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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は11名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

いたします。 

 

    ◎日程第１ 議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 安藤委員長。 

〇安藤議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 令和４年第２回浦幌町議会定例会、本日13日の会議について、６月７日午後、正副議長

出席の下、理事者の出席を求め、今期定例会に追加提出された議案の説明を受け、またそ

の運営について協議を行いました。 

 本日の議事は、一般質問であります。一般質問は、通告順に３番、高橋匠議員、８番、

河内富喜議員、６番、安藤忠司議員、４番、伊藤光一議員、１番、沼尾昌也議員の５名よ

り５項目の通告がなされております。質問者は、通告内容に沿って分かりやすい質問を心

がけていただきますようお願い申し上げます。 

 以上で議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇田村議長 日程第２、一般質問を行います。 

 一般質問の内容については、会議規則第61条第２項の規定によって、通告した要旨の範

囲内といたします。また、一般質問は会議規則第61条第５項及び第６項の規定により、一

問一答方式で行い、質問時間については答弁を含め１人45分以内といたします。なお、制

限時間３分前には予鈴を１回、終了では終了鈴を２回鳴らしますので、議員並びに理事者、

説明員の皆さんには分かりやすい質問、答弁となるようご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 初めに、３番、高橋匠議員の質問を許します。 

 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 通告に従い、一般質問させていただきます。 

 浦幌町における教育の在り方。浦幌町は、コミュニティ・スクールやうらほろスタイル

に代表される地域教育に力を入れており、全国的にも教育先進地として知られていると認

識しています。官民一体となった地域への愛着を育む教育は、子どもたちのアイデンティ
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ティーの確立や自己肯定感の醸成を考える上で非常に有用であり、浦幌町の地域教育をつ

くり上げてきた行政関係者、地域の方々には尊敬の念とともに多大な感謝の意を表します。 

 一方、2015年に野村総合研究所より発表された今後10年から20年で日本の労働人口が就

いている職業の49％がＡＩやロボットによって代替可能、2011年にニューヨークタイムズ

にてキャシー・デビッドソン氏が語った2011年度にアメリカの小学校に入学した子どもた

ちの65％は大学卒業時に今は存在していない職業に就くといった研究者等が予想する未来

像のとおり、時代は急激に変化しています。ＡＩが様々な判断を行ったり、ＩoＴにより身

近なものの働きが最適化されるなど、Society5.0の到来とその予測困難な時代を生きる力

を育む教育を考えたとき、他者と協働して様々な変化に積極的に向き合い、課題を解決し

ていくこと、情報リテラシーを高め、複雑な課題や環境の中で目標設定とその達成をする

スキルや人脈を培うことが求められると考えています。 

 教育先進地と言われる海士町を筆頭とした島根県や長野県飯田市、岐阜県飛騨市、新潟

県新潟市等は、子どもたちのよりよい教育環境創出を目的とした教育コーディネーターや

専門職員を学校や教育委員会等に複数名配置したり、連携したりしています。また、子ど

もたちが興味のあることを学び深めることができるサードプレースの設立や学力向上を目

的とした公営塾の設置、子どもたちが学んだことをアウトプットする部活やプロジェクト

を総合学習に位置づける等を行っています。 

 浦幌町でもＮＰＯ法人うらほろスタイルサポートにより、全児童を対象とした民泊や中

学生、高校生が参加する浦幌部によるアウトプットのサポートを行っており、浦幌町資源

を活用した商品化や期間限定のカフェの運営など、子どもたちにとって非常に有益な学び

の場の創出を行っていますが、前述の先進自治体と比べて人的、財政的なリソースは十分

とは言えないと感じています。そこで、以下の点について伺います。 

 １、浦幌町の子どもたちが地域への愛着を持つプログラムにより、アイデンティティー

や自己肯定感を育んだ次の段階として、学力今後や激変する社会を生き抜く力を培うため

のさらなる教育環境の充実について、10年後の浦幌町の担い手育成という観点で町の現状

認識と今後の施策推進への対応方策をどのように考えているか。 

 ２、子どもたちが学んだことをアウトプットするために、総合学習や部活等の学校教育

や社会教育を活用した教育プログラムの充実とその位置づけ、それに伴うコーディネータ

ーや専門職員等の配置等、人的リソースや活動費と財政的リソースの確保についてどのよ

うに考えているか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇水野教育長 高橋議員のご質問にお答えいたします。 

 １点目の浦幌町の子どもたちが地域への愛着を持つプログラムにより、アイデンティテ

ィーや自己肯定感を育んだ次の段階として、学力向上や激変する社会を生き抜く力を培う

ためのさらなる教育環境の充実についてでありますが、ご承知のとおり、本町では北海道
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浦幌高等学校の生徒募集停止を機に、平成19年度からうらほろスタイル教育を推進し、総

合的な学習の時間を中心に学年に応じたふるさと学習を推進し、ふるさとを愛し、たくま

しく生き抜く子どもたちを地域総ぐるみで育むために、小中一貫コミュニティ・スクール

及び地域学校協働活動を推進してまいりました。 

 また、町では、町外の学生や若者及び企業関係者等と町内の子どもたち等の交流拠点と

して平成30年度にうらほろスタイル複合施設フタバを設置し、町内出身高校生が地域活性

化の活動を行う浦幌部や子どもの想い実現ワークショップなど、うらほろスタイル推進事

業等を推進してまいりました。 

 教育委員会といたしましては、浦幌町第４期まちづくり計画に掲げる教育施策との整合

性を図りながら、第２期浦幌町教育振興基本計画の８つの基本目標及び22の施策項目に基

づき取り組みを進めております。特に基本目標２、確かな学力の施策項目では、生活リズ

ムの改善、組織的、計画的な授業改善、特別支援教育の充実の取組を中心に確かな学力を

育成するとともに、ＧＩＧＡスクール構想を踏まえ、１人１台端末の整備を進め、個別最

適な学びと協働的な学びを充実をさせながら、Society5.0の到来を見据えた教育環境の充

実を図ってまいります。 

 ２点目の子どもたちが学んだことをアウトプットするために、教育プログラムの充実と

その位置づけ、それに伴う人的、財政的なリソースについてですが、本町ではさきに述べ

ましたとおり、うらほろスタイル教育、小中一貫コミュニティ・スクール及び地域学校協

働活動においてふるさと学習を中心に義務教育９年間を見通した視点で連続性と系統性を

持って教育活動を行っております。その集大成として、中学３年生による地域活性化案の

発表があり、各教科や総合的な学習の時間で習得したものにより課題を発見し、その課題

解決方法を地域学校協働活動も含めて探求していく中で子どもたちが学んだことを児童生

徒はもとより、保護者や地域に広く発信する教育活動に取り組んでおります。 

 今後のさらなる教育プログラムの充実と位置づけにつきましては、学社連携、融合を進

め、人的、財政的資源、リソースの確保及びうらほろスタイル複合施設フタバの有効活用

も含めて、様々な社会変化に対応できる組織の在り方について関係機関等と協議、検討を

進めていきたいと考えております。 

 以上、高橋議員の答弁といたします。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 まず、１項目めについて質問させていただきたいのですが、現状やっている

ことというのは私も認識しているつもりではおります。ただ、全国の教育先進地と言われ

るところは高校を対象としてやっている事例が多いわけですけれども、そこと比べると浦

幌町も次の段階としてもう少しできることがあるのではないかなというふうに考えている

のですが、海士町ですとか、そういった先進地域でやっている取組で浦幌町に取り入れら

れそうなことがある、もしくはない、どのように認識されていますでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 教育次長。 

〇佐藤教育次長 ただいまの議員のご質問にお答えいたします。 

 議員のお話のとおり、海士町等先進地域の状況につきましては、教育委員会といたしま

してもいろいろと情報収集をしている状況でございます。海士町等につきましては、高校

の存続問題という喫緊の課題の下に、町の財政規模も小さい中で相当数の財源を投入しま

して、コーディネーターとか、いろんな人材を投入しながら教育の在り方について進めて

いる状況でもあります。本町は、先ほど答弁したとおり、残念ながら浦幌高等学校が閉校

となりましたけれども、その中で義務教育９年間を見通した中で小中一貫コミュニティ・

スクールを中心に、ふるさとを愛する、そういった教育を進めている状況でもあります。

今後におきましては、先ほど述べましたとおり、いろんな関係機関と協議しながら、どう

いった形が浦幌町に合って、どういったことができていくのかというのはこれからまさし

く議論を進めていく段階でございますので、今詳しくご説明するような段階ではないとい

うことをご答弁して終わりたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 今後検討していくということですが、それは今後さらなる教育の充実をやる、

やらないというところから検討していくということでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇佐藤教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 本町におきましては、現状先ほども述べましたとおり、浦幌を愛するふるさと教育を進

めながら、浦幌町の子どもたちにこの浦幌を愛して、将来浦幌のためにという思いを持っ

て確かな学力に基づいた将来性のある教育を進めている状況でありますけれども、現状町

のいろんな推進体制も今後予測不可能な将来を見据えて、これがいいということではござ

いませんので、今後さらなる推進体制も含めて前向きに検討、協議進めていきたいという

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。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 町長にお伺いしたいのですが、現状私の通告書に書かせていただいたとおり、

うらほろスタイルの成果として、高校がないために一度外に出た子どもたちが浦幌町が好

きで、浦幌町で働きたいということを希望される方々が増えてきていると認識しています。

ただ、浦幌町にはそんなに幅広い職種がある、なしということもあるとは思うのですが、

あとこれからどんどん新しい仕事、今ない我々が想像できないような仕事というのが増え

てくるに当たって、現状の教育で生きる力というのを育むようなサポートというのが十分

だというような認識をされていますでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 



                                             － 7 － 

〇水澤町長 今高橋議員のご質問にありましたとおり、ＩＣＴ教育等々につきましては全

国的に大変先進事例もあることは承知しているところであります。ただ、全国的にＩＣＴ

教育については端緒に就いたばかりというのがありまして、全国的にはかなりのばらつき

があるという状況だろうと思います。実は、先日の北海道の町村会の東京陳情におきまし

ても、文科省に子どもたちへの多様な個性を育む教育施策についてということで、ＩＣＴ

教育、ＩＣＴを活用した学習活動を円滑に実施するために情報通信技術員を配置するとい

うこと、それにさらに継続的にＩＣＴ教育の支援員の配置、雇用の費用の国庫補助という

ことについても陳情をしてきたところであります。 

 浦幌町としても、今教育委員会で述べましたとおり、心豊かな子どもたちを育てるとい

うことを最大目標にしながら、うらほろスタイルというものに取り組んできました。ＩＣ

Ｔ教育におきましても、確かに各地の先進的な事例も見られるところでありますけれども、

浦幌町としては先進的な事例、これを参照しながら、またその先進的な地域との人材の連

携も今図っているところでありまして、そういう人たちとの先進的な事例を参照しながら、

さらにＩＣＴ教育に取り組んでまいりたいと思っているところでありまして、浦幌町の中

学校を卒業した子どもたちが浦幌町に戻ってきて浦幌町で就職できる、そういう職場環境

をつくるために、それぞれ浦幌町においても各種の皆さんがいろんな地域の起業、創業を

していただきながら取り組んでいるところでありまして、町としても今後ともしっかり支

援をしながら、またＩＣＴ教育についても先進事例を参考にしながら、浦幌町でできるこ

と、また浦幌町でしかできないこと、そういうものをしっかり見極めながら進めてまいり

たいと思っているところであります。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 私も先進地域がどんな取組をしているかというところをいろいろ情報収集さ

せていただいたのですが、やはり共通しているところとしては、自分たちで取組をする。

マイプロジェクトと言っていたり、いろんな名前がついてはいますけれども、日々の学習、

基礎学力も含めた学習の中で学んだことを通して自分たちで何か課題を見つけて取り組ん

でいくというところに対してかなり手厚くやっていらっしゃるところが多いのかなと思っ

ています。私も将来が分かるわけではもちろんありませんが、おそらくこれから20年後、

30年後という時代は、我々の要は大人の頭では想像しがたいものがどんどん生まれてくる

のだろうなと思っています。そういった社会環境の中で重要なことといいますか、その頃

に20歳、30歳になる子どもたちにとって必要なことというのは、与えられた枠の中で考え

ることではなくて、自分から枠というか、考える範囲を自分で決めて、枠にとらわれない、

教えてもらったことだけの中では考えないという子どもたちを育てていくということが私

は生きる力を育むということの中で大事なことだと思っております。 

 それを言うのは簡単で、やるのは非常に難しいのは重々承知はしているのですけれども、

現状浦幌部の中でカフェをやってみるですとか、ナナカマドを使った商品開発をして売っ

てみるということをやっていると聞いております。私こちらの取組は、非常にいいという
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か、重要だなと思っておりまして、失敗の中で学ぶことというのが非常に多いと思ってお

ります。なので、恐らくカフェをやってみた、商品化してみたである程度成功したものも

あれば、そうではないものもあるとは思うのですが、その中でいろいろ反省点を見つけ出

して、そこからさらに自分で考えてプラスしていくという取組がそのまま社会に出ても生

き抜く力につながっていると思っています。 

 ただ、現状こちら浦幌部の取組ですので、全児童を対象とした取組ではないと考えてい

るのですけれども、こちらを公教育の中で実施する。言うのは簡単で、やるのは難しいと

いうのは繰り返しにはなるのですけれども、全児童を対象にするとなると公教育の中で実

施するということが必要になってくると思うのですが、こちらに関してはどのようにお考

えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇水野教育長 高橋議員のご質問にお答えいたします。 

 現在総合的な学習の時間の中で習得、活用、探求、学習過程の中で探求的活動に取り組

んでいるところであります。身近なテーマを決定し、その中でグループ活動、そして次に

社会問題へと発展させていくような教育活動に取り組んでおります。既にある答えを理解

したり記憶したりするのではなくて、答えを自分で決めていく活動の中で課題への立ち向

かい方を身につけ、本当に興味あることから自分のキャリアの方向性を見つけ、資質を伸

ばしていく取組を総合的な学習の中で各学校、公教育の中で義務教育の中で取り組んでい

ます。それが１年生から中学校卒業までの中で段階を踏んだ探求の時間ということで取り

組んでいるのが今現状であります。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 答弁で冒頭にお答えいただいたとおり、中学３年生が地域課題の発表という

のをやっていることは承知はしております。先進地域の事例を見る上でこのポイント重要

だなと思っている一つのポイントとして、学校で全てを完結しようと思うと、いい場合、

悪い場合、それぞれあるとは思うのですが、どうしても担任の先生によるというところが

出てくるかと思います。先進地域でやっているコーディネーターの配置というのは、先生、

要は属人的に成果に差が出ないように、一貫性を持って体系的にやるために、そういった

コーディネーター、もしくは専門職員をつけていると。どうしても学校の先生というのは

転勤がありますので、転勤によって、ばらつきという表現が合っているかは分かりません

が、そこで今まで取り組んできた積み重ねがなくならいようにというのですか、ノウハウ

がその後に踏襲していけるように、そういった仕組み、人を配置するということをやって

いるかとは思うのですけれども、現状浦幌の浦幌部はうらほろスタイルサポートがやって

いて、彼らは転勤等々ございませんので、それができているとは思うのですが、それを中

学校の発表会、本当に非常にすばらしい発表をしているとは思うのですけれども、ここも
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そういった形で要はノウハウを蓄積していけるようなコーディネーターを配置するという

ようなことは考えていらっしゃいますでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇佐藤教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 現状では先ほど議員がおっしゃったとおり、うらほろスタイルサポートさんに所属され

ている地域学校コーディネーターの方とか、そういった方々に教育支援という形でいろん

なサポートをしていただいているのが現状でございます。そういった中で、今後どのよう

な形で、先ほども答弁しましたとおり探求活動がさらに深まっていくような、そういった

教育活動ができていくかというところを組織的に今後検討してまいりたいと考えてござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 前向きにご検討いただけると信じていると言うとあれですけれども、検討し

ていただけると思っています。 

 ただ、１つお願いしたいというか、こういった公教育の仕組みを変えていくですとか、

いろいろ新しいことをやっていくというのはもちろんリスクもありますので、一朝一夕で

すぐできるというものではないということは重々承知しております。ただ、今５年生の子

がいたり６年生の子がいたりという形で、今いる子どもたちというのももちろんおります

ので、検討に時間をかけ過ぎるということはその子どもたちがどんどん機会をなくしてい

くということだと私は思っております。そのため、トライアンドエラー、公教育はそうい

う簡単なものではないとは思っているのですが、できることからやっていくというのが大

事なのかなと思っておりますので、これから検討というご答弁は重々承知いたしましたの

で、スピード感を持ってと言うと非常に生意気で恐縮なのですが、今いる子どもたちにで

きる限りその機会を与えるということを念頭に置いてご検討いただければなと思います。

答弁不要です。 

 以上で終わります。 

〇田村議長 答弁はよろしいですか。 

〇高橋議員 はい。 

〇田村議長 これで高橋匠議員の一般質問を終わります。 

 次に、６番、安藤忠司議員の質問を許します。 

 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 通告に従い、一般質問をさせていただきます。 

 安全、安心な防災体制について。議会では、平成29年７月24日に、安全、安心なまちづ

くりを目指す防災体制ということで総務文教厚生常任委員会と産業建設常任委員会の合同

常任委員会を開催し、調査研究を行い、議会の総意として平成29年９月21日に町に本件防

災体制についての政策提案を行いました。その後胆振管内厚真町で震度７の地震を観測し、
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大規模停電、ブラックアウトが発生したことは記憶に新しいところであります。以後今日

まで、本会議や常任委員会における同僚議員の質疑、質問の中でも度々戸別受信機の整備

や停電時の情報伝達等についての発言がありましたが、町からは財政的な問題、自助、共

助、公助の問題等のほか、個人個人が一つ一つ受信機を持つのは非現実的な話である等の

答弁をいただいております。 

 しかしながら、近年各自治体において全戸に戸別受信機を設置しているところもあり、

新聞報道では池田町でも順次全戸に配置する計画を進め、本年度中に整備を終える予定で

あります。浦幌町は、上浦幌から下浦幌とその範囲も広く、また太平洋にも面し、津波な

どにも備えていかなければならない地域であります。一刻も早く全戸に戸別受信機の整備、

配布ができないか伺います。 

 さらに、４月に全戸に防災ハザードマップが配布されましたが、市街地の避難施設に浦

幌中学校が指定されています。以前より洪水浸水区域となっており、合同常任委員会のと

きも指摘をしていたが、今回もまたそのまま避難所の指定となっています。安心して避難

できる場所に変更することができないか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 安藤議員のご質問にお答えします。 

 １点目の戸別受信機の全戸配布についてですが、本町では平成24年６月に北海道が公表

した津波浸水予測により、本町の津波による浸水範囲が拡大したことを受け、平成25年３

月にデジタル防災行政無線を津波浸水区域内に整備し、併せて地域環境等により屋外スピ

ーカーによる音声伝達が困難な51世帯に戸別受信機を無償貸与しております。津波浸水区

域においてはデジタル防災行政無線を整備いたしましたが、その他の地域については平成

29年11月に従来稼働していたアナログ防災行政無線が老朽化のため運用を停止したこと、

併せて近年スマートフォン等の普及によりソーシャルメディアの需要が高まり、防災情報

の伝達手段も多様化が進んでいる状況を踏まえまして、令和元年度に防災情報伝達手段の

基本構想策定業務を実施し、町全域を範囲とした防災情報伝達手段を構築するに当たり、

地域特性、信頼性、拡張性及び導入維持費用などを総体的に比較検討した結果、ＩＰ通信

網を活用した整備方針を定めました。 

 この方針に基づき、昨年７月にメール、ライン及び固定電話等への一斉送信システムを

導入し、町全域に対しまして時間差のない情報発信を可能としているところであります。

ただし、日常生活において自宅で過ごす時間が長く、携帯電話を所有していない高齢者世

帯等への対応として、迅速かつ的確な情報伝達をさらに行う上で戸別受信機の有効性が高

いことは認識しているところであります。最近ではＩＰ通信網に対応した戸別受信機も製

造されてきており、ＩＰ通信網に対応した戸別受信機を必要とされる全ての方に配布でき

るよう、計画的に準備を進めてまいります。 

 ２点目の洪水災害に係る浦幌中学校の避難所指定についてですが、昨年度の防災ハザー
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ドマップ改定の際、各種災害による被災区域の変更を行い、これに伴い、指定緊急避難場

所について災害種別ごとに改めて精査し、昨年10月18日付で指定変更を行ったところです。

その結果、ご指摘の浦幌中学校につきましては洪水災害に対しての指定を解除し、その代

替として認定こども園とコスミックホールを新たに指定しております。しかしながら、洪

水以外の土砂災害及び地震災害においては指定を継続しているため、ハザードマップに掲

載しているものですので、ご理解願います。 

 以上、安藤議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 それでは、ＩＰ通信網を今後整備していくということでございますが、ＩＰ

通信網、私もちょっとインターネットでも調べましたが、実質電源は必要だと思うのです

が、その辺どうなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、まずＩＰ通信網に対応した戸別受信機、

システムについて若干ご説明をさせていただきます。 

 ＩＰ通信網に対応したシステムにつきましては、通信経路として携帯電話などのＩＰ通

信網を用いるシステムでありまして、パソコンの端末から役場とは別の場所にあるデータ

センターを通じて携帯電話、ＩＰ通信網により配信するシステムになっております。携帯

電話網を利用するため、防災行政無線とは違いまして、自前で中継局、送信施設の設置が

不要で、さらにそれに要する初期費用、保守費用、また更新費用の削減ができるものとな

っております。配信につきましては、屋外拡声器、戸別受信機、スマートフォンアプリへ

の配信が可能となっているものでございまして、戸別受信機につきましては基本通常はＡ

Ｃ電源をつないでおりまして、それが電源切れた場合には単３電池で駆動するといったも

のになっておりますし、スマートフォンアプリにつきましてはそれぞれのスマートフォン

が充電が可能となっておれば電源供給されておりますので、通信も可能となっております。

また、配信するに当たっては、インターネット環境を通じて配信することとなりますが、

役場とかの場合には非常用電源設備もついておりますので、電源の供給は問題ない、その

ように考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 どちらにしても、防災無線については電源なしである程度各受信機で知らさ

れるということだと思うのです。胆振東部地震のときに３日間の停電ということで、私も

平成31年の３月に携帯電話基地局の電源が落ちたということで一般質問もしております。

３日間電源がないということは、町のほうも、避難所といいますか、電源を確保できるよ

うに各公民館とかで携帯電話の電源を供給しということなのですが、実質３日間というの

は本当に大変な日だったのでないかと。皆さんも経験されて、その辺はそう思われている
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と思います。 

 そのほかに、胆振東部の地震が30年９月、そして厚内地区でも平成25年の２月にやはり

地震によって停電があったということで、今までも平成15年の年の十勝沖地震だとか、い

ろいろ経験しておりますが、電源がないと何もできないということもあります。防災無線

の戸別受信機の設置をお願いしたいということで再三、先ほども言いましたが、同僚議員

からも質問があったと思います。やはりこの戸別受信機を、多額の経費もかかるというこ

とでございますが、その辺について少しずつでも増やしていくという考えをもう一度お聞

きしたいと思うのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、戸別受信機に関しましては、防災無線

であっても我々がこれから準備しようしておりますＩＰ通信網を活用したものでありまし

ても、どちらも停電時の対応としては状況は変わらないと認識しております。それで、デ

ジタル防災行政無線の戸別受信機の関係につきましては、もうあと５年ほどすると更新が

必要となってくる時期になります。その更新には、当初整備したときに約３億円ほどかか

っておりますが、更新するにはそれ以上かかるのではないかと言われております。また、

それを町内全地域に拡大しようする場合、かかる費用はまたその２倍以上かかると、本町

の場合どうしても面積的な部分ですとか地形的な部分がございます。そういったことから、

今回ＩＰ通信網を活用した戸別受信機の設置に向けて準備を進めていくということで考え

ておりまして、そうすることによりまして現在デジタル防災無線のない上浦幌ですとか中

浦幌の地域の方々も携帯電話網を通じて戸別受信機を設置することができる。そういった

ものを目指すというものでございますので、今後そういった形で、形は変わりますけれど

も、戸別受信機の設置を進めていくということで考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 防災無線の関係、今経費が非常にかかると。厚内とか十勝太のほうも、もう

10年近くなりますが、防災無線設置したときにはやはり２億何千万円、約３億円近いお金

がかかっております。ただ、これについて全部町費で賄っているわけでなくて、補助、あ

と起債等でやっております。町の持ち出し幾らなのか、１億円であれば町の持ち出し

3,000万円と、そういうことになっていきますので、少しでも補助、起債等を利用といいま

すか、活用して防災無線の方向性を出してほしいなと思っております。その辺についてお

願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 防災無線の整備につきましては、今言われるように起債活用して、地

方債活用してお金を借り入れて、その７割が交付税措置されるということで、実質町の負
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担としては３割の負担ということになります。ただ、先ほど申し上げましたとおり、全町

にそれを拡大しようとした場合にはかかる費用が２倍以上、現在は積算はしていないです

けれども、以前積算していただいたときには10億円以上かかるというようなことも言われ

ております。そうすると、10億円ですと３割負担といっても３億円です。それが大体15年

で更新をしなければならないということになると、15年置きに３億円の負担をしなければ

ならないということになるものですから、それで我々としてはなるべくそういった負担の

少ないもの、更新等が必要のないもの、そういったものがないかという中で、先ほど申し

上げたとおりＩＰ通信網を活用した戸別受信機、これについては内容としましては防災無

線の戸別受信機と我々は特に変わりはないと考えております。現実に本町のようにどうし

ても地域的、面積的に防災無線を設置するのが難しいという町村においては、同じような

システムを導入している町村も近年では増えてきている。そういった状況もあって、我々

としましてもこのシステムを活用した方向に転換をしていく必要があるのではないかとい

うことで、そういった考えを持っているものでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 現在厚内地区、それから十勝太、下浦幌地区、そこの地域に戸別受信機を配

布しているということですが、この辺についてまだ厚内地区、下浦幌地区も含めて津波の

関係で全域に戸別受信機を配布していないのでないかなと思うのです。その辺の対応につ

いてもちょっとお聞きしたいと思うのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 現状の防災無線につきましては、先ほど町長が答弁しましたとおり、

51世帯のみに戸別受信機の配布という形になっております。ただ、今後防災行政無線の更

新の際には、我々はそれを防災行政無線ではなく、全てＩＰ通信網のそちらのシステムの

ほうに更新したほうがいいのではないかと考えております。そうすることによって、屋外

の拡声器にも送信できますし、また防災行政無線の更新の前に新たなシステムのほうを導

入した場合には厚内地区、十勝太地区等の海岸地域においても携帯電話網を通じての戸別

受信機というものの設置が可能となりますので、将来的には全てそちらのほうに移行した

いという考えを持っておりまして、なるべく早い時期にそういった方向に持っていけるよ

うにと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 先ほどから言っていますけれども、ＩＰ通信網、どちらにしても電源が必要

なのだということであれば、私は前の胆振東部地震のときのブラックアウトのときの３日

間の停電、ＩＰ通信だけで私は無意味でないかなと思います。ですから、今後も防災無線

の戸別受信機のほうも含めて考えていっていただきたいなと思います。どちらにしても、

電源が落ちたということが実際ありますので、何年に１回、こういう災害ですから来るか
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分からないので、来たときの対応というものを考えていってもらわないと、今は携帯もあ

りますし、ネットもありますから、こういうことでどうにかなるのですよということを言

われても、やっぱり不安でたまらないと思うのですね、今まで経験したことから。ですか

ら、その辺について何とか進めていっていただきたいなと思いますが、これ何回言っても

堂々巡りなので、私はそのように希望いたします。 

 次に、ハザードマップの関係について、立派なハザードマップ、保存版が出ました。こ

の中で中学校です。洪水の指定を解除して、代替に認定こども園とコスミックホールを新

たに指定しますと、これは避難所の場合どこの地区はどこに避難しなさいということで多

分うたっていたと思うのですが、今はどうなっていますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、以前は地区ごとにそれぞれの行政区ご

とにこちらの避難所に避難するようにということの指定をしておりましたが、現在はそう

いった指定はしておりません。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 それとあと、この指定を解除するということで、この本を私も二、三回じっ

くり読んだのですが、指定解除しますということは一切書いておりません。解除するので

あれば、解除するように町民に、広報でも何でもいいですから、周知すべきと思いますが、

その辺についてどう思われますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、我々もハザードマップ作成する際に指

定解除した部分をどのように表記するかという部分で検討を行いました。ただ、ハザード

マップのほうにいろんなことを書き過ぎるとまたそれはそれで見づらくなってしまうので

はないかという部分もありまして、またページが土砂災害と洪水の浸水区域のページとい

うことで、土砂災害については指定が続いていて、洪水については指定を解除していると

いうことで、避難所を表示しないというわけにもいかないというところがありまして、そ

ういったことがあって今回そういった形になっておりまして、特に別に周知している部分

はないのですが、インターネット環境のない家庭はどうしても駄目な部分はありますけれ

ども、町のホームページ等についても新たに告示した部分については掲載しておりますし、

また防災計画のほうでも同じような改定は行っているところでありますので、ハザードマ

ップ配布はしているのですが、本来は配布するだけではなくて、それを活用しての防災教

室ですとか、そういったものが必要であるとは感じております。ですから、機会がある場

合には我々も防災マップを持っていきまして、それを活用してこういった内容になってい

るということの周知も図っておりますので、そういった中で住民の皆さんに周知を図って

まいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 今の住民に周知するという話ですが、これは災害というのはいつ来るか分か

らないので、そういうことを一々住民のところへ行ってお話しするということでなくて、

広報でも何でも伝達機関はあるので、ホームページもそうですが、そういうので早い時期

にといいますか、そういうことで周知したほうがいいのでないかと思いますけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 先ほど申し上げましたとおり、町のホームページのほうでは周知、広

報しているところでございますが、先ほどと同じになりますが、インターネット環境のな

い方にはそれを見ることができないという部分もあるかと思いますので、その辺は改めて

広報等を通じて周知するべきものについては周知をしてまいりたいと考えております。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 これで終わります。 

〇田村議長 これで安藤忠司議員の一般質問を終わります。 

 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、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５２分 休憩 

午前１１時０４分 再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 次に、８番、河内富喜議員の質問を許します。 

 ８番、河内議員。 

〇河内議員 通告に基づき、一般質問をいたします。 

 子宮頸がんワクチンの接種対応。最近政府広報で子宮頸がんワクチン接種を再び勧奨す

るコマーシャルが流されていることに非常に違和感を持っております。子宮頸がんのワク

チン接種については、９年ほど前に国が勧奨した時期がありましたが、2013年、深刻な副

作用が相次ぎ報道され、2016年には集団訴訟が起こるなど社会問題化されたため、途中で

積極的な接種勧奨を中止することになりました。そのとき、当町でも同じ見解が示された

経緯があります。今回原則とはされているが、再び本年４月から他の定期接種と同様に個

別の接種勧奨を行うことになりました。子宮頸がんのワクチン接種への安全性の改善など、

勧奨に見合った科学的根拠や接種条件がそろった以外にその理由を見いだせないと考える

ところでもあります。そこで、当町の考え方、今後の方針について伺います。 
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 １点目、昨年11月、厚生労働省の専門部会で子宮頸がんワクチンの接種勧奨を促す方針

が示されたが、以前は勧奨については自治体ごとに判断を委ねていた経緯があったが、今

回国はどのような方針か。また、それを受け、当町ではどのような方針で対応するのか。 

 ２点目、今回使われている子宮頸がんのワクチンは、以前とは違う安全性に改良が加え

られた製品なのか。 

 ３点目、子宮頸がんのワクチン接種対象者は小学校６年生から高校１年生が対象になる

が、思春期であること、また以前問題化したことを踏まえると保護者への説明が重要にな

ってくるが、どのように対応を考えているか。 

 ４点目、子宮頸がんワクチンの予防接種者に副作用、後遺症が生じた場合の予防接種者

への医療補償等、救済措置、補償についてはどのようになっているのか。また、承認ハー

ドルの高さは改善されているのか。 

 以上４点について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 河内議員のご質問にお答えします。 

 子宮頸がんワクチン接種対応についてでありますが、子宮頸がんにより死亡する方は、

40歳までの女性で乳がんに次いで２番目に多いがんであり、年間１万1,000人が罹患し、約

2,900人もの方がお亡くなりになっています。子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス、Ｈ

ＰＶに継続的に感染することでがんに至ることが明らかになっていまして、女性の多くは

一生のうちに何度か感染すると言われているウイルスです。しかし、感染してもほとんど

の人は自然に消えるものの、一部の人はがんになってしまうことがあり、ワクチン接種で

予防することが可能な病気の一つであります。 

 ＨＰＶワクチン接種については、平成21年10月に国がワクチンを承認し、平成25年４月

から予防接種法の規定に基づく公費による定期接種に指定され、本町でも国の方針に従い、

積極的に接種を勧奨したところです。しかし、ワクチン接種後に全身の痛みなどの症状を

訴える方が全国的に相次いだため、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を

積極的に勧奨すべきではないとして、同年の６月14日に厚生労働省健康局長から対象者及

び対象保護者に対して、接種の積極的な勧奨とならないよう勧告がありました。これは、

定期接種を中止するものではなく、希望者は接種を受けることができるように市町村は接

種の機会を確保し、周知方法については個別通知をせずに実施するよう求められていたも

のです。このことを受けまして、本町でも定期接種の機会は確保しつつ、対象者への個別

通知は差し控えていたところです。 

 １点目の接種勧奨を促す国の方針と本町ではどのような方針で対応するのかについて

は、国では積極的な勧奨を差し控えた平成25年６月の勧告を発出してからこれまで、厚生

労働大臣の諮問機関である厚生科学審議会の予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会等

においてＨＰＶワクチンの有効性や安全性に関する評価、接種後に生じた症状への対応及
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び情報提供の取組等について継続的に議論が行われ、最新の知見を踏まえ、改めてこのワ

クチンの安全性について特段の懸念が認められないことや接種による有効性が副反応のリ

スクを明らかに上回ると認めました。これを踏まえ、令和３年11月26日付厚生労働省健康

局長通知において、この感染症に係る定期接種について予防接種法第８条の規定による積

極的な勧奨を再開するとしたことから、本町におきましてもこの通知による国の方針に従

い、令和４年度から接種の積極的な勧奨を再開するものです。 

 ２点目の使用するワクチンは安全性に改良が加えられた製品なのかについては、子宮頸

がんワクチンは現在国が定期接種として薬事承認しているサーバリックス及びガーダシル

のどちらかを使用することになりますが、このワクチンはこれまでも使用されているワク

チンでありますので、改良が加えられた製品ではないものと考えています。 

 ３点目の保護者への説明をどのように対応するのかについては、今年度の個別勧奨の対

象者約180人に対して、ワクチンの有効性や安全性について十分に理解し、納得した上で接

種の有無を決めていただけるよう、国から提供される情報資材等を個別に送付するととも

に、心配される保護者等の支援として随時相談できる体制を構築し、対応してまいります。 

 最後に、４点目の医療補償等救済措置、補填と承認ハードルの高さは改善されているか

については、極めてまれではあるものの、定期予防接種により副反応による健康被害が生

じた場合に予防接種と健康被害との因果関係が認定された方に対して、予防接種法に基づ

く救済として医療費や障害年金等の給付が受けられる予防接種健康被害救済制度が設けら

れています。国は、このワクチンを接種した後に生じた症状に対する対応として、速やか

に救済に係る審査を実施するとしており、またこの対象者が適切な医療及び生活面での支

援が受けられるよう、道内では北海道大学病院と札幌医科大学附属病院が協力医療機関と

なり、地域の医療機関と連携し、相談支援や医療体制が強化されています。 

 なお、承認ハードルの高さの改善については、このワクチンに限らず、副反応による健

康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定するものであり、全て

の定期予防接種と承認基準は同じであると考えています。 

 以上、河内議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 それでは、ご説明を受けましたが、何点か確認をさせていただきたいと思い

ます。 

 子宮頸がんのワクチン接種については、国からの指示どおり今後進めていくという答え

だったと思いますが、現在勧奨の取組状況はどのようになっておりますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 積極的な勧奨の現在の進捗状況というご質問でしたけれども、現在

対象者抽出が終わりまして、町長からの答弁にありましたとおり、対象者、この方々に７

月１日以降個別に郵送する予定をしてございます。これも町長から答弁ありましたとおり、
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国からのリーフレット等、また安全性や有効性、副反応等に係るもの、それから救済に係

る部分、こういったところを情報提供しまして、子宮頸がんワクチンに対する保護者のご

理解をいただきながら、また不安を解消しながら、相談を受けながら、そして相談体制に

つきましては保健福祉課におきまして保健師が対応するということで現在進んでいるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 ７月の１日から、対象者を抽出して、その後パンフ、また予診票とかいろい

ろ資料を対応して進めているということであります。予算書を確認したところ、本年48人

という計上でございますが、先ほど18名分ということですが、この辺の整合性というか…

… 

（何事か声あり） 

〇河内議員 ゼロが抜けていました。180名ということでございます。 

 それで、当然本人負担はないということですね、無料で接種を受けれるということでよ

ろしいですね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 この子宮頸がんワクチンにつきましては、予防接種法に基づきます

定期接種ということでございます。これは、平成25年４月から予防接種法に基づいた定期

接種となりますと、定期というのは、これは公費で負担するということでございます。で

すので、これは平成25年４月から現在までも公費で負担し、個人負担はないという接種で

ございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 それでは、キャッチアップ勧奨ということで資料を見ると載っておりますが、

このことについて説明をお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 ただいまキャッチアップ接種についてのご質問だと思いますが、こ

れは平成25年６月以降、国が定期接種でありながら、市町村長に対しまして、積極的な勧

奨を進めることは中止といいますか、となりました。この間、これまでの間本来定期接種

で受けられるのですが、個別に子宮頸がんというものが積極的にお知らせをし、ワクチン

の有効性等をお知らせしていなかったことから、このワクチンを接種したいという方々、

この方々が受けられなかったのが９年間ほどございます。ですので、このたび昨年11月に

これを積極的な勧奨を再開すると専門部会等で決定されたことを踏まえまして、この４月

からこの間９年間で打ちたかったけれども、打てなかった方々、この方々につきましても
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定期接種として公費でワクチンを接種することができる。そして、個別に接種勧奨をする

ということにこの４月からなったところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 ２点目の2016年に子宮頸がんワクチンの接種における集団訴訟が生じたとい

うことで、依然として同じ製品を今後も使用するのだというお答えで、国の考え方だとい

うことでございますが、この辺の訴訟がまだ係争中であるという中で、お医者さん方がそ

の有効性とリスクというものを推しはかったときに、リスクよりも有効であるというよう

な判断をされて、現在このことが始まったというようなことでありますけれども、これら

のワクチン接種において非常に苦しまれている方が今おられるというような中でこの事業

を再開するということには、どうしても心情的になかなか整理がつかないようなことが予

想されるわけですが、その辺の感情とか考え方について説得力を持った勧奨を進めること

はできるのかなと私は思うわけですが、先ほど通知書にパンフレットとかいろんな資料を

お送りした中で理解をしていただくということでございましたが、例えば町でこれに対す

る相談窓口を設置するとか、そういう考え方はありませんか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 相談窓口の設置につきましては、先ほど答弁したとおり、保健福祉

課の保健予防係、保健師等が対応するよう、この７月１日以降の個別の郵送のご案内の中

にお知らせしてまいりたいというように考えていますので、これは設置するという考え方

をしています。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 そのことについては、先ほどお答えいただいた中で適切に対応していくとい

うことをお答えいただいたわけですが、私の思いとしては、この対象になる子どもたちの

いる保護者から見たら、これ打ってもどうなのだろうという悩みあるだろうし、打たなく

てもどうなのだろうという悩みがある。その辺について、これで本当にいいのかなという、

決断をするのはなかなか難しいと思うので、その辺については十分今後の接種においてそ

ういう相談など対応していただきたいなと思います。 

 それと、全国的に進めるわけですが、浦幌の勧奨、その事業の進め方をゆっくり後ろ倒

しというか、することによって、ほかの町村の例えばいろいろな事象が出たり結果が出た

りすることも確認することができるわけですが、そういうあまり急いでこの事業を進めな

いで進めるということはできないのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 ただいまのご質問は、本町におきまして全国で積極的勧奨が開始さ
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れる状況を踏まえた中で、浦幌町の接種を見合わせた中で情報を収集し、そして接種に当

たって安全か、または有効性があるのかといったところを判断するよう遅らせることがで

きないのかというご質問だったと思うのですが、まず昨年11月の通知、先ほども答弁しま

したけれども、これは厚労省の健康局長から、原則令和４年度から全国の市町村はこれの

積極的な勧奨を始めてくれという、こういった通知が来ているものですから、これは全国

どこの市町村も今年度から積極的に対象者の方々へこのワクチンの有効性や副反応等につ

きまして、国のリーフレット等を活用し、そして子宮頸がんワクチンの効果、そしてその

後の子宮頸がんとなる、そういったリスクをこのワクチンが抑えられるといったところを

周知するということになってございますので、これは原則４月からやりなさいという、体

制を取れということでございますので、本町としてはまず遅らせる考え方はございません。 

 その前に、この９年間子宮頸がんワクチンが有効でありながらも接種ができなかった

方々が二十歳を超え、そして40代でピークで亡くなる方が全国で年間2,900人いるわけで

す。これは、ワクチンを打ちたくても怖いという思いをされる方はいらっしゃいますけれ

ども、このワクチンを打つことによって子宮頸がんを予防することが可能だということな

のです。そして、そのワクチンを接種し、そして定期的に、これはこのウイルスは徐々に

数年または十数年かかってがんになります。ですから、２年に１度、最低限検診をしなが

ら、そしてがんとして仮に分かった場合に治療に入るわけですが、子宮を摘出したり、子

どもが産めなくなるという状況は、これは避けなければならない。そして、亡くなる方を

一人でも減らすという考え方でいきますと、本町では定期接種になって積極的勧奨をする

ことになりましたので、これにつきましては早速取り組んだ中で情報を提供し、そして保

護者の判断、これを仰いだ中で、打ちたい方に対して打つ、これを安全に打つという体制

を整えていきたいという考えでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 国の方針ですから、これはいかなる町村であってもその指示に従って進めて

いかなければならないということでは理解しております。あとは、打つ方がいろんな判断

をするときに適切なアドバイス、そういったものを間違いなくそういう担当の職員が相談

に乗って、打つときに本当に大丈夫なのだなという気持ちになって打てるようにしていた

だきたいと思います。答弁は結構です。 

 終わります。 

〇田村議長 これで河内富喜議員の一般質問を終わります。 

 次に、４番、伊藤光一議員の質問を許します。 

 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 通告に従い、一般質問させていただきます。 

 鳥獣被害と野生動物との共生社会。昨今本町内において野生動物による食害や農作物踏

み荒らし等により特に第１次産業において多大な被害を受けており、その被害額は本町の
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鳥獣被害防止計画によると令和２年度では4,600万円を超えており、看過することができな

い状況となっております。その理由としては、本町に生息する野生動物が増加していると

推察されていますが、増加の要因としては戦後の野生動物保護の施策やオオカミ等の絶滅

による天敵がいなくなったことなどの時代背景にあると言われています。また、近年では

温暖化による積雪の減少や森林の整備が進み、野生動物の餌が豊富になったことも指摘さ

れております。 

 本町は、豊かな自然に囲まれた地域であり、ヒグマ、エゾシカをはじめ、キツネ、タヌ

キ等の多種多様な野生動物が生息している中で町民が日々生活していくためには、これら

の野生動物と共生していかなければならないことは必然であり、町民の一定程度の受忍は

必要であると考えますが、現在その受忍限度を超える被害が発生していることを踏まえる

と、解決していかなければならない問題であると考えます。そこで、以下の点について伺

います。 

 １、現在鳥獣による被害防止対策を総合的、効果的に実施していくため、鳥獣による農

林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律が定められ、同法第２条の２

においては、市町村は被害防止計画の作成及びこれに基づく被害防止施策の実施、その他

の必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとされています。 

 そこで、本町の被害防止施策の実施及びその必要な措置についてはどのようなものが行

われていますか。また、その被害防止施策の実施及び措置によって効果はどれぐらい現れ

ていますか。 

 ２、近年野生動物のうち、エゾシカによる被害が突出して多くなっております。エゾシ

カ被害防止対策については、侵入防止柵やライフル銃等による捕獲を行っているところで

ありますが、侵入防止柵においては経年劣化により、その役目を果たしていない箇所やそ

の高さが足りずにエゾシカが軽々とジャンプし、乗り越えられてしまうという嘆きが聞こ

えてきます。 

 そこで、既設の侵入防止柵についてのメンテナンスや改良に関し、町としては今後どの

ように行っていくことを考えていますか。 

 また、エゾシカについては繁殖期である10月から出産期である７月までの間に捕獲を行

うことが効率的であると考えますが、この時期は積雪等により捕獲も大変であることが思

慮されます。そこで、除雪体制の整備やドローンや遠隔捕獲機器、自動捕獲機器等のＩＣ

Ｔ機器を積極的に活用すべきであると考えますが、町としてどのように考えますか。 

 ３、昨今では特に夜間に農作物の被害に遭う事例が散見されます。現在銃器を利用した

捕獲は鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律により、日の出前及び日没後においては銃

器を使用した鳥獣の捕獲等をしてはならないとされておりますが、都道府県が指定管理鳥

獣捕獲等事業を効果的に行うため必要と判断し、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画に位置

づけた場合であって、都道府県または国の機関が指定管理鳥獣捕獲等事業として実施する

場合に限り、厳格な安全管理の下、限定的に夜間銃猟の実施が認められることとなってい
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るところであります。 

 そこで、本町においても鳥獣被害に関し集中的かつ広域的に管理を図る必要がある地域

については、町内猟友会等、各関係者の理解が大変重要になることは当然でありますが、

夜間における猟銃による捕獲を行えるよう、同事業の実施区域に含めてもらう旨北海道に

要望を上げ、同計画に位置づけてもらい、少しでも農林業被害を食い止める必要があると

考えますが、町としてどのように考えますか。 

 ４、本町に生息している野生動物のうち、第１次産業に被害を与えている鳥獣の捕獲に

ついては、浦幌町鳥獣被害防止計画に捕獲計画数が定められております。しかしながら、

そもそも当該鳥獣の生息数が現在は何頭で、どのくらいであれば適正な数なのかが把握で

きていなければ、場当たり的な対処方法になるのではないかと感じています。 

 そこで、本町において同計画に定められている対象鳥獣の現在の生息数を把握している

のか。また、考えられる適正数はどのくらいなのかを認識しているのか否か。 

 また、適正数より生息数が著しく過大であれば、一度しっかりと集中的に捕獲を行い、

適正数を適正に維持することで野生動物との共生社会を目指すべきではないかと考えます

が、本町としてどのように考えますか。 

 以上です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 伊藤議員のご質問にお答えします。 

 １点目の被害防止施策の実施及びその必要な措置についてでありますが、町では浦幌町

鳥獣被害防止計画を策定し、浦幌町鳥獣被害防止対策協議会を中心に浦幌町鳥獣被害防止

対策実施隊を組織し、有害鳥獣の捕獲を実施するほか、侵入防止対策として鳥獣被害防止

総合対策事業による電気柵の整備や実施隊員の加入促進対策としてわな免許取得促進事業

などに取り組んでおり、実態として駆除頭数は増加傾向にあり、一定の効果は得られてい

るものと考えています。 

 ２点目の既設の侵入防止柵のメンテナンスや改良、除雪体制の整備及びＩＣＴ機器の活

用についてでありますが、町内に設置されている侵入防止柵は、国、北海道及び町の補助

金を活用して、平成９年から平成15年にかけて浦幌町農業協同組合が事業主体となり、総

延長約454キロメートルにわたり整備されたものであります。侵入防止柵の整備に当たって

は、地域集落単位を基本とする管理組合を設立し、整備後の侵入防止柵の所有及び補修を

含む維持管理を管理組合が行うことになっており、今後においても多面的機能支払交付金

及び中山間地域等直接支払交付金などを活用しながら実施していただきたいと考えている

ところであります。 

 除雪体制については、北海道、町それぞれの管理区分において、鳥獣駆除を担っていた

だいている浦幌町鳥獣被害防止対策実施隊と協議しながら除雪区間を定め、実施しており

ます。 
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 また、ＩＣＴ機器の活用について、一部自治体において試行的に取り組まれていますが、

本町においてはその実証結果を参考にしながら、活用に向けて検討を進めてまいります。 

 ３点目の銃猟による夜間捕獲を指定管理鳥獣捕獲等実施計画に位置づけるための北海道

への要望についてでありますが、実施計画として位置づけられるには鳥獣保護区の指定区

域や特定猟具使用禁止区域であるなど、市町村等による捕獲が困難な地域とされているこ

とから、本町の現状にはそぐわないと判断しており、要望する考えはございません。 

 ４点目の本町の捕獲対象鳥獣の生息数の把握及び適正数の認識についてでありますが、

エゾシカの生息数については猟友会が実施しているライトセンサスにより統計的な数値は

把握しているところでありますが、町内全体の生息数及び適正数は把握しておりません。

北海道では、エゾシカの適正な保護管理を実施するため、道内を４地域に区分したエゾシ

カ管理計画を策定し、地域区分ごとの生息分布状況や地域の特徴を考慮しながら生息数を

推計するとともに、捕獲目標を定めています。本町が策定する浦幌町鳥獣被害防止計画に

定める捕獲計画数については、より実効性の高い保護管理とするために北海道が示したも

のであり、この目標を守ることが野生動物との共生を図ることにつながるものと考えてい

ます。 

 以上、伊藤議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 今回鳥獣被害に関してご質問させてもらいましたが、被害防止計画によると、

その被害額は令和２年度においてヒグマ255万円、キツネ160万円、カラス186万円、ハト

282万円、タヌキ４万円という被害が載っているのですが、エゾシカに関しては被害3,782万

円と突出して多い被害でありますので、今回主にエゾシカの被害について再質問させてい

ただきますので、特に指定がなければエゾシカのことを話していると解釈していただいて

結構です。 

 それでは、１項目めから再質問させていただきます。まず、鳥獣被害防止計画に定めて

あります鳥獣の農作物の被害に関して、ここ数年増加しているという事実に間違いはござ

いませんか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 農業被害に関しましては、先ほど伊藤議員がおっしゃいましたとおり、令和２年度にお

きましてはエゾシカにおいては3,700万円と、その前年度においては2,600万円ほどという

ような数値となっております。令和３年度においては残念ながら被害実態が把握できてお

りませんので、まだ確定はしてございませんけれども、この状況を鑑みたときに農業被害

については残念ながら増加の傾向にあるのかなと認識をしております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 １項目めの答弁にこうあります。鳥獣被害防止計画の実績として駆除頭数は
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増加傾向となり、一定の効果は得られていると答弁にあるのですが、しかしそもそも鳥獣

被害防止計画の趣旨は、題目にあるとおり、鳥獣被害の防止にあると私は考えます。そう

すると、農作物に対する被害が増えているのであれば、効果があったとは言えないのでは

ないでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 効果の捉え方というところでございます。今回のご質問に対するご答弁

の中といたしましては、エゾシカの捕獲の計画頭数という一つの視点もございます。令和

３年度までの計画につきましては、平成30年度に策定をした鳥獣被害防止計画によるとこ

ろでございますが、その計画においては1,500頭という頭数を目標として定めていた。それ

におきまして、令和元年度は1,347頭、令和２年度は1,865頭、そして令和３年度において

は1,861頭と、捕獲の頭数としては一定程度皆さんのご協力の下に数値としては向上してい

る。そういった意味での効果については上がっているのではないかということから、そう

いったお答えをさせていただいたところです。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、被害防止の効果はあまりなかったという理解でよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 被害防止の効果という点につきましては、数値としては農業被害という

ところが一つの指標になるのだと考えてはいます。この農業被害につきましては、浦幌町

農業協同組合さんで各農家さん方に、おたくの被害はどれぐらいあったか、そういったも

のを聞き取りを行って、集計しているものであります。そういった意味においては、残念

ながら被害の軽減というところには至ってはおりませんが、捕獲自体の実績としては上が

っていると思っています。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 この被害防止計画には対象鳥獣が定められております。近年アライグマの被

害や水産業であればトッカリ、アザラシ等の被害も散見されて、計画にのっていない鳥獣

被害が見られます。あと、エゾシカによる植林に対する被害というのも耳にしているので

すが、その点町としてこれらの被害というのは把握されていますでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 本計画につきましては、記載してありますとおり、ヒグマ、エゾシカ、

キツネ、カラス、ハト、タヌキ、そういった項目でありまして、ここに最近の今お話にあ

ったようなアライグマにつきましては、現在浦幌町においては農業被害額として実績とし

て上がっていない。そういったところから、この計画には今現在掲載がされていないとい

うところでございます。今後そういった被害が報告がされた場合におきましては、この計
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画の見直しとしては項目として上がってくるのかなと思っております。 

 次に、海獣害の計画でございますが、この計画とはまた別に、北海道におきまして十勝

の海獣被害防止対策連絡会議という会議が設置されております。これにつきましては、十

勝海域におきましては海獣被害というものの被害自体はあるのですが、他の地域に比べて

被害の状況というものが極端に大きくはないということから、今の活動状況といたしまし

ては十勝管内での被害状況の把握、情報共有、他地域における被害状況の情報提供、共有

を重ねるというところで行われている内容のものでございます。 

 林業被害のところにつきましては、これまで我々としてはその被害程度がどれぐらいか

というところの大きなものとしては把握することができていないというのが実態でござい

ます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 水産業に関しては、より詳しい知識を有している議員もいらっしゃるので、

当該議員にお任せしたいと思いますが、アザラシ、トッカリの被害だとか、そういう対象

鳥獣に含まれていない動物に関しての被害防止計画の改定等は考えることはございます

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 今浦幌町の鳥獣被害防止計画、これにつきましては海獣被害を除くもの

で策定するということにされておりますので、この計画に掲載するという考えはございま

せん。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 次、２項目めに移ります。鹿柵のメンテナンスということになるのですが、

答弁としては維持管理を管理組合が行うことになっておりますということで、多面的機能

支払交付金、中山間地域等直接支払交付金を活用していくという答弁をいただきました。

この多面的機能支払交付金だとか中山間地域等直接支払交付金というのは、例えば個別の

農家さんがご自身の畑に鹿防止柵を設置する場合も使えるものなのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 今お話しいただいた多面的機能支払交付金並びに中山間地域の交付金に

つきましては、地域の各組織体がございますが、その組織の中でお話合いをいただいて、

その中で、このエリアにはこの区域、区分には鹿柵が必要であろうと、その鹿柵が壊れて

いるので、その部分については全体の区域内として、その地域内としては重要な場所なの

で、補修を行おうというふうにお互いの認識の下に補修を行っていただくという内容にな

ります。結果的にそれは、それぞれ個人の地先の方の畑と隣地との境界区域になっていく

ことになろうと思います。個別の圃場に特化して行う、そのケースによるかとは思います

が、個人の自由意思でこの交付金を活用して整備を行うということではなく、組織の同意
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の下に補修等に交付金を活用していただくという内容のものでございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 あと、除雪体制についてちょっとお聞きしたいのですが、今回ハンターの高

齢化という課題がこの計画に課題としてのっております。ハンターからお話を今回聞いた

のですが、エゾシカを駆除したくても、除雪等がなされていないため、駆除できないとい

う声も一部ございました。その点に関して、答弁によると鳥獣駆除被害防止対策実施隊と

協議しながら除雪区間を定め、実施しておりますとあります。そうすると、町としてはエ

ゾシカ駆除に関する除雪体制というのは現状で十分であるとお考えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 除雪の体制につきましては、お答えさせていただいたとおり、それぞれ

の猟友会組織、駆除の実施隊組織、その方々の代表者の方々と、本年についてはどの路線

のどの区間を除雪をしていこうかと。そういった中におきましては、要請といたしまして

は極端なことを言えば林道区域全線というような要望も中にはあるのかもしれませんが、

いかんせん財政的な問題もございまして、一定程度の延長に限らせていただいているとい

うのが実態でございます。その中において町が行えるのは町管理の林道だけでございまし

て、民間の私有林の山に入っていく部分の林道、そういったものには町としては除雪を行

うことはできませんし、北海道においては北海道も同様に延長区間定めまして実施を要請

をしているところでございますので、最大限といいますか、現状としては町としてはやれ

るだけの除雪についてはさせていただいていると考えています。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 町、道ができない林道に関して、猟友会が主体となって除雪を行っていると

いう話も聞いたのですが、猟友会に対しての助成等はなされているということでよろしい

ですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 猟友会さんが除雪をしている区間について、申し訳ありません、私自身

は把握はしてございませんが、猟友会さんのほうで除雪をされているものに対して、林道

除雪に対する支援というものは町としては行っておりません。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 分かりました。 

 では次、３点目に移ります。夜間銃猟、捕獲の話であります。答弁において、市町村等

による捕獲が困難な地域とされていることから、本町の現状にはそぐわないと判断してい

るとあります。確認ですが、浦幌町は鳥獣保護区の指定地域、特定猟具禁止区域など、市

町村等による捕獲が困難な地域ではないという理解ですか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 産業課長。 

〇小川産業課長 まず、鳥獣指定区域について、浦幌町には数か所指定がされてございま

す。代表地といたしましては、宝生地域でありますとか、豊北地域でありますとか、そう

いったところが鳥獣保護の指定区域に部分的エリアとしてなっております。そのほか、浦

幌市街でありますとか、上浦幌市街でありますとか、厚内市街でありますとか、そういっ

た一定集落の部分につきましても猟銃の使用の禁止区域に特定されています。それを除く

浦幌町全般としては、そういった指定区域にはなっていないのですが、夜間銃猟につきま

しては非常に危険が伴うというところもありますし、指定の要望をしたといたしましても

一般の狩猟捕獲頭数を増加させるためでありますとか、そういった理由においての指定と

いうものは基本的にはできないということでありますので、町としては要請を行う考えは

ないというお答えをさせていただいております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 北海道で夜間に猟銃を使った捕獲というのをやっている地域というのはある

のでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 北海道において先ほどの特定指定地域の計画に定められている地域につ

きましては、８つほどの地域がございます。十勝管内におきましては、広尾町の大丸山と

いうところ１か所の鳥獣保護地域、そこが指定されているのみであります。北海道のほう

に確認をさせていただいたところ、私が認識している中においては知床の区域におきまし

て、これも試験的に実証的にやられている。その１件のみだというお答えをいただいてお

ります。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 今回これを質問させていただいたのは、鹿は夜行性であること、あと夜間の

農作物の被害が増えているというお話を聞いたこと、また浦幌町鳥獣被害防止計画に課題

として日の出前や日没後の銃器使用禁止時間対策とあることから、質問させていただきま

した。そうすると、課題であります日の出前や日没後における銃器使用禁止時間対策の課

題の解決については町としてはどのようにお考えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 当然日の出前におきましては銃器につきましては使用ができないと、そ

ういった中におきましては、猟友会の皆さんによるパトロールでありますとか、くくりわ

なの設置でありますとか、他の手法によるそういった対策、そういったものを課題として

挙げている内容であると考えております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 
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〇伊藤議員 あと、ハンターのことについてちょっとお聞きしたいと思います。ハンター

に対する鳥獣駆除奨励金というのは、今どのようになっておりますでしょうか。鳥獣駆除

に対する奨励金の金額についてお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 ハンター、またわなの保持者、それらの方々に対する新規の取得及び更

新につきましては、協議会のほうから全額補助といいますか、助成をしてございます。ハ

ンターの場合の狩猟免許の取得に関しましては、１人、新規の場合２万5,300円という免許

の取得料がかかっております。それらについても全額協議会のほうで負担をして助成をし

ているところでございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 あと、捕獲に関しての助成、奨励金というのがあると思うのですが、その点

の金額教えてもらえますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 本町におきましては、エゾシカ１頭当たり、町から3,000円、農業協同組

合のほうからもご負担いただきまして3,000円、それと国のほうの補助事業がございまし

て、それが7,000円、合わせまして１頭当たり合計しますと１万3,000円を報奨していると

いうことになってございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 ハンターさんにも、ちょっとお話今回聞かせてもらいました。今現在ロシア

のウクライナ侵攻によって銃弾すごく値上がりしていると、１弾1,000円ぐらいするとおっ

しゃっていました。1,000円で買えればいいのですが、現在銃弾が入手困難という事態が生

じているというお話も聞かせてもらいました。このままでいくとエゾシカの駆除ができず、

さらにエゾシカが増えて、農作物の被害も増える可能性がありますが、町として何か考え

ていることはございますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 そういった銃器の用具、それらに対する支援、そういったものについて

は今のところは特段町としては考えているところはございません。また、銃弾のお話でご

ざいますが、そういったところにつきましては銃を扱っている方それぞれの中で自助努力

の中でご対応願えればと考えているところでございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 あと、鳥獣の捕獲に関しては狩猟期間中以外許可が必要だということだと思

いますが、町民からタヌキの捕獲についてその許可の期間が短くて煩わしいという声を聞

いております。私もそのような手続面の煩わしさが鳥獣捕獲を妨げ、被害が増える要因に
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なっているのではないかなと考えるのですが、その点手続についてちょっとご説明いただ

けますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 捕獲に関する許可期間でございますが、エゾシカ、タヌキ、ヒグマ、こ

れについては北海道の鳥獣捕獲許可取扱要領、そういったもので定められてございます。

現在お話しいただいたタヌキにつきましては、その北海道の取決めの中で二月以内という

のが示されております。浦幌町の鳥獣捕獲に関します奨励金の事務手続といたしまして、

捕獲許可期間は３か月ですとか６か月ですとかあるのですが、適正な実数の把握、それと

適正に実施隊の皆様への報償費の支払い、そういったものを考慮して、３月ごとを一つの

区切りとして報償費の取りまとめ、お支払いをさせていただいてございます。その中にお

いて、短期の場合は二月以内ということがございますので、３か月のうちの二月及び一月

というふうに、１か月半端になってしまうのですけれども、そういった対応をお願いをし

ているところです。これらにつきましても猟友会の三役の皆さんとご協議、ご相談させて

いただいて、ご了解いただいた中で対応させていただいている内容でございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、この許可期間、二月、一月というのは北海道の条例か何か、規

則か何かに定められているという理解でいいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 北海道が定める鳥獣捕獲許可取扱要領、要領として定められているもの

でございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 分かりました。 

 次、４項目めに行きます。答弁に、統計的な数値は把握しておりますが、町内全体の生

息数及び適正数は把握しておりませんとあります。この点確認しますが、町内全体の生息

数及び適正数等の把握は必要ないと考えているのでしょうか、それとも事実上適正数等の

把握は無理であるとおっしゃっているのか、どちらでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 まず、浦幌町の生息数については、実際現実的に移動する個体でござい

まして、そういったものの把握は困難であると考えております。実質できないと考えてお

ります。北海道においても、実際の生息数というものは把握することができない。そうい

った状況を踏まえて、様々な捕獲の実数でありますとか、毎年のライトセンサスによる統

計的な数値、これらを全て積み上げた中で推計値として示されているものでございます。

その北海道が示した中の推計として、十勝管内におきましては、これも幅があるのですけ
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れども、十勝地域の生息数についてはその中でいいますと５万7,000頭から13万頭と非常に

幅の広い頭数として示されておりまして、実質的な生息数の実態把握というものは難しい、

できないものと考えています。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 今回答弁で、捕獲計画数の目標を守ることが野生動物との共生を図ることに

つながるとおっしゃっています。これまで捕獲計画数の目標を守ってきたと思うのですが、

それでも農作物の被害が甚大であって、令和２年度においては、通告書にも書いていると

おり、莫大な被害が出ております。4,600万円という被害です。令和２年度においても

4,600万円という被害が出ていると。これは、野生動物との共生につながっているとは言え

ないのではないかなと思うのですが、どうですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 エゾシカをはじめ、野生動物との共生という観点、その中で北海道では、

お答えにも書かせていただきましたが、北海道のエゾシカ管理計画いうものを定めていま

す。これは、過去に明治初期にエゾシカが絶滅の危機に陥った。その後、自然条件ですと

か、ご質問にもありましたとおりオオカミ、本来天敵であったそういった種が絶滅したで

すとか、様々な状況においてエゾシカが爆発的に増加傾向にあった。そういったところの

減少、増加、そういったものをコントロールするために、北海道が適正な共生を目指すべ

き生態系を守るにはどれぐらいの捕獲数であればよいのかを示したものがエゾシカの管理

計画となってございます。それぞれ部分的に北海道の一つの目標数値、十勝地域の数値、

そして浦幌町においてはあくまでも参考でございますけれども、数値が示されています。

それを目標として定めていく、それが行く行くはといいますか、浦幌地域単体で当然捉え

ることにはならないのですが、浦幌町といたしましてはその数値を守っていく、そういう

ことがエリア全体としての共生、そういったものにつながるものとして計画として定めさ

せていただいております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 大変難しいことはよく分かるのですが、そうであるのであれば、目標値がそ

もそも間違っているのではないかと私は感じます。その点に関しては、もうちょっときち

んと検討いただければなと思います。 

 あと、もう一点、ちょっと意地悪な質問になるのですが、この被害額の目標値が令和６

年度においても30％減で3,270万円の被害を想定しております。この被害に関しては、農業

従事者に受忍してもらわなければいけないということを町は考えているのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 今掲載している目標数値につきましては、あくまでも現状値から目標と

する減少を30％の減少という目標を掲げております。あくまでも数値的に現状値から導き
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出したものでありまして、当然それに満たないといいますか、被害状況がゼロになればよ

りよいことでありまして、目標数値として表現をさせていただいているものでありますの

で、そのものに対して農業者の方々にそれを受忍していただくと、そういった観点のもの

ではございません。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 鳥獣被害に関しては、行政だけでこの被害を止めることは私はできないと思

います。地域、農家さん、全てが一体となってこの被害防止をしていく必要があるのでは

ないかと私は考えるわけです。そこで感じるのが、行政がやるべきこと、できること、ま

た地域がやるべきこと、できること、農家さんが個人でできること、やるべきことが明確

になっていないのではないかなと思うのですが、その点農家さんとの間で研修会、座談会

等、鳥獣被害防止のための対策や方法だとか助成金等、情報交換を行って、より効果的な

対策を行ってかなければいけないのではないかなと私は考えますが、町としてどう考えま

すか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 この被害の防止に対しましては、議員おっしゃるとおり、様々な関係機

関、それと実際に被害を受けていらっしゃる農業従事者の方々、そういった方々と一体と

なって取り組まなければならないものだと認識をしてございます。浦幌町農業協同組合に

おきましても、鹿柵の修繕、今後どうしていこうか、そういったものの検討が今始まった

ところでもございますし、そういった中では町もそういった中に加わりながら会話に参加

させていただきたいと考えております。また、農業者の方々におきましても、そういった

農業被害、自らの部分においては自ら捕獲実施隊のほうに参画いただいて提言していただ

くと。実際に捕獲の実施隊の中におきまして最近、令和元年度に55名であった部分が今現

在60名というふうに、若干ですけれども、増えてございます。その中には若手農業者の方

が積極的にそういう活動隊に加わっていただいているという事実も認識をしてございます

が、これがさらにより多くの同様の認識を持った方々が多数現れて、そういった活動に加

わっていただけるような推奨ができればよろしいかなと考えています。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 最後に町長にお聞きしたいと思うのですが、鳥獣被害、特にエゾシカの被害

に関して、これに関してはこれまで行政が行った施策によって大きく左右されていると感

じております。明治初期は大雪と乱獲により絶滅寸前だったエゾシカが現在大量に生息し、

農作物等に大変な被害を与えております。これは、行政が行った保護政策、また管理がも

たらした結果であると私は考えるわけです。確かに農作物の被害に関して税金を投入する

ということはいかがなものかという意見があることも承知しておりますが、これまで行政

がエゾシカを管理してきた経緯を考えると、やはりこの問題は行政、本町だけではなく北

海道や国も含めてですけれども、行政が責任を持って対処する必要があるのではないかと
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私は考えますが、町長としてのお考えを伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 議員ご指摘どおり、有害鳥獣被害の額というのは本当に年々増加というか、

大きくなっているということであります。ただ、これは捕獲数と頭数の増加との因果関係

の中で、どうしても捕獲がし切れない部分があります。一時は30万頭から40万頭に激減し

たという時代もありまして、そういう面で保護政策も一回取られておりまして、その後北

海道の中でさらに増えていった。結果的に増えていったという状況があります。そういう

面では、政策的な行き違いの部分はあるだろうというふうに思います。これは、北海道と

しての捕獲頭数の計画的な減少をどうやっていくかということも含めて北海道として考え

ていく必要があるだろうということで、私どもとしても北海道には申し上げているところ

であります。 

 町として今どういうふうに鳥獣被害を防いでいくかということについては、何といって

も捕獲をしていくということしかないのかなと今思っているところであります。ただ、有

害鳥獣の駆除には猟友会の皆さんのご協力が必要でありまして、大変そういう面では猟友

会の皆さんにはご苦労をかけていると思っています。猟友会の皆さんから言われているの

は、猟友会は駆除のためにある組織ではないということでありまして、自分たちの趣味も

含めての猟友会でありますから、駆除母体で駆除のためにあるものではないということは

常に言われているところであります。しかし、その中において、農被害の防止のためにも

皆さんが努力していただいているという状況であります。町としましては、猟友会の皆さ

んにそういう面ではこれからもご協力いただくためにどのように制度的な設計をしていく

か、これが必要だろうと思っていまして、大変今銃の管理、弾の管理、そして今言われた

料金の値上がりということもいろいろ問題はあると思いますが、この辺は今後とも猟友会

の皆さんとしっかり協議をしながら、今後とも有害駆除にしっかりお力をいただきたいな

ということで取り組んでまいりたい。町としては猟友会と協力しながら取り組んでまいり

たいと思っているところであります。 

〇伊藤議員 終わります。 

〇田村議長 これで伊藤光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） 

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１９分 休憩 

午後 １時２９分 再開 
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〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は10名です。 

 休憩前に引き続き一般質問を続けたいと思います。 

 次に、１番、沼尾昌也議員の質問を許します。 

 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 通告に従い、一般質問をいたします。 

 人口減少の分析と今後の目指す社会。日本の総人口は、2005年に初めて減少に転じ、本

町では1960年の１万4,150人をピークに現在は4,400人を下回り、ピーク時から見ると約１

万人、人口が減少しており、最近でも年間100名を超える人口減少の年が多くなっています。

人口については、今後も減少することが予想されており、国立社会保障・人口問題研究所

の推計では2040年には2,800人程度になる推計です。人口の減少は、全国の自治体共通の課

題であり、減少速度を少しでも遅くすることや町外から本町に関わってくれる人等を含め

た関係人口の増加への考え方など、住民が減る中でどういう政策を行い、どういう社会を

目指していくかが非常に重要だと考えます。そのため、以下の点について伺います。 

 １、ここ数年での人口増減のうち、社会動態及び自然動態の人数とその年齢比率はどの

ようになっているか。 

 ２、社会動態の転出者と転入者について、近年の転出、転入されている方の年齢層と人

数からどのような要因があると分析をしているか。 

 ３、まち・ひと・しごと創生総合戦略では転出者の令和６年度までの数値目標と基本的

方向が記載されており、住民同士が協力し合う環境づくりを推進するとされている。現状

では創業等促進補助事業を活用して新規創業した事業者や大手畜産業者の進出から移住し

てくる若者や外国人等が増えてきており、本町にとってはよいことと考えるが、住民の方

と移住者が一体となるという観点で住民同士協力し合う環境をつくるためにどのようなこ

とを推進していくか。 

 ４、転入者についてもまち・ひと・しごと創生総合戦略では数値目標と基本的方向性が

記載されており、移住、定住施策として移住体験住宅を整備しているが、移住体験住宅を

利用された方で移住まで至った方の人数は何人いるか。 

 また、うらほろスタイル教育を始めてから一度上京した後、地元に戻ってくるＵターン

は増加しているか。 

 ５、人口には人口統計には出てこないものとして交流人口や関係人口というものがある

が、町としてどのようにこれら人口の増加を推進していく考えか。 

 また、最近では浦幌町の事業に多くの企業人が関わりを持っていただいているが、その

ような関係人口が増えていく中で町外の方と町民のつながりをどのようにしてつくってい

こうとしているか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 
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〇水澤町長 沼尾議員のご質問にお答えします。 

 日本が本格的な人口減少社会を迎える中、北海道では全国を上回るスピードで人口減少

が続き、本町においても人口減少の進行がなかなか改善しない厳しい状況が続いておりま

すが、人口減少、少子化社会への進行スピードの緩和、抑制を図るべく、浦幌町第４期ま

ちづくり計画に沿って各種施策に取り組んでいるところであります。 

 １点目の社会動態及び自然動態の人数とその年齢比率ですが、住民基本台帳年報による

と、社会動態では転入者数が令和３年は138人、令和２年には152人、令和元年には129人で、

転出者数が令和３年は208人、令和２年は186人、令和元年は205人で、令和元年から３年間

の転出者数から転入者数を引いた人口社会減は180人、年平均60人となり、転出者数が転入

者数を上回る状況が昭和37年から続いております。また、令和元年から令和３年までの転

入者の年齢比率では、ゼロ歳から14歳までの年少人口が26人で全体の6.2％、15歳から64歳

までの生産年齢人口が380人で全体の90.7％、65歳以上の老年人口が13人で全体の3.1％と

なっており、転出者の年齢比率は年少人口が63人で全体の10.5％、生産年齢人口が464人で

全体の77.5％、老年人口が72人で全体の12.0％となっており、年齢階層別で見ると特に15歳

から19歳及び40歳から44歳が転出超過の割合が高く、一方20歳から24歳及び25歳から29歳

が転入超過の大きい階層となっております。 

 自然動態では、出生数が令和３年は22人、令和２年は26人、令和元年は17人で、死亡者

数が令和３年は80人、令和２年は64人、令和元年は79人で、死亡者の年齢は65歳以上210人、

65歳未満は13人で、令和元年から３年間の死亡者数から出生数を引いた人口自然減は

158人、年平均53人となり、死亡者数が出生数を上回る状況が平成６年から続いております。 

 ２点目の社会動態の転出者と転入者からの要因と分析についてですが、社会減の要因を

探るため、役場に転出、転入の手続に来られた18歳以上の方を対象にアンケートのご協力

をいただき、実態の把握に努めているところでありますが、理由としては社会動態からも

推測されるとおり、転出では就労や就学のため、転入では就労のため移動される方が多い

ことは確認できておりますが、詳細な要因分析までには至っていないことから、今後アン

ケートの方法も含め様々な角度から要因の分析を進めてまいりたいと考えているところで

あります。 

 ３点目の住民同士が協力し合う環境をつくるため、どのようなことを推進していくかに

ついてですが、現在は新たに本町に転入される方に対し、転入手続の際に該当する行政区

の区長名をお知らせするなど、行政区に関する情報の提供を行っている以外具体的な取組

は行っておりませんが、今後移住者間の交流の場も含め、町が実施する様々な事業に移住

者と住民の双方を巻き込むなどして相互理解が深まる場づくりに努めてまいりたいと考え

ております。 

 ４点目の移住体験住宅を利用して移住まで至った方の人数ですが、昨年度末現在で１世

帯２名の方が本町に移住されたと把握しております。 

 また、うらほろスタイル教育を始めてから上京した後、地元に戻ってくるＵターン者が
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増加したかどうかについては、Ｕターン者の実態は把握しておりませんが、ここ数年浦幌

で仕事がしたかった、浦幌に戻ってきたかったという若者の声を実際に聞く機会もあり、

この３年間で20歳代が転入超過となっている状況から見ても、本町に思いを寄せて住まわ

れている方は増しているのではないかと感じているところです。 

 ５点目の交流人口や関係人口の増加をどのように推進していくかについてですが、浦幌

町第４期まちづくり計画においても、浦幌町と関わりを持つ人などと新しいつながりやそ

こから生まれる新たな事業創出などによるまちづくりを重点プロジェクトの一つとして位

置づけ、うらほろスタイル推進事業、常室ラボを活用した地域間交流事業や副業・ボラン

ティアを活用した十勝うらほろ地域創生事業など関連する施策を進めているところであ

り、これらの事業を推進し、関係人口の拡大に努めてまいりたいと考えております。 

 また、多くの企業人など町外の人と町民のつながりをどのようにつくっていくかについ

ては、副業・ボランティアを活用した十勝うらほろ地域創生事業の中で行っている都会の

企業人と町民の方が課題を共有しながら一緒に地域課題を解決するワークキャンプ事業や

高齢者の買物支援の取組をはじめ、お互いに触れ合い、交流する機会を増やすことで企業

人には浦幌町が身近な地域となり、町民にとっても企業人にとっても信頼できる存在とな

るように関係性を築き上げていきたいと考えているところであります。 

 以上、沼尾議員ヘの答弁といたします。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今回は、人口減少の分析から、浦幌町が行っている施策というのはどういう

効果があるのかということをお聞きをしたいなと思っております。先ほど町長から答弁の

中で、まず１点目の中で15歳から19歳及び40歳から44歳の転出超過と答弁をされておりま

して、２項目めの質問の中で要因の中で、転出されている人数が多い15歳から19歳と40か

ら44歳の方々の転出要因としては就労や就学のためと現在のところ分析をされているよう

ですが、まずこの転出要因を減らすための施策、本町ではどのようなことをされているか

お聞きしてよろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 人口減少の対策といたしましては、まちづくり計画に基づきまして総合的に各施策を実

施しているところでございます。ある階層に絞っての効果的な対策というのは非常に難し

いとは考えているところでございますけれども、例えば先般議決いただきました補正予算

で実施いたします通学生特急定期券購入費補助事業などにつきましては、下宿等で町外に

住むことになる学生を浦幌町から通学させるきっかけになるということで、これも一つの

対策になるのではないかと考えているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 
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〇沼尾議員 就学のところで分析をされて、通学生の特急定期券購入補助ということで先

般の議会の中で補正ということで上がっておりましたが、こちらに関しては私もどうして

も浦幌町から帯広ですとか、そういうところの学校へ通うときにやっぱり下宿を選ばれる

方が多いということで耳にしておりますので、こちらに関しては本当に期待をしていると

ころではございますけれども、これから行う施策ということで、こちらもしっかりと統計

を取って、何名の方が利用して、どれだけの効果があるのかというのは今後分析していた

だければなと思います。 

 一方で、今転出のお話をしましたが、転入のほうになりますけれども、20から24歳及び

25から29歳が転入超過と先ほどご答弁ありましたが、令和元年からそれぞれ何名転入して

いるか教えていただいてよろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇河合町民課長 ご説明いたします。 

 令和に入ってからの転入者の内訳ですが、20歳から24歳の年齢層では令和元年は29人、

令和２年と令和３年はそれぞれ41人となっており、25歳から29歳の年齢層では令和元年は

25人、令和２年は30人、令和３年は32人となっており、20代の転入者は合計198人で、転入

者全体の約47％を占めている状況でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 転入者の約半分が20代ということですが、転入超過と先ほどご答弁ありまし

たけれども、ここ数年、令和元年から令和３年ということで浦幌町としては20代の人口が

増えているという認識で間違いないでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇河合町民課長 ご説明いたします。 

 20代の人口ですが、令和３年末では299人登録されておりまして、約10年前の平成24年は

444人おりました。その後毎年減少しておりましたけれども、平成30年頃に下げ止まりまし

て、それから僅かではありますが、増加に転じてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 では、私今初めて聞いたのですが、20代が増えているということは本当にす

ごいことだと、私は聞いて今思いました。当然日本で少子化ですとか労働力の人口の減少

というのはどこの自治体でも課題とされている中で、20代の人口が増えているということ

は浦幌町にとっては大変明るい話なのではないかなと思います。20代の方々が増えている

という要因について、先ほど就労が要因ではないかということでご答弁ありましたが、こ

れは就労が要因だということで分析されているということで間違いないでしょうか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 20代の増加の要因はということでございますが、詳細につき

ましては把握をし切れておりませんが、町長からの答弁のとおり、転入者のアンケートな

どの結果からも就労のためという理由が主であると推測をしております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 就労が大きな要因だろうということで、３番目の質問につながってはきます

が、今後浦幌の人口を考える際に就労というのがポイントになってくるということを聞い

ていて思ったわけです。本町では新規の創業促進補助事業というものを行っていると思い

ますが、ここ数年の新規創業補助事業、実績として何件の新規創業につながっているのか

と、またそこから雇用へのつながりというところでどのような効果が出ているかというの

を教えていただけますでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 新規創業等の補助事業、ここ数年の実績ということでございますが、平成31年について

は新規創業３件、令和２年度はございませんで、令和３年度においては新規創業は３件で

ございますが、第二創業という部分で３件ございます。この制度始まってから、平成28年

に創設されたわけでございますが、令和４年、今現在までの中で新規創業につきましては

全部で11件、創業支援をしてございます。先ほどの第二創業でありますが、現在の事業に

加えて別の分野に進出する第二創業につきましては６件の支援をしております。 

 全ての事業者の方々への現在の雇用への効果というところでございますが、全てを把握

しているわけではないのですが、今の会社の状況を見ていますと新規創業の11件のうち、

事業者４社におきまして雇用されている人数につきましては６名ほど新たな雇用が発生し

ていると感じております。新規創業補助事業、これらにつきましては、従業員の雇用につ

きましては当初の雇用につきましては資金面において大きな負担が伴いますので、事業が

軌道に乗るまでの間については役員だけでの運営、そういったところにおきますと雇用と

いう点につきましては今後増えていくことが発生してくればよりよいかなと感じていると

ころです。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今ご答弁いただきましたが、平成31年から令和３年で11件ということで、私

は同規模の自治体では新規創業でこの件数出るというのはすごく多いのかなと思ってはい

ますけれども、すごく多いのではないかと思うということではなくて、ほかの自治体と検

証してどうなのか、この件数が多いのか、少ないのか。そして、雇用につながっている件

数がほかの自治体と比べてどうなのかということを検証していくことが大事なのかなと思
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うのですが、これがほかの自治体と比べて効果が十分に期待できるというのであれば、町

外の方に向けてもこの補助事業をＰＲして、起業するなら浦幌でということをＰＲするこ

と、これは転入者増加ですとか雇用増、人口の増加につながるのではないかと思いますが、

起業するのだったら浦幌でというような、こういうＰＲの仕方というのはどう考えるので

しょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 事業制度のＰＲにつきましては、特に外部に向けて浦幌町ではこういっ

た事業を行っているのでというような特別なＰＲは行っておりませんが、事業を行おうと

される方につきましては、真剣に考えられる方は各町村の状態、経済状態であったり補助

制度、そういったものを真剣に考えられて、まず調査はされるのかなと考えています。ま

た、一方で、事業制度、これまで新規創業された方というのはもともと浦幌町に何らかの

関わりを持っていただいて、浦幌町で創業というところを目的として行っていただいてい

る方がほとんどといいますか、全件でございます。そういう中に、この事業制度だけを見

て浦幌町で創業というようなＰＲというのは、この制度自体を上手に活用していくという

観点において浦幌町としてそこを率先して表面化していくというところは慎重に考えてい

かなければならない点であろうかなと思っています。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今ご答弁あった懸念点というのは私も非常に分かります。一方で令和元年の

まちづくり計画のときに取ったアンケートの中に人口減少の抑制への取組、アンケートで

人口減少社会における取組として特に重要なことは何だと考えますかということで町民の

方にアンケートを取った中で、一番多かったのは働く機会の確保で70％、その次、次いで

若者、高齢者、障がい者などの雇用促進、就労支援というところで43％ということで、１

番、２番がやはり働くところに町民の方も人口減少抑制の取組が重要なのではないかとい

う声があるので、そこの雇用に関して何らかの手だてというのを今後進めていただければ

非常にいいのかなと考えております。 

 一方で、就労で浦幌町に移住してきた方がこの町にいち早く溶け込めるように何か支援

をしているかを聞きたいのですが、例えばここ最近でいえば大手畜産業者が新規に町内で

創業しまして、従業員として外国籍の方が町内で増えてきて、外国籍の方が増える際の不

安ということが地域の中でも声があると思うのですが、その点地域の方と移住者、外国人

だけではなく、若い人が入ってきたときですとか、そこの移住者のコミュニティ支援など

について何か行っていることがあるかお聞きしてよろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 答弁の中にもありましたが、転入される際には該当される行政区のお知らせをしたり、
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あとは転入手続のときにごみの分別など生活に関連しますパンフレットですとか各種ガイ

ドをファイルにまとめましてお配りをしています。また、町内の購買を促すために、ハマ

ナス商品券のほうも配付させていただいておりますが、コミュニティ形成のための具体的

な取組については行っていない状況となってございます。 

 また、外国人の転入に関しましては、大手畜産業者のほうとは関係課と情報共有が図れ

ておりまして、事業者からは日本人、外国人含めまして従業員との交流も何か行いたいと

いうような意向を聞いてもございます。今後事業者との連携も図りながら、そのようなこ

とに取り組んでまいりたいと思います。また、それ以外で町内在住の外国人の方に関しま

しては町民の方とどのような交流サポートができるのかということで、各課で情報共有し

ながら検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 移住者が増えていく、転入者が増えていくということはいいことですが、も

ともと住んでいる住民の方が転入者が増えることによって住みづらくなるというのは本末

転倒の話ですので、この辺もしっかりとコミュニティ支援、行政として行っていただけれ

ばなと思います。 

 次、４つ目の質問に行きますけれども、移住体験住宅についてですが、以前第４期まち

づくり計画策定の際の委員会において同僚議員から質問がありまして、受入れのハードル

を上げてみてはというような質問があったかと思います。これは、恐らく移住体験住宅と

いうのが観光目的で使われる件数が多いという課題からこういう質問があったわけです

が、そちらについてはどのような検討がされましたでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、移住体験住宅に関しましては、移住を考えているということで

申出いただければ特に制限なく利用することができるということになってございます。私

どもの担当部署としましては、ワーケーションなど実際に滞在中に仕事をされる方ですと

か、例えば滞在中にこちらが用意するプログラムを体験していただくことを必須とするだ

とかということを検討しているところではございますが、現在コロナ禍で一般の受入れは

休止しているところでございまして、具体的には固まっていない状況でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 具体的にはまだ固まっていないということだったのですが、先ほど来から話

にあるのですが、就労のところで私は移住体験住宅を活用していったほうがいいのではな

いかと考えておりまして、人口減少対策についても各大学の教授の方々が研究をされて、

いろいろ出されている中で、雇用というところが重要だという文献が非常に多くあります。
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そのため、移住体験住宅、先ほどの転入要因として就労というものが一つの要因とされて

いるのであれば、移住体験住宅についても就労希望の方にヒットするような使い方がいい

のではないかなと私は思っていまして、本年度から実施されている就業チャレンジ事業等

で移住体験住宅活用してはと考えているわけですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 移住体験住宅の就業チャレンジ事業での活用というところでございます

が、就業チャレンジ事業に参加される方、お申出のあった方につきましては、こちらとし

ましては基本的には民間の宿泊施設、そちらをまずは使用していただくということを想定

してございます。その場面において民間に宿泊ができないというような場合におきまして

は、今お話しいただいたような移住体験住宅を活用させていただく。段階的にそういった

形での使用というものは想定をしてございますけれども、まずは民間の宿泊施設、そちら

の活用というものを考えているところです。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 就業チャレンジ事業については民間の宿泊所ということで、今のご答弁で分

かったのですが、移住体験住宅というのをもっと効果を上げる。先ほどご答弁にあった中

では、１世帯２名の方が本町に移住されたということで把握しておりますということで答

弁いただきましたが、これを聞いてもう少し効果を上げられるのではないかと私は感じて

いるので、そこの効果を上げるということで、私の提案としては就労、働くというところ

で活用していくのがいいのではないのかなと思っていますが、その辺は検討していただけ

ればなと思います。 

 また、うらほろスタイルの件になりますが、ここ10年以上うらほろスタイルという教育、

本町では行っております。先ほど答弁の中で20代が増加しているということでありました

が、この要因にうらほろスタイル教育というものがあるのかについて検証をしてみるべき

だと私は思います。こちらについても効果があるとすれば、私はどんどん進めていくべき

だと考えますので、事業を始めてから10年以上経過するものについて、このうらほろスタ

イル事業について効果をしっかりとまず検証する。20代が増えているという要因の中で、

どれぐらいうらほろスタイル事業というのが効果があったのかというのを検証して、そし

て町民の方に報告していく、そういうことが私は重要なのではないかなと思いますが、う

らほろスタイル事業の効果を検証して町民の方に報告していく、そのような考えはないで

しょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 うらほろスタイルにつきましては、子どもたちが様々な学習活動を通じまして町の魅力

を発見し、町に愛着と誇りを持ちながら、将来浦幌で働きたい、暮らしたい、関わりたい
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という思いを持った次世代のまちづくりの担い手を育てるということが根本にあります。

町長の答弁のとおり、この取組で浦幌町出身の若者が戻ってきているのは事実として把握

しております。それを成果としてどのように検証していくかというのはなかなか難しいと

ころもありますが、どのような形で町民の皆さんにお伝えすればいいのかということは探

っていきたいと考えています。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 それでは、最後の５番目の質問に移りますが、本町のまちづくりに、先ほど

ご答弁の中にもありましたけれども、大手の企業の方が関わっていただけていること、こ

れは私も本当にすばらしいことであると考えております。一方で、地域に長く暮らしてい

るもともと住んでいられる住民の方々と一体となったまちづくりになっているかどうかと

いうところでは、私はまだまだ課題があると思っています。ワークキャンプなどで来られ

た方々はどれだけ地域の方々と関わっているものなのかお聞きしてよろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 ワークキャンプの関係でございますが、ワークキャンプに関わる地域の方に関しまして

は、現在地方創生事業を使いながらやっていますけれども、その活用前の最初のワークキ

ャンプということに関しましては、農業、林業、商工業の方など17名がメンバーとして参

画されております。また、現在も進められておりますが、現在のワークキャンプにおきま

しては前回とは別の農業者、商工業者の方など７名が参加されているところでございます。

また、ワークキャンプでは、この参加メンバーのほかにも、地域の課題解決を目指してい

る事業でございますので、参加する今のメンバーのほかに、関係する農業者の方ですとか、

建設業者の方など多数関わっていただいているという状況でございます。 

 議員がおっしゃっているなかなか町の人たちと一体となった活動になっていないという

ことでございますが、まちづくり計画の中ではまちづくりの基本視点という部分の一つと

して、町民と町に関わる全ての人が世代を超えて交流し、新しいつながりの輪を広げてい

くことを目指しておりますので、コロナ禍ということもあり、なかなか交流できませんが、

今後状況も見ながら企業人と町民の方の交流を進めまして、互いの信頼関係を築きながら

進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 私も町外から浦幌町に転入してきて、やはり最初はコミュニティに自分から

自ら入っていくというのは少し入りにくいというところもあるので、その辺を行政の方が

サポートしていただけるとありがたいなというのと、人口減少を食い止めるということで

転入者を増やしていくということを考えたときに、先ほどもちょっと話はしましたけれど
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も、もともと住んでいる方が住みにくくなっては意味がないので、その点を行政の方にサ

ポートしていただけると町民の方も含めて転入者の方も非常にありがたいのではないかな

と思います。 

 最後に町長にお聞きをしたいと思いますが、１つ目は転入者増加のために町外の方にど

のような町のＰＲをしていくかということなのですが、最初ご答弁いただいたときに、私

は20代が人口増えているというのはすごいことだと思います。メディアの方々に発信して

いくときに、浦幌町は毎年人口100人以上減っているとか、あと飲食店がどんどん減ってい

くという情報、そういう情報ではなくて明るい、20代が増えているのだという、こういう

情報をもっとどんどん、どんどん流してＰＲしていくべきではないかなと思っております。

こういうＰＲをしないかというのがまず１点目。 

 そして、２つ目が各施策、今日一部しか話はできていませんが、各施策が人口減少を止

めるためにどれぐらいの効果を与えているのかというのを検証すべきではないかというも

のが２つ目。 

 あと最後に、もともと住んでいる方々、住民の方々の転出を減少させるために今後どの

ようなまちづくりを進めていくか、最後お伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 今沼尾議員からお話をいただきました。20代の方が増加していることについ

てのＰＲとか、各種施策の検証、そして転出増をストップさせるための施策をどうするか

というお話であります。まさにこの３つの問題は大変大事なことだなと思っていますし、

先ほどからお話ししているように、浦幌町は関係人口という意味ではいろんな人材が町に

来ていただいているということでありまして、そういう面では大変ありがたいなと思って

いますし、うらほろスタイルから派生したいろんな事業が町外の人等の関係人口を増やし

ている要因だろうと思っています。 

 今そういう面では彼らがどう思っているかという部分を考えるわけですが、彼らが異口

同音に言うのは、浦幌町に来て、なぜ町で創業とか、そういう事業をするのかというと、

自分たちが何かまちおこしをするとかいうのではなくて、町内の人とのコラボレーション

の中でしっかり町の人が自分たちと一緒に同じ考えを持って行動してもらえるということ

が、それが自分たちのわくわく感につながっていくのだと、だからこの浦幌町でいろんな

事業をやりたいのだと、そして継続できるのだということを常に言っておられます。まさ

に私はそこが問題だろうなと思っていまして、ただ彼らが来て、来ただけではなく、そこ

では町内の人、若い人たちといろんな考え方、またいろんな取組をしていく中で人間関係

をつくり上げて、そしてそれが移住につながったり、新たな起業、創業につながっている。

それが要因だろうなと思っています。そういうことをこれからも続けていく必要があるだ

ろうと思っていますし、それが大事なことだろうと思っています。それが結果的に20代の

方、ＰＲということではなくて、そういうことを発信するということも確かに必要なのだ
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ろうなと思っています。 

 また、いろんな施策の検証というお話ありました。施策の検証というのは具体的な数字

で表すというのは難しいことでありまして、今まで第３期まちづくり、第４期のまちづく

りと続けて浦幌町のまちづくり事業をやってきていますけれども、それぞれの事業が一つ

一つどのような効果現したのかというのを具体的に出すのはなかなか難しいと思っていま

す。ただ、人口減少社会の中で浦幌町の人口も確かに減少している状況でありますから、

何とかまちづくり計画の各施策の中でしっかり減少を食い止めていきたいと思っていま

す。ただ食い止めるだけではなくて、小さな町の浦幌町のよさ、こういうものを町に住む

人にしっかり感じてもらいたい、そういうまちづくりをしていきたいなと思っているとこ

ろであります。 

 また、転出のストップ、止めるということはまさになかなか難しい課題だと思います。

確かに高校卒業後転出する年齢層からいっても、社会に出ていく人たちが増えて、また町

に残ってもらいたいというのは私たちの望みでありますが、仕事のミスマッチもあります

し、浦幌町としては人材は確かに確保したい。そして、人材の募集はしているのですけれ

ども、ミスマッチで、就労に結びつけられないというのが現状です。そういう面では、新

たな起業、創業をしていただく中で、そういう若い人たちが残ってもらえる大きな企業に

なって育ってもらいたいなと思っていまして、それが新たな若い人たちの就業に結びつけ

ることに将来つながっていくのではないかと期待をしているところであります。転出を止

めるための施策というのはいろいろやっておりますけれども、それを具体的に今沼尾議員

が言われるように、こうだから、これだけ止めたということはなかなかお答えできないと

いうのがちょっと無念な思いがしますけれども、現状はそういうことです。 

 第４期まちづくり計画の重点プロジェクトの中では、しっかり減少に歯止めをかけるよ

うにこれからも取り組んでまいりたいと思っているところであります。 

〇沼尾議員 終わります。 

〇田村議長 これで沼尾昌也議員の一般質問を終わります。 

 以上で一般質問を終結いたします。 

 

    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りをいたします。明日から６月16日までの３日間、議事の都合により休会とし、６

月17日午前10時から本会議を開くことにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、明日から６月16日までの３日間、議事の都合により休会とし、６月17日午前10時

から本会議を開くことに決定をいたしました。 
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    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ２時１４分 


