を開始する場合を対

象とし、3 期に分けて募集を行うこととなっております。既に第 1 次の募集が開始されて

おり、3 月 19 日までとなっておりますが、募集人員が 1,000 人に達した場合は、以降の募

集は行われないことになっております。 
 事業についての説明会が 3 月 6 日に行われ、第 1 次の募集期間も短いことから、農業委

員会が窓口となり、町のホームページにて事業内容について周知を図っているところであ

ります。 
 以上、河内議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 河内議員。 
○河内議員 確認の意味で、再質問をさせていただきます。 
 ここにある調査機関において、先般行われた全国世論調査の資料があるわけですが、ワ

ークシェアリングの導入に賛成か、反対かという、やや賛成かも含めてですね、その世論

調査の結果、70％の国民がワークシェアリングは賛成、反対が 25％という結果が出ており

ます。賛成の理由として、雇用維持し、失業者の発生を抑えることができる、これが一番

の理由ですが、反対の理由として、労働者の賃下げにつながるが一番であります。 
 この辺の状況を見ますとですね、当然、労使の間で議論も必要だし、お互いに理解し合

わなければなかなか進まないのかなと。ただし、雇用側と労働者側の意識の格差がありま

して、やはり労働者は、当然多くはワークシェアリングというものを今後検討していただ

きたいという考えが大変強い、こういうことが事実であります。 



- 34 - 
 

 先ほど、ご質問しました 1 点目の行政におけるワークシェアリング、お答えいただいた

わけでございますけれども、当然、行政においても専門分野、技術分野、管理分野におい

ては、ワークシェアリングを導入することに難しさはあると思います。しかし、導入可能

な分野あるわけですから、心の通った行政として、ぜひ検討をしていただきたいなと考え

ております。 
 また現在、時間外勤務の予算についてはですね、行政改革の中でかなり縮小されたもの

に徐々になってきているわけでございますけれども、その中の一部をですね、こういった

ものにあてがうこともですね、検討をしていただきたいなと考えているところでございま

す。 
 それと 2 点目についてですが、これについてもお答えをいただいたわけでありますが、

東十勝通年雇用促進協議会の中で、人材育成研修事業と技能講習事業をやっていると、こ

れらについてご意見をいただいた中で進めるので、そちらを利用していただきたい、私は、

このことはある意味で理解できるわけですが、本当に必要な技術の習得に、この雇用促進

協議会が対応できているのかなということについてですね、若干疑問を持っております。

そのようなことで、できれば本人が一番技術を取得したいと思うような所へみずから行っ

て、そういった雇用についての技術習得をするのが一番ベターだなと、私は考えるわけで、

20 万円の生活維持のための勤労者等の賃金貸付制度もあるので、そちらを利用してほしい

というお考えのようでございますけれども、やはり若い人には今後の技術取得、行政とし

てもぜひですね、検討を今後していただきたいと重ねて要望をいたしたいと思います。 
 また、会社の都合の離職、自己都合の離職によって、雇用保険の対応が大きく違ってく

ると聞いておりますので、その辺は離職者への正しい情報提供にも今後努めていただきた

いと考えます。 
 3 点目についてですけれども、このことについては講習会等をしてですね、周知に努め

ているということでありますが、今後さらに雇用情勢の厳しさが予測されますので、この

辺をですね、周知の徹底をいたしていただきたいなと考えております。 
 4 点目についてでございますが、募集人員が 1,000 人に達したところでの事業の休止に

なるということでありますけれども、現在、ホームページを活用した中での周知が行われ

ているようです。答弁の中では、農業委員会が窓口となっているということでございます

が、問題は、農業への本人の強い意志と関心がなければ難しいところもあるわけですけれ

ども、この辺についての周知も今以上に図っていただきたいと考えます。以上について、

再質問をさせていただきます。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 1 点目の行政内部においてもワークシェアリングをどのように進めるのか

というご質問でございますが、先ほども答弁で述べさせていただきましたけれども、時間

外勤務の比較的多い職場で、臨時職員でも対応可能な業務がないかなどの精査を行いとい



- 35 - 
 

うことで言っておりますが、ただ今回ですね、来年度に向けて既に臨時職員の方々の募集

をいたしまして、既に決定した内容がございますが、今年度については、前年度に比べま

して 4 人ほど多く採用させていただきました。これは一つには、昨今のそういったいろい

ろな雇用情勢も踏まえまして、できる限りそういう職場の状況の中で判断をさせていただ

いて、新たに雇用をさせていただいたということでございます。 
 今後につきましても、それぞれの職場の状況をですね、時間外等が多い職場等をいろい

ろ検討させていただいて、職場の状況に応じて必要な場合については雇用を進めていきた

いというふうに考えております。 
 次に、協議会のあり方含めましてどう対応していくかということでございますけれども、

昨年は、講習会等開きまして、特にチェーンソーの講習会ということで、昨今、仕事をで

すね、いろいろな理由などでなくした方については、特に山の関係の仕事について従事さ

れる場合については、こういった資格がないとですね、できないということがございまし

たので、そういうことも含めて協議会の中で講習会を行っております。本当にどういった

ものがそれぞれ望んでいるのかという部分については、それぞれそういう方々から要望等

もお聞きしながら、そういうものが必要であれば協議会の中で、そういった講習会もやっ

ていきたいなというふうに考えております。 
 3 点目の離職者の方々への正しい情報提供という意味では、現在、庁舎内において緊急

雇用の相談窓口を開設しておりまして、相談されている方も何人か来ているようでござい

ますが、そういった中で十分ですね、ご相談をさせていただいて対応していきたいという

ふうに思います。ただ、あわせてそういった窓口を開設しているということについては、

随時広報誌等でも周知しながら活用について進めていきたいなというふうに思っておりま

す。 
 全体的に非常に雇用情勢が管内においても厳しいということは認識しているところであ

りまして、そういった意味では、国が 2 次補正で行いました緊急雇用の対策事業、これは

新年度予算に計上させていただきましたけれども、そういう雇用相談の中で、仕事を探し

ている方については、そういった緊急雇用制度を活用しながら、そういった方を採用しな

がら仕事をしていただくように努めていきたいというふうに考えております。4 番目の方

につきましては、農業委員会の方からお答えをしていただきたいと思います。 
○田村議長 農業委員会事務局長。 
○河村農業委員会事務局長 農の雇用事業につきましては、実施母体が全国農業会議所で

ありまして、北海道の窓口は道の農業会議でありますので、農業委員会の方からご説明申

し上げます。 
 この農の雇用事業につきましては、新規就農の雇用の面とこれを受け入れる農業経営者

の負担軽減という 2 面性がございまして、新規就農の方の面で申し上げますと、それなり

の深い農業経験が必要であり、希望者はこの事業で関係するものでなく、他の制度である

程度の研修期間が必要であります。 
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 そのようなことも含めまして、この制度を活用する場合については、それの追跡調査も

義務付けられておりまして、かなりハードルの高い内容になっております。 
 それから受け入れ側の農業経営者につきましても、1 年を通じて農業研修の場を用意す

る必要がありまして、畑作経営では特に冬期間をどうするかという問題も出て参ります。

そういう面から考えますと、酪農経営が有利かというふうに考えてございます。 
 現状として本町では、当該事業につきましては、新規就農の雇用の面よりも受け入れる

農業者、農業法人等の活用が期待されるということでございますので、この辺に対して周

知を図るよう努力して参りたいというふうに考えております。以上です。 
○田村議長 再々質問を許します。 
 河内議員。 
○河内議員 ただいま質問したことについては、おおむねご答弁いただいたと考えており

ます。最後にですね、全体を通じて質問をさせていただきたいと思いますが、先日ですね、

不幸にもある会社が罹災された中で、17 名の社員が解雇されたと聞いております。これは

将来ある有能な人材がいるわけでありますから、ぜひですね、これらの解雇された社員の

方々が町外に流出することのないように、町内の企業の中、または行政の関連の中で、受

け入れていけるような形へ努力していただきたいなと考えております。そのためにぜひで

すね、商工会と連携して再雇用に向けた、そういった働きをできないものかお聞きしたい

と思います。 
 ただし、現在町内の経営者は、大変厳しい状況にあるわけでありまして、今後もこの厳

しさはますます強くなってくるのではないかなと考えられますので、その辺について行政

の対応をぜひお願いをしたいなと考えているところであります。 
 あとですね、今日の某紙の朝刊においてですね、これ一面で載っておりました。生活保

護者が非常に拡大していると。これはある推計でございますけれども、今後、雇用のセー

フティーネットが本当に機能しなければ、1,000 万人の生活保護者が生まれてもおかしく

ないという、そういう状況下に今日本の経済がなりつつある、雇用がなりつつあると。現

実が今突きつけられているわけでございます。 
 当然、我が町においても、こういった流れというのは起きてくると思いますが、生活保

護者が増大した場合にやはり町のそれに対する出費というのは、当然生まれてくるわけで

すから、私はやはり生活保護というのは、できるだけ避ける、みんな仕事をしてもらう、

そういった政策をですね、いま一度行政においても危機意識を持って、これらのワークシ

ェアリングの導入についても、また農業の雇用の受け皿としての対応も政策としてきっち

りと考え、またこれらの情報については、町民へ逐次周知、理解を深めるように今後とも

努力をしていただきたいと思います。 
 また商工会と連携した中で、これらのことを進めていただきたいと思いますが、最後に

その辺の考え方についてお聞きしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 



- 37 - 
 

 副町長。 
○門馬副町長 本当に実体経済がですね、浦幌町に押し寄せてですね、非常にそういう意

味では厳しい状況ということになっておりまして、それぞれの事業者の方々ですね、精一

杯ご苦労されながら事業を経営されていることにつきましては、認識しているところでご

ざいます。不幸にも会社の被災の関係で、従業員の方が解雇されたという状況については、

こちらの方も十分その内容については承っておりまして、15 名の方が解雇されたというこ

とに聞いています。 
 この関係については、早急にうちの緊急雇用相談窓口ですぐ相談を開始してほしいとい

うことでお願いしておりまして、順次、今相談がされているのかなというふうにお聞きし

ております。 
 それらの方については、当面、当座のこととしては、失業保険の関係がどうなるかある

でしょうし、もしそれがいろいろとできないということであれば、町の緊急雇用の制度の

中で、その辺は一時的にそういう方々を採用しながらやっていかなければいけないのかな

というふうに感じております。 
 ただ、そういった総体的に厳しい雇用状況の中で、行政としても全て受け皿として、そ

の方々を雇うということについては、非常に長期にわたった厳しい状況もあるのかなとい

うふうに感じているのですが、これから新年度予算の審議に入っていきますけれども、総

体的には投資的経費もですね、厳しい財政状況ですけれども、そういった投資的経費も増

やしながら、地域における事業の拡大というものも、今回予算に計上いたしましたし、あ

るいは物件費においても細かい修繕等についてもできるだけ地域にお金が落ちるような形

での予算組みもしておりますので、何とか世界全体、あるいは日本全体が早急に経済が回

復してもらうということが、それが一番早い解決策なのですが、そこへ行き着くまでには

ですね、先ほど言われましたように、商工会等初め経済団体ともですね、いろいろと連携

しながら、そういった経済にかかわる分、雇用にかかわる分について、いろいろとご相談

をしてやっていきたいというふうに考えております。 
○田村議長 町長。 
○水澤町長 おおむね副町長が答えたとおりであるというふうに思っていますけれども、

まさに未曾有の経済危機の中で、大変な状況が今日本全体を覆っているという状況の中で

ございました。それが今浦幌にもだんだん波及してきたというふうに思っております。特

に業種によって、大変厳しい業種があるということも認識をしているところでありました。 
 町人口 2035 年、推計 2,700 人という正に私どもにとっては、当然信じられない人口推

計も出ているわけであります。どうしてもそのようなことにならないまちづくりをこれか

らも進めていかないとならないというふうに思っております。 
 そういう意味では、ワークシェアリングが人口減少の歯止めにつながる、そういうワー

クシェアリングがどのような形でできるのかということも当然私としても研究していかな

ければならないだろうというふうに思っているところであります。 
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 今、河内議員ご指摘のとおり、ワークシェアリングをどのような形で進めていくかとい

うことも、これも一つの行政としての考え方も可能な限り推進するということを申し上げ

ましたけれども、具体的にこれからも進めていかないとならないであろうというふうに思

っているところであります。 
 それが具体的にどのような形で正規雇用ということにつながっていくのかということも、

大変難しい問題だというふうに思っておりますけれども、今国が緊急対策を打ち出す中で、

経済の反動と言いますか、現在が、再生するということまで何とか町としても雇用促進に

努めて参りたいというふうに思っています。 
 ただ、定期雇用ということになると大変難しいことになるというふうに思っております

し、町として今、定員削減計画を進めている中でありますので、そこの中でどのように対

応できるのかということは大変厳しい環境状態だというふうに認識はしておりますけれど

も、少しでも町内の皆さんに労働環境を提供できるような事業を進めていきたいというふ

うに思っています。 
 今後、これから 21 年度予算を提案させていただきますけれども、ぜひその中でも皆さ

んのご知恵を拝借しながら、まちづくりに努めていきたいというふうに考えておりますの

で、どうぞご理解をよろしくお願いしたいと思います。 
○田村議長 河内議員の発言は、既に 3 回に及びましたが、会議規則第 55 条のただし書

の規定により、特に発言を許します。 
○河内議員 先ほどですね、農業についてのお答えをいただいたのですけれども、再々質

問でも農業について私が申し上げたことはですね、今後の就業の受け皿として、そういう

国のそういった事業以外にですね、町としても就業を図るべく、そういった政策というも

のを独自に考えて検討していくことはできないものかと、そのことについてお尋ねしたい

と思います。町独自のそういった政策について検討はできないか。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 農の関係についてですね、全国的には、いろいろな意味でそういう雇用が

流動化の中で、農業にいかれる人がいるというふうにはお聞きしております。ただ本町に

とって、どのような形があるのか、この辺についてはこれまでも農協と商工会含めて、コ

ントラクターの関係も含めてですね、いろいろな仕事がないかということで検討してきま

したけれども、そういった意味で新規就農の問題、あるいは実習生の問題、いろいろなこ

とが考えられると思いますけれども、これらについては今すぐに独自の考え方がというこ

とを聞かれましたけれども、いろいろそういう意味では、総体的にですね、もっと広い意

味でいろいろ関係機関と話をさせていただきたいなというふうに考えております。 
○田村議長 これで河内富喜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。 
 お諮りをいたします。 



- 39 - 
 

 ここで暫時休憩したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、ここで暫時休憩といたします。 
 

午後 ０時４７分 休憩 
午後 ２時００分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 
     ◎日程第３ 議案第２９号 
○田村議長 日程第 3、議案第 29 号 平成 21 年度浦幌町一般会計予算を議題といたしま

す。 
 説明を求めます。 
 町長。 
○水澤町長 平成 21 年度浦幌町一般会計予算を提案させていただきます。 
 一般会計予算は、前年度当初比で 6 年ぶりの増額であり、51 億 5,000 万円、0.4％の増

となっております。21 年度の予算は、国の地方対策としての生活防衛のための 2 兆円増額

などの経済危機に対応した予算が盛り込まれました。交付税は確保する見通しであります

けれども、平成 19 年度で東京都また愛知県及び 186 の市町村で地方交付税の不交付団体

があったわけでありますけれども、昨年からの未曾有の経済危機の中で、交付団体に陥る

団体が出てくるということを考えますと、交付税の配分額が総体的に削減されるという心

配がありました。交付税の大幅な落ち込みにより、後年度の地方交付税動向が不透明の中

で、極力一般財源からの支出を抑え、効率的・効果的な財政運営を心がけて参りたいと考

えています。 
 21 年度予算は、先に臨時会で議決をいただきました。国の 20 年度第 2 次補正予算によ

る地域活性化・生活対策臨時交付金による事業と一体型の予算となると考えておりますけ

れども、第 2 期まちづくり計画にあります事業を前倒しで行いながら、また産炭地基金を

活用しながら、昨年に引き続き財政調整基金からの取り崩しを行わないで予算編成を行い

ました。継続事業が中心になりますが、新規事業も盛り込みながら地域活性化に取り組ん

で参りたいと考えておりますので、どうぞご理解をいただくようお願いいたします。 
 またそれぞれの詳細につきましては、副町長、担当課長から説明をさせますのでよろし

くご審議くださいますようお願いを申し上げたいと思います。 
○田村議長 続いて、平成 21 年度予算説明書附表の説明を求めます。 
 副町長。 
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○門馬副町長 それでは、平成 21 年度予算説明書附表を説明させていただきます。この

黄色い資料でご説明させていただきます。 
 最初に、1 ページの各会計予算比較表でございますが、平成 21 年度予算額、一般会計

51 億 5,000 万円、町有林野特別会計など 10 特別会計を含む総計で 83 億 5,642 万 9,000
円になります。なお、特殊事業分として公的資金補償金免除繰上償還の内訳につきまして

は、一般会計 674 万円、公共下水道特別会計 3 億 2,878 万 4,000 円となっております。 
 各会計の増減の大きなものについてのみ説明いたします。一般会計につきましては、前

年度当初比 2,200 万円の増で 0.4％の増となっております。町有林野特別会計は、前年度

当初比 1,528 万 9,000 円増で 18.3％の増となっております。その主な内容といたしまして

は、植林、下草刈り等の保育事業量の増加によるものであります。 
 次に、老人保健特別会計につきましては、後期高齢者医療特別会計に移行となりました

が、請求事項の関係もあり、平成 22 年度まで会計を残すことになっております。 
 次に、簡易水道特別会計につきましては、前年度当初比 4,902 万 6,000 円増で 13.8％の

増となっています。その主な要因といたしましては、平成 20 年度まで一般会計道営土地

改良事業費で予算を計上していました営農用水事業を簡易水道事業の統合により、貴老路

地区及び下浦幌地区の営農用水事業を簡易水道会計で実施することになりましたので、そ

の事業費を組み入れたことによるものです。総計で前年度当初比 5,390 万 9,000 円の増で

0.6％の増となっております。 
 次に、右の歳入歳出予算の総計表及び純計表についてご説明いたします。 
 歳出の他会計への繰出金でございますが、一般会計から模範牧場特別会計を除きまして、

9 特別会計に 6 億 7,295 万 9,000 円を繰り出しております。総計から重複計を引いた純計

は 76 億 8,347 万円で、前年度と比較しますと、6,569 万 9,000 円の増となっております。 
 次に、2 ページをごらん願います。一般会計歳入歳出総括表ですが、3 ページからの款

別比較表で主な増減についてのみ説明させていただきます。 
 歳入、1 款町税につきましては、個人町民税 110 万円の減、法人町民税は、現下の経済

情勢に伴い 510 万 9,000 円の減、固定資産税につきましては、評価替えに伴いまして 1,272
万 1,000 円の減、町たばこ税 272 万 3,000 円の減で、差し引き前年度費 2,154 万 2,000 円

の減となっています。 
 2 款地方譲与税は、道路特定財源の一般財源化によりまして、地方道路譲与税から地方

揮発油譲与税に移行したことによりまして、地方揮発油譲与税が 2,320 万円の増となりま

したが、自動車重量譲与税 540 万円、地方道路譲与税 2,740 万円の減となり、前年度費 960
万円減の見込みとなっております。 
 飛びまして、6 款地方消費税交付金 800 万円の減、7 款自動車取得税交付金 1,700 万円

の減、これは自動車関係諸税の減税措置の拡大によるための減でございます。 
 9 款地方交付税につきましては、普通交付税は、前年度当初比 4,550 万円減の 1.5％減の

28 億 9,050 万円、特別交付税は、前年度比 1,000 万円減の 1 億 9,000 万円を見込んで、総
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額で 30 億 8,050 万円、前年度当初比で 5,550 万円の減を見込んでおります。 
 次に、11 款分担金及び負担金、並びに次のページの 12 款使用料及び手数料のうち、認

可保育所保育料、へき地保育所保育料、幼稚園保育使用料は、いずれも減となっておりま

すが、21 年度から第 2 子の入園にかかわる保育料及び保育使用料を同一入所に限らず半額

にすることによる減の内容となっております。 
 次に、13 款国庫支出金でありますが、中ほどにあります、道路の整備事業の補助金であ

ります地方道路整備臨時交付金が 0 になっておりますが、その下にあります地域活力基盤

創造交付金にかわったことによるものであります。 
 次に、14 款道支出金は、前年当初比 2,881 万 7,000 円の減でありますが、主に駅停沢線

林道開設事業が終了したことにより、3,402 万 7,000 円の減、そして緊急雇用創出事業臨

時特例交付金 367 万 2,000 円の増の内容となっております。 
 17 款繰入金については、酪農ヘルパー対策事業基金より 180 万円の繰り入れとなって

おり、財政調整基金につきましては、新年度についても取り崩しをしないで予算編成を行

っております。 
 19款諸収入については、釧路産炭地域基盤整備事業補助金6,090万円となっております。

20 款町債につきましては、臨時財政対策債が 2 億 7,210 万円で前年度比 9,710 万円増の

55.5％の増、その他起債を含めまして、4 億 7,320 万円で 1 億 6,240 万円の増となってお

ります。 
 次に、6 ページからの歳出でありますが、比較の内容は省略させていただきますが、9
ページの 12 款公債費についてのみ説明させていただきます。12 款公債費については、8
億 9,078万 6,000 円であり、長期償還元金及び利子が前年度比 1 億 3,384万 4,000円の減、

公的資金補償金免除繰上償還 1,964 万 5,000 円の減と合わせまして、前年度比 1 億 5,349
万 1,000 円の減となっております。 
 次に、10 ページから 13 ページまでの会計別・節別集計比較表につきましては、説明を

省略させていただきますのでごらんおき願います。 
 それでは、14、15 ページをお開き願います。各会計予算性質別一覧表であります。まず

一般会計でございますが、増減で説明をさせていただきます。まず人件費については、前

年度比 1,052 万 9,000 円の増、物件費・維持補修費は 7,906 万 2,000 円の増、扶助費・補

助費等については 1,053 万 9,000 円の増、普通建設事業費・災害復旧事業費については

9,367 万円の増、公債費は 1 億 5,348 万 9,000 円の減、内容は先ほど説明のとおりです。

出資金・貸付金は 7,340 万円の減、これは平成 20 年度におきまして、貸付金を長期貸付

償還方式に変更したことにより、減となっております。繰出金は、特別会計への繰出金で

すが、1,179 万 1,000 円の減、その他 6,688 万円の増となっております。これは減債基金

積み立てによるものであります。 
 15 ページ、一般会計及び特別会計の合計でありますが、これも増減で説明をさせていた

だきます。人件費が 1,746 万 9,000 円の増、これは共済負担率の変更に伴う共済費の増が
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主な要因でございます。物件費・維持補修費については 8,614 万 9,000 円の増、扶助費・

補助費等で 6,489 万 4,000 円の減ですが、老人保健特別会計の減が大きな要素となってお

ります。普通建設事業費・災害復旧事業費は 1 億 8,840 万 1,000 円の増となっております。

この投資的経費の内訳につきましては、18 ページから 22 ページに掲載しておりますので

ごらんおきを願います。 
 公債費は 1 億 5,388 万 5,000 円の減となっております。出資金・貸付金は 7,440 万円の

減、繰出金 1,179 万円の減、その他 6,685 万 9,000 円の増となっております。 
 次に、16 ページをお開き願います。一般会計債務負担行為総括表についてでありますが、

平成 21 年度予算額合計 2 億 619 万 7,000 円で、うち一般財源 1 億 7,100 万 2,000 円であ

ります。平成 22 年度以降支出予定額は、合計で 6 億 1,616 万 1,000 円となっております。 
 18 ページをお開き願います。全会計投資的経費調でありますが、このうち釧路産炭地域

振興助成事業に該当する事業についてでありますが、まず総務費の地域会館改修事業

1,600 万円、その下の地域軽スポーツセンター改修事業 1,007 万 6,000 円、次に、農林水

産業費で明渠排水溝掘削事業補助金と小規模暗渠排水事業補助金合わせまして 600 万円、

その下のうらほろ森林公園施設改修事業 540 万円、次に、土木費の帯富幾千世線舗装補修

事業 1,500 万円、20 ページ、教育費の公民館改修事業 2,550 万円、その下のパークゴルフ

場センターハウス改修事業 430 万円、次に 22 ページ、簡易水道会計、簡易水道統合事業

1,307 万 4,000 円、厚内地区石綿セメント管更新事業 700 万円の事業となります。 
 対象事業費全体で 1 億 140 万円、助成額で 7,590 万円、一般財源持ち出しが 2,550 万円

となります。補助率は 75％でありますが、現在、道におきまして補助率を 90％にかさ上

げをするため国と協議中でありまして、年度途中における予算補正が考えられますので、

よろしくお願いいたします。 
 次に、23 ページから 30 ページの一般会計主な事業費調については、説明を省略いたし

ますので、ごらんおきを願います。 
 続きまして、給与費明細書附表についての説明をいたします。給与費明細書については、

1 ページから 80 ページにわたりまして、10 会計の給与費明細書を添付しております。 
 まず 1 ページをお開き願います。特別職全体で前年度対比 501 万 9,000 円の増となって

おります。その他特別職の報酬の増及び長等の共済費の増によるものが主な要因でありま

す。報酬の増は、ヒグマ捕獲の出動をこれまで賃金で支給をしておりましたが、公務災害

適用とするためヒグマ捕獲員等を非常勤特別職として委嘱することによりまして、そのこ

とが増に伴うものであります。 
 次に、2 ページに入ります。一般職につきましては、一般会計で退職者の一部不補充に

より、前年度比職員数 1 名の減、給与費は 941 万 8,000 円の減となっておりますが、共済

費の増によりまして合計で 441 万 1,000 円の増となっております。なお、平成 21 年度に

おいても、職員の期末勤勉手当については、役職加算の凍結と独自削減 0.2 カ月の削減を

引き続き実施して参ります。特別会計を含む 10 会計全体で職員 1 名減となり、職員全体
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123 人で、給与費、共済費合計が 9 億 8,859 万 4,000 円で、前年度比 124 万 5,000 円の増

となります。 
 以上で、平成 21 年度予算説明書附表の説明を終わります。 
○田村議長 次に、議事の進行上、第 3 表地方債までの説明を求めます。 
 総務課長。 
○山田総務課長 議案第 29 号 平成 21 年度浦幌町一般会計予算。 
 平成 21 年度浦幌町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算） 
 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 51 億 5,000 万円と定める。 
 2 項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」

による。 
 （債務負担行為） 
 第 2 条 地方自治法第 214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。 
 （地方債） 
 第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。 
 （一時借入金） 
 第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は

10 億円と定める。 
 （歳出予算の流用） 
 第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
 （1）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 
 平成 21 年 3 月 11 日提出、浦幌町長。 
 次に、2 ページをお開きください。第 1 表は、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。第 2 表、債務負担行為、事項、総合行政情報システ

ム機器借上料、期間、平成 21 年度から平成 25 年度、限度額 3,000 万円、総合振興計画策

定業務委託料、平成 21 年度から平成 22 年度、500 万円、投票人名簿システム構築委託料、

平成 21 年度から平成 22 年度、262 万 5,000 円、農業経営基盤強化資金融通に伴う利子助

成、平成 21 年度から平成 45 年度、1,642 万 9,000 円、教育用コンピュータ等借上料（浦

幌小学校）、平成 21 年度から平成 26 年度、2,704 万 6,000 円。 
 次に、8 ページをお開きください。第 3 表、地方債、起債の目的、過疎対策事業、限度

額 2 億 110 万円、中浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業 590 万円、厚内漁港整備事

業 1,420 万円、相川北 2 号線凍雪害防止事業 1,600 万円、北栄大通道路整備事業 1,750 万
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円、寿通道路整備事業 1,050 万円、共栄統太線道路整備事業 1,050 万円、産業交流施設整

備事業 8,270 万円、消防車両購入事業 4,380 万円、臨時財政対策債 2 億 7,210 万円、限度

額合計で 4 億 7,320 万円。 
 起債の方法は、証書借入又は証券発行、利率、年 5.0％以内（ただし、利率見直し方式

で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、

償還の方法、政府資金または金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により

据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。 
 以上でございます。 
○田村議長 ここでお諮りをいたします。 
 地方債までの質疑は、歳入の質疑とあわせて行いたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 
〔「異議なし」の声あり〕 

○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、地方債までの質疑は、歳入の質疑とあわせて行うことに決定いたしました。 
 お諮りいたします。 
 歳入歳出予算事項別明細書の審議は、便宜上、歳出から行いたいと思います。これにご

異議ありませんか。 
〔「異議なし」の声あり〕 

○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、歳入歳出予算事項別明細書の審議は、歳出から行います。 
 ここでお諮りをいたします。 
 議案第 29 号、平成 21 年度浦幌町一般会計予算から議案第 39 号、平成 21 年度浦幌町簡

易水道特別会計予算までの 11 議案は、本会議での質疑を 3 回までとする会議規則第 55 条

の規定を適用しないで、審議を進めたいと思います。これにご異議ありませんか。 
〔「異議なし」の声あり〕 

○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、議案第 29 号から議案第 39 号までの 11 議案は、会議規則第 55 条の規定を適用

しないで、審議することに決定いたしました。 
 また、予算の説明は、配付しております予算の説明要領に従って行いますので、質疑及

び答弁は、簡潔かつ的確にお願いいたします。 
 それでは、1 款 1 項 1 目議会費から 2 款 1 項 7 目企画費までの説明を求めます。 
 議会事務局長。 
○泉議会事務局長 予算書 29 ページをお開き願います。 
 歳出、1 款 1 項 1 目議会費、本年度予算額 6,374 万 6,000 円、この科目につきましては、

議会の運営に係る経費であります。特に説明を加える事項はございません。 
○山田総務課長 30 ページをお開きください。 
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 2 款総務費、1 項総務管理費、1 目一般管理費、本年度予算額 2 億 4,142 万 5,000 円、こ

の科目につきましては、総務所管事務に要する予算及び庁舎管理に要する予算を計上して

いる科目であります。主な増減額は、1 節報酬で 27 万 1,000 円、4 節共済費で納付金掛け

率の改定による 116 万 6,000 円の増額、2 節給料、3 節職員手当等で 368 万 2,000 円の減

額の内容であります。なお、1 節報酬、13 節委託料、14 節使用料及び賃借料は、予算説

明資料 12 ページに記載しております。 
 次に、2 目情報化推進管理費、本年度予算額 1 億 539 万 9,000 円、この科目につきまし

ては、各種電算システム、総合行政ネットワークシステム、庁内ネットワークシステム等

の維持管理に要する予算を計上している科目であります。主な増額につきましては、委託

料でシステム導入支援委託料 840 万円は、総合行政情報システム機器更新に伴うデータ移

行委託料であります。 
 統合型ＧＩＳ構築委託料 2,000 万円は、庁内ＬＡＮ等のネットワーク環境のもと庁内で

一元的に整備管理し、各部署において横断的に活用する地理情報システムの供用基礎デー

タの構築を行うものです。庁内ネットワークシステムリプレース基本設計委託料 350 万円

は、機器更新に伴う設計委託料であります。 
 18 節備品購入費で 3,000 万円は、庁舎ネットワークシステム機器 12 台は、導入から 7
年から 5 年経過し、耐用年数が経過しているものと容量が少ないことから更新を行い、容

量の増大を図るとともに、機器を集約する基盤整備を行うものであります。主な減額は、

14 節使用料及び賃借料で債務負担行為が平成 20 年度で終了したことにより、総合行政情

報システム機器借上料 224 万 6,000 円、庁内ネットワークシステム電算機器借上料 291 万

8,000 円の減額の内容であります。 
 なお、13 節委託料、14 節使用料及び賃借料、18 節備品購入費は、予算説明資料 12、13
ページに記載しております。 
○佐藤まちづくり政策課長 3目文書広報費、本年度予算額397万9,000円でございます。

本目は、広報及び広聴にかかわる目であり、主に広報うらほろの印刷経費の計上をいたし

ております。特段説明はございません。 
○賀下施設課長 34 ページをごらんください。4 目自動車管理費、本年度予算額 1,115 万

5,000 円、この科目につきましては、施設課で集中管理している公用車 40 台分の維持管理

費の内容でございます。減額の主なものは、11 節需用費の燃料費、車検台数の減に伴いま

す修繕料、12 節役務費、27 節公課費及び 18 節備品購入費でございます。以上でございま

す。 
○山田総務課長 5 目財産管理費、本年度予算額 440 万円、この科目につきましては、町

有財産の管理等に要する予算を計上している科目であります。主な減額は、15 節工事請負

費で 158 万円の減の内容であります。なお、13 節委託料は、予算説明資料 13 ページに記

載しております。 
 6 目財政調整等基金費、本年度予算額 7,448 万円、この科目につきましては、基金の積
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み立てに要する負担を計上している科目であります。主な増額は、25 節積立金で、基金積

立金 88 万円、減債基金積立金 6,500 万円、ふるさとづくり基金積立金 100 万円の内容で

あります。以上です。 
○佐藤まちづくり政策課長 7 目企画費、本年度予算額 824 万 6,000 円です。この科目に

つきましては、企画振興及び町懸案事項推進にかかわる科目であり、また関係団体に対す

る負担金の計上であります。1 節報酬 154 万 8,000 円につきましては、平成 23 年度から

の第 3 期まちづくり計画策定をするために、総合振興計画審議会を年間 10 回実施するた

めの委員報酬並びに新産業創造等活用事業審査委員会委員の報酬でございます。 
 8 節報償費は、男女共同参画、協働のまちづくり意識高揚のための講演会の講師謝金で

ございます。13 節委託料につきましては、平成 23 年度から行われます総合振興計画の策

定に伴います業務委託料 250 万円でございます。以上でございます。 
○田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 
 1 番、中尾議員。 
○中尾議員 2 点について、お伺いをいたします。 
 総務費のですね、財政調整等基金の積立金についてであります。これについて金額が大

きい積立金という形になっております。先ほど来言っておりますように、今、日本国中大

変厳しい状況の中で、国としてもいろいろな部分で補正を組みながら、何とかこの経済を

立て直しという形でやっておられると思います。浦幌においてもですね、大変厳しい状況

ということは、町長が再三申し上げている中であると思います。その中においてですね、

当初からこれだけの大きな金額の積み立てという部分についてですね、積み立てされるこ

と、貯金が増えるということは、これはいいことでありますけれども、これだけ厳しい中

において、当初からこれだけの積み立てをという部分についてですね、もうちょっと詳し

い町長の考え方についてですね、ご説明いただきたいと思います。 
 またもう 1 点、企画費の方の総合振興計画策定について、委員の報酬並びに委託料 250
万という形で計上されております。これにつきましても、今回、第 3 期まちづくり計画で

ございますので第 2 期の計画をした上でね、これきっと第 2 期と同じような形で第 3 期の

まちづくり計画を考えておられるのかなというふうに思います。 
 やはり、状況というものはですね、日々変化の激しい状況の中で、また基本的にですね、

第 2 期と同じように、例えば、計画的なものも本当に 10 年というようなですね、そうい

う長い計画でいいのかというような疑問もございますし、この辺の計画についての委託料

の部分について、詳しい説明をお願いしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 総務課長。 
○山田総務課長 減債基金積立金 7,000 万円につきましては、前年度においては 500 万を

計上しておりますが、今回については公債費の償還と将来払わなければならない金額等が

見えてございます。それらのためにもですね、少しでも基金を増やしておきたいという考
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え方から、今回 7,000 万の減債基金積立金を計上した経緯であります。 
○田村議長 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 浦幌町第 3 期まちづくり計画の策定についてというお話ござ

いますけれども、基本的に趣旨につきましては、浦幌町は平成 12 年度に第 2 期まちづく

り計画を策定し、平成 22 年度までの 10 年間を計画期間としたまちづくりの基本方向を示

し、その実現に向けて取り組んできているところでございます。 
 しかし、平成 12 年に施行された地方分権一括法により、これまで国からの通達などで

全国一律に行っていた地方自治が地域のことは地域で決める時代となって参りました。さ

らに、社会経済、少子高齢化、環境問題など、10 年前からは大きく情勢が変化してきてお

ります。こうした問題に対する新たな政策の打ち出しと実行が必要になってきていると考

えられます。 
 今後、これら地方自治体を取り巻く環境変化の中で、地域社会を継続的に発展させてい

くために、地域がみずからの意思と責任で創意工夫し、多様化する町民のニーズと大いな

る夢に向かった指針の策定が新たなまちづくり計画に不可欠になってくると思います。そ

のため、10 年後の町の将来像とその目標をしっかり持った計画の策定のために、町民との

協働による計画の策定を目指したいと考えております。 
 その中で、時代の変化と多様化した町民ニーズに対応できる計画書の作成、それから限

られた財源の中で、浦幌らしいまちづくりを進めていくため、町民との協働によるまちづ

くりを目指していこうと考えております。その中で、専門家であるコンサルの意見も取り

入れながら進めさせていただきたいと考えております。以上でございます。 
○田村議長 1 番、中尾議員。 
○中尾議員 まずですね、積立金の方なのですが、今の説明の中でね、将来的なものを踏

まえて、こういう積み立てをしておきたいという、これはわかるのであります。ただ今、

先ほどから言っているようにですね、100 年に一度の危機という、この浦幌においてもで

すね、厳しいこの時という部分において、やはりこれだけの積み立てをしてもですね、十

分な今回の提案がされているというような認識ということなのだろうと思うのです。 
 ただ、私が考える中ではですね、まだまだ経済対策等についてはですね、もっと手厚い

対応というものが必要になるのではないかなというふうに思っております。これについて

ですね、将来的な単年度でね、目先よければあとはいいということには当然なりませんか

ら、この辺のバランスの部分が難しいところかなという気はしております。 
 私も将来に向けて、たくさん積み立てておけるにこしたことはないですから、それはい

いのです。ただ言っているように、100 年に一度の今、この時に昨年度から比べてですね、

これだけの大きい積み立てがされるといった時に、やはり町民がこれを見た時に、どのよ

うな認識を持つのかなということを私は心配するのであります。やはりこの部分について

ですね、ただ将来のということではない、それも踏まえてですが、やはり今の部分につい

てですね、これで十分なのだということだと思いますが、この辺についてですね、やはり
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もう一歩踏み込んだ説明を求めたいと思います。 
 また、総合振興計画の部分についてですけど、課長言われた趣旨というのは、そのとお

りだし、きっとでもそれはですね、12 年度に 2 期目を作られた時も同じような趣旨でやら

れていると私は思うのですよね。今回の策定にあたっていく上での、この流れと言うので

しょうか、前回、私フォロー自体ももらって、参加していただいたのですが、その基本的

な流れの部分というのがですね、私は前回と同じ流れになっているのではないのかなとい

うふうに思うのであります。実は私も前回の部分で携わらせていただいた経緯がございま

す。 
 ただ、なかなかですね、会議に行った時にですね、たくさんの資料をもらった時にです

ね、ごく一般の町民がですね、それをすべて理解してきちっとした意見が言えるのかなと

いうと、なかなか難しい部分があるのだと思うのです。また会議についてもですね、たし

か日中の会議だったと思います。そうすると、おのおのの仕事があったりしますと、すべ

ての会議に全員が出られるということにもならないと思うのです。この時代ですから、そ

の辺をしっかりと町民の声というものを策定、やはりいろいろな調整はあるとしても、こ

こ 10 年のしっかりとした柱を作るわけです。やはりこの部分についてですね、前回と違

った、もっともっと町民の声というものが反映されるやり方というものが必要なのではな

いかなというふうに思うのですよね。その辺についての細かい答弁お願いします。 
○田村議長 答弁願います。 
 総務課長。 
○山田総務課長 この基金の積み立てについてはですね、先ほど説明不足だったのですが、

地方交付税、この金額については、国の 2 次補正、それから 21 年度の交付税については、

国の生活防衛のための緊急対策ということで、いろいろ措置が講じられております。そう

いう意味で、ここ 21 年、22 年予算については、見通しがつくという状況になっておりま

すが、23 年度以降については、かなりの交付税の減額が予想されます。それ以降の減額に

対応するための公債費返還の金額も組んでおかなければならないというふうに考えており

ますし、おそらく、今現状は、大変厳しい状況にありますが、この 23 年度以降について

も、これ以上に厳しい状況に、財政状況になってくるのではないかなというふうな推計の

中で、今回積立金をさせていただいた内容であります。 
○田村議長 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 では、まちづくり計画の策定の流れ、まだ案の段階でござい

ますけれども、計画の策定の流れといたしましては、まず、第一にこれまでの現計画、第

2 期まちづくり計画に対する評価を十分に行いながら、同時に町民に対するアンケートの

実施ですとか、住民参加のワークショップも既に何回か開いておりますけれども、それら

を開催し、第 2 期計画が町民にとって満足な計画であったかどうかを検証して参りたいと

考えております。 
 続いて、前段での計画の評価、それから町民のアンケートによる調査による明らかにな
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った計画に対する評価を分析して、どの分野の政策が満足いただけたのか、また町民の期

待に添えなかった分野は何なのかを具体的に把握して参りたいと考えています。そして、

明確になった課題や町民が求める政策に対して、総合振興計画審議会の専門部会を設置し、

各分野における政策の見直しと新たな目標の設定について、具体的に検討いたします。今

までと違うスタイルというのはですね、町民と協働によるまちづくり計画の策定というこ

とで、町民の視点に立ったスタイルで進めていきたいと考えております。 
 第 3 期まちづくり計画の策定にあたっては、これまでどちらかと言うと、行政主導だっ

たかなというニュアンスが強いかなと思います。それらの経過から町民、民間団体、現在

ありますＮＰＯ法人など、地域住民との協働によるまちづくりを目指していきたいと考え

ています。そのために、まず町民参加型のワークショップを開催し、これまでの行政運営

に対する思いや 5 年後になるか、10 年後になるか、まだ年数については確定していません

けれども、その将来の浦幌町をどのような町にしていきたいか等の意見をまとめます。協

働のまちづくりを実現する上において、重要な行政ができること、町民ができることを話

し合って、お互いの役割を明確にして参ります。これらを積み重ねてですね、新たな計画

策定に努めていきたいと考えております。以上でございます。 
○田村議長 1 番、中尾議員。 
○中尾議員 積立金につきましては、理解いたしました。 
 総合振興計画の方なのですが、私もですね、同僚議員の中にも何回かワークショップの

方にも参加をさせていただいております。その中でですね、いろいろな意見が出ているの

ですが、どうしても私感じますのは、これは課長に言ってもあれなのですが、町民の参加

が少ないということだと思うのですね。やはりたくさん見えているようでも、役場の職員

の方々だとかということで、本当の町民の声というものが、広報がどうなのか、町民の意

識の問題なのかということもあるかと思うのですけれども、やはり今の状況の町民の聴取

だけでは、たしかに聞いていることに間違いはないのですよ。 
 ですけど、私、今の状況では、本当の意味での町民の声というのは、反映されてこない

のではないかなという、その心配を私はしているのですよね。ですから、今、ワークショ

ップやっている、こうやっていると言ってはいますけれども、今の現状を見た時に、やっ

ぱりもうひとひねりして、たくさんの町民の声を聞けるような、何かそういう工夫をして

いかないと、今までのワークショップでこうしてという流れだけでは、私はね、来ない町

民が悪いのだってなってしまってもあれなのですけれどもね、やはり、ここら辺の部分が

ですね、もっと町民に何かの形で興味を持っていただくと言うのでしょうか、やっぱりそ

ういうひと工夫、ふた工夫というものがどうしても私は必要だというふうに、痛切に感じ

るのですよね。そういった意味での今までの 2 期の計画とちょっと違う取り組みというも

のが必要ではないかなと思うのですけれども、その辺についてどうでしょうか。 
○田村議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
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○佐藤まちづくり政策課長 おっしゃるとおり、ワークショップ限られた人たちしか集ま

っていないのが現状でございます。基本的にまちづくりは、人づくりという、基本理念は

ありますので、やはり生涯学習的な発想のもとでですね、まちづくりアカデミー的な形の

中で、お互いに学び合い、高め合うというスタイルをとりながら、やはり研修の機会をで

すね、研修と言うとかたい雰囲気になるものですから、自発的にそういうものをそれぞれ

が企画して、提案していただきながらやれるようなスタイルを合わせてとっていきながら、

住民主体の町政、まちづくり計画ができていけるようなスタイルをとっていきたいと考え

ております。大変難しいことなのですけれども、2 年かけて実施していきたいと考えてお

ります。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 
 10 番、髙橋議員。 
○髙橋議員 総合振興計画策定業務委託料の関係の、これ 2 年間にわたってですね、21
年、22 年として 500 万とあげられて、今年度は 250 万という状況のものと思います。私

もですね、この関係の中身で庁舎内と言いますか、10 年前、職員がみずから作った 10 年

計画の中身を携わった人間も、今現在、職員でおります。そんな関係の中で、この業務委

託をしなければ作れないのか、たしかに厳しい財政上の中でもありますけどね、そういう

中で、かつて 500 万もつけて、こういう中身に対応しなければならない、それほど必要性

はあるのか、あるのかと言ったらおかしいですけども、私は、今現在、この浦幌町役場に

いる職員のすばらしい若手の職員たちが何でもできる、そういうふうに自覚をして自負を

してございます。 
 そういう中でですね、どうしても業者を使ってやらなければならないという中身でです

ね、ちょっと 1 点聞くのですけれども、どのような内容について委託するのか。それとあ

わせてですね、入札でやるのか、その辺聞かせてください。 
○田村議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 どのような内容の業務委託をされるかというご質問かなと思

いますけれども、それについてちょっとお話したいと思います。新計画では、分野ごとの

目標値をできるだけ具体的、数値化をしですね、誰が見ても今後の進むべき方向がわかり

やすい計画になるよう目標設定をし、そこの時点でですね、専門家であるコンサルのノウ

ハウ等をアドバイスしていただこうと考えています。 
 また、町民のニーズを把握するためのアンケート調査の分析、それから職員の意識改革

のため、また、まちづくり計画の本来の意義を確認するための職員研修、あわせて町民研

修、それから町民の声を引き出すためのワークショップ開催にあたってのアドバイス等を

ですね、主に実施させていただきたいと考えておりますけれども、あくまでも皆がみずか

ら自分たちで、このまちづくり計画をつくり上げていくのだよという学習の場の展開とし

て、専門家の意見等を取り入れながらですね、やっていきたいなと考えております。以上
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です。 
○田村議長 10 番、髙橋議員。 
○髙橋議員 今ですね、課長の方からワークショップ云々というのは、町民から恐らく今

現在、20 人近い町民の方が参加をして、そういう状況のいろいろな意見を出していると思

います。私は、先ほど言った過去のですね、10 年前、ここにおられます河村さんもそうで

したね。たしか、藤村君もですね、そういう状況で一生懸命頑張ったという状況を私は確

認してございます。そういう人たちが、その当時の課の中で、町民からいろいろな形の中

で吸い上げたものを、それをきっと調整をしてつくり上げていったという過去の中身を、

私は確認をしてございます。 
 今、現在、まちづくり政策課の中で、そういったワークショップ関係の中で、いろいろ

なご意見をいただきながら、そういうものを取りまとめてですね、業者に 500 万という多

額を使って対応しなければならないのか、これはですね、仮に 100 万ぐらいの形でやると

いうならば別にいいでしょう。今、本当にすべての中身で、町民から本当に火を灯すよう

な形の中からいただいたお金を使って、今運営している状況の中でですね、本当に 500 万

という金をかけてやらなければならないのかという、非常に怒りを感じております。 
 そういう中で、ただ金をかければいいというものではございません。これは過去ですね、

昭和 58 年代、本間さんの時代にもたしか 100 万、200 万でしたかね、500 万近くかけて

やるといった時に、猛烈に町民から反対を受けたと、記憶が私の脳裏に残ってございます。

そういった過去の例も引き継ぎながらですね、何とか最低限の 500 万という多額なお金を

ですね、投資するまでもないと、もう少し、仮に安くですね、するというのであれば別で

すけれども、そういう多額の金までかけてですね、本当に必要なのか、今すばらしい、こ

この職員の中にいる若手の職員も使いながらですね、そういった対応ができないのかです

ね、つくづく私は思う一念がございます。再度その辺についてお考えをお聞きしたいと思

います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 髙橋議員、500 万が大きいのでもう少し安くならないかというお話ですけれ

ども、私、課長からも説明いたしましたけれども、今後の第 3 期のまちづくり、これは浦

幌町にとりまして、最上位計画であります。今大変、地方分権が進んでいこうという時代

でありますから、第 2 期まちづくり計画、12 年の時に作った計画と今まさに町政が大きく

変化している状況でありました。これから 5 年、10 年で作るのかということは、まだ決ま

っておりませんけれども、これから浦幌町が先を見据えた最上位計画をつくっていくとい

う中で、当然、職員総動員でつくっていかなければならないということであります。 
 これは基本中の基本でありますし、町民の皆様とやはり力を合わせて、協働でつくって

いくということも、これも基本中の基本であります。ただ、そういう情勢の中で、やはり

こういう専門家のノウハウをもらいながら、きちんとした計画をつくっていくことが必要
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だろうというふうに、今思っているところであります。 
 大変、情勢は変わってきております。そういう情勢が変わってきている中で、自分たち

で足りない、それを補うということが大切だというふうに思っているところでありました。

この金額が多いか、少ないかということについては、他の町の参考にさせてもらいますと、

大変金額が少ないのではないかというふうに言われている方もいらっしゃいますけれども、

これは大きくは人件費が占めているわけでありまして、そういう中で、この金額、上限と

して 2 年間で 500 万ということで設定させていただきました。そういう中で、コンサルに

お願いするところは、きちんと精査しながらお願いをしていくということで、今後、当然

入札ということになると思いますので、その辺はご理解をいただきたいなというふうに思

っているところであります。 
○田村議長 10 番、髙橋議員。 
○髙橋議員 先ほどの私の質問に対してですね、今、町長がですね、一応入札で対応して

いくような状況になろうというお話ございました。先ほどありませんでしたので、その辺

再度ですね、私、確認しようと思ってございました。その中でですね、一応ですね、議員

が質問したことについて、しっかり耳にたたきつけて、どういうことを答弁すればいいの

かということをですね、その辺再確認してください。一応、金額云々については、500 万、

私高いというお話もしましたけれども、一応、その辺もですね、再度また十分協議しなが

らですね、もう少し対応できるものであれば本当に今厳しい財源でございます。それを単

にですね、町民から手数料関係はとるけれども、こういったものには金の糸目をつけない

という、そんなことではうまくないと思います。しっかりその辺を決めながらですね、取

り組みをお願いする状況になろうと思います。以上です。 
○田村議長 他に質疑はありませんか。 
 2 番、二瓶議員。 
○二瓶議員 ただいまの 2 名の同僚議員と重複する点もあろうかと思いますけれども、今

こうして町長のお話にもあったように、5 年になるのか、10 年になるのか、そういった中

で策定をしようとする中で、まちづくりの方からは町民の方の少しでも多くの方々の声を

知恵をかりながら、それらも含めて進めていきたい。しかしながら、庁舎内での話という

ものが本当にされているのかどうかなという点がちょっと見えない部分、と申しますのは、

先ほど、髙橋議員からもお話ありましたように、私は 500 万のお金が高いとか、安いとか、

そういうことじゃなくして、本当にこの庁舎内ででき得る可能性のあるものが策定業務の

資料の中にも数多くございます。この庁舎内に本当にすばらしい考えを持った方もたくさ

んおられる中で、そういった話し合いが十分された中で、なおかつ町民の声もということ

で、ワークショップも設けているのかどうなのか。その辺をお聞きします。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 庁舎内の関係というか、そういう部分については、進め方と言いますかね、
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当然、まちづくり計画という部分については重要案件になりますので、課長会議の議題の

一つになるということで、先般もまちづくり計画の大枠の進め方については、課長会議の

中で一応諮りながら、今後どうしていくかという部分については、打ち合わせさせてもら

っています。 
 ただ、具体的な部分については、まだこれからですので、そういった部分については、

当然、課長会議で幾度となくそういうものを協議しながら進めていくというのは、当然そ

ういうふうには考えております。それとワークショップ等々のですね、関係について、役

場の内部とワークショップの進め方について、どうなのかというご質問なのかと思います

が、そこら辺については、先ほどもご答弁申し上げましたけれども、いろいろな意味で町

民との協働のまちをつくっていくという意味では、それぞれその都度、町民の方々といろ

いろな講演会をやったり、あるいはワークショップをやったり、ミーティングをやったり、

出前講座やったり、こういういろいろ日常的にはそういうことを当然やらなければいけな

い部署ですから、まちづくり政策課というのは、そういう中で、当然やりながらやってき

ているのかなというふうに感じておりますので、いずれにしても、すべて町内部で協議を

しないと何も進まないというような事案ではないのかなというふうに考えております。以

上です。 
○田村議長 2 番、二瓶議員。 
○二瓶議員 たしかにすべてが庁舎の中で話し合わなくてもということでございましょう

けれども、今取りかかろうとするのは、5 年先、10 年先も含めた中での計画もあるのかな

と。そして、先般の臨時でもありましたように、指定管理者等になる時に、もう間もなく

進まなければならないもの、当然出てくるわけですから、そういったことを考え合わせま

すと、単に課長会議がありますから、あった時に大枠で話だけはしてありますと、という

ことにはならないと思うのです。もう一歩進んだ話し合いがどうしても必要になってくる

のではないかなと、どうしても町民の目というのは、今ある浦幌の現状を見る時に、先ほ

どから申されているように、財政が厳しい、でも今やらなければならない、当然、道の駅、

留真温泉もございましょう。それらを本当に成功させるためにどうするのか、それは、広

くは 5 年後、10 年後のこの町を本当によかったなというするために、それも一つだとは思

います。だからこそ、町内一丸となり、そしてその中から、また町民も引き込むという言

い方もおかしいかもしれませんが、お互い共有できるものは、やはり各担当課でなくして、

全課長が総意のもとに進めなければならないものもたくさんあろうかと思いますが、執行

者である町長の腹構えとして、町民が関心を持ち、本当に浦幌の町としてよくするために

は、もっともっと議論の場を今後設けていく、いかなければならないという考えがあるか

ないかを伺いたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 ちょっと答弁食い違って、ご質問の意味と違うのかもしれませんけれども、
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今、議員おっしゃられるのは、庁内にそういう検討会議みたいなものをつくれというお話

なのか、それともより庁内の体制をしっかりしろということを言われているのかなのです

けれども、今、第 3 期まちづくり、23 年からですので、2 年間かけて何とか第 3 期まちづ

くりをつくっていこうという頂についたところでありました。当然、まちづくり計画は、

先ほど言いましたように、町としては最上位計画でありますから、庁内一丸となってつく

っていくということが求められるわけでありまして、それは各職責含めて、このまちづく

りに携わっていくということは当然でありまして、これについては、庁内一致した考え方

の中に進んでいくということは必要だろうというふうに思っています。 
 ただ、そのために今、何かその組織を庁内でつくるかということについては、今、その

ような考え方はありません。ただ、今、総合振興計画審議会というものは、当然、第 1 期

も第 2 期もつくりましたけれども、50 人規模の計画審議会を立ち上げていくということに

なろうかというふうに思います。そういう中で、各担当課は、それぞれ携わっていきます

し、新しい事業計画等についてもつくっていくということでは、庁内一致団結しながら進

んでいくということは、これは当然のことでありまして、新しい上位計画をつくっていく

ということは、それだけ大事でありますし、大事なことでありますので、議員心配されて

おられるのは大変ありがたいのですけれども、決して庁内が不一致の状態であるというこ

とではないというふうに考えています。 
 先日も、私も課長会議の中でお話をさせていただきました。すべてのことに対して、こ

れだけではありませんけれども、やはり役場一致した中で、物事を進めていかなければな

らないということでお話をさせていただいたところでありますので、その辺はご理解をい

ただきたいというふうに思っています。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 
 3 番、福原議員。 
○福原議員 私は、32 ページ、33 ページ、総務管理費の中の情報化推進管理費について、

お伺いをしたいと思います。13 節委託料、14 節使用料及び賃借料、それから 18 節備品購

入費、約 1 億で計上してあります。いろいろと専門用語が使われて、私みたいな素人には

わかりづらいのですが、この中の庁舎内のＬＡＮの一元管理費で 2,000 万、それからあと

ネットワークシステムの保守料ですとか、それからソフトの保守料、機器の保守料、いろ

いろとございます。その保守料を含めたすべてのものが本当に今まで生かされてきちっと

やられてきたのだろうと思います。 
 この中で、本当に必要なものであれば 1 億も 2 億も使っていただいて構わないと思いま

す。最終的に備品購入費で庁舎ネットワークシステムリプレース機器ということで 3,000
万ですか、非常に我々町民サイドの立場から言わせていただくと、非常に大きな金額で機

器の更新を図るということ。これは具体的にどのような内容で、どのような効果を期待し

て 3,000 万をかけていくのか。 
 それといろいろな保守業務を含めたものに対する、この機器に互換性みたいなものがあ
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って、来年度からこの委託料等が減っていくのかどうか、そこら辺、それとこれから人口

減になっていくのがはっきりしていますが、そのメモリ不足とか、たしか先ほど言われた

かと思うのですが、どのような形でメモリが不足していくのか。それとこういう備品購入

費に対する町内の業者、こういうものを業者が対応できるのかどうか、その辺をお伺いし

たいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 総務課長。 
○山田総務課長 この電算関係の委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、これらについ

てはですね、現在は、行政事務を行う上では必要不可欠な施設でありますし、これだけ機

械の時代になってきますと、これに計上している機械の一つが欠けてもですね、事務に支

障を来すというような現状になってきております。もう一つ今回、機器の借り換えも行う

のですが、これらについては、耐用年数が 5 年というふうになっております。5 年を過ぎ

ると機械が故障しても、データについては補償しませんということなものですから、当然、

5 年を過ぎた機種もあるのですが、今回の耐用年数が 5～7 年経過しているものについて、

サーバの更新をしていくということです。 
 それとこの電子機器の場合については、1 年と言っておられないのですね。新しい機械

が次から次へ出てくるわけです。そういうことで、5～7 年経つと修理の機械がないという

ような状況にもなってきます。そういう意味においては、はっきり言って電算を整備しな

ければいかったのでしょうけれども、今現在、どこの町村等も電算機器がつながっており

ますし、それから今、国が進める電子自治体ということでＬＧＷＡＮを組んでですね、国

と道と町村を結んでおります。そういうこともありまして、当然、時期がくれば借り換え

ていかなければならないですし、この総合情報ネットワークについても、これは国の方で

既に 5 年が経過しているので、故障した場合のデータ喪失については、責任を持ちません

よということになってきております。そういうことも含めて、私どもも電子機器がこんな

に高いものだと思っていなかったのですが、使ってみて初めてこんなに便利なものはない

なというふうに考えております。 
 それから、数を挙げれば切りがないのですが、本当にこの予算にも載っておりますが、

これからまた投票システムだとかですね、いろいろな機種が予算上に載ってきております。

これをしなければですね、要するに国からの事務に対応できないなというような状況にな

っているので、私どもについても、金額については非常な大きな金額になっていますけれ

ども、更新しなければならないというふうに考えて今回計上しているものですので、ご理

解のほどよろしくお願いしたいなというふうに思います。 
 説明がちょっと足りなかったのですが、備品関係についてもですね、町内から買えるの

かということなのですが、一応町内の業者さんにも相談しております。町内で対応できる

機種については、町内で買っておりますし、ほとんどパソコン等はですね、町内で確保で

きるということですが、他の機種については、それぞれ設計もしなければならないという
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こともありまして、このテンツについては、地元で調達としておりますけれども、それ以

外については専門の業者にお願いしているということもあります。 
 ただし、一つの業者ではなくて、これだけ機械があります。例えば、ＮＴＴであるとか、

専門の富士通であるとか、いろいろなメーカーのものが入ってきております。それら必要

によって、国がこの機種を選定される場合もありますし、うちの電算の方でこの機種が必

要ということで違うメーカーから入れることもあります。これらについては、極力地元で

調達できるものについては、地元調達という方針をしております。 
○田村議長 3 番、福原議員。 
○福原議員 非常に便利なものができて、国と直接やりとりもできるということで、交付

税措置もある程度はされるのだろうと思っております。ただ、私が長年ちょっと気になっ

ていたのは、町のホームページの件でございます。よその町村、全国の方とかいろいろ見

ているのですが、非常に浦幌町のホームページはかたいという印象がするわけであります。

もう少し動画等を使ったりして、せっかく理事者が定住移住だとか交流事業だとかという

ことで、これから提案もされていくのだろうと思います。本当にホームページというのは、

町の顔であると思います。ホームページを見て、浦幌町に来ている方も現実にはいらっし

ゃると。よくこのホームページをごらんになってくださって来てくれたのは、本当に心か

ら感謝したわけでございますけれども、やはりもう少し時代にマッチしたようなホームペ

ージに変えていったらどうかなというふうに私は思うのですが、その点についてご答弁お

願いします。 
○田村議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 ホームページにつきましては、当初以来、内容等表面ですか、

表記ですか、まだ変更してございませんので、今後ちょっと検討させていただきたいと考

えております。動画等を取り入れる方法等もあるようですし、ちょっと研究させていただ

きたいと思います。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 質疑がないようですので、次に、2 款 1 項 14 目開町 110 年記念事業費まで

の説明を求めます。 
 支所長。 
○高嶋上浦幌支所長 36 ページをお開きください。 
 8 目支所費、本年度予算額は 1,823 万 9,000 円です。この目は、上浦幌支所の業務にか

かわる経費を予算計上したものです。特に説明する事項はございません。 
○山田総務課長 9 目公平委員会費、本年度予算額 1 万 1,000 円、この科目につきまして

は、公平委員 3 名に要する予算を計上している科目であります。1 節報酬は、予算説明資

料 14 ページに記載しております。 
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○鈴木町民課長 10 目生活安全推進費、本年度予算額 1,783 万 1,000 円、この目につきま

しては、交通安全推進事業並びに防犯推進事業、及び消費者保護対策事業を通じ、町民の

安全安心を確保するとともに、日常生活安全にかかる経費でございます。 
 交通安全指導員 14 名、防犯指導員 17 名による啓発・巡視活動、生活安全推進協議会に

おける交通・防犯運動及び消費者保護活動に対する支援を行うものでございます。需用費

においては、交通安全・防犯指導にかかる車両の燃料費及び町内に設置しております 1,200
基を超える防犯灯の電気代が主な内容でございますが、本年 1 月から電気料金の値上げに

より 78 万円の増という内容でございます。 
 なお、1 節報酬については、一般会計予算説明資料 14 ページをご参照願います。 
○亀山教育次長 11 目成人式費、本年度予算額 23 万 3,000 円、この目につきましては、

平成 22 年 1 月 10 日に挙行予定の平成 22 年浦幌町成人式に要する経費でございます。特

に説明を加えることはございません。 
○山田総務課長 38 ページをお開きください。 
 12 目職員厚生費、本年度予算額 999 万 4,000 円、この科目につきましては、職員の福

利厚生、職員研修等に要する予算を計上している科目であります。主な増減額は、経常経

費の内容であり、13 節委託料、14 節使用料及び賃借料は、予算説明資料 14 ページに記載

しております。 
 13 目諸費、本年度予算額 5,414 万 5,000 円、この科目につきましては、行政区の振興、

各種団体の活動推進、コミュニティ施設の管理、常室簡易郵便局の維持管理等に要する予

算を計上している科目であります。主な増額は、13 節委託料で旧オベトン川支障物件移設

委託料 610 万円、15 節工事請負費で地域会館改修、地域軽スポーツセンター改修 2,607
万 6,000 円、19 節負担金補助及び交付金で人づくり・まちづくり地域コミュニティ推進事

業支援補助金 100 万円、高等学校生徒遠距離通学費等補助金 45 万円。 
 主な減額は、19 節負担金補助及び交付金で都市間特急バス運行補助負担金 30 万円、浦

幌高等学校振興会補助金 100 万円の減の内容となっております。なお、1 節報酬、13 節委

託料、15 節工事請負費、18 節備品購入費、19 節負担金補助及び交付金は、予算説明資料

14 ページに記載しております。 
 次に、40 ページをお開きください。 
 14 目開町 110 年記念事業費、本年度予算額 628 万 9,000 円、この科目につきましては、

本町は開町 110 年を迎えることから、平成 21 年 6 月 5 日に記念式典の実施を予定してい

ることから、関連する諸行事に要する予算を計上している科目であります。 
 記念式典は、功労者等の表彰を行い、旧オベトン川遊歩道整備は、延長 300 メートル、

幅は 2.5 メートルで、路盤材は山砂利を利用し、木材チップで表層処理をし、転落防止策

は、高さ 1.1 メートル、延長は 180 メートルとし、地元産の木材を加工して使用すること

にしております。 
 また記念植樹は、ただいま申し上げました、整備された遊歩道沿いに桜の木等を植樹す
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る予定であります。また、冠事業につきましては、図書館が開館 10 年になり、講演会の

開催を予定していることから、110 年の冠をつけるとともに、ふるさとのみのり祭りにも

同じ冠をつけることを予定しております。なお、開町 110 年式典事業、旧オベトン川支流

遊歩道整備事業、開町 110 年記念植樹事業の経費の内訳は、説明資料 15 ページに記載し

ております。以上です。よろしくお願いいたします。 
○田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 
 8 番、野村議員。 
○野村議員 1 点お伺いいたします。13 目諸費の 19 節負担金補助及び交付金ですか、人

づくり・まちづくり地域コミュニティ推進事業支援補助金、今年初めての事業だと思うの

ですけれども、具体的にどういう内容で、どういう効果を求めているのか、詳しくご説明

いただきたいと思います。 
○田村議長 説明願います。 
○佐藤まちづくり政策課長 浦幌町人づくり・まちづくり地域コミュニティ推進事業支援

補助金交付ということでございます。先ほども若干触れましたけれども、再度、目的等を

話したいと思います。 
 目的につきましては、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本に、地

域住民の主体的な参加と創意によって、それぞれの地域における生活環境の整備や福祉を

初めとした地域のあらゆる課題に対して、相互理解と連携、協力の精神のもと、地域住民

みずからが人間性豊かな心触れ合う地域社会の実現とその進展を図るため、自主的に組織

する地域コミュニティ活動費用の一部を補助することによって、住民参画と地域コミュニ

ティの情勢を図ることを目的としております。 
 その中で、地域コミュニティとは、ということでございますけれども、地域住民がみず

から住みよい地域とするため協力し、活動していく組織であって、おおむね行政区等の団

体で組織化したもので、町長がこれを認めたものという形でございます。 
 ということで、地域のコミュニティの発展のために、主体的に自立的に活動される内容

について、補助していこうという考えでございます。 
○田村議長 8 番、野村議員。 
○野村議員 話を聞いたらすばらしい趣旨なのだけれども、よく理解できない。100 万円

でどのような団体がどういう形の補助で、どういう目的をしているのか、全然説明になっ

ていないのです。先ほど言ったように、行政区の延長線上にお金を出すのか、何かよく理

解できない事業だと思うのですけど、何を求めているのかよくわからないのですけれども、

再度詳しく説明されたい。 
○田村議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 先ほど、説明不足で申しわけありませんでした。基本的に地

域福祉、それから安心安全事業等ございますけれども、具体的に言いますと、独居老人世
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帯、身体障害者世帯の除雪などの労力奉仕活動ですとか、それにかかわる人件費を除いて

資材費等の補助ですとか、地域ぐるみの青少年健全育成にかかわる事業に対しての補助で

すとか、地域環境美化事業ということで、町が管理している消火栓、道路等の定期的な清

掃にかかわる清掃用具などの購入補助ですとか、それから地域環境美化という中で、ごみ

の放出等を禁止するための看板作成ですとか、あと地域なりに点在する空き地の草刈り等

に対する用具等の購入ですとか、それらのほかにですね、地域交流事業ということで、地

域間交流等を行う団体に対して、研修会・講習会等の講師の謝金ですとか、地域防災活動

にかかわる行政区の中身でもよろしいのですけれども、地域の中で地域防災にかかる組織

等を立ち上げて、事業展開するための防火や防災啓蒙のための看板作成、設置等の資材費

ですとか、それらあくまでも一つの例でございまして、あくまでも地域の人たちがみずか

ら発想してボランティアですとか、地域活動の中で地域の活性化のために活動することに

対してですね、補助し、支援していこうという考えでおります。おわかりでしょうか。 
○田村議長 8 番、野村議員。 
○野村議員 補助対象の該当だとか、業務内容だとかわかりましたけれども、お伺いして

いると、それは福祉の範疇であり、各行政区の活動の範疇であり、交通安全の範疇であり、

いろいろなところがすべてそういうことを現実的にやっている、そしていろいろな形で補

助金を出したり、いろいろな部署がそれなりの団体をやっていて、ぽこんとこれだけ出し

てきて、したらどこの団体がどういう形でどのように申請をして、100 万円という金額は

1 年間で、町内 58、59 ですか、行政区だとかいろいろな団体が出された時に間に合うの

かどうか、その辺の判断、よくわからないお金だと私は認識したのだけど、これは具体的

に誰が、どういう組織をもってどれだけのお金を管理・監督だとか、その辺承認するだと

かは、これはどこがやるのですか。 
○田村議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 補助金額は、総体で 100 万円でございます。あと上限額を定

めまして、10 万円以内ということで一応 3 年間は継続いいですよという形の中で進めてい

こうと考えております。承認につきましては、現課の方で対応しながら町長に了解してい

ただいて、進めていくという形でございます。 
○田村議長 8 番、野村議員。 
○野村議員 大体見えてきました。そうすると、とりあえず今年 100 万円で 3 年間の事業

で、一つの事業限度額が 10 万円、10 個出れば今年の該当事業は終わるわけで、団体的に

も今お話聞くと、目的さえ合致していれば行政区でなくても、個人的なグループでも、こ

れは個人でもいいのかどうか、本当にフリーな、課長説明した大きな目的の中のどれかに

当てはまれば、そして認められれば 10 万円まで認めるという事業なのですね。 
 その成果において、どこかに報告義務だとか、そういうことじゃない。ただ、そういう

ことで該当しますよ、10 万円出しますよ、それで終わりな形なのですか。これだけ最後に
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お伺いしたい。 
○田村議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 基本的に事業成果、当然出していただきますけれども、これ

から他の事業でもですね、いろいろなフォーラムですとか、研究会等開きますので、その

中で成果を発表していただくというのは、ちょっと前提にしながら進めさせていただきた

いと考えております。そういう中で、町民の方に理解していただけるかなと考えておりま

す。 
○田村議長 8 番、野村議員。 
○野村議員 質問やめようと思ったけど、今、課長の説明の中で、該当する事業を認めた

ら補助金を出して、今言ったような大きな枠でいろいろなやつでやってくださいよと、補

助金出しますよと。そのあとに報告義務だとか、成果報告をしなければならないという説

明だったら、ちょっとあれですよ。せっかく 10 人、町のためにやってくれということで

やっていたって二の足踏む形になると思うのですけど、説明で一番先にそれを言わなきゃ

よくわからないですよ、この事業は。だから本当に行政区単位でやるのか、きちっとした

形でもっと町民に知らしめないと、結局我が町よくするために、心から、環境から、いろ

いろな団体からよくしようと思っているのは、私よく理解できますよ。 
 それならば、もっと説明してもっとフリーにしながら、もっと窓口を広くしていかない

と、今言ったように、最終的に報告義務があるなんてなら、考えたけどそんなことはでき

ないからやりませんと、こうなっちゃうのでね、もっと運用だとか、そういうことをもっ

と町民にわかるように、きちっと団体その他もきちっと全部に周知するようにしないとい

けないと思います。3 年間ですから、初年度見て次年度以降果たして必要なものかどうか、

また検証したいと思います。以上です。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 
 9 番、阿部議員。 
○阿部議員 実はですね、ちょっとこれ該当するかどうか疑問なところがあるのですが、

すばらしい議論のあとでちょっと聞かせていただこうかなということであります。実はで

すね、各地域会館とか公民館、公民館ですと教育費なのかなという感じがしたわけなので

すけれども、その中でトイレ改修という部門がありますよね。その中で、一応今この時代

に昔で言う座り型と言いますか、昔風のトイレが古い建物の中で現存してあります。いい

ですか。諸費とか厚生面のつもりで、私喋ろうかなと思っているのですけれども。 
○田村議長 何ページの何項目� 
○阿部議員 トイレに関しましてはですね、先ほどの地域会館云々くんぬんというところ

があります。に関連してなのですけれども。39 ページの工事請負費の中の�失礼しました。 
○田村議長 阿部議員、何ページの� 
○阿部議員 失礼いたしました。14 ページの諸費の中の工事請負費のところに関連してな
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のですけれども、よろしいでしょうか。説明資料、各会計予算説明書の方の 14 ページの

諸費の中です。予算書は 38 ページにかかります。聞いていただいて、場所については特

定していただければいいかなと。 
○田村議長 よろしいですよ。 
○阿部議員 実は、トイレのことなのでありますが、私がちょっと言うのもおこがましい

のでありますが、会館につきましても公民館につきましてもですね、古いタイプのお座り

のトイレがあります。それですね、今この時代ですのでね、イス型のトイレという考えを

持っていただけているのかどうかなというのは、まず 1 点であります。 
 それと同じことを、私ずっと気がついたのでありますが、いいですか続けて。駄目だっ

たらまたあとから総体的なことでもいきますけど。 
○田村議長 よろしいですよ。 
○阿部議員 それでは続けさせていただきます。ということで、私どもが利用させていた

だいているトイレなのですけれども、この時代に、この庁舎内もほとんどのトイレがお座

り型だそうです。お座りというのは、べったり座って腰かけのトイレはないのです。私は

ちょっと先ほど見させていただきました。あるのは、多目的トイレだけです。 
 その中で、今回、こういう予算の中で、厚生面という中で組んでいただく、このあとの

こともあるのですが、今言わないと、ちょっと言うチャンスがなくなってしまうかなとい

うこともありまして言います。トイレをですね、ウォシュレットまでせとは言いたいので

すが、言わないということで、トイレのスタイルを少し変えていただいたらどうかなとい

うふうに思います。ここにちょっと引っかけてはあるのですけれども、庁舎内のトイレも

中央公民館のトイレも同じです。何度でも言えと言えば何回も言います。今回 1 回目だけ

ちょっと理解していただきたいと思います。それがまず 1 点、おわかりいただけたでしょ

うか。それは、総務課か副町長の話になると思います。 
 それから、大変私ちょっと危ないことをしたのでありますが、女性用のトイレあります。

庁舎内の特に女性トイレが物置状態になっています。これは大変今の時代にそぐわないな

と私は思いました。その中に、やはり収納ボックスとか何かを備えていただければですね、

すごくにおい消しのためには、ワックスのにおいもいいのかもしれないけど、ちょっと私

は耐えられませんでした。 
 そういう中で、諸費という中で、予算はありませんけれども、そういう中身を踏まえた

中で少しご検討を願えればなという意味で、今回言ってみました。職員の方に、先ほど皆

さんが一生懸命期待されているわけでございますから、一番下の方でも少し、私たちが見

てあげなければいけないのかなと思って、提案型でありますけれども、考えについてお伺

いしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 まず地域会館の方のトイレの関係でございますけれども、昨
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年も議会でも話題になりましたけれども、それをもとにしてですね、今年度、各地域会館

の運営委員長さんに案内いたしまして、どのような形でトイレの改修を進めたらいいかと

いうことで調査させていただきました。狭いところ、どうしても整備できないところも中

にはありまして、それでそれ以外のところは 1 カ所、もし 2 カ所、3 カ所あれば、そのう

ちの 1 カ所だけでも洋式にしようということで、簡易洋式なのですけれども、そのような

形で整備させていただくことになりまして、今回、18 カ所のトイレの整備ということで提

案させていただいております。以上、地域会館の関係は、そのとおりでございますけれど

も。 
○田村議長 総務課長。 
○山田総務課長 庁舎関係におきましてはですね、現在、すべて和式のトイレになってお

ります。洋式のトイレについてはですね、今後、お年寄りの人も利用することも踏まえて

ですね、検討していきたいなというふうに思っております。 
 それから、女子トイレの中が物置場になっているということですが、私ども女子トイレ

に入ったことありませんので、早急にですね、現状を把握して整理整頓するようにいたし

ます。 
○田村議長 9 番、阿部議員。 
○阿部議員 ありがとうございます。私、ちょっと女子トイレのことについてお詫び申し

上げたいと思います。決して、いきなり入ったのではなく、必ずノックをして入らせてい

ただきまして、職員の方 1 名でしたけれども、どういう状態だからということで納得して、

私も今回の質問をさせていただきました。本当に無断で入ったことに対して、まずお詫び

申し上げます。以上です。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 
 1 番、中尾議員。 
○中尾議員 1 点お伺いいたします。諸費の中で行政区長報酬がございますが、この報酬

については、19 行政区ということでございます。ずっとですね、行政区合併等進んできて

いる中での部分でありますが、これについてですね、行政区についての今後の合併等につ

いても推進をするということが、前に何かの答弁で伺っていると思うのですが、やはり、

今の状況を見ると、とりあえず一段落ついてしまっているのかなというふうに思うのであ

ります。 
 その中で、町としてですね、何も手を加えなければ私はこのままでおさまってしまうの

かなという気がしておるのですが、これについての取り組みについての考えをお伺いいた

します。 
○田村議長 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 行政区再編につきましては、何度か説明させていただいてお

りますけれども、4 月にですね、また行政区長会議等が開かれます。その場でまた説明さ

せていただこうと思っております。また、上地区ですとか、下地区につきましてもですね、
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地域の連合区長会等の集まりがございますので、そういうところで、その機会を利用しま

してですね、説明をさせていただきたいと考えております。今後とも手を抜くことなくで

すね、進めさせていただきたいと思います。以上です。 
○田村議長 1 番、中尾議員。 
○中尾議員 今後とも手を抜くことなく、まだまだ再編をということだと思います。しか

し、当初から何年か経ちましてですね、何て言うのでしょう。例えば、実際合併された行

政区について、それが本当にその行政区にとってよかったのか、悪かったのか、そういう

調査というか、後の部分についてもですね、しっかりと情報収集をしていかなければなら

ないと思いますし、やはり町にとってね、一番、末端のと言うのでしょうか、一番、最後

のとりでになる組織がやっぱり行政区だというふうに思うのであります。やはり、この行

政区がですね、むやみやたらと一緒にしてしまうことで、かえって絆が崩れてしまったり

とかという部分もあろうかと思いますしね、ここら辺が難しい部分だと思うのです。 
 浦幌町の条例の中で 50 戸という、一応一つの区切りがあるということは伺っておりま

す。実際に今まで町内の合併等ですね、再編されたところについてはですね、その 50 と

いう数字を提示されていましたので、その 50 という言われたものをしっかり守って、こ

れは 50 以下だからしなければならないと、いうことでしたところと、50 以下でもしてい

ないところとあるわけですよね。そうすると、したところにしてみたら、なんだしなくて

もよかったのかということになってしまうと、せっかく努力してしたところがね、やっぱ

り報われないということにもなると思うのですよね。 
 ですから、やはり今後とも、そういう形でしっかり手を抜かないということであればね、

当初されていたように、当初 3 年でしたか、助成ありましたよね。やっぱりそういうよう

な、また追加的なですね、そういう考えというものもしていかないと、私はなかなかそう

いう合併再編というものにはつながっていかないと思うのですが、その点についていかが

でしょうか。 
○田村議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 当初、合併をスタートしてからですね、現在まで説明させて

いただいて、お互い行政区同士で話し合って、うまくいった所とうまくいかなかった所が

ありますけれども、やはり数年経ちますと、また戸数も減ってきております。やはり緊急

性のあるところもあると思いますので、やはり門を開きながらですね、説明にお伺いをし

ますし、また逆に地域からもですね、どんどんこちらの方にですね、いろいろと話に来て

いただければなと思います。 
 それから合併したところについてもですね、やはり現状につきましては、大変大切なこ

とであると思います。本当に 50 戸以上でも近隣の小さいところを受け入れてくれたとこ

ろもありますし、小さいところ同士大変遠い距離で一緒になったところもありますし、そ

ういうところも合併した時点では、いろいろな問題点があったようでございますし、いろ
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いろと相談にお伺いしたこともあります。やはり、それらを整理しながらですね、今後と

も強制合併ではございませんので、無理なく話し合いの中でですね、進めていただければ

なと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
○田村議長 1 番、中尾議員。 
○中尾議員 最後にですね、一つ聞きたいのですが、やはり、これは今言われるように、

強制合併ということはありませんので、あくまでも行政区の主体的な合併ということだと

思うのですが、ただ、そうは言ってもですね、やはり町として理想的な形、理想的な枠組

みというものって言うのでしょうか、やはり、こういった部分についてはね、ある程度は

私示すことが必要なのかなと。 
 ただ、それを示すことによって、強制的なということでですね、そういうアレルギーが

出るという、こういう心配もあるのですが、そういう町として、一応目指す、今、町が考

える理想の行政区像というものをですね、やはりどうでしょう。その辺については、前に

見せていただいたところがあると思うのですが、やはり今言われるように、人口が減って

きたとか、いろいろな状況があろうと思います。その部分について、今後、先ほど言われ

たまちづくり計画とかね、いろいろな部分についてもね、やはり行政区というのは、一番

根本のところですからね、大事なところだと思うのですが、その辺町としてですね、理想

とする部分についての公表についてですね、この辺についての考えを聞かせてください。 
○田村議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 合併を始めたころもですね、各地域にお伺いして、その地域

のどういう形のスタイルがいいのかということで、大くくりの分け方をしながら、再編の

図面を示したこともございます。やはり、それは最低限、二つなり三つなり、行政区が一

緒になることによって、行政区の運営等が遅れることなくですね、進めれるようにですね、

最低限の人数が必要じゃないかということでお示ししたのですけれども、やはり歴史的な

流れだとか、そういうことでなかなか一緒になっていただけない部分がありましたけれど

も、やはり、これから段々人が減っていく部分のことを考えますと、やはり防災ですとか、

災害対策ですとか、環境問題ですとか、高齢者問題等も考えますとね、やはりある程度の

大くくりの部分が必要かなと思いますので、町としてのやはり素案を示しながら、もし三

つが一つになれなければですね、まず二つが一つになるとか、順を送りながらですね、や

っていければなと考えております。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 質疑がないようですので、次に、2 款 6 項 1 目監査委員費までの説明を求め

ます。 
 町民課長。 
○鈴木町民課長 41 ページをごらん願います。 
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 2 項徴税費、1 目税務総務費、本年度予算額 3,023 万 8,000 円、この目につきましては、

固定資産評価審査委員会の運営にかかる経費及び税務業務にかかわる職員の人件費等の管

理経費に要するものでございます。増額の主な内容につきましては、人件費の 144 万 2,000
円増の内容でございます。1 節報酬については、一般会計予算説明資料 15 ページをご参照

願います。 
 2 目賦課徴収費、本年度予算額 773 万円、この目につきましては、町税の賦課徴収業務

にかかる事務的経費等でございます。減額の主な内容といたしましては、13 節委託料で固

定資産評価替えに向けての土地評価の路線価敷設業務が平成 20 年度終了したため、323
万 9,000 円減の内容でございます。13 節委託料、19 節負担金補助及び交付金については、

一般会計予算説明資料 15 ページをご参照願います。 
 3 項 1 目戸籍住民登録費、本年度予算額 1,743 万 7,000 円、この目につきましては、戸

籍住民登録等の窓口業務にかかる経費でございます。減額の主な内容といたしましては、

人件費 201 万 5,000 円減の内容でございます。14 節使用料及び賃借料については、予算

説明資料 15 ページをご参照願います。 
○山田総務課長 4 項選挙費、1 目選挙管理委員会費、本年度予算額 1,155 万 9,000 円、

この科目につきましては、選挙管理委員会事務局及び選挙管理委員 4 名に要する予算を計

上している科目であります。主な増額につきましては、13 節委託料で、投票人名簿システ

ム構築委託料 170 万 6,000 円でありますが、これについては、国の国民投票に伴う選挙人

名簿システムであります。なお、1 節報酬、13 節委託料は、予算説明資料 15 ページに記

載しております。 
 2 目衆議院議員選挙費、本年度予算額 907 万 3,000 円、この科目につきましては、本年

行われます衆議院議員選挙に要する予算を計上している科目であります。1 節報酬、15 節

工事請負費、18 節備品購入費は、予算説明資料 15、16 ページに記載しております。 
 農業委員選挙費、海区漁業調整委員選挙費は、廃目処理であります。 
○佐藤まちづくり政策課長 5 項統計調査費、1 目統計調査総務費、本年度予算額は 1,292
万 3,000 円です。この科目は、統計調査の推進にかかる科目で主に人件費でございます。 
 2 目指定統計調査費、本年度予算額 128 万円、この科目は、指定統計調査にかかわる科

目でございます。本年度の主な指定統計は、工業統計調査、学校基本調査、農林漁センサ

ス予備調査、経済センサス予備調査等でございます。主な内容については、以上でござい

ます。 
○泉議会事務局長 6 項 1 目監査委員費、本年度予算額 219 万 9,000 円、この科目につき

ましては、監査の運営にかかる経費であります。特に説明を加える事項はございません。

以上でございます。 
○田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
     ◎延会の議決 
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○田村議長 質疑がないようですので、お諮りをいたします。 
 審議の途中でありますが、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、明日 3 月 17 日、午前 10 時から本会議を開きたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 
〔「異議なし」の声あり〕 

○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、本日はこれをもって延会とし、明日 3 月 17 日、午前 10 時から本会議を開くこ

とに決定をいたしました。 
 
     ◎延会の宣告 
 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ３時５２分 


