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開議 午後 １時３０分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は11名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

いたします。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 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。 

 令和元年第４回浦幌町議会定例会の運営について、12月３日午後、正副議長出席のもと

議会運営委員会を開催し、協議をしましたので、報告いたします。 

 本日の日程は、一般質問であります。一般質問は、通告順に高橋匠議員、河内富喜議員、

沼尾昌也議員、伊藤光一議員の４名より５項目の通告がなされております。質問順につき

ましては、通告順に指名されるよう議長に申し入れております。なお、本日は年に１度の

日曜議会の開催であります。議員、理事者並びに説明員の方々には傍聴される町民の皆様

にわかりやすい質疑を心がけていただきますとともに、活発なる議論を期待して、議会運

営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇田村議長 日程第２、一般質問を行います。 

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

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

一問一答方式により行い、質問時間については答弁を含め45分以内といたします。なお、

制限時間３分前には予鈴を１回、終了では終了鈴を２回鳴らしますので、議員及び理事者、

説明員の皆さんにはわかりやすい質問、答弁となるようご協力のほどよろしくお願いをい

たします。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 初めに、３番、高橋匠議員の質問を許します。 

〇高橋議員 通告に従いまして、一般質問いたします。 

 浦幌町のふるさと納税についてです。まず、浦幌町ふるさと納税のグランドデザインに

ついてお伺いいたします。浦幌町のふるさと納税は、ほかの自治体に先駆けて取り組みを

始めたこともあり、平成 26 年度には 8,200 万円弱の寄附を集めるに至りました。しかし、

そこをピークに年々減少し、平成 30 年度には 3,500 万円弱となっております。これは、返
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礼品提供を行っていない自治体や都道府県を含む全国の 1,788 の自治体のうち 1,068 番目

の寄附額となっております。ふるさと納税は、自治体が独自の戦略で利用規模を計画的に

ふやすことができる制度であり、全国的な制度利用額は、平成 26 年度は 388 億円だったも

のが、平成 30 年度には 5,127 億円と大きく増加しております。現在、全国の自治体が寄附

集めにしのぎを削っており、平成 30 年度に 10 億円以上の寄附を集めた自治体数は 86、１

億円以上の自治体数は 668 と全国の 37％となっています。浦幌町の恵まれた資源を活用す

れば、3,500 万円という寄附額を伸ばす余地はあると考えています。そこで、浦幌町のふ

るさと納税に関して、以下の点について伺います。 

 浦幌町ふるさと納税のコンセプトは、どのようなものでしょうか。また、目標額の設定

はされているのか、また目標額の設定根拠や複数年での目標設定は行われているでしょう

か。 

 目標額達成のための戦略、戦術について広告出稿や返礼品の拡充等は行っているでしょ

うか。 

 次に、返礼品提供事業者との連携について伺います。ふるさと納税は、返礼品を提供す

る事業者にとって非常に利便性の高い制度です。行政が行う寄附の受け付け業務との連携

を欠くことはできませんが、地方によっては自社で開発した新商品のテストマーケティン

グや季節限定の商品を受注生産することも可能です。また、浦幌町でできる体験などサー

ビスを返礼品として採用することによって全国に浦幌町のＰＲを行うこともできるなど、

物産の提供以外にもさまざまな価値を生むことが可能です。なお、11 月 27 日時点での浦

幌町ふるさとチョイスでの返礼品は 47 品となっており、返礼品の充実を図る余地はあると

考えています。そこで、下記の点について伺います。 

 浦幌町の事業者にふるさと納税の活用方法は周知されているでしょうか。 

 テストマーケティングや季節限定商品の先行予約など、事業者にとって新たな挑戦を行

うリスクを低減し、ふるさと納税に取り組みやすい体制は整備されているでしょうか。 

 現状浦幌町のふるさと納税ポータルサイトには必要な情報は記載されておりますが、商

品のストーリー性についての記載が余り見受けられません。返礼品の価値がより伝わるよ

うマーケティングを行い、ウエブページにて伝える等の工夫を行う予定はあるでしょうか。 

 以上について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 高橋議員のご質問にお答えします。 

 ふるさと納税は、ふるさとを応援したいという寄附者の思いを生かすため、平成 20 年４

月の地方税法等の一部改正により地方自治体に寄附することで寄附金の一定限度を住民税

などから控除される制度として創設され、自分の生まれ故郷にかかわらず応援したい自治

体に寄附を行うことができるという特徴があり、本町におきましても平成 20 年９月からふ

るさと納税に取り組んできたところであります。 
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 １点目の浦幌町ふるさと納税のグランドデザインについてですが、浦幌町ふるさと納税

のコンセプトにつきましては、本町では浦幌町ふるさとづくり寄附条例に規定していると

おり寄附金を未来を担う子どもたちの健全育成や次世代に引き継ぐべき地域資源の保全、

活用に使わせていただき、多様な人々の参加による個性あふれるふるさとづくりに役立っ

ていくという方針のもと本制度を推進しております。目標額の設定につきましては、平成

28 年度に約 4,400 万円の寄附をいただいた額を根拠としまして、本年度は当初予算に計上

しました 5,000 万円を目標額に設定しております。また、具体的に目標額を複数年では設

定しておりませんが、ここ数年の寄附額は 3,000 万円台で推移する厳しい状況の中、町と

しては下方修正せず、この額を目標として事業を進めているところであります。 

 目標額達成のための戦略、広告出稿や返礼品の拡充につきましては、これまでふるさと

納税の返礼品を扱うポータルサイト、ふるさとチョイスのみで行っておりましたが、本年

10 月よりさとふるを追加し、多くの方々の目にとまるよう対策を行っております。また、

今後の予定ではありますが、インターネットサービスを展開する楽天への出店準備も進め

ているところであり、楽天が提供するポイント還元サービスも味方につけ、寄附者へのア

ピールを強めていきたいと考えております。 

 返礼品につきましては、町内経済団体を通じて周知、説明するとともに、個人事業者の

方々についてもホームページに掲載し、随時募集を行っているほか、職員が直接事業者に

声かけさせていただくなど返礼品の拡充に努めているところであり、本町の魅力ある返礼

品を介しさらに多くの方へ浦幌町のことを知ってもらうきっかけとして拡充を図ってまい

りたいと考えているところです。 

 ２点目の返礼品提供事業者との連携についてですが、浦幌町の事業者に対するふるさと

納税の活用方法の周知につきましては、先ほども述べたとおり、町内経済団体を通じて制

度の活用について周知、説明するとともに、ホームページにより周知を行っているほか、

必要に応じ、直接事業者へ連絡するなど対応しております。 

 ふるさと納税に取り組みやすい体制の整備につきましては、返礼品提供事業者として新

規の登録を希望される事業者には返礼品登録作業や商品の写真撮影などのサポートを行う

とともに、返礼品の個数が比較的少数であるとか季節限定の商品であってもチャレンジし

てみたいという思いのある事業者がいる場合には、随時相談を受け付ける体制を整えるな

ど事業者の負担軽減に努めているところであります。 

 返礼品の価値を伝えるためのマーケティングや工夫を行う予定につきましては、本制度

も開始から 10 年以上が経過し、制度の内容が全国的に浸透したことで当時は制度の趣旨に

沿ったふるさとのまちづくりに対する気持ちが強かったと思われますが、現在ではそのこ

と以上に返礼品の魅力の高さへと移行するなど寄附者の思いも当時とはかなり変化してい

ることがうかがえます。そのため、ふるさと納税による寄附件数をふやしていくためには

市場ニーズを的確に把握し、町内の特産品を使用した返礼品を今以上に魅力的に情報発信

できるかが重要となりますが、それに必要とされるマーケティングやウエブページによる
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効果的な情報発信はより高度な専門的な知識が求められることから、費用対効果も見きわ

めながら、民間事業者の活用などその手法について検討してまいります。しかしながら、

これは返礼品の過当競争に参戦するということではなく、あくまでもご寄附をいただいた

方々に地元事業者や生産者が提供する自慢の商品をお届けすることで一人でも多くの方に

本町とのかかわりを持っていただくきっかけとするものであり、今後もこの基本的な考え

方のもと事業を推進してまいりたいと考えているところであります。 

 以上、高橋議員へ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 ありがとうございます。 

 まず町長がおっしゃるとおり、過当競争に参戦するということは私もあってはならない、

あってはならないと言うと言い過ぎかもしれませんけれども、ことだというふうに考えて

おります。ふるさと納税という制度の特性上、今総務省からいろいろな指導が入っており

ますけれども、返礼品の寄附額の３割まで抑えなさいよという通達が出ておりますので、

ちょっと言い方は極端かもしれませんけれども、事業者の方から安く分けていただくこと

ができて、ほかの自治体がやっていない費用対効果の高い返礼品を提供することができれ

ば、寄附を集めることはそう難しいことではないというふうに思います。ただ、それは事

業者の方に無理を強いるということにつながりますので、それはあってはならないという

ふうに考えております。 

 そこで重要なのが地元事業者の方ですとか生産者の自慢の一品の価値を正しく伝えると

いうことだというふうに考えております。 

 例えばジャガイモであったり、トウキビであったりというものは浦幌町にしかないもの

ではありませんので、その特徴をいかに消費者、寄附をいただく方々が欲しいと思われる

情報に捏造するわけではもちろんないですけれども、今皆さんが、生産者の方々が持って

いらっしゃるこだわりをいかに丁寧に伝えていくかによって選ばれる返礼品になるかどう

かというところだというふうに考えております。ただ、それを行う上でやはり生産者の方々

の思いを酌み取るために丁寧なヒアリングを行う必要があるということと、あとその情報

を正しく伝えるためにマーケティングをしていくということは欠くことはできないという

ふうに考えています。その中でやはり今所管されているまちづくり政策課の方々ももちろ

んふるさと納税業務だけをやっているわけではありませんので、１件１件そういう丁寧に

対応していくとなると相当時間がかかる、人的コストが膨らんでいくということにつなが

ります。現状ふるさと納税を行う上でそういった人的ソースを割く余裕があるのかどうか

というところについてお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 余裕あるのかということで非常にありがたいご意見いただきましてありがとうございま
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す。多様な業務ありますので、何がどれに重点を置くかということもありますけれども、

町長の答弁のとおりふるさと納税というのは町のことを知ってもらうためには非常に大切

な事業だと思っておりますので、なかなか行き届かないところありという部分は承知して

る分ありますけれども、課の中では課の目標として毎月寄附額がこれぐらいあったとか、

あとはこんなような写真を出したら盛り上がるよねとかいうことで、その重要性について

は課の中でも共有しているところです。なかなか時間とかいうことで理由をつけるのでは

なく、議員のおっしゃっているように事業者の皆さんの自慢の一品が少しでも多くの方に

知れ渡るような努力を引き続きしてまいりたいと思っているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 先ほど答弁いただいたこととも、町長からの答弁の中でマーケティング等専

門的な分野に関しては事業者との連携も視野に入れながら検討していきたいというものが

ありましたけれども、返礼品を提供する生産者の方や事業者の方とのヒアリングを行うと

きにそのマーケティングの知識がある方がいるというのが私は大事だというふうに思って

おります。言い方ちょっと申しわけないのですけれども、専門分野になりますとやはりそ

の勉強を専門的にされている方ではないとなかなか情報の受け取り方も違ってきますの

で、役場職員の方がヒアリングをしたのを事業者の方に伝えるというのではどうしてもち

ょっとロスが出るといいますか、なかなかその本質的な部分が伝わりづらいところも出て

くるだろうなというふうに想定をしております。現在浦幌町のふるさと納税で大手のポー

タルサイトいろいろ使われているかと思いますけれども、返礼品を拡充していくというと

ころは恐らく委託契約の中には入っていないのではないかなというふうに考えているので

すが、そのあたりいかがでしょうか。 

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。 

 議員のおっしゃるとおり、ポータルサイトには事業者さんが出していただく品物をイン

ターネット上にアップをしてということなので、そこまでどのような品物をどのように上

げるかというのはまさに私たちの仕事でございます。おっしゃっているように、なかなか

私も専門的な知識はありませんので、どういう見せ方とすれば売れるのかとか、おっしゃ

っているどういうストーリー性をつけたら売れるのかという部分はなかなか持ち合わせて

いる技術ありませんので、そういう部分に関しましてはやっぱり専門的な知識を持ってい

る方にご協力いただかないとなかなか難しいのかなというふうには考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 では、専門的な事業者を活用するというところに関しては検討を重ねて、す
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ぐにということにはならないかもしれませんけれども、なるべく早い実施をお願いしたい

なというふうに考えております。 

 次に、今私がお話ししてきたことはあくまでその体制をつくるというところだというふ

うに考えています。浦幌町では、山菜ですとか、あと漁業、海産物ですとか季節限定の商

品というものが結構あります。そして、それらは非常に品質も高いものですので、ちゃん

と情報を届けることができれば選んでいただける返礼品になるだろうなというふうに想定

をしております。ただ、それを行うのにやはり手続が難しいですとか時間がかかるという

形になりますと、なかなか難しいところはあるかなと。メーカーさんで大量に物をつくら

れているところであれば、このぐらい出してくださいという情報のやりとりというのはそ

う難しいことではないと思うのですけれども、生産者の方が直にやられているものという

のはなかなか、例えば漁師の方であれば漁業に出てるときは電話がつながらないですとか、 

いつまでにこれをこのぐらい出してほしいというオーダーに応え切れないというところが

あると思います。そういったところは、やはりどういうやり方をしていくというのは返礼

品を提供する事業者の方と、寄附を受け付けされる行政側とでちょっと相談をいただく必

要あるとは思うのですけれども、私が心配してるのはそこは大手事業者さんに任せてしま

うとなかなかそういうきめの細かい対応がしづらくなってくるのではないかなというふう

に考えております。そのあたりはいかがでしょうか。 

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。 

 確かに大手ポータルサイトにお任せするということになりますと、おっしゃっていると

おり機械的になってくると思います。現在も商品の返礼品のものを用意するとか集めると

いうのは私ども職員が行っておりまして、その業務に関してはポータルサイトに任せてお

りません。ただ、おっしゃるように事業者さんのほうではやっぱり手間がかかる、時間が

かかるという部分でなかなか一歩踏み出しにくいという状況があります。今現状の中では、

そこに丁寧に手を差し伸べるところまでいっていないものですから、なかなかそこの開拓

ができていないというところが実態となっています。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 ちょっと誤解をしていただきたくないのは、あくまでもふるさと納税に関し

ては行政で全てをやるべきだというふうに私は考えているわけではないというところで

す。やはり返礼品を提供して、その売り上げに関しては事業者さんのところに入りますの

で、もちろん事業者さんが企業努力をされるというのが前提にはなってくるというふうに

思います。なので、物が出せないですとか、受発注できないよというところはそもそもち

ょっとやるのは難しいのではないかなと思っています。ただ、１歩目、こういうものが出

せるのか出せないのかですとか、そういったところに関してはやはり初めの、初めてやる
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ことというのはハードルが皆さんなかなか心理的にも挑戦しづらい、というところがあり

ますので、そこは行政のほうでまず１歩目を踏み出すお手伝いというのはぜひしていただ

けるといろんな事業者の方が挑戦しやすくなるのかなというふうに思っております。 

 次に、広告について質問させていただきます。現状浦幌町のふるさと納税ではウエブ広

告、もしくはふるさと納税の専門雑誌への広告出稿というのはされていますでしょうか。 

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 今のご質問にお答えします。 

 特に広告を打つような部分ですとか、そういうの経費をかけてはやってございません。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 これももちろん今すぐという話ではないのですけれども、商品の拡充が終わ

って、魅力的な返礼品がそろってきて、特に季節限定の商品等があるときですね、春先に

山菜送りますですとか、そういったものに関してはやはりウエブ広告の出稿があるとない

とではかなり訴求力が変わってきます。ただ、やはりプロモーション、広告の出稿が全て

想定どおりに進むというものではありませんので、そこは慎重な議論が必要になってくる

ところかとは思いますけれども、5,000万円のふるさと納税の寄附額を目標にされるという

ことが前提であれば、その広告費ということについてもぜひご検討いただければなという

ふうに考えております。 

 以上で質問終わります。ありがとうございました。 

〇田村議長 答弁はよろしいですか。 

（「よろしいです」の声あり） 

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、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 通告書に基づき、一般質問をいたします。 

 平成30年７月の西日本豪雨では総被害額3,400億円、死者、不明者231名、本年10月の台

風19号では総被害額3,000億円、死者、不明者95名など特にここ十数年間地球温暖化が原因

と思われる桁外れの大雨による災害が毎年続いております。平成28年８月、台風10号によ

り、十勝では543億円、総被害額2,800億円の被害が発生し、２名の方が亡くなられたこと

は記憶に新しい。災害対策基本法に基づき平成31年３月に浦幌町地域防災計画が策定され、

内容は部分修正されたが、ほぼ前計画を整理、踏襲したものである。現在国は想定外の大

雨災害が多発する状況では施設整備による災害対策には限界があり、今までの地域防災計

画だけでは不十分であるとして、タイムライン、防災行動計画の策定があわせて必要とい

う認識のもと国の管理河川を対象にその策定を進めている。ちなみに、タイムラインとは

災害の発生を前提に防災関係機関が連携して災害時に発生する状況を定め、想定を共有し
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た上でいつ誰が何をするかに注目して防災行動とその主体的起点に時系列で整理したもの

である。アメリカのハリケーン対策から学ぶ。町民の安全、安心を確保するための実効性

のある水防対策が急務であると考えます。水防対策にはハード面とソフト面がありますが、

今回は特にソフト面について次の点について伺いたいと思います。 

 １、現在タイムラインの策定は基本的には河川管理者、国、道が計画を立てており、避

難勧告着目型、97市町村として浦幌町も既に運用開始されております。ほかに市町村が主

体的に取り組む機関連携型として13市町村があります。 

 １点目として町が主体的に取り組む機関連携型でのタイムラインの策定については検討

したのか伺います。 

 ２点目、国、道は地域防災計画から災害、水防、地震等ごとに類似性のある情報をアウ

トプットして、防災行動の見える化を図ることを進めている。膨大な地域防災計画書では、

緊急時に実践的ではないからである。アウトプットの活用、整備、周知について現在どの

ように取り組んでいるのか伺います。 

 ３点目、気象情報、気象台は市町村の避難準備勧告、指示の判断を支援、住民の主体的

避難を促進。河川の情報は国、道が発信。避難情報については町が発令するが、それらの

情報をわかりやすく整理した整合表が町民には必要だが、見える化と町民周知の考え方は

どのように考えておられるか。 

 ４点目、町民避難マニュアルの作成、周知及びマイタイムラインの活用について取り組

む考えはあるか。 

 ５点目、先般の台風による大雨被災地では住民に緊急避難を促すために消防車によるサ

イレン吹鳴が非常に効果的であったと聞いております。これらのことについて、早急に検

討すべきと考えるが、いかがお考えか。 

 ２、町は自主防災組織の設立を容易にするため行政区へ防災員の設置を促すとしている

が、現在自主防災組織、防災委員の設置状況及び具体的取り組みはどのようになっている

か伺います。 

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。 

 防災タイムラインは、発生が予測される被害や災害発生時には多種多様な情報から重要

情報をリアルタイムで必要な対応として共有するという点で大変効果が高い計画と言えま

す。 

 １点目の機関連携型でのタイムライン策定について検討しているかについてですが、本

町においては河川管理者と協力し、市町村長による避難勧告等の発令に着目した避難勧告

着目型タイムラインを策定しており、多機関連携型タイムライン策定の検討は行っており

ません。 

 アウトプットの活用、整備、周知についてですが、本町では平成25年３月に防災ハザー
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ドマップを作成しており、その中に災害が発生した際の行動を時系列的に示したものや非

常時持ち出し品チェックリストを掲載するなどしているほか、地震から５日間を生き延び

る方法として被害想定とそれらの対処方法が記載されている地震防災ハンドマップを作成

し、本年４月に、全戸配布をしております。 

 情報をわかりやすく整理した整合表の見える化と周知を図る考えはあるかについてです

が、町は昨年発生した西日本豪雨を教訓として、地方公共団体が避難勧告等の発令基準や

伝達方法を改善し、災害時住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう防災情報を５段

階の警戒レベルにより提供し、住民の避難行動等を支援するため避難勧告等に関するガイ

ドラインを本年３月に改定いたしました。本町では、先ほども述べましたとおり、河川の

水位の状況に伴う町の判断基準や体制を定めた避難勧告着目型タイムラインを策定してお

りますが、このタイムラインは河川水位観測所における水位の状況により行動の判断をす

るものとなっているため、河川の水位の状況を把握することができない方には利用しづら

いものとなっているため、住民の皆様への周知は行っておりません。 

 町民避難マニュアルの作成、周知及びマイタイムラインの活用について取り組む考えは

あるかについてですが、本町においては、先ほども申し上げましたとおり、本年４月に地

震防災ハンドマップを作成し、全戸配布しております。今後については、本年北海道で公

表した浦幌川の洪水浸水想定区域の改定を反映させた防災ハザードマップを来年度作成

し、全戸配布する予定としております。また、マイタイムラインについてはさまざまな災

害時に慌てることがないよう避難に備えた行動を一人一人があらかじめ決めておくもので

す。本町においては現在整備しておりませんが、他自治体の策定状況を参考に今後検討し

てまいります。 

 緊急時の避難指示方法の検討についてですが、台風や大雨時の際、最近の住宅は機密性

が高く、サイレンの音や広報車の放送を行っても屋内にいる方には聞き取りにくい状況に

あります。また、消防車によるサイレン吹鳴については、サイレン音のみとなると、住民

の方に情報の中身が伝わりにくいことも考えられます。最近では、ソーシャルネットワー

キングサービスを活用した情報発信も多くの自治体で採用されており、多種多様な伝達手

段があります。本年度浦幌町の自然、社会特性といった地域特性を検証し、伝達手段の適

否を判断するなど、伝達手段の選定の基礎資料を整理し、来年度以降どのような体制整備

をとるのがよいか検討しているところであります。 

 ２点目の現在の自主防災組織、防災委員の設置状況及び具体的取り組みについてですが、

防災対策の基本は自助、共助、公助で、これらがうまく連携することで災害発生時の被害

軽減や効果的な防災対策を行うことができます。このことから、以前より町では共助であ

る自主防災組織の設立を呼びかけており、現在12行政区で自主防災組織及び防災委員を設

置していただいております。防災委員の設置されていない行政区につきましては、設置に

向けた協議を行っていただくようまちづくり出張説明会や行政区の集まりなどで組織の重

要性や設置手続を説明し、防災委員を設置された行政区に対しましては町職員や消防署員
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による防災事業実施にかかわる支援のほか、行政区として必要な防災用品の整備に関し笑

顔輝く地域づくり支援事業による助成などを行っております。 

 以上、河内議員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 ご説明ありがとうございます。何点か確認をさせていただきたいと思います。 

 １のタイムラインについては、避難勧告着目型ということで現在対応しているというお

答えでございます。この避難勧告着目型の作成については、河川管理者と協力してつくり

上げているというお答えでございますが、これはどのようなすり合わせを行ったのかもう

少し具体的に説明願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまのご質問でございますが、避難勧告着目型のタイムラインに

つきましては河川管理者との協議により設置しているところでございますが、河川管理者

のほうから、それぞれの管理する河川の水位の観測所がございます。そこの水位の状況に

よって河川管理者としてはこういった行動をとりますといったものを河川管理者のほうで

検討しております。また、それに伴いまして町としてはこういった行動をとってはどうで

しょうかというものを記載していただき、また町としてはその後住民の方にどういった行

動をとってもらったらいいのか、そういったものを河川管理者のほうで大方のものを作成

していただきまして、その内容を確認しまして、本町の防災計画ですとか、そういったも

のとの整合性を確認した上で、問題がある点については修正を加え、そうでないものにつ

いてはそのまま使うという形で、そういったような形でつくられたものとなっているもの

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 当町は避難勧告着目型でこのようなことを、タイムラインを作成して、それ

を生かしていくということでございますが、いろいろ資料を見ますと、機関連携型で主体

的に取り組まれている市町村においてはタイムラインについての連携、そして、これらの

タイムラインについての情報交換などを、定期的に市町村で集まって、そういった確認を

お互いしているというようなことが載っておりますが、当町の避難勧告着目型でこのよう

な情報交換とか、こういったことについては何かやっていますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまのご質問でございますが、先ほど申し上げました避難勧告着

目型につきましては河川管理者、町、住民のとるべき行動ということで策定するものにな

っております。多機関連携型のタイムラインにつきましては、それ以外のライフラインを

整備します電気会社ですとかガス会社、また交通機関ですとか、そういった機関も含めた
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中で協議を行って、それぞれの体制がどういった対応をとるのがよろしいか、そういった

ものも含めて検討するといったものになってございますが、本町のように小さな自治体で

ありますとどうしてもそういったライフラインを整備している機関ですとか、そういった

ものが大きなものがなく、なかなか検討するというところが難しいというものがございま

して、他町村においても避難勧告着目型のタイムラインの策定のほうは進んではいるので

すけれども、多機関連携型のタイムラインについてはなかなか簡単に進まないというとこ

ろがございます。先ほども申し上げたとおり、本町につきましては多機関連携型の前に先

ほどの避難勧告着目型のタイムライン、こちらについて先に皆さんに知ってもらうとか活

用するということが先決であると考えておりますので、そちらのほうにはまだ取り組んで

いないという状況ですので、ご理解願います。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 非常に観念的なやりとりになっていますので、具体例としてお聞きしたいと

思いますが、タイムラインの中に防災行動と実態主体を起点に時系列で整理し、取り組む

ことが必要であるとなっているわけです。我が町の河川ということでいくと、国の河川、

道の河川、町の河川があるわけです。それの横串というか、全てをこういうふうに網羅し

た中でのタイムラインということの考え方があると思いますが、確認ですが、浦幌の場合、

125カ所の樋門があります。またあと、緊急排水施設として３カ所あるわけですが、大雨が

降った場合に降雨の情報、それと河川の水位の情報をということでのこういった樋門管理

者などの連携はどのように行われているか教えていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 樋門管理の関係は後ほど別に答弁しますけれども、初めに本町の今策

定されておりますタイムラインにつきましてはそれぞれ河川管理者が管理する河川の水位

の観測所によってということで先ほど申し上げましたが、今現在でき上がっているものと

しましては、十勝川につきましては茂岩水位観測所を起点としたもの、また下頃辺川につ

きましては大平の水位観測所を起点としたもの、あと浦幌十勝川につきましては十勝太水

位観測所を起点としたもの、これらの水位によって、先ほど申し上げたとおり、河川管理

者、町、住民の方々がそれぞれとるべき行動を決められたものとなっております。これが

国の管理河川でございます。北海道の管理河川につきましては、浦幌川ということで、万

年の水位の観測所、こちらのほうの水位をもとに同じように河川管理者、町、住民がとる

べき行動というものを定めたものをつくっているという内容でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 施設課長。 

〇早瀬施設課長 ただいまの質問なのですけれども、北海道と国と、あと浦幌町と樋門河

川等について情報交換を行って、それについて確認を行った上での対応をとっているとこ
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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 樋門管理されている方は当然水位によっていろんな判断をされると思うので

すが、それは例えば水位を連絡するのは浦幌町に水位について連絡が来るのか、河川管理

されている国とか、一番多いのは道だと思うのですが、そちらのほうに連絡が行って、そ

の情報が浦幌へ来るのか、その辺の情報連携というのはどういうふうになっていますか、

水位について。 

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水位の観測所の水位につきましては、インター

ネットを通じて常に確認ができる状況となっております。ですから、我々も当然警報等が

発令されましたら職場のほうに出勤しまして、その中で今河川の水位の状況はどのように

なっているか、こういったものを確認します。そのときに水位がここまでのラインに来た

ときにはこういった行動をとるというのが先ほど言ったタイムラインの中で設けられてお

りますので、このタイムラインに沿って行動する、また避難勧告等を出すときも、この避

難勧告着目型というのはあくまでも市町村長が避難勧告を発令する基準として出されてい

るものでございますので、水位の状況、タイムラインとの状況を確認しながら避難勧告を

発令すべきかどうかを決定していく、そういった形になっておりますので、特に水位がど

うでしたということの通知が来るものではなく、あくまでもこちらから自発的に水位の状

況は確認するといったものになっています。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 １点目でとどまっておりますので、２点目についてお伺いしたいと思います。 

 防災ハザードマップ、ここに私、改めて平成25年３月に町民に配られた、あるわけです

が、なかなかよくできているなと思って見させていただいております。お答えの中でも今

後ハザードマップについては、新しいハザードマップについて考えているというようなお

答えがあったわけですが、これらを利用される方が非常にわかりやすく工夫されていると

いうことがやはり必要なのかな。その点も町の方も十分ご認識されて、こういったものを

つくられていると思うわけですが、このアウトプットしたこういうマップについてやはり

せっかくつくったのですから、活用というのですか、そういったものを、これは私のうち

にあって、このたび詳しく見させていただいたのですが、皆さん方もこれ受け取った中で

どれほど目を通しているのかなというようなことが逆に、自分の反省も含めて目を通すこ

とが必要なのだろうということで認識をさせていただいております。こういったものを今

後、先ほどお答えいただいた２点目の自主防災組織のお答えでもあったのですけれども、

こういったものを防災委員さんが例えば行政区のそういった総会等に集まったときにお互
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い活用して勉強しようではないかとか、あと自分の区に想定される水位だとか、そういっ

た防災関係をお互いこれを利用することで、活用していくことによってまたこれもつくっ

た意味が大きくなるし、利用することでお互いが自助、共助、公助ですか、そういったも

のに生きてくると思うのですが、そういった先ほどの２の中で自主防災組織で設置した後

の活動ということで、お答えが明確になっていなかったと思うわけですが、その辺の防災

委員さんへのそういった活動について町から何か依頼とかこういう内容を進めてください

というようなことは防災委員さんに申し上げているわけですか。 

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、防災委員を設置した行政区につきまし

ては、行政区長会議の中でもこういったことをしてはどうでしょうかという例示をしまし

てお示しをしております。その上で、どうしてもわからない部分とかあると思いますので、

説明してほしいということであれば我々も出向いて説明をさせていただきますというお話

をさせていただいておりまして、今言われたとおりまさしく防災委員設置した行政区にハ

ザードマップの一部抜き出したものをお渡しをして、時系列の行動等について、こういっ

たこともこういったものに書いてあるので、これを活用してくださいといったことでお話

をしてきたという経過もございますので、来年度も、先ほど申し上げたとおり、新たなハ

ザードマップ策定する予定としておりますので、ですからハザードマップ、今までどちら

かというと配るだけで終わりという部分が多かったと思いますけれども、せっかく防災委

員を設置していただいてる行政区がふえてくるようであればそちらのほうに出向いて、こ

れをこのように活用してくださいですとか、具体的な説明を加えるですとか、そういった

ことも今後していきたい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 ８番、河内議員。 

〇河内議員 あと、整合表です。整合表についてお答えいただいているのですけれども、

私の認識とちょっと違うのかなということで、河川の水位状況に伴う町の判断基準や体制

を定めた避難勧告着目型タイムラインの作成をしておりますが、このタイムラインは河川

水位観測所における水位の状況により行動を判断するもので、河川の水位の状況を把握す

ることができない方に利用しづらいものになっているので、住民の皆さんへ周知は行って

いませんよというお答えでありました。私ここに非常にわかりやすいこれらの整合表があ

るわけですけれども、やはり利用しやすいということは簡単に見やすいということです。

それを整理表として活用していくということにはまた詳しいことも載せていかなければな

らないということで両方があるのでしょうけれども、こういうふうにレベル１から５、そ

れと求める行動としてどういう行動をとるべきかということが載っていますし、また避難

情報についてはそれぞれの３、４、５、それと気象情報はレベル何の場合は何かと、それ

と稼いだ情報ということで４つの情報がこういうふうに整理表で載っているものがござい

ます。これ特にお年寄りの方はわかりやすいということでいえばその辺の整合表が整理票
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的な意味合いが強くなるとまた違った感じ持たれるのかもしれませんけれども、その辺は

川の情報を入れなくていいという認識であれば入れなくても結構ですけれども、こういっ

た整合表、今後ハザードマップを新しくつくるということでございますが、その辺につい

てもわかりやすく載せれることができれば、ぜひこの整合表についても前向きに検討いた

だきたいなと考えておりますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 今の関係でございますが、今河内議員がおっしゃられました整合表と

いうものがまさしく河川のタイムラインになるものになります。ですから、河川のタイム

ライン、皆さんにちょっと周知していないので、皆さんのお手元にはないかと思うのです

けれども、そちらのほうには、先ほど申し上げたとおり、河川の水位の情報、気象の警報

の情報、河川管理者の行うべき行動、町の行うべき行動、住民の行うべき行動と、そうい

ったことでタイムラインがつくられておりまして、それがまとめられたもの、見やすく、

わかりやすくしたものがタイムラインになっているのですけれども、先ほども申し上げた

とおり、河川の水位がこれだけになったときにこういう行動をとりますとかとなっている

ものですから、どちらかというと機関であります河川管理者ですとか町にとっては大変わ

かりやすく使いやすいものになっているので、そうなのですけれども、先ほど申し上げた

とおり、河川の水位というのはインターネットで確認するしか方法はございません。そう

すると、どうしても高齢者が多い本町のような場合ですと、インターネットを通じて河川

の状況が今どのようになっているかということ把握することが大変難しいものだと思われ

ます。そのため、ちょっと使いづらいものになっているという意味はそういった意味で記

載するものでございますけれども、ですからどちらかというと河川の水位を見てどうかと

いうのよりは、この後河内議員の質問にもありましたけれども、マイタイムラインという

ものがございます。そちらのほうはどちらかといいますと一般の住民の方にとっては大変

わかりやすいものになっていると思いますので、先ほども答弁しておりますが、今後他町

村の状況等を確認しながら、活用できるものであればそういったものをまた先ほど申し上

げた自主防災組織、防災委員を設けてる行政区の中に入っていってマイタイムラインをつ

くってみることをするですとか、そういったことも今後検討し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。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 最後に、私が今回このような質問したということの意味を皆さん方に十分わ

かっていただきたいなと思っております。地球温暖化ということでは、これもう世界的な

レベルで起こっていることであって、今後こういったものが好むと好まざるとにかかわら

ず、我々はその中で生きていかなければならない。この浦幌町の町民もより安全でこの地

域に住んでいかなければならないということでございます。それは、今まで認識していた

雨量とか、そういった認識では対応できないということをもう一度我々議員も、議会も含
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め行政として認識していかなければならないのではないかということで今回質問をさせて

いただいたわけでございます。その辺について町長、ちょっとお答えいただきたいと思い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 河内議員のおっしゃいます防災関係につきましては、本当に町として大変重

要な課題だというふうに思っております。また、最近非常に台風、低気圧が大型化をし、

甚大な被害を町にもたらしているという事実もありますので、当然この地球環境を守ると

いうことは浦幌町もその一端を担うべき存在だろうと、自治体だろうというふうに思って

います。特に町の74％を占める森林があるわけでありますから、森林をしっかり整備し、

守っていくということも大切だろうというふうに思っています。今世界ではトランプ大統

領がパリ協定から離脱するということもありますし、今ブラジルではアマゾン川が大開発

の波にさらされておりまして、地球の1.1倍を超える面積がもう伐採をされ、そしてその開

発の影響で大規模な火災が発生しているという状況が新聞報道等で報じられております。

また、スウェーデンの16歳の少女の発言によって世界の若者たちが地球温暖化に対する意

識づけが大変進んでいるということで、今ＣＯＰ25でも世界の環境を守るという会議が開

かれておりますけれども、その中でも発言をされている勇気が大きな話題を呼んでいると

ころであります。地球温暖化は、いずれにしましてもいろんな災害を生じる源であります

ので、町としても重大な関心を持って取り組まなければならないというふうに思っている

ところであります。先日、釧路気象台長が浦幌町を訪問していただきました。この20年間

で十勝の平均温度が２度上がっているという状況だと。そして、２度上がっている中でこ

れだけ変わってきてると。ただ、将来５度上がる可能性があるというふうに言われました。

まさに驚愕的発言だなというふうに私どもも感じておりました。漁業も大変非常に環境が

厳しい中でありますけれども、特に寒冷地作物を主体とする１次産業、農業にも大きな影

響は今後避けられないというふうに思っておりますので、今後はそのような５度も上がる

ような地球環境ではなく、地球環境をしっかり守っていくという運動を町としても率先し

て進めてまいり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。 

〇河内議員 終わります。 

〇田村議長 これで河内富喜議員の一般質問を終わります。 

 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 ２時３２分  休憩 

午後 ２時４５分  再開 



                                             － 18 －

 

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、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。 

 うらほろスタイル複合施設の利用促進についてであります。本年12月にうらほろスタイ

ル複合施設のフタバはオープンをして１年となります。フタバにおいてＮＰＯうらほろス

タイルサポートを初め行政でもさまざまな町民が利用していただけるようご尽力されてい

るとは思いますが、現在もなお利用したことのない町民も数多くいると想像されます。ま

た、この施設については交流スペースのほか宿泊スペースを設けているが町外の方のみの

利用に限っており、宿泊スペースの利用についても稼働率をもっと上げていくことが必要

だと考えております。これからもさらにフタバが広く町民から利用される場となるよう以

下の点について伺います。 

 １、１年間の交流スペース、宿泊スペースの利用者数について。 

 ２、これから利用者数をふやすためにどのような取り組みを考えているか。 

 ３、宿泊スペースについて町民の方も利用できるようにする考えはあるか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 沼尾議員のご質問にお答えします。 

 うらほろスタイル複合施設フラバは、うらほろスタイル推進事業の新たな活動拠点とし

て整備した施設で、平成30年12月19日に供用を開始し、町内外の多くの方にご利用いただ

いているところであります。 

 １点目の１年間の各スペースの利用者数についてでありますが、交流スペースの利用者

数につきましては昨年12月19日のオープンから本年３月31日の間で60日間、373人、本年４

月１日から10月31日の間で186日間、1,642人の利用となっており、本年度の利用された方

の主な用途としましては小中学生の利用が55日間、385人と最も多く、次に高校生つながり

発展事業が58日間、355人、そのほかには北海道釧路教育大学関連、子どもの想い実現ワー

クショップを初めとするうらほろスタイルにかかわる事業でご利用いただいております。

宿泊スペースの利用者につきましては、昨年度が延べ38日間、92人、本年度が10月31日ま

で延べ122日、249人の利用となっており、本年度の主な用途としましては北海道釧路教育

大学が106人と最も多く、そのほかにはうらほろスタイル関連企業関係者及び学生の方々に

利用いただいております。 

 ２点目の、これからの利用者数をふやすための取り組みについてでありますが、うらほ

ろスタイル複合施設フタバには町民コミュニティの活用の場として先述した小中学生、高

校生やうらほろスタイル関連の用途にとどまることなく、世代を超えて多くの方々に利用
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していただくために管理運営を委託しているＮＰＯ法人、うらほろスタイルサポートが主

体となり、趣向を凝らしたイベントを展開しております。今後もミニライブや夏休み工作

教室、季節に応じたイベントやそば打ち体験など多くの方が気楽に参加できるような企画

を続け、まずは足を運んでいただくことを念頭に置きながら運営を行ってまいります。 

 ３点目の宿泊スペースについて町民の方も利用できるようにする考えはあるかについて

ですが、当該施設は交流スペースと宿泊スペースとに分けており、交流スペースにつきま

しては町内出身高校生が地域活性化の活動を行う浦幌部の活動や北海道教育大学釧路校を

初めとする学生や常室ラボを利用する企業関係者と町内の小中学生、高校生との交流事業

のほか、多くの町民同士のコミュニティの場としています。一方、宿泊スペースにつきま

しては、町外から来られる学生、若者及び企業関係者が宿泊、滞在することを目的として

いることから、使用者の範囲を町の住民基本台帳に登録されていない者としているところ

です。これは、町外から訪れたうらほろスタイル事業に関連する取り組みにかかわる方、

それらの仕組みを学ぶために訪れた方などの宿泊場所がないという課題を解消するため複

合施設としての機能として取り入れたものであり、宿泊スペースの利用についてはこれま

でどおり町外の方のみとして運用してまいりたいと考えているところです。 

 いずれにしましても、この複合施設の設置目的としている町外の若者と町内の小中学生

や高校生等が交流し、地域課題の解決を図るための場所として有益に活用されるよう今後

も利用促進を図ってまいります。 

 以上、沼尾議員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 それでは、ご答弁をいただきましたが、何点かご質問をさせていただきます

けれども、まず私が本日こういう一般質問をした理由は２点ありまして、まずは利用者数

について計画というものを行政側が立てられていると思いますけれども、その計画を再検

討するべきではないかというのが１点ともう１点がやはり町民の声をもとにフタバの利用

ルールをつくっていっていただきたいなという思いがありまして、本日このような一般質

問させていただいております。 

 その点について何点かお伺いをいたしますけれども、行政のほうで利用者数の目標はフ

タバが建つ前に立てていらっしゃると思いますけれども、地域再生計画というものに載っ

ておりますけれども、先ほど利用者数のご答弁がありました。もともと立てておられまし

た計画、初年度は施設利用者数40人という計画を立てておられたと思いますが、これは本

当に行政並びにＮＰＯうらほろスタイルサポートさんが非常にご尽力された結果だと思い

ますが、非常に好調に推移しているのかなと。初年度40人を目標としていたところ、先ほ

どもご答弁あったとおり373名、また本年度、事前に立てた目標値では利用者数360名を計

画していたと思いますけれども、それも今大幅に超過して1,600名のご利用がされていると

いうことで、非常に本当に利用してもらうように努力された結果なのだろうなというふう

に思っておりますけれども、この計画、やはり建つ前に立てられていると思いますので、
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これ今現状この数字を見るとまた再度計画を再検討して、それに見合った数字を計画とし

て立てていくべきだと思いますが、この計画を再検討するという考えはありますでしょう

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対しまして答弁させていただきます。 

 おっしゃっている地域再生計画でございますので、その計画自体はＫＰＩの指標という

ことで、その中の一つの目標となっておりまして、それを実際にどのような実績があった

のかという数値になりますので、そのもの自体をこれから変更するということではなくて、

それはつくったことによってどれだけ成果があったのかという客観的な評価になっていく

と思います。計画そのものは変更しませんけれども、幾ら、どれぐらいの人数が妥当なの

かという部分については目標というよりも毎年毎年多くの人に利用いただくような形で進

めていきたいということで、計画的に数字を幾らまで持っていくということは現在考えて

おりません。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 この地域再生計画の中で数値目標を立てておりますけれども、今ご質問した

のは利用者数のことについてですが、開発研究による実績数という目標数値も出ておりま

して、本年度１という数字になっておりますが、こちらの、目標数値について現状どのよ

うな段階なのかを教えていただけますか。 

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 時間とらせて申しわけございませんでした。今おっしゃいま

した商品数に関しましては、例えば今までハマナスの化粧品ができたとか、そういうよう

なもの想定しての目標となってございますけれども、１年目としましては昨年度ですので、

ゼロでございますけれども、今年度はまだ最中でございまして、今のところ実績としては

ゼロということでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今の段階ではゼロということで、計画では１となっておりますが、このゼロ

というのは見込みとしてはどのような見込みになっているのか。 

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 見込みとしましては今これができるということでございませ

んで、これが達成できますというところは今の段階でお答えはできないのですけれども、

これもあと残り４カ月ぐらいになりますが、その中でどのような動きが出てくるのかとい

うのはしっかり検証していきたいというふうに思います。 



                                             － 21 －

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今検討していきたいということでした。利用者数についても本当にもともと

の計画より非常に好調に推移しているということですので、これからも施設利用者数を当

初の計画割らないように、今までも非常にご尽力されてはいたと思うのですけれども、こ

れからも頑張っていただきたいなというふうに思っております。 

 また、先ほど、２点目、町民の声をもとにフタバの利用ルールをつくっていただきたい

ということをちょっとお話をしましたけれども、現在、先ほど御答弁にもありましたよう

に、町民の方が、フタバの交流スペースではなく宿泊スペースですね、宿泊スペースを町

民の方が利用できないようになっております。それで、私も町民の方から宿泊スペースに

自分たちも泊まれるようになったらいいなという声があって、今回一般質問をさせていた

だいておりますけれども、町民の方がそういうご意見をお持ちだということはご認識され

ているでしょうか。 

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。 

 どのような意見があったか把握しているかということでございますが、私どもの部分と、

それから業務を委託しておりますＮＰＯうらほろスタイルサポートに確認をいたしました

けれども、少年団等で使ってみたいという話のお話というものは来ておりますけれども、

町民みずからあそこに泊まりたいという話は私どものほうには直接来ていないというのが

実態でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 あそこのスペース、いわゆるうらほろスタイル複合施設という建物について

少しお伺いをしたいのですけれども、あのうらほろスタイル複合施設という財産、ものは

公の施設に当たるのでしょうか。 

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。 

 あの施設が公の施設に当たるのかということでございますけれども、複合施設の宿泊部

分につきましては町外の方のみの利用が可能ということで、利用者を町外限定としている

ことでございますので、町といたしましては公の施設には該当するということではなく、

町の普通財産ということで位置づけをして管理し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 傍聴の方も多いので、少しお話をさせてもらいますけれども、町の財産とし

て、今公の施設と言いましたけれども、行政財産と普通財産というものに分かれておりま
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して、今のご答弁でいうと普通財産に当たるというご答弁だったというふうに思います。

行政財産というのは、直接に公の目的に供することを決定した公有財産であるということ

であります。そして、普通財産については直接に行政目的を遂行するために供用されるも

のではない施設ということで私は調べておりますけれども、行政財産と普通財産、どちら

かに分類される、財産としてどちらかに分類をされると思うのですけれども、普通財産に

なった経緯というか、理由というのはどういう理由なのでしょう。 

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。 

 施設を設置するに当たりまして、おっしゃっているように財産は行政財産に当たるのか、

普通財産に当たるのかということで、その取り扱いも条例で規定するものなのかというこ

とも決まってきます。検討の課題におきましては、複合施設につきましては交流施設と宿

泊施設の一体化した施設という部分でありまして、宿泊施設については、先ほどの繰り返

しになりますが、町外の方のみの利用が可能というふうにしているところでございます。

こういった部分で利用が一部にかかわっていることから、自治法上の住民の利用に供する

ための施設に当たらないという判断を持ちまして、条例ではなく、管理するに当たっては

事務処理要領というのを定めまして、その規定に沿って進め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 今ご答弁いただきましたけれども、住民の利用に供していないのですか。 

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 済みません。説明が不足でしたけれども、全て町民に対して

供するものではない、一部制限がかかっているということで、普通財産という扱いで判断

をしているところでございます。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 一部にかけているという、ほかの施設も一部にかけているところもあります

けれども、条例上げていますよね。何でうらほろスタイル複合施設だけ条例に上がってい

ないのかわからないです。 

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 繰り返しになりますが、施設を設置するに当たり内部で検討

した結果、普通財産に当たるという判断をしまして、要綱、要領により運用しているとい

うところでございます。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 傍聴の方もいるので、また再度この話になってしまいますけれども、行政財
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産というものは条例を、行政財産の中でも公共用財産と公用財産とちょっと分かれるので

すけれども、基本的に行政財産であると条例をつくらなければいけないと。普通財産であ

れば条例をつくる、つくらなければならないという法律がないので、普通財産でやってい

れば条例をつくる必要はないというのは法律的にはそうだとは思うのですけれども、財産

は町、行政の財産ではなくて、町民の財産だと私は思っているのです。そうであれば、こ

の議会で条例をしっかりと出していただいて、私たちも議員として町民の意見を取り入れ

た利用ルールというものをつくっていかなければいけないというふうに責任を持っており

ますので、これ条例で上がってこない、普通財産でと管理しているというようなお話あり

ましたけれども、私は行政財産に当たるというふうに思っておりまして、これ条例で管理、

設置の条例をしっかりつくって、本来やらなければいけないものだというふうに思ってお

りますが、条例はこれからもつくらないということでしょうか。 

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 現在の同じような運用の仕方をするに当たりましてはこれま

での判断ということになりますけれども、例えば利用状況が変わるとかほかの施設と同じ

ような状況になることであれば、別に私どもは条例をつくりたくないからというようなこ

とではなくて、利用実態に応じた中で判断した結果、普通財産としたことでありまして、

そこはご理解いただきたいと思います。内容が変われば実際にそのものの施設の用途が公

の財産となって、条例上必要なものであれば当然条例の設置はし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 今答弁いただきましたけれども、内容が変われば条例設置を考えていきたい

というのは、内容が変わればってどういう内容が変われば条例設置考えるのでしょうか。 

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 内容が変わればと言いましたけれども、例えば広く町民全て

が使えるような施設になるですとか、今普通財産として判断した部分が要件が変わるよう

なことがあれば、条例として設置することがあるということでご理解いただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 沼尾議員のご質問に対してまちづくり政策課長からもいろいろ答弁させてい

ただいていますけれども、もともとの経過等も含めながらちょっと順番に説明させていた

だいてもよろしいでしょうか。 

 全く条例をつくらないとか、そういった議論ではなかったのですけれども、先ほどから
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沼尾議員がおっしゃるとおり、公有財産というのは行政財産と普通財産にまず分かれます。

先ほどから議員がおっしゃるとおり、行政財産につきましてはその中でも公用に供するも

のとか、それから公共用に供するものということで、言葉がちょっとわかりづらいのです

けれども、公用に供するものというのは役場庁舎とか研究所とか、こういう建物になりま

す。公共用に供するものとなりますと、道路とか公園とか、建物でいくと学校とか、そう

いう分類になるのですけれども、今回、昨年フタバを整備して、これからいろんなルール

を決めていこうというときに財産の分類として今言ったようなものにまず行政財産として

は当てはまらないなと。行政財産以外の財産はあと何かとなると、普通財産になるという

こともありまして、そういった中で順番に整理をしていきまして、先ほどからお話しして

いるとおり、フタバについては交流施設と宿泊施設があるよと。交流施設につきましては、

町民の方も、それから町外の方も利用する施設として規定をしています。宿泊施設につい

ては、これまたちょっと経過的なものがあるのですけれども、もともとうらほろスタイル

を通じて教育大生が浦幌に来て、いろんなうらほろスタイルの事業に絡んだり、それから

参加していただいたり、それからうらほろスタイル以外でも教員の教育実習で浦幌に来ら

れたりとか、そういう教育大とのパイプが徐々に太くなってきたのですけれども、いろい

ろ事業に参加していただいても、教育大生が夜遅くまでそういったかかわることに参加し

てもなかなか宿泊場所がないとか、翌日はまた朝早くからそういった事業に参加しなけれ

ばならないとか、そういう経過を踏まえながら、できれば教育大生が気軽に泊まれる場所

とか、そういったものがあったらいいなというところからまずスタートしまして、そうい

った複合的な施設がないのかな、つくれないのかなという議論を抱えた中でなってきたも

のですから、今は、先ほどから答弁のとおり、そういった町外からうらほろスタイル事業

にかかわる方々が来て、活動して、泊まる場所ですよということと、それからそのほかに

も企業人が浦幌に来たときに宿泊場所がなかなかとれなかったということもありますの

で、交流スペースで活動した後に泊まれる場所もありますよと、そういう一体で考えてい

ます。ですから、宿泊場所についてはあくまでも町外の方限定というちょっとまとめをさ

せていただいたものですから、昨年はそういったことで財産の内訳として普通財産という

整理をまずさせていただきました。先ほどから沼尾議員から本来であれば町民の方の意見

を聞いて、条例とすべきでないかという部分も確かにあったのですけれども、こういった

整理をしてきた中で一旦はこういった運用の中でスタートしたと。そして、今１年が経過

したということをまずはご理解いただきたいというふうに思います 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 何度もしつこいですけれども、私も今年議員になって、町民の方々の意見を

聞いて、そして、今回フタバですけれども、使い方というものを町民の方の意見をもとに

変えていきたいと。町民の方が利用しやすいように変えていきたいというふうに思ってお

ります。それで、私が議員としてルールを変えるためにはどうしたらいいかというふうに
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考えたときにこれ条例を出していただかないと。私たち、議員、集まって議会ですけれど

も、議会が、そのように適切に町民の声をもとに、ルールを変えるために何をしなければ

いけないか、何ができるのかと考えたときに条例を上げていただかないと私たち町民に何

か言われても何もできない。こういう場でお話しすることはできますけれども、それが住

民の総意になるかと言われたらそれはわからないので、結局はやっぱり条例上げていただ

かなければいけないと私は思っています。これ条例上げていただけるかどうかもう一度お

聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇山本副町長 ちょっと難しいのですけれども、このルールをつくるために、そしてこの

議論するために条例にしてくれないかというお話ですけれども、今回、昨年から整備に当

たって国の交付金も活用しています。その中では、先ほどから説明のとおり、うらほろス

タイル事業の新たな拠点としてということで交流スペースをつくって、そしてその上で宿

泊スペースも町外から来る方に対してということで国にも計画を出して、それが今のこの

形になっているということまず１つあります。その中で１年間やってきた中で、今町民の

方から私たちもフタバを使わせてほしいという意見があるということだったのですけれど

も、先ほどまちづくり政策課長からお示しのとおり、私たちのところにはそういった声が

なかったので、どうしてかなという部分もありました。ただ、ほかのいろんなアンケート

や何かの部分でそういった声があるというのは一部あるということは押さえていたのです

けれども、いかんせん目的がそういったうらほろスタイル事業に関連する大学生や、それ

から助けてくれる人方が、町外から来た人方の受け入れの場所であり、交流スペースであ

り、宿泊場所であると。そういった位置づけであったものですから、現時点ではフタバに

ついてはそういう位置づけていきたいというふうに考えているところであります。ただ、

町民の方がどういった利用というのがちょっと具体的にはわからないのですけれども、本

来であれば市街地には光南福祉館とか宝町、北栄、それから南町というふうに住民の地域

福祉に関する施設としては４つの福祉館を備えておりますので、できればそういった部分

の活用とかも押さえていただければというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 ちょっと聞き方を変えさせていただきますけれども、先ほど言った財産の分

類ですね、行政財産に当たるのか普通財産に当たるのか、これは私もいろいろ調べました

けれども、結局は財産の管理は一応地方公共団体の長がどちらに分類されるかというのは

決めるということだったので、私が本来とやかく言える問題でもないのかもしれないです

けれども、いろいろ使用用途も含めて恐らく行政財産にも当たるとは思うのです。なぜ町

として普通財産ということにしたのか。いわゆる行政財産にしなかった理由というのがよ

くわからないのですけれども。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇山本副町長 済みません。ちょっと繰り返しになってしまう部分で、ご理解いただけな

いかもしれませんけれども、やはり町民全体にかかわるものであればそういった行政財産

という扱いの中で条例ということもあったのですけれども、一旦補助事業で整備をさせて

いただいた中で、先ほどから説明のとおり、行政財産、普通財産を区分した中でいきます

と、宿泊スペースについては町外の方のみというふうに町内の方の利用は入れていなかっ

たものですから、基本的にはその分類に従いまして整理したという形で今のような形にな

っているということでございます。 

〇田村議長 １番、沼尾委員。 

〇沼尾議員 フタバには当然今ご答弁いただいた北海道教育大学の釧路校の方々のサテラ

イトキャンパスになっていますので、町外の方に利用していただきたいというのはわかる

のですけれども、そのほかに町内外の方や町民同士の交流拠点というふうにも言われてい

ると思いますけれども、これ町民の方々にもどんどん利用していってもらいたいという考

えということではないのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。副町長。 

〇山本副町長 施設的にいきますと、交流スペースと宿泊スペースがあります。その中で

いきますと、交流スペースにつきましては確かに町民の方、それから町外の方々につきま

してもそういった交流のする場所という位置づけで押さえております。そのような状況で

今もともと使ってきております。ただ、宿泊スペースについてはあくまでももともとの経

過から町外からが来る方だけの施設と、泊まる場所ですよという位置づけで整備していま

すので、その点についてはご理解いただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 １番、沼尾委員。 

〇沼尾議員 今のご答弁、納得はできてはいないのですけれども、ちょっとご質問変えて、

うらほろスタイル推進連携会議というものがあると思いますけれども、以前うらほろスタ

イル、私ではないのですけれども、うらほろスタイル複合施設の一般質問があった際にそ

のうらほろスタイル推進連携会議でいろいろと考えていくというようなご答弁があったよ

うですけれども、このうらほろスタイル推進連携会議の中ではどのような話が出ているの

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。 

 うらほろスタイル連携会議に関してですけれども、連携会議につきましてはもともとＮ

ＰＯに移行する前の協議会をベースといたしまして、町、教育委員会、それからＮＰＯ、

学校等で組織しているものでございます。お互いの事業の内容を確認するというようなこ

とで定期的に集まって情報交換をしているのですけれども、その中でもフタバの利用状況
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ですとかの部分につきましては細かなデータなり、どういう用途で使ったというのは報告

していただきながら、そのメンバーの中で協議しているということでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 うらほろスタイル推進連携会議の内容については承知をいたしました。 

 また、ご答弁の中にうらほろスタイルサポートが趣向を凝らしていただいているという

こと、私も利用しているので、それは本当に重々承知をしているのですが、行政としては

どのようなことをやっているのかお聞きします。 

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 直接町があそこでイベントをやることはございませんけれど

も、例えば教育委員会であそこの場所を使っていただいたりだとか、そういうような利用

に関しては町のほうもやっております。なかなか現状お任せ的なところもあるのですけれ

ども、あそこの施設、先ほどからお話出ているとおり、北海道教育大学の釧路校のサテラ

イトでもありますので、そういうところと町民との交流をもう少し活発にしたいという部

分ではこれから町のほうが大学のほうと話をしながら、そういった利用についても深めて

いきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 うらほろスタイルサポートが趣向を凝らしていると。役場として北海道教育

大学といろいろ協議をして、町民にご利用していただきたいということでございましたけ

れども、繰り返しになりますけれども、うらほろスタイルサポートが運営をしているので、

イベントなどの企画はうらほろスタイルサポートがやるというのはわかります。私の意見

になってしまいますけれども、行政としてはやはりルールの整備、いわゆる現段階では要

綱ですけれども、整備を町民の声をもとにやっていくというのが重要なのかなというふう

に思っておりまして、先ほどから繰り返しになりますけれども、町民の方が宿泊スペース

も使ってみたいと、使いたいというふうな声がある。それをもとに宿泊スペース、町外の

方だけのみならず町内の方にご利用いただけるようなルール、要綱の改正というものは考

えていただけないでしょうか。 

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 今町民の方も泊めれないのかという話もございましたので、

若干現状の宿泊スペースの利用の実態についてご説明させていただきたいと思います。 

 先ほどから答弁になりますけれども、うらほろスタイルでかかわっていただきます大学

生ですとか企業人が泊まっていただくというところで設置した施設になりますけれども、

利用状況見てみますと大分早い時点からうらほろスタイルでそこ利用したいというより
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は、割と急に決まるというような場面も多くて、そういった事情があるのが一つです。そ

ういった場合に、稼働率でいきますと年間トータルすると余り高い稼働率ではないのです

が、９月ですとか８月、一番多い月には稼働率が70％を超えているという事情がありまし

て、満室になっている部屋もたくさんあるというような実態があります。そういった場合

に、全て予約をとってしまった場合に本来目的であるそういった方々が泊まれなくなるお

そがあるのではないかというところは心配しているところでございます。また、利用その

ものの目的が変わるということになります。先ほど副町長が話しましたとおり、各地域会

館もございますし、旅館もあります。そういったところの関連ですとか料金のことも全て

総体的に考えなければならないということになっているというふうに判断しております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、沼尾議員、 

〇沼尾議員 今のご答弁にご質問いたしますけれども、急に予約が入って、宿泊スペース

ご利用なさるパターンがあるというような話でしたけれども、要綱には７日前までに使用

申請をしてくださいとの、要綱の中にはそういうふうに書かれているのですが、これはど

ういうことですか。 

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 要綱上、おっしゃるとおり７日ということで一応ルールを決

めておりますけれども、宿泊スペースに限らず、交流スペースについても基本的には７日

というふうに設定をしております。でも、どうしても使いたいとか泊まらなければならな

いという場合にありましては、あいていれば宿泊スペース、交流スペース限らず対応させ

ていただいているというような実態でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、沼尾委員。 

〇沼尾議員 最後になりますけれども、繰り返しの話になって大変申しわけないのですけ

れども、私たち、議員だったり議会が町民の声を聞いて、適切に公の施設の、公の施設と

言ったらちょっとややこしいですけれども、町の財産の利用の仕方を考えて、町民の声を

届けるためにはどうしても条例というものを上げていただかないといけないというふうに

私は考えております。それで、稼働率の話、まちづくり政策課長からもありましたけれど

も、あいているのだったら町民の方が泊まってもいいのではないかというふうに考えてお

りまして、当然民間の業者もいらっしゃるので、民間業者を圧迫することはあってはなら

ないと思いますけれども、本当に町内の方、特に上浦幌の方々、町に出られて、夜遅く帰

るというとき、もしあそこ泊まれればという声もあるものですから、その辺ご検討いただ

いて、泊まれるようにしていただきたいと。そして、一番いいのはしっかり条例を上げて

いただいて、これ私の、町民の声が住民の総意ではないですから。多数決で決めなければ

いけないですから、住民の総意としては。しっかりと条例を上げていただきたいなという
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のを最後の質問といたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 沼尾議員、先ほどからお話いろいろあります。まず、普通財産と行政財産あ

るということはしっかりご理解いただきたいというふうに思います。今フタバの活用方法

については、先ほどからお話しさせていただいているように、もともと町外から来る大学

生とか浦幌部とか、そういう人たちが宿泊できる場所がないといういろんな要望に応えて、

町としては施設をつくった、そういう施設であります。そういう中で、泊まるスペースと

交流スペースを２つ備えた施設としてフタバを開業いたしました。交流施設については町

民の皆さんと自由に交流できるスペースということでそれぞれ整備しておりますし、宿泊

場所については先ほどから言っております町外から来る人たちの宿泊場所がないというこ

とで整備をして、その中で普通財産として整備をしていたところであります。普通財産で

ありますから、当然条例をつくらないで、要綱で整備しているということであります。そ

の中で、先ほどから沼尾議員が言われていますけれども、町民の使いやすいようにするに

は議員として条例がなければならないというのはちょっと誤解があるのではないかなとい

うふうに思います。条例がなくても議員としての十分な責務というのは町民の声、ニーズ

をしっかり捉えながらいろんな場面で議員としての立場で発言できるものがありますか

ら、条例がなければ議員活動ができないというのは、私はそういうふうに聞こえたもので

すから、それはないだろうというふうに思います。 

 また、管理運営についてはうらほろスタイルサポートにお願いをしておりまして、でき

るだけうらほろスタイルサポートの皆さんに全ての皆さんが使いやすいように町民のニー

ズに応えれるような、交流スペースはあってほしいなというふうに思っているところであ

ります。ただ、私どもとしてはそこに泊まりたいという町民のニーズが聞こえてきません、

はっきり申し上げて。ただ、これは普通の宿泊施設でありませんから、これは民間として

の旅館がありますから、泊まる場合は民間の旅館に泊まっていただく、これがなければ民

業圧迫に必ずつながりますから、そういうこと一般の宿泊場所として整備をしたものでは

ないということをしっかり捉えていただきたいなというふうに思います。ただ、交流の中

でいろいろ町外の人との交流をしていって、どうしても夜が更けてしまった、だからどう

してもそこは結果的には泊まらざるを得なくなったというような場合についてはこれは臨

機応変に対応することができるだろうと思いますけれども、最初から宿泊スペースとして

町民の皆さんが泊まるということにはどうしてもならないだろうというふうに、最初から

の設立した経緯からすれば当然だろうというふうに思います。ただ、沼尾議員がいろいろ

町民のニーズがあるというふうに言われていますけれども、私どもとしてはそういう具体

的なニーズがないということでありますから、今後どういうニーズがあるのかについては

町行政としてもいろいろお聞きをする必要があるのかなというふうに今聞いておりました

けれども、いずれにしましても今現在のフタバの利用については活発に利用していただい
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ていますし、今後ともこの活用方法でまいりたいと、進めてまいりたいというふうに思っ

ていますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 済みません。最後、今おっしゃられていた内容で、当然条例を上げてこなく

ても議員としてできることあるだろうというのはわかるのですけれども、私がいただいた

意見、町の方でも泊まるようにしていただきたいという意見が町民の総意ではないという

ことです。いわゆる私がそうしたほうがいいということのほかに町民は泊まらないほうが

いいという町民もいるわけですから、それを多数決で決めるのが議会なので、それを決め

る、正当に決めていくのが議会というところですので、ちょっと誤解を与えたかもしれな

いですけれども、議員としてできるできないとかではなくて、町民の総意を決めていくと

いうことにおいては条例を上げていただかないといけないのではないかというような内容

でした。 

 以上です。 

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。 

 次に、４番、伊東光一議員の質問を許します。 

 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 通告に従いまして、一般質問させていただきます。質問は１項目ずつ行いま

す。 

 １項目め、少額随意契約のあり方。地方自治法第２条第14項には、地方公共団体はその

事務を処理するに当たっては住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効

果を上げるようにしなければならないと定めている。また、同条の趣旨を鑑み、同法234条

においては契約の手続の方法を定めている。同条１項によると、地方公共団体が契約を締

結するためには一般競争入札、指名競争入札、随意契約または競り売りの方法によるとさ

れ、同条第２項によると指名競争入札、随意契約または競り売りは政令で定める場合に該

当するときに限りこれによることができるとされており、随意契約ができる場合として政

令で定める場合とは、地方自治法施行例第167条の２第１項第１号及び別表第５のとおり、

市町村においては金80万円までの財産の買い入れが随意契約できる場合、以下少額随意契

約というとして定められている。しかしながら、少額随意契約の内容については公開がさ

れておらず、町民は知ることができない。少額とはいえ契約件数がふえれば金額もふえる

のは当然のことであり、町の物品調達につき最少の経費で最大の効果がなされているか、

以下の点を伺う。 

 １、今現在少額随意契約における物品購入の例としてコピー用紙の売買契約があるが、

数多くの種類がある中で今納入しているコピー用紙の種類は町からの指定であるとお聞き

している。なぜそのコピー用紙が最少の経費で最大の効果とされているのか、その理由を

伺う。 

 ２、財務省ホームページには公共調達の適正化について、平成18年８月25日の通達が掲
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載されており、その中で少額の随意契約の内容について合理的な理由なく意図的に契約を

分割しているようなものは不適切であるとされている。コピー用紙の使用枚数はある程度

把握できるものであり、実際の年間にわたる売買契約の合計額は少額の契約に当たるとは

言えず、随意契約を行うことに疑義があるが、その点につき 町としての考えを伺う。 

 ３、少額随意契約の内容は前記のとおり公開されておらず、町民は知ることができない

が、契約内容の透明性、公共性、競争性の向上のため、国を含め公開している地方自治体

はふえてきていると考えられるが、町としてその公開をする予定はないのか。また、予定

がないのであれば、その理由を伺う。 

 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１項目めのご質問にお答えします。 

 少額随意契約のあり方についてでありますが、本町では最少の経費で最大の効果を上げ

るため公文書におけるコピー用紙の使用方法としてできるだけ両面または裏面を再利用す

ることで経費の節減に努めているところです。しかし、コピー用紙の品質、規格によって

は両面に印刷すると裏面の文字等が表面にも印字されるなどして、結果的に表面の文字が

判読しづらい場合があることから、厚さや白色度などコピー用紙の品質、規格を指定して

調達しているところであります。また、コピー用紙は保存状況や保管期間によっては湿度

や静電気の影響を受け、品質が劣化し、印刷機の故障につながる恐れがあることや保管場

所の確保が困難であることなどから、一度に大量のコピー用紙を調達することは適切でな

いため、不足が生じ、業務に支障を来さないよう配慮しつつ本町が指定する品質、規格の

コピー用紙について単価見積書を徴取し、調達が可能であることを確認した上で必要に応

じ随時購入することとしています。コピー用紙の調達方法として、単価契約とした上で入

札により調達することも可能ですが、この場合１社と専属的に契約を締結することとなり

ます。町としては、消耗品の調達は商工業者の活性化のために愛町購買という観点から可

能な限り幅広く町内からの購入を行っているところであります。 

 なお、少額随意契約の内容を公開することについてですが、少額随意契約は業務全般に

わたり年間を通して多数行われており、その情報を集約し、公開するには相当の時間と事

務量を要するものであり、現実的には困難となります。現在財務に関する事務は監査委員

により監査され、監査委員の意見を付した監査報告報告書が議会に提出される形でチェッ

ク機能が働いていると考えているところですので、少額随意契約の内容を公開する予定は

ありません。 

 以上、伊藤議員の１項目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 それでは、何点かご質問させてもらいます。 

 まず、先ほど町長の答弁でコピー用紙については厚さや白色度などコピー用紙の品質、
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規格を指定して調達していると答弁いただきました。これ商品名を指定しているという理

解でよろしいでしょうか、それとも厚さや白色度、コピー用紙の品質、規格を指定して調

達しているのでしょうか。その点明確にしたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまのご質問でございますが、現在は商品名を指定して補充して

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 商品名を指定して調達しているということなのですが、なぜこの商品名を指

定しているのか、その理由をお聞かせください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの関係でございますが、過去には今とは異なるコピー用紙を

使用していた時期もございました。ただ、使用している中で、先ほど町長が答弁しました

とおり、両面印刷をした場合に裏写りがする場合ですとか、また紙が滑らかでなく書きづ

らいですとか、そのほか静電気が発生しやすい、また紙の腰が弱いために印刷機、コピー

機で頻繁に紙詰まりを起こすとか、そういったことがございまして、幾度か紙の用紙を変

更してきてございました。その中で現在の使用しているコピー用紙に至ったという経過で

ございまして、ほかにも言われるとおり多種多様なコピー用紙がございます。ただ、それ

一つ一つを使ってみて確認しないことにはなかなかそれがいいものかどうかというのが私

どもも判断できないものですから、その結果、いろいろ試した中で今の商品に至っている

という経過でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 今回このコピー用紙でちょっと調べさせていただいたのですが、以前北海道

の間伐材を使ったコピー用紙があると、北海道の間伐材を使った間伐用紙を使用したコピ

ー用紙だからということで町からこのメーカーの商品に指定があったということお聞きし

たのですけれども、過去にそういう事例はあったのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 詳しい今のおっしゃられた内容については、私どものほうではちょっ

と把握は今しておりません。申しわけありません。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、商品を指定して納入しているという話だったのですけれども、

数ある商品の中で今指定している商品というのはどのような経緯で決まったのでしょう

か。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 それにつきましては、当時納入していただいておりました業者のほう

から幾つか紙を提供していただきまして、それを試しながら使っていく中でということで

決定してきたという経過がございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 今グリーン購入法という法律がございます。正式名称は、国等による環境物

品等の調達の推進等に関する法律。これは、環境負荷ができるだけ小さい製品やサービス

を取り入れることを目指した法律です。この中の第４条では、地方公共団体はその区域の

自然的、社会的条件に応じて環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努

めるものとする、このような規定があるのですが、今使っているコピー用紙はこのグリー

ン購入法は適用されているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 現在使用しているコピー用紙は、グリーン購入法の適用にはなってお

りません。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 先ほど申し上げたとおり、法律には環境物品等への需要の転換を図るための

措置を講ずるよう努めるものとするという規定があるのですが、町としてはこの措置を講

ずることはしないということでよろしいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 その点に関しましては、グリーン購入法を適用したコピー用紙を、以

前はそれに近いものを使用していたのですけれども、先ほど申し上げたとおり、ちょっと

使用の中で苦情等があって、変えなければならないということがございましたので、現段

階ではそちらのほう適用しないというわけではなくて、適用していないものを使っている

というだけであって、あくまでも法律のほうも努めるということになってございますので、

ほかの部分との関連もございまして、現在の商品に至っているということでございますの

で、ご理解願います。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、前はこのグリーン購入法対応商品を使っていたのですが、先ほ

どおっしゃったとおり、両面コピーだとかに耐えられないということで今のコピー用紙の

商品になったという経緯でよろしかったでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 
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〇獅子原総務課長 そのとおりでございまして、グリーン購入法であれば古紙パルプの配

合率というものが大変高いものとなっております。現在本町で使用しているものは古紙パ

ルプの配合率が20％というものでございまして、これもグリーン購入法とはまた別で、い

ろいろな報告の中では古紙パルプよりもバージンパルプを使ったほうがＣＯ２の排出量が

少ないとか、そういったお話も聞いてございますので、単純にグリーン購入法に適合する

ものだけということで本町では考えておりませんので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 今おっしゃったように、バージンパルプを使用したほうが環境に優しいとい

う考え方もあるのです、値段的にも再生紙よりもバージンパルプを使った用紙のほうが安

いという事実もございます。この用紙ではなくて、もっと安いバージンパルプ100％使った

用紙を使えばいいのかなと私は思うのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 その点に関しましては、今申し上げたとおり、本町が使用する用紙は

古紙パルプが配合率20％ということで、当然バージンパルプも使われている量がそれなり

にあるので、20％ということになってございます。ただ、100％ということになりますと、

またそれはそれで今度その紙の使い方がどうなるかという部分も出てきますし、ほかの部

分の関連もございますので、現在は今使用しているものを指定しているという状況ですの

で、ご理解願います。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 済みません。なぜ私これこだわるかというと、コピー用紙の原価が高いとい

う話を聞いているのです。もっと原価が安くなれば、利益率が同じでも経費は下がるわけ

ですから、もっと原価の安いコピー用紙に変えるべきではないかと私は考えているのです

が、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 先ほどの質問の中でも自治法の中で最少の経費で最大の効果というお

話がございましたが、そういう思いで事務をするというのは当然職員皆同じ思いで事務は

行っているのですけれども、ただ最少の経費というのは客観的に判断することは簡単であ

るかと思うのですけれども、最大の効果という部分につきましては、どこに視点を置くか

によって変わってくるものだと思います。先ほど申し上げたとおり、紙の品質に重点を置

くのか、また環境に配慮するものに重点を置くのか、それとかまた地元のものを使ってい

るものに重点を置くのか、それぞれによって最大の効果の答えというものが変わってくる

と思います。ただ、本町においては使用、使い勝手のいい紙というところに重点を置いて、

その結果最大の効果を与えるものは今の紙であるというふうに考えて、今の紙を指定して

いるという内容でございますので、よろしくお願いいたします。 
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〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 私もちょっといろいろ調べてみましたが、今使っている商品は帯広市、更別

町でも使っているとお聞きします。これは、何かそういう指定があったわけではないので

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 特にそういった通知等があってこの紙を使っているといったことはご

ざいません。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 それでは、次の論点に行きたいと思います。 

 可能な限り幅広く町内から購入を行っているという答弁がございました。まず、複数業

者から納入されていると私は把握しておりますが、その業者間、その業者数及びその業者

が入れているコピー用紙の箱の数、販売額は今わかりますでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまコピー用紙を納入している業者は町内の３社になります。昨

年の実績で申し上げますと、紙の箱数は押さえているのですけれども、ちょっとサイズが

いろいろありますので、それぞれ言うと細かくなりますので、トータルで申し上げますと、

１つの業者が610箱、もう一つ、610です。もう一つの業者が488箱、もう一方の業者が565箱

といった内容となっております。単価につきましては、先ほど申し上げたとおり、見積書

のほう徴取しておりますので、その中で同一の単価で納入していただけるということを確

認とっているところでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 コピー用紙頼む場合、これ業者というのはどうやって選択しているのでしょ

うか。例えば課ごとに選択しているのか、それとも順番でコピー納入業者選択しているの

か、その点明らかにしていただけますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 現在は、先ほど申し上げましたとおり、３社納入していただいており

ますので、場所につきまして、１社が役場庁舎の１階の印刷室、それと保健福祉課関係、

もう一社が役場庁舎の２階、残りのもう一社が教育委員会という形で分けているものでご

ざいます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 教育委員会に納入しているというのは560箱の業者なのでしょうか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 申しわけございません。今申し上げた順番が先ほど箱数申し上げた順

番と納入している順番が同じでございますので、教育委員会に納入してる業者は565箱でご

ざいます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 610、400、560とちょっと差はあるかと思うのですけれども、業者間の平等の

原則からもうちょっと差をなくすことができるのかできないのか、その点お聞かせいただ

けますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 紙の使用枚数というものはその年によっても変動があるものですの

で、うちのほうでは今昨年のものしかちょっと調べたものがございませんが、今現在の金

額的な部分でいきましてもそれほど大きな差はないなというふうに私ども捉えております

ので、当面は同じような形で進めることができればなというふうには考えております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 次に、随意契約の公開はできないということなのですけれども、監査委員に

より監査されと答弁されていますが、監査委員のほうはその契約の内容とかも監査してい

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。 

 代表監査委員。 

〇神谷代表監査委員 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 監査の過程においては、限られたスタッフの中ですので、抽出的に見ているので、この

案件について見ているかどうかはお答えしかねますけれども、契約書においても随時必要

なものについては契約の過程、使用の過程まで監査の過程で見ております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 答弁によると、少額随意契約は年間を通して多数行われており、情報集約し、

公開するには相当の時間と事務量を要するということなのですが、このパソコン、ネット

時代においてそんなに大変なものなのかなと私は感じるのですが、いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 件数というものが、総額の随意契約入れますと件数の数が大変多いと

いうところがございます。その実態ということであるかと思いますけれども、先ほど国に

おいて国の公共調達の適正化という部分で随意契約についても情報の公開を行うよう通知
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されているというのが、国の内部ではそういった通知が財務大臣から各省庁の長に対して

行われておりますけれども、市町村に対してはそのような通達はされてはいないですけれ

ども、その通知を受けた国においても、私どもちょっと調べさせてもらったところ、競争

性のない随意契約ですとか、ある程度金額を区切りまして、金額の大きいものだけを公表

しているのが実態であります。一部の市町村でもで随意契約の公表をしているようですが、

そこについても同じような形になっているかと私ども認識しております。というのは、や

はり同じように件数がどうしても多くて、事務量が単純にふえてしまうという部分がどう

してもあるからかなと思います。ただ、本町においては競争入札、随意契約を問わず工事

請負費については全件、そのほかの修繕料、委託料、使用料及び賃借料につきましては主

なものについて業務名、業務内容、事業名、工期、請負者について決算審査の説明資料の

中に添付をしてございます。ですから、そちらのほうごらんなっていただければある程度

のものは把握していただけるのではないかなというふうに認識しているものでございまし

て、またそれらについては一般の住民の方も見ることができるものですので、今の段階と

しましてはそれで用が足りている、網羅できているのではないかなというふうに考えてご

ざいますので、これ以上の拡大というものは現在では考えていないというものですので、

よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 先ほど決算説明書で説明が記載されているということだったのですけれど

も、コピー用紙は説明ないですよね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 先ほど申し上げたとおり、決められた部分についてだけ公表するとい

うことにしていますので、その金額の部分ですとか工事請負費ですとか大きな業務、そう

いったものだけということになっていますので、コピー用紙については入っておりません

けれども、またそれを入れるとなるとほかのあれもこれもということでどうしても量がふ

えてしまうということもございますので、今の段階では現状のままでご理解いただきたい

というふうに考えております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 私が言いたいのは、少額であってもちりも積もれば山となるということで、

私が入手した資料によると400万円近くコピー用紙だけでかかっているようなのです。なの

で、400万円近い金額が出ているにもかかわらず、この内容が全く我々議員がわからないと

いう状況ちょっと問題なのかなと思って、今回質問させていただいたのですけれども、町

としては今のところ公開するつもりはないということでよろしいのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 繰り返しになりますけれども、現在のところでは先ほど申し上げた部
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分のみで考えておりまして、公開するというか、公表する予定は考えておりません。 

 以上です。 

〇伊藤議員 そしたら、次の項目に移らせていただきます。 

 項目２、浦幌中学校の冬季間の体育の授業。これまで浦幌中学校における体育の授業は

スキー授業であったものの、本年より１年生はアイスホッケーの授業となり、保護者の間

でいろいろと意見が交わされている。教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律により教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導

及び職業指導に関することを管理、執行することとされていることから、なぜ体育授業の

内容がスキー授業からアイスホッケー授業に変更になったのか及び１年生のみアイスホッ

ケー授業に変更になり、２年生、３年生はこれまでどおりスキー授業のままである理由、

また当該変更過程の中で保護者及び在校生の説明、意見聴取の機会があったのか否か並び

に今後は継続的にスキー授業は行わず、アイスホッケーの授業を行うのか否かを伺う。 

 また、アイスホッケーの授業とした場合、アイスホッケー靴に係る用品は教材とされ、

教育委員会には教科書、その他の教材の取り扱いに関する事務の管理、執行権もあること

から、そのスケート靴を家庭に負担させることについての考えを伺う。 

 以上です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 伊藤議員の２項目めのご質問にお答えいたします。 

 浦幌中学校の冬季間の体育授業についてでありますが、学校における授業内容は文部科

学省が示します学習指導要領に基づいて校長が主体となって教育課程を編成し、教育委員

会においてはその教育課程が学習指導要領に沿った内容であるか、また浦幌町教育振興基

本計画を踏まえた内容であるかなどの確認を行い、執行しております。 

 まず、体育授業の内容でございます。スキーからアイスホッケーに変更した経緯につき

ましては、近年降雪量や気温によってスキー授業実施が延期や中止になるなど、急遽授業

内容の変更を強いられてきたことから、天候に左右されることなく、毎年安定して行える

授業のあり方について学校内で協議してまいりました。スキー場までの移動時間や天候の

影響等について検討した結果、町内施設の有効活用を優先的に考えまして、屋内で授業が

できるアイスホッケーを令和元年度の１年生から取り入れることにいたしました。２年生

及び３年生につきましては、既にスキー用の衣服等を準備していることもありまして、新

たな保護者の負担は好ましくないと判断し、引き続きスキー授業を継続することといたし

ました。 

 体育授業の内容変更による在校生及び保護者に対する説明につきましては、本年２月、

ＰＴＡの運営協議会において説明、意見をいただくとともに、在校生への説明及び保護者

への通知をいたしております。また、新１年生につきましても本年２月に開催されました

新入生説明会において保護者に説明をし、特に質問や反対意見はなかったと聞いておりま
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す。 

 今後の授業についてでありますが、現在の２年生及び３年生が卒業した時点でスキー授

業については終了し、現在の１年生及び次年度以降入学される生徒につきましては町内ア

イスアリーナにおいてアイスホッケーの授業を順次実施してまいります。 

 アイスホッケーの靴に関する費用についてでありますが、文部科学省で示しております

義務教育学校における無償化の範囲は授業料及び教科書のみとなっていることから、アイ

スホッケーの靴につきましては音楽や美術などの他の授業で使用する学用品等と同様のも

のと捉えておりますので、保護者において準備をしていただきたいと考えております。な

お、アイスホッケーの靴の準備につきましては、レンタル等の情報提供や卒業生等からの

中古品の提供等お願いするなど保護者の経済的負担に配慮するよう学校に指導しておりま

す。 

 以上、伊藤議員の２項目め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 それでは、まずは教育課程の変更につきまして、これは本来校長の権限に当

たることから、答弁できないとの市町村もある中、今回具体的にこうやって答弁していた

だいたことに本当感謝いたします。ありがとうございます。 

 それでは、具体的にちょっと何点か質問させていただきます。スキー授業からホッケー

授業へ変更になった経緯なのですが、まずなぜホッケーなのでしょうか。例えば今小学生

はスピードスケートをやっております。スピードスケートの案もあってよかったとは思う

のですが、これがなぜホッケーになったのか、その点をお聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 アイスホッケーになぜスキー授業が変更になったのかという質問でござ

いますが、アイスホッケーを行うにはまずアイスアリーナが必要でございます。アイスア

リーナにつきましては、十勝管内では帯広市、清水町、そして浦幌町、この３町しかアイ

スアリーナがないということで、この浦幌町にアイスアリーナがあるということで限られ

た有効な施設の中で中学生にアイスホッケーの授業を行っていただこうということでアイ

スホッケーという形になっております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そこのアイスアリーナというのは、スピードスケートはできないのでしょう

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 本来アイスアリーナにつきましては、アイスアリーナのスペースという

ものがある程度限られておりますので、スピードスケートを行うような広さはございませ

ん。 
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 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 私が中学校のころは、中学生は男子はホッケー、女子はフィギュアという体

育の授業でした。フィギュアとかの種目は考えなかったのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 先ほどの教育課程につきましては学校の校長が学校内での意見を取りま

とめて、学校の校長が責任を持って教育課程のほうを決めていくというような内容の答弁

を教育長がさせていただきましたので、そちらのアイスホッケー、そしてまたフィギュア、

なぜアイスホッケーになったかというのは学校の判断ということでご理解いただきたいと

思います。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 父母間のうわさによると、ホッケーに精通した優秀な体育の先生が中学校に

赴任されたと。その関係で、その体育の先生がぜひホッケーをやりたいということで今回

ホッケーに体育の授業が変更になったのだという、うわさ段階でそういう話があるのです

が、これは事実なのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまの質問でございますけれども、今中学校に優秀なホッケーの先

生がいるからアイスホッケーになったというような事実につきましては教育委員会では承

知しておりません。ただ、現に今中学校にはアイスホッケーを指導できる確かに優秀な先

生は、おります。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 体育の先生というのは、アイスホッケーというのは通常指導できるものなの

か。例えば今いる先生がまた転勤された場合、またホッケーの指導ができる人が体育の先

生として来て、ホッケーの指導ができるのかできないのか、その点お聞かせいただけます

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 現在、今アイスホッケーの指導ができる体育の先生が転勤になったらと

いうような場合ですね。現在、今、体育の先生がアイスホッケーが指導できるというよう

な状態でございますけれども、仮に転勤になった場合に今度来られる先生がアイスホッケ

ーの指導ができるかどうかというのは、その辺につきましては正直言いまして今現在何と

も言えない状態でございますけれども、しかしながら地域にそういうようなアイスホッケ

ーの指導ができるというような地域の方がいましたら、地域の人材といいますか、地域で
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指導できる方の協力をいただきながらアイスホッケーの指導はできるのではないかなとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、今年の１年生から体育の授業はアイスホッケーで、今後順次入

ってくる１年生は全部アイスホッケー、男子も女子もアイスホッケーということで、スキ

ー授業はこれから一切行わないという理解でよろしいのかどうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 今伊藤議員のおっしゃられたとおり、今の２年生、３年生につきまして

はスキー学習、そして今年の１年生から順次入ってくる新１年生につきましてはアイスホ

ッケーの授業というふうな内容でございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 先ほどの教育長の答弁の中で、体育授業の内容変更による在校生及び保護者

に対する説明につきましては、本年２月、ＰＴＡ運営委員会において説明するとともに、

在校生の説明及び保護者への通知をしておりますという答弁いただきました。このＰＴＡ

運営委員会というのは、中学校のＰＴＡ運営委員会なのでしょうか。 

 それとあと、在校生の説明及び保護者に通知となっておりますが、これは中学生の、在

校生は中学生ですね、保護者というのは中学生の保護者のことなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ＰＴＡ運営委員会での説明につきましては、浦幌中学校のＰＴＡ運営委

員会、また保護者への説明というのは浦幌中学校の保護者への説明、また並びに今年の２

月に……失礼しました。そうですね。保護者の方にも今年中学生に説明しております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 ここ私不思議なのですけれども、今の中学校２年生、３年生はスキー授業で

変わらないわけです。この方々に説明しても全然意味ないのかなと思うのです。今度入る

１年生、新しく入る１年生、そういう方々の生徒だとか保護者に説明しなければいけない

のかなということを思うのですが、いかがでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 大変失礼しました。先ほど私の答弁の中に、私の説明の中に、保護者に

つきましては中学生の保護者というような説明をいたしましたが、訂正させていただきた

いと思います。 

 今年の２月の12日に新入学説明会というのがありまして、その説明会で新１年生の保護
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者にスキー授業からアイスホッケー授業になるという説明をしております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 これは、もう決まった段階での説明ということですよね。これアイスホッケ

ーにしたいのですけれどもどうでしょうかという意見聴取の機会ではないですよね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 既に今年度から、今年度の１年生からアイスホッケーに変更するという

ような内容の中での説明でございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 本当私残念なのは、こうやってスキーからアイスホッケーに変わるときに今

度入る１年生なり、今小学生の保護者にこういうふうに変えたいのだけれどもどうだろう

という意見聴取の機会がなかったのが非常に残念なのですけれども、いかがでしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 意見聴取の機会というような質問でございましたが、それぞれ中学生の

保護者等に説明したときにはそこで意見を求め、意見聴取を行っております。そのときに

は、保護者のほうからは特段ご意見のほうはなかったというふうに聞いております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 今のは、中学生の保護者に対する説明ですよね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 中学生の保護者並びに今年の２月に新１年生になられる保護者の方にも

説明をして、意見はなかったと聞いております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 ２月に新入生説明会で保護者に説明を行いますとなっています。この２月の

段階ではもう決定事項を一応説明させてもらったと私は認識しております。その前に意見

聴取の機会があった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。 

〇熊谷教育次長 ２月に行った新入学説明会の中では、そのときに保護者に説明した、そ

の前の保護者の方の意見聴取はありませんでした。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 決定前の段階で保護者からの意見聴取の機会を設けていただければ、保護者

からの不満なりなんなりもある程度改善されたのかなと思うのですけれども、いきなりも

うアイスホッケーに決定したということで、保護者の間では結構動揺が走っております。

一部の保護者の間では、もう体育の授業休ませるみたいな乱暴な親御さんも、冗談ではあ
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るのでしょうけれども、おっしゃった方もいらっしゃいます。このようにもめた原因につ

いてやっぱり決める前に意見聴取するかしないか、しなければいけないのか否かという法

律があるのかないのかちょっとわかりは……意見聴取の機会は要らないということなのか

もしれませんけれども、一応きちんと親御さんたちに説明して、こういうふうに変えたい

のだけれどもどうだろうという意見聴取の機会をなぜ設けていただけなかったのかなとい

うことを私非常に疑問なのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 先ほどでも教育長の答弁の中にもありましたが、まず教育課程につきま

しては学校の校長が責任を持って決めていくという内容でございます。その中で今までス

キー教室を行ってきた中で降雪量の不足ですとか気象条件のいろいろな問題上、スキー学

習を中止してきた、延期してきたという事例を踏まえまして、やはりそこで的確に冬のス

ポーツができるアイスホッケーに切りかえていこうということが学校側の判断の中で、そ

して、学校長が今年度の教育課程をつくったものでございますので、学校長が作成した教

育課程を重視して教育委員会は考えております。その中で各保護者に説明をした中で各保

護者につきましては質問と特に異論はなかったというふうに聞いておりますので、ご理解

いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 なので、教育課程はそうやって校長が決めるというのは私も理解しておりま

す。その過程の中で、今まで中学校ではスキーだと思ってたものがいきなりアイスホッケ

ーになるという大きな変更なのですから、ここでちょっと保護者の間にワンクッション置

いて、こうやって変えるのだけれどもどうだろうという意見聴取をしてほしかったなと私

は思うのですが、いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 大変済みません。何度も繰り返しの説明になりますけれども、あくまで

も学校の授業につきましては、教育課程につきましては学校の中での話、協議の中で、そ

して学校長が責任を持って決めていくものでございますので、その前に保護者の意見を聞

いてから教育課程をつくるものではないということでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 それも重々承知しています。そうなのですけれども、今回の保護者間のいろ

いろと意見が分かれておりまして、反論だとか、そういういろんな意見を一度一応意見聴

取の機会を与えてもらえればワンクッション置いて、反対だけれども理解はするという方

もいらっしゃると思うのです。そういう機会を与える必要はないということなのですけれ

ども、与えたほうがより動揺もなく、こういう混乱もなく、スムーズな切りかえができた

のかなと私は思うのですが、教育委員会としてどうお考えですか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 そもそもこの場で私が答えるべきことかどうか。最初議員おっしゃったよ

うに、私のほうで答えるべきでないのに答えていただいているというお礼を言われました

ので、私はそれを受けとめました。しかし、今のお話を聞いておりますと、どうも校長、

私校長でございません。校長に教育課程の編成をする権限がございます。権限というのは、

責任があるということなのです。それが学習指導要領や浦幌町の教育推進計画に異なって

おれば、私たちは強く指導いたします。そうでないものについては、校長の全責任で行う

わけでありますから、今のような例えば保護者の間で意見が分かれたとか、そういうこと

について私どもこの質問があってからですね、校長から何度も聞きましたけれども、反対

意見があったとか意見が分かれているとか、そういうふうには聞いておりませんので、こ

こで答えようがないのです。まず、そこはご了解いただきたいと思います。そもそもこう

いう事態に至ったのは今年度の１月23、29、31とスキー学習を設定していたのです。ご承

知のように、雪がなかった。オープンしない。それで、年をまたいで２月に何とか設定を

したのです。開いたけれども、わずかの期間白銀台が開いたのです。さあ、予定したとき

にもう終わってしまっている。スキー場閉まってしまったのです。教育課程が実行できな

いのです。これ校長大変です。そういうことがあったので、これは何としても子どもたち

の学習権を保障しなければならない。校長先生の最大の責任でやられているわけですから、

そこを重視していただきたい。議員のおっしゃったようなことでいろんな意見があったか

もしれませんけれども、私どもは校長の権限で適切にやっていただいている、そのように

考えておりますので、ここでお答えをすることはございません。 

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。 

 以上をもちまして一般質問を終結いたします。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 なお、再開はあす９日午前10時といたします。 

散会 午後 ４時１７分 


