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開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は13名です。 

 定足数に達しておりますので、本日をもって招集されました平成24年第１回浦幌町議会

臨時会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 直ちに会議を開きます。 

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

します。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 去る１月13日午前９時より委員全員及び正副議長の出席のもと議会運営委員会を開催

し、平成24年第１回浦幌町議会臨時会に提出される議案について理事者より説明を受け、

運営について協議をいたしましたので、報告をいたします。 

 本臨時会は、諸般の報告、行政報告に続いて一般議案４件、うち平成23年度一般会計補

正予算１件であります。以上を踏まえ、会期は本日１日でお願いをいたします。 

 次に、議事録署名議員につきましては、順番に指名されるよう議長に申し入れておりま

す。 

 以上、議会運営委員会において協議をした結果であります。議員各位のご協賛賜ります

ようお願い申し上げまして、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 会議録署名議員の指名 

〇田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期会議録の署名議員は、会議規則第118条の規定により、２番、差間正樹議員、３番、

安藤忠司議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第３ 会期の決定 

〇田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第４ 諸般の報告 

〇田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 

〇前田議会事務局長 報告をいたします。 

 今期議会の説明員につきましては、平成24年１月10日付で町長並びに教育委員長、農業

委員会会長、代表監査委員に出席の要求をいたしております。 

 次に、平成23年12月12日から平成24年１月19日までの議長等の動静につきましては、お

手元に配付のとおりでありますので、ごらんおきを願います。 

 次に、平成23年12月12日開会の第４回定例会で可決されました2012年度国家予算編成に

おける義務教育費無償・義務教育費国庫負担制度堅持と負担率二分の一復元等教育予算の

確保、拡充を求める意見書、平成24年度農業予算編成に関する要望意見書、ＴＰＰ協定交

渉参加に向けた「関係国との協議開始」に関する要望意見書につきましては、同日付で衆

参両院議長、内閣総理大臣並びに各関係大臣等に提出をいたしました。 

 以上でございます。 

〇田村議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 行政報告 

〇田村議長 日程第５、行政報告を許します。 

 町長。 

〇水澤町長 行政報告させていただきます。 

 平成23年12月12日から平成24年１月19日までの町長等の動静につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 

 ２の建設工事入札結果につきましては、雑種家屋改修工事ほか１件であります。 

 ３のその他については、特段ございません。 

 以上、行政報告とさせていただきます。 

〇田村議長 これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 議案第１号 

〇田村議長 日程第６、議案第１号 浦幌町町民参加条例の制定についてを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 議案第１号 浦幌町町民参加条例の制定について。 

 浦幌町町民参加条例を別紙のとおり定める。 
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 平成24年１月20日提出、浦幌町長。 

 本条例の制定にかかわる提案の理由を説明させていただきます。日本国憲法が施行され

た昭和22年５月３日同日に地方自治法が施行されました。地方自治が進められてきた今日、

地方分権一括法の施行により国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、国

の関与のルール化等が図られ、地方公共団体はみずからの判断と責任により地域の実情に

沿った行政を展開していくことが大いに期待されました。地域のことは地域に住む住民が

決め、みずからの暮らす地域の未来に責任を持つという住民主体の新しい発想が求められ

ています。「みんなの知恵・世代を超えて創るまち」をメーンテーマに町民と協働によるま

ちづくりを目指した浦幌町第３期まちづくり計画が平成23年度からスタートしております

が、地方分権に対応した、そして浦幌町第３期まちづくりの策定目的にあります次の世代

に誇りを持ってつないでいく浦幌町を町民と行政が協働で築いていく、そのためにも懸案

でありました浦幌町町民参加条例をここに提案するものであります。 

 条例の策定に当たりましては、従前にない町民ワークショップの皆さんと町民の立場、

行政の立場を意識しながら協働での検討を重ね、行政内部では係長職で構成した検討委員

会を設置し、素案策定の最終段階では町民ワークショップと検討委員会の合同の策定作業

を経て課長会議に諮り、パブリックコメントなどを経てから本日の提案の運びとなったも

のであります。策定作業において、町民と行政との協働での素案づくりに努めてまいりま

した。この間町民参加条例にかかわる法学会の講師による講演を実施しておりますが、条

例策定に当たりましては町民の皆さんの参加をいただきながら、時間と労力をかけながら

一つ一つ積み上げていく、その経過が重要であるとお答えしてまいりました。 

 本条例提案にかかわり、その時期については当初計画よりおくれましたが、策定理念、

策定経過についての特段のご理解をいただきますようお願い申し上げまして、提案理由と

させていただきます。 

 以上、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 私のほうから条例の案につきまして説明させていただきま

す。お手元の議案説明資料に従いまして説明をさせていただきます。条文の朗読について

は省略をさせていただきます。 

 それでは、議案説明資料１ページをごらんおき願います。制定の趣旨につきましてです

けれども、先ほどの町長の提案理由の内容と重複してございますので、このことにつきま

しても省略をさせていただきたいと思います。 

 条例の内容でございますけれども、委任条項を含め全13条で構成する内容のものでござ

います。主な条例の内容といたしましては、最初に基本理念をうたってございます。第３

条においては、町民参加の推進のために町民及び行政の役割を明確にし、協働のまちづく

りを進めることを基本理念としているものでございます。 

 また、第４条と第５条には町民の役割、行政の役割それぞれを付記しているものでござ
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います。町民の役割、第４条におきましては、協働及び町民参加に努めるとともに、地域

にある課題や目標に対し責任を持って取り組むよう努めるものとしているものでございま

す。第５条の行政の役割でございますけれども、行政は町民参加の機会を積極的にふやす

こと、透明性のある行政情報の提供に努めること、町民の意見を積極的に把握し、まちづ

くりに反映させるよう努めること、これら３点を柱に町民参加を展開していくこととして

ございます。このことにつきましては、第６条以降にこの３点について具現化している内

容となっております。 

 また、第12条におきましては、条例の検討及び見直し、町民参加による協働のまちづく

りの目的達成のために、当該条例が有効的に機能しているかを検討し、必要に応じて条例

の修正を行うこととしているものでございます。このことにつきましては、町民参加にか

かわる時代の趨勢、背景等によりまして柔軟な対応を進めるべく条例の検討について付記

しているものでございます。また、この検証につきましては、外部機関を持った中での検

証を進めていきたく考えている内容でございます。このことにつきましては、お手元の資

料にございます参加条例にかかわりますアクションプラン、この中で進めたく思っている

ところでございます。 

 条例につきましては、第３期まちづくり計画でも協働のまちづくりを進めるべくその計

画の趣旨、目的になってございます。このことを受けての条例の内容でございますけれど

も、本条例案につきましては条例案が第３期まちづくり計画であるところの基本構想、基

本計画という位置づけを持ち、そしてアクションプランにつきましては具現化を図るため

の実施計画というような位置づけを持って進めたく作成した内容でございます。今後アク

ションプランの具体的な実施を図るため、町民との協働の作業も視野に入れながら進めた

く考えているところでございますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 なお、施行期日につきましては、平成24年４月１日から施行したく考えているものでご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 動議を提出いたします。 

 ただいま議題となっています議案第１号については、町民ワークショップとの協働作業

により町民が条例策定に大きくかかわりを持ち、提案された条例であります。 

 したがって、慎重な審議が必要と考えますので、議長を除く全員で構成する浦幌町町民

参加条例審査特別委員会を設置し、これに付託して審査終了まで議会閉会中も継続審査す

ることを望みます。 

 以上です。 

（「賛成」の声あり） 

〇田村議長 賛成多数であります。 
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 ただいま髙橋議員から議案第１号については議長を除く全員で構成する浦幌町町民参加

条例審査特別委員会を設置し、これに付託して審査終了まで議会閉会中も継続審査とする

ことの動議が提出されました。 

 この動議は、賛成者がありますので、成立をいたしました。 

 これより髙橋議員の動議を議題として採決いたします。 

 この動議のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案については議長を除く全員で構成する浦幌町町民参加条例審査特別委員会

を設置し、これに付託して審査終了まで議会閉会中も継続審査とすることの動議は可決さ

れました。 

 直ちに委員会を招集いたしますので、正副委員長の互選を行っていただきたいと思いま

す。場所は議員控室といたします。これをもって通知済みといたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開は後ほどお知らせをいたします。 

 

午前１０時１５分  休憩 

午前１０時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 諸般の報告をいたします。 

 ただいま設置されました浦幌町町民参加条例審査特別委員会より、委員長に野村俊博委

員、副委員長に中尾光昭委員を選任した旨報告がありましたので、お知らせをいたします。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第７ 議案第２号 

〇田村議長 日程第７、議案第２号 浦幌町移動通信用鉄塔施設条例の制定についてを議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 議案第２号 浦幌町移動通信用鉄塔施設条例の制定につい

て。 

 浦幌町移動通信用鉄塔施設条例を別紙のとおり定める。 

 平成24年１月20日提出、浦幌町長。 

 本条例の説明につきましては、条文の朗読説明を省略させていただき、別紙議案説明資

料をもって説明をさせていただきます。別紙説明資料２ページをごらんおき願います。本

条例の提案にかかわりましては、平成23年第２回町議会定例会におきまして一般会計補正
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予算の提案の中での説明におきまして、収入にかかわる分担金の部分で鉄塔施設の整備に

かかわり、その位置の確定がつき次第条例の設置を見るためにこの提案をいたしたく、お

諮りしたいということの部分についても説明をさせていただいた内容でございます。 

 制定の趣旨でございますけれども、電気通信事業者による整備が見込めない静内地区及

び瀬多来地区の携帯電話の不感地域の解消を図るため、国の携帯電話等エリア整備事業を

活用し、地方自治法第124条に定める分担金の徴収に関する事項についての内容と、また施

設の確定の分の内容でございます。分担金の徴収に関する事項については、条例で定めな

ければならないこととなっており、また整備後の鉄塔施設につきましては賃貸借契約を締

結し、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに貸し付け、同社の負担により維持管理をして

いただく内容となっております。維持管理費のほか整備費用の一部についても負担をして

いただくことになっておりますので、貸し付けに係る費用については無償とする内容でご

ざいます。地方自治法第96条の規定により、財産を適正な対価なくして貸し付ける場合、

議会の議決もしくは条例の制定が必要となってくるものでございますから、今般の条例提

案の運びとなった内容でございます。株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対して整備費

用に対する費用負担に関する事項についての規定も盛り込んでございます。 

 なお、当該施設はＩＣＴ交付金事業により整備した光ファイバー、昨年度整備いたしま

した光ファイバーケーブルを利用し、ＮＴＴ東日本が提供するＢフレッツサービス、いわ

ゆるインターネットサービスでございますけれども、このサービスを活用して携帯電話の

事業に活用し、そのエリア拡大を図るための内容でございます。その関係上、貸し付け相

手が株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに限定されることとなるものでございます。 

 条例の内容でございますけれども、第１条には条例の制定趣旨を定めております。 

 第２条には、鉄塔施設の位置を定める内容でございます。それぞれ静内地区、瀬多来地

区の２カ所に設置する内容のものでございます。 

 また、第３条におきましては、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに貸し付けをし、そ

の無償の貸付内容でございます。 

 第４条におきましては、その鉄塔施設の維持管理につきましては株式会社エヌ・ティ・

ティ・ドコモが責任を持って行うものとし、またその費用はエヌ・ティ・ティ・ドコモの

負担とするものの内容であります。 

 第５条におきましては、施設を使用することによって利益を受けることになる株式会社

エヌ・ティ・ティ・ドコモからその分担金を徴収する内容でございます。この分担金につ

きましては、後段の４、参考、整備費用スキームにそれぞれスキームとして載せてござい

ますので、このことについては後ほどご説明させていただきたいと思います。 

 分担金の額につきましては、第６条においてその納入、納入期限等の内容を付している

ものでございます。 

 第７条におきましては、その分担金について一括して徴収する内容のものでございます。 

 ３、施行期日でございますけれども、公布の日から起算して２カ月を超えない範囲内に
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おいて規則で定める日から施行するものとしております。このことにつきましては、鉄塔

施設の完成及び供用開始が平成24年３月を予定しているものでございます。 

 ４、参考、整備費用スキームでございますけれども、本事業費におきましては先ほどご

説明させていただきました平成23年第２回町議会定例会におきます補正予算のご提案を申

し上げた内容でございますけれども、その事業費といたしましては2,400万円の事業費を計

上してございました。また、その収入におきましては、それぞれ分担金、そして北海道を

通じた国庫補助金が1,600万、そして過疎対策事業債が620万という内容でございます。残

額として４万8,000円が町一般単独の財源となっております。このことを図式化したものが

次の表となっております。ただいま申し上げました2,400万円の事業費のうち、国から北海

道を通じた補助金が３分の２で1,600万円、市町村の欄がございますけれども、残り800万

円、３分の１でございますけれども、2,400万に対する３分の１、800万円のうち過疎対策

事業債を見込んでございます。このことが315分の82の内容となりまして、過疎債620万、

そして事業者負担という、これがいわゆるエヌ・ティ・ティ・ドコモさんの負担でござい

ますけれども、この800万のうちの負担という内容で分担金を徴収する内容でございます。

このことが2,400万に対する315分の23という内容で、175万2,000円の予算を計上した内容

でございます。残り４万8,000円が町の一般単独の純然たる負担という内容であります。そ

の中で過疎債につきましても、その償還にかかわりましては普通交付税が算入されるもの

でございますので、そのうち70％、額に換算しますと434万、そして残り30％のうち事業者

負担も伴うものでございますので、このことが分担金として徴収するものでございます。

これが2,400分の315分の12という数値の中で金額として90万円、残り市町村分の負担が

96万円の償還の内容となります。なおかつ、この96万の償還にかかわりましては、後段の

米印にございますけれども、市町村の実費負担となる額でございます。この元利償還金に

対して、平成24年度から新たな要綱として北海道が設置します北海道補助金が充てられる

こととなっているものでございます。このことからもおわかりいただけますとおり、本町

の2,400万円のうちの負担につきましては償還も含めた中でいきますと純然たる負担は一

般単独分の４万8,000円ということになろうかということでございます。事業者負担金

315分の12の90万円と先ほどの315分の23の175万2,000円を足しまして、合計事業者分担金

として265万2,000円、315分の35を予定している内容でございます。その後維持費用につき

ましてもエヌ・ティ・ティ・ドコモさんの費用ということの内容となっておるものでござ

いますので、このことについてご理解をいただきたいと思います。 

 いずれにいたしましても、携帯電話事業が民間事業者によって行われる、そのことにつ

いて昨年度整備いたしました光ファイバーケーブルを使用しての携帯電話事業ということ

になるものでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上をもちまして条例についての説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 ちょっとお聞きしたいのですが、今回静内地区と瀬多来地区ということです

が、ほかの地域で不感地帯というものがあるのかどうか、あるのであれば今後年次計画か

何かでやっていくのかどうかということをお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問に対して説明させていただきます。 

 最初に、年次計画というご質問ございましたけれども、あくまで携帯事業につきまして

は民間の事業でございますので、町が行う事業でございませんので、この辺については民

間事業者の判断だということでご理解いただきたいと思います。 

 また、その中で携帯事業につきましては民間の事業でございますので、民間が企業とし

て行うことでございますので、基本的には住居のないところについてはその整備を行わな

いというふうには聞いてございます。そんな関係で本町にとっても不感地帯という中では、

当然山間部ですとかそういうところ、住居のないところはなるわけでございますけれども、

その中にあっても現在のところ本町が聞き及んでいる中では活平の一部、それから川上の

一部というところが不感地帯の部分があるだろうというふうに聞き及んでおります。町と

しても、電波調査をしながらその不感地帯の把握ということが考えられるわけであります

けれども、先ほどもご説明させていただきましたとおり、携帯事業につきましては民間の

事業の内容でございますので、本町がその調査という部分は財源等も含めてでき得るもの

ではございませんので、携帯事業者からのいろんな情報を集めた中では現在のところそれ

ぞれの事業会社が持っておりますホームページ等の中でもその不感地帯の部分としての地

図的な情報が載ってございます。それらの中の把握と、またそれぞれの事業者からの聞き

及んだ調査という中での把握しか今のところございませんけれども、いずれにいたしまし

てもそれらについては要請活動の中で今後とも要請をしてまいりたいなというふうなこと

でございます。 

 今般の静内地区、瀬多来地区につきましては、光ファイバーケーブルを使って携帯事業

ができるという技術的なことがあるということでエヌ・ティ・ティ・ドコモさんからの提

案事業でございまして、なおかつその提案事業が国の携帯電話等エリア整備事業の国庫補

助に該当するということで、本町にとっても財源の負担が先ほど説明させていただいたと

おり大きな負担がないものでございますから、本町が事業主体となった形での事業を進め

たく補助事業の申請、そして条例のご提案ということの運びになった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 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 今言われた民間が行う事業だということで、それはごもっともだと思うので

すが、今回やるのは町の事業として、提案事業であっても町が事業主体だということだと

思うのです。今後、一部のところもまだ不感地帯があるということで、町費がかからない
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ということであれば、エヌ・ティ・ティ・ドコモですか、そちらのほうにお願いするとか、

そういうことにはなるのかならないのか。 

 それと、もう一つ、今静内地区と瀬多来地区、これ大体広い範囲なのです、地域も。そ

れで、全部の住宅といいますか、そういうところに携帯電話がつながるのかどうか、その

辺をもう一度お聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 先ほどのご質問でも説明させていただきましたとおり、この

事業については提案ということで事業者からの提案があって、そして国庫補助にも該当す

るということで、ただ国庫補助事業については事業主体が公共団体ということになってお

りますので、その中でこの事業を進めていくというふうなことで行う内容でありますし、

また今後こういう事業の展開が可能であるということであれば、提案事業でありますけれ

ども、要請活動の中で要請をしていきたいということで先ほども説明させていただいたと

おりでございます。 

 また、静内、瀬多来地区全般に解消になるのかというようなご質問だと思いますけれど

も、今般の携帯電話等エリア整備事業に限りましては従前と申しますか、民間の携帯事業

者が行っています移動用鉄塔の整備と違いまして比較的簡易的な施設の鉄塔になるもので

ございます。メーター、高さにしましても民間事業者が行う事業につきましては、みずか

ら自社が行う事業という中身につきましては30メーター以上のものの大きな鉄塔が設置さ

れると。ですけれども、この国の事業につきましては、エリア整備事業という内容の、ま

たなおかつ光ファイバーケーブルが有効活用できるといったような内容になっております

ので、これらの関係から15メーターほどの鉄塔になるということのものでございます。そ

れから、電波のいわゆる通信化の半径につきましても１キロというようなことでなってお

ります。ですから、全般的にはなり得ないわけでありますけれども、いずれにいたしまし

てもあくまで携帯事業につきましては携帯事業会社が整備してそのサービスを行っていく

というようなことでございますので、今後不感地帯については要請活動の中で行っていき

たいなと思ってございますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私のほうも少し確認をさせていただきますが、今言われましたように、昨年

度配備しました、整備した光ファイバーをあくまでも利用した中で、これもＮＴＴ東日本

さんの関係でしましたので、それを踏まえた上でエヌ・ティ・ティ・ドコモさんからここ

の地域の不感地帯はこれを利用するとこのぐらい町の負担が安い状況の中で整備できます

よという、そういうご提案があったということですよね。テレビ等の関係で光ファイバー

を整備したのですけれども、テレビについては全町見えないところはないだけきちっと整

備されているわけです。そういった関係上、今も活平の一部、また川上の一部で不感地帯

がまだあるようだというようですけれども、そこら辺がどうしてきちっと、今回のどっち
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にしてもこの光ファイバーを利用しているのであれば、せっかくですからどうせやるなら

全部網羅してくれないのかというようなことにならなかったのか、要するにエヌ・ティ・

ティ・ドコモさんがこことここだけですよと、全部にはならないよという、ここら辺が、

全部整備したのですから要望としてはどうせやるなら全部やってくださいよという話にな

って当然ではなかろうかというふうに思いますので、そこら辺のいきさつ部分というので

しょうか、をお願いしたいし、今後もその辺を要望はしていくという話ですけれども、そ

こら辺の要望の部分というのでしょうか、あくまでも主体は向こうだという、ここら辺の

部分、だから町の負担は先ほど４万8,000円、本当にごくわずかな負担ですけれども、多少

負担はふえてもぜひやってくれないのかと、町としても全部やってくれるのならもうちょ

っと出しますよというようなぐらいで、それによって浦幌町はエヌ・ティ・ティ・ドコモ

さんの携帯電話であれば全部つながりますというような施策というものを私はとるべきで

はなかろうかと。今後緊急の状況ですとかいろんな部分において、浦幌が全地域において

携帯電話がつながるということになれば、地域の皆さん方、郡部の皆さん方にはやっぱり

安心な部分というのは私往々に出てくると思いますので、この辺の説明を求めたいと思い

ます。 

 それとまた、もう一つ、先ほどから言っている光ファイバーの関係がありますから、こ

れもやむを得ないでしょうけれども、今の携帯電話の情勢を見ますと、ドコモさんが首位

であることは間違いないのですが、あとエーユーさんですとか、ソフトバンクさんですと

か、やはりかなりのウエート占めます。だから、ここら辺は対象にならないということで

すよね、どうしても。だから、どうしてもこれは光ファイバーという整備だとか、例えば

そういうとこら辺をぜひドコモさんがやったら、ではうちもなんていうことになってくる

可能性がないのかなと。今度ドコモさん通ったのだから、ドコモさんにするかどうかはあ

と町民の判断だよということになってしまうものなのか、ここら辺の他社との兼ね合いと

いうものがどういうふうになってくるのか、浦幌としては光ファイバーのこういう整備の

いろんな部分において他社というものはやはり難しいよと、難しいのだからあとは町民の

判断ですよということになってくるものなのか、この他社の携帯電話会社との兼ね合いと

いうものがどういうふうになるのか、この辺も説明を求めたいというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 何点かご質問あったかと思いますけれども、このことについ

てご説明させていただきたいと思います。 

 １点目には、確かに今般は光ファイバーケーブルを利用して携帯電話が使えるというこ

とで、技術的にそういうことが可能になったという内容であります。このことにつきまし

ては、光ファイバーケーブルの敷設のとき、その段階でもこちらとしてはそういうサービ

スがあるということも聞き及んでいませんでしたし、その情報はなかったわけでありまし

たし、またその技術的な部分としてどうなのかということについては専門部分でございま
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すので、なかなか把握はできなかったと。先ほど申し上げましたとおり、光ファイバーケ

ーブルを使っていわゆるインターネットサービスの中で有線から今度無線に使えますよと

いうような部分としてご提案があったと。その内容につきましては、あくまで光ファイバ

ーケーブル、いわゆるブロードバンドの使用に基づいた携帯電話の使用という内容でござ

いますので、現在は光ファイバーケーブルにつきましては地デジの対応と、そしてブロー

ドバンドの対応と大きく２点、線でいっても大きな線が２本行っていると。ただ、これに

ついてもテレビとブロードバンドの行っているところと、テレビが見れるところについて

はブロードバンドしかないというところといろいろございます。そんな関係で町内全部に

網羅、光ファイバー敷設されているわけでもございませんので、やはりあるところについ

ての利用というふうに今度限定されてくると、このことについてはご理解いただきたいと

思います。 

 また、先ほどから言われています携帯各社ございます。このことについても経過の中で

もそれぞれの会社の事業運営の方針と申しますか、どういう展開をしていくかということ

についてもお聞きをしているのですけれども、やはり明確に住居のないところ、採算が合

わないところについては整備する考えないというような部分の返事も承っております。そ

の中でもやはり要請の中で不感地帯の解消を図るべくお願いをしてきたという経過がござ

いますし、また今後もお願いしてまいりたいなというふうな思いでございますので、いず

れにいたしましても公共事業でございませんので、携帯電話につきましてはあくまで民間

の事業というようなことでなっておりますので、この辺についてはご理解をいただきたい

なと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 光ファイバーにつきましても、今言う大きな２本の線の部分につきましてす

べてがすべて通っているわけではないということでありますから、今言われた部分につい

ては理解ができるところかなというふうに思います。ただ、であるならば、その辺の部分

の住民に対する周知というものがやはり重要になってくるであろうというふうに思いま

す。おたくの地域は、ここはこういうことだからつながらないのだよと、どうなのだよと

いうことも必要でしょうし、今後はドコモさんは通じるのだよと、しかしここは通じない

よという、そういった部分の、あとは町民の選択ですから、しかしその選択するに当たっ

ての正確な情報というものの提供が必要だろうというふうに強く思いますので、その辺は

お願いをしたいと思います。 

 それとまた、この事業はあくまでも民間の事業なのだというお話ですから、あくまでも

要望をしても民間ですから採算とかいろんな経済面を考えて利用頻度が少ないところには

そんな多額の投資ができないというのも当然です。ですから、そこなのです、あとは。あ

とは、だからそこら辺を町としてどういう考えを持つかと。しかし、今の答弁ですと、な

かなかそれは町としては難しいと。いろんな事業の中でできるだけ民間の方々にお願いは

するけれども、実際町として多額の費用を払ってまで不感地帯を解消するのは難しいとい
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うようなお話なのかなというふうに思います。それで、あくまでも今もずっと民間の事業、

民間の事業と言っていますけれども、しかし国の携帯電話のエリア整備事業というものも

国の事業もあるわけです。だから、国の事業とかいろんな部分を利用した中で、私もこの

辺を詳しく勉強しているわけではないので、あれですけれども、しかし民間、民間といい

ながらもやっぱり国としてもこういう事業があるわけですから、そういったものを利用し

て町としてもう少し出すといかほど、このぐらい出すとそういう部分が解消できるとかと

いうような部分というのは私は十分に検討する余地はあるのではないかなと。そこの地域

に人がいないから通さないということではなくて、そこが通過地点であればそのところで

事故があるかもしれないし、何があるかわからないわけですから、そういった意味ではや

はり浦幌全町、山の一番端というのならまだあれですけれども、道路が通っている、道道

が通っているとか、町道が通っている、その間に空白スポットがあるのであれば、やはり

そういったものはそこに人がいなくても解消する努力は私は十分していくべきであろう

と。あくまでも民間の事業だからといって二の足を踏むのではなくて、やはり要請、要請

ではなくてこういったほかにも道の事業とかいろんな事業踏まえて、私はこれを積極的に

解消する努力は今後もしていくべきだというふうに思いますけれども、最後に答弁求めた

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。 

〇鈴木まちづくり政策課長 大きく２点のご質問があったかと思います。１点目の住民周

知につきましては、おっしゃる部分が今般につきましては事業主体が町でございますので、

住民周知については努めてまいりたいというふうな考えでございます。 

 また、１点、町の単独、いわゆる町の一般財源をもってでも整備する分は整備したらど

うかというような意味合いだったかと思います。ただ、そのことについて確かにその分が

あろうかと思いますけれども、やはり多額な費用がかかるということと、それから施設整

備について仮にどの事業者になるかわかりませんけれども、その事業者が使っていただけ

るかどうかという担保は今のところはないというのがございます。といいますのは、やは

り使った中での採算が合うかどうかということと、その整備にかかわる維持費用、この負

担の分についても求められるのも現実だと思います。それらの分を含めて今後考えていか

なければいけない部分かなと。いわゆる町の負担がどのような形になっていくかという部

分もございますし、また携帯事業の今般につきましては国の補助事業がこういう形である

のも事実でございますので、これらの活用を図りたいと、幾らかでも町の負担を少なくし

たいという思いの中での事業活用でございますので、これらも今後は国の事業でございま

すので、補助事業がいつまであるかどうかもわかりませんけれども、その部分については

情報を収集しながら事業の活用を図れるものは図っていきたいという考えを持ってござい

ますので、それらもあわせた中で検討をしていきたいなと。いずれにいたしましても、町

の大きな負担にならないような方法はないかという部分については検討をさせていただき
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たいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第８ 議案第３号 

〇田村議長 日程第８、議案第３号 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更につ

いてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 議案第３号 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更

について。 

 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第６条第７項において準用する同

条第１項の規定により、浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部を別紙のとおり変更す

る。 

 平成24年１月20日提出、浦幌町長。 

 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更。 

 浦幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部を次のように変更する。 

 説明の前に、今般説明資料を新たにお配りさせていただきましたことにつきまして、お

手数をおかけしたことについておわびを申し上げたいと思います。 

 それでは、説明に当たらせていただきたいと思います。本計画の一部変更に係る説明に

つきましては、次の表及び議案説明資料４ページをもって説明させていただきます。１、

変更の主な理由でございますけれども、過疎債適用申請事業の追加に伴う事業内容の追加

により、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定に基づく計画本文及び参考資料

（年度別実施計画）の変更を行うものでございます。 

 ２、変更の内容でございますけれども、変更にかかわってはすべて事業の追加によるも

のでありますので、表における自立促進施策区分に従い、変更後のみについて説明をさせ

ていただきます。 
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 それでは、表に従い説明させていただきます。自立促進施策区分、１、産業の振興に関

する事業名に（９）過疎地域自立促進特別事業を、事業内容に観光施設環境改善事業をそ

れぞれ追加するものでございます。以下の内容については省略させていただきますが、町

が事業主体となるものでございます。 

 自立促進施策区分、２、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進に関する事

業、（５）電気通信施設等情報化のための施設にテレビジョン放送等難視聴解消のための施

設を、事業内容に直別地区テレビ共聴施設整備事業をそれぞれ追加し、また事業名に（10）

過疎地域自立促進特別事業を、事業内容に町道補修事業をそれぞれ追加するものでござい

ます。以下の内容の説明につきましては省略させていただきますが、両事業とも町が主体

となるものでございます。 

 自立促進施策区分、３、生活環境の整備に関する事業名に（６）過疎地域自立促進特別

事業を、事業内容に葬斎場設備補修事業及び建築物解体事業をそれぞれ追加するものでご

ざいますが、以下の内容説明についてはそれぞれ省略させていただきます。事業主体につ

いては、両事業とも町がなるものでございます。 

 自立促進施策区分、４、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事業名に（７）

過疎地域自立促進特別事業を、事業内容に介護事業運営補助事業及び保育施設環境改善事

業をそれぞれ追加するものでございますが、以下の内容説明についてはそれぞれ省略させ

ていただきます。事業主体については、介護事業運営補助事業が社会福祉協議会、保育施

設環境改善事業が町でございます。 

 自立促進施策区分、５、医療の確保に関する事業名、（３）過疎地域自立促進特別事業に

事業内容、乳幼児等医療費助成事業を追加するものでございます。以下の内容説明につい

ては省略させていただきます。町が事業主体となるものでございます。 

 次のページをごらんおき願います。自立促進施策区分、６、教育の振興に関する事業名、

（４）過疎地域自立促進特別事業に事業内容、学校教育施設環境改善事業及び給食センタ

ー調理施設環境改善事業、幼稚園施設環境改善事業並びに体育施設環境改善事業を追加す

るものでございます。以下の内容説明についてはそれぞれ省略させていただきます。各事

業とも町が主体となるものでございます。 

 なお、各追加事業の詳細につきましては別紙資料、１枚のものでございますけれども、

別紙資料、過疎地域自立促進市町村計画参考資料の一部変更の表題であります。この一部

変更により説明をさせていただきます。自立促進施策区分、１、産業の振興の事業名、（９）

過疎地域自立促進特別事業、事業内容、観光施設環境改善事業におきましては、平成24年

度から27年度までの４カ年で概算事業費4,800万円をもって事業整備を図るもので、その内

容は森林公園の環境改善の事業でございます。遊歩道等の補修について各年度での実施、

さらに平成24年度においてオートキャンプ場の電源設備、モニュメント改修、また平成26年

度には展望台塗装等についてそれぞれ整備する計画でございます。 

 次に、自立促進施策区分、２、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進の事
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業名、（５）電気通信施設等情報化のための施設、テレビジョン放送等難視聴解消のための

施設の事業内容、直別地区テレビ共聴施設整備事業におきましては、平成23年度に概算事

業費4,042万5,000円をもって国庫補助事業により直別地区における地上デジタル放送視聴

の解消対策を図るものでございます。また、事業名、（10）過疎地域自立促進特別事業の事

業内容、町道補修事業におきましては、平成23年から27年度までの５カ年間で概算事業費

9,122万7,000円をもって事業整備を図るものでございますが、町道瀬多来美園線舗装補修

ほか町道の維持補修における各年度での整備計画であります。 

 次に、自立促進施策区分、３、生活環境の整備の事業名、（６）過疎地域自立促進特別事

業の事業内容、葬斎場設備補修事業におきましては、平成24年度から27年度までの４カ年

で概算事業費1,800万円をもって事業整備を図るもので、その内容は各年度において葬斎場

炉等の修繕を行う整備計画であります。また、事業内容、建築物解体事業におきましては、

直別、上厚内、万年にある老朽化した町有財産である雑種家屋を平成25年度から27年度ま

でにそれぞれ解体する計画でございます。 

 次のページをごらん願います。自立促進施策区分、４、高齢者等の保健及び福祉の向上

及び増進の事業名、（７）過疎地域自立促進特別事業、事業内容、介護事業運営補助事業に

おいては、平成23年度から27年度までの５カ年間で概算事業費5,807万4,000円をもって事

業整備を図るもので、その内容は訪問介護事業運営及び居宅介護支援運営に係る補助金交

付を各年度で実施する内容であります。また、保育施設環境改善事業におきましては、平

成23年度から26年度までの４カ年間で概算事業費1,830万円をもって事業整備を図るもの

で、その内容は平成23年度において上浦幌ひまわり保育園の玄関補修及び遊具塗装、平成

24年度では子育て支援センタートイレ改修、平成25年度、26年度におきましてはしらかば、

ひまわり両保育園の園舎内窓の取りつけによる整備を図る計画でございます。 

 自立促進施策区分、５、医療の確保の事業名、（３）過疎地域自立促進特別事業の事業内

容、乳幼児等医療費助成事業におきましては、平成23年度から27年度までの５カ年間乳幼

児等への医療費の助成を行うものでございます。 

 自立促進施策区分、６、教育の振興の事業名、（３）過疎地域自立促進特別事業の事業内

容、学校教育施設環境改善事業におきましては、平成23年度から26年度までの４カ年間で

概算事業費2,030万円をもって事業整備を図るもので、その内容は平成23年度におきまして

は各小学校の普通教室網戸設置、浦幌小学校及び上浦幌中央小学校の駐車場舗装改修、上

浦幌中学校グラウンドの芝改修、平成24年度から26年度におきましては浦幌小学校特別教

室網戸設置、浦幌中学校芝整備、上浦幌中学校駐車場改修をそれぞれの年度で整備する計

画でございます。また、事業内容、給食センター調理施設環境改善事業では、平成23年度

において調理場床等改修、平成24年度では消毒保管庫の設置を図る計画で、２カ年間の概

算事業費1,581万8,000円としておるものでございます。事業内容、幼稚園施設環境改善事

業におきましては、平成23年度に厚内幼稚園の給湯器、浦幌幼稚園の取りつけ道路補修、

平成26年度と27年度２カ年において浦幌、厚内両幼稚園の内窓取りつけによる整備計画で、
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概算事業費1,480万円を見込んでおります。事業内容、体育施設環境改善事業におきまして

は、平成23年度において野球場の照明灯調整及びフェンス補修並びに総合スポーツセンタ

ー暖房制御機改修を行う内容で、平成24年度におきましてはスポーツセンターの床塗装及

びパネルヒーターガード設置、平成25年度から27年度まではアイスアリーナのスクリュー

ユニットを整備する計画内容でありまして、概算事業費1,890万円としておるものでござい

ます。 

 以上で全追加事業12事業における各事業内容等の説明をさせていただきましたが、本計

画の事業費総額では総計の欄におきまして変更前の概算事業費が52億2,846万7,000円であ

ったのを３億9,984万4,000円を追加し、56億2,831万1,000円に、また年度別では平成23年

度が9,821万6,000円を追加し、９億3,517万3,000円、平成24年度が8,688万2,000円を追加

し、10億3,606万2,000円、平成25年度では7,548万2,000円を追加し、８億6,087万1,000円、

平成26年度、7,448万2,000円を追加し、８億5,459万4,000円、平成27年度では6,478万

2,000円を追加し、７億7,012万6,000円となるものでございます。 

 過疎対策事業債を財源として行う事業につきまして、従前から普通建設事業がその対象

となり、事業費のうちの一般財源に過疎債を充当できる内容でございましたが、過疎対策

事業債の対象事業において決算統計上の分類における補助費や維持補修費等についてもソ

フト事業として新たにその取り扱いがなされたことにより、本計画において対象事業を追

加するものでございます。 

 なお、追加する12事業において平成23年度の事業費及び事業内容につきましては、平成

23年度当初予算または補正予算においてご提案を申し上げ、ご審議をいただいた事業でご

ざいます。事業費における一般財源分について過疎対策事業債を充当するものでございま

す。 

 また、国庫補助事業であります普通建設事業の直別地区テレビ共聴施設整備事業以外の

11事業につきましては、事業費の全額を町の一般財源で賄う補助費や施設の環境改善に係

る維持補修費等が主な事業であります。その一般財源について過疎対策事業債におけるソ

フト事業として充当されるため、追加するものでございます。 

 これら補助費や維持補修費等における事業の財源を平成24年度以降も起債償還にかかわ

り普通交付税措置がなされる過疎対策事業債にて運用するため、一部変更する計画の内容

でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 
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 これより議案第３号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第４号 

〇田村議長 日程第９、議案第４号 平成23年度浦幌町一般会計補正予算を議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 議案第４号 平成23年度浦幌町一般会計補正予算。 

 平成23年度浦幌町の一般会計補正予算（第５回）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ816万円を追加し、歳入歳出の総額を歳

入歳出それぞれ57億1,605万3,000円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成24年１月20日提出、浦幌町長。 

 次のページ、２ページの第１表、歳入歳出予算補正並びに３ページの歳入歳出補正予算

事項別明細書、１の総括は省略させていただきます。 

 ４ページをごらんください。２、歳入、14款道支出金、３項委託金、１目総務費委託金

816万円を追加し、2,283万1,000円、１節総務費委託金816万円の追加、旧オベトン川環境

整備工事支障物件移設補償委託金の追加でございます。 

 ３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、13目諸費816万円を追加し、4,728万4,000円、

13節委託料816万円の追加、旧オベトン川環境整備工事支障物件移設委託料816万円の追加

でございます。 

 説明資料５ページをお開きください。一般会計補正予算説明でございますが、この内容

につきましては旧オベトン川環境整備工事の実施に伴い工事の支障となる立木の撤去並び

に桜の木の移設に係る経費を追加補正する内容でございます。 

 なお、図面の中にそれぞれ支障木の本数を記載しておりますが、右岸の支障木９本、う

ちエゾヤマザクラ２本となっておりますが、９本に訂正を願いたいと思います。また、下

の左岸の支障木18本、うちエゾヤマザクラ21本と記載しておりますが、14本に訂正をして

いただきたいと思います。まことに申しわけありませんでございます。 

 なお、移設場所については、旧東山スキー場の町有地に移設を考えております。 

 以上で一般会計補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますよ
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うお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、この支障木の移設については、今回が初めてではなくて、今までにも

議案として提出をされております。それで、今までの説明の中では、あくまでも今の植わ

さっているところに作業に支障があるので、一たん町有地である時和の山のほうへ移設を

して、その後またもとあった場所へ移設をもとに戻すと、あくまでも作業に邪魔だから一

たんよかすというような説明でありました。それで、今回も今提出ですから３月やるので、

こういう時期に移設すること自体が本当にいいことなのか、桜の木が枯れたりとかという

影響がないのかということ、まずこの１点がちょっと心配なのですけれども、今までもや

っていた部分ですから、当然時和のほうの部分の桜の状況というのは私は確認しておりま

せんけれども、やはりこの辺も問題ないということでの今回の提案だと思いますけれども、

その作業に当たっての現状、この辺は確認をしたいと思います。 

 それと、もう一点、もともとはもとへ戻すといったものが戻せなくなって、今度東山の

スキー場の下のほうへ持っていくということですよね。もともとそこへ戻そうとしたもの

がなぜにそこで戻せなくなってしまったのかと、なぜ東山に行くことになってしまったの

かということの変更された理由というものがありませんので、やはりその辺をきちっと説

明いただきたい。 

 それと、もう一点は、東山に持っていくということ、なぜに東山なのかということです。

その辺の説明がきちっとなされないと、東山へ持っていってどうするのかということです。

東山のもとのスキー場の跡地というのは、あそこは神社さんがあります。たしか半分ぐら

いから上が神社さんで、半分から下が町という形だったのではないかなというふうに私は

認識しているのですけれども、その中においても東山に持っていって植えるといってもど

ういうふうに植えるものなのかどうなのかということ、そこへ持っていくのはどういう意

味があってそこの東山となったのかということ、やはりそこら辺の意味がしっかりとされ

なければならないだろうというふうに思いますし、今までもそうですけれども、この816万

円という補正の内容というのは、今すぐ持っていくわけにもいかないでしょうし、今まで

時和にあるやつも含めて、その辺の予算いただいている部分というのは持っていってまた

こっちへ持ってくるまでの予算が入っているのではないかなと思うのです。そこら辺の予

算の計上の内訳の部分についても何点か説明しましたけれども、その辺ちょっと詳しく説

明を求めたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 大きく４点ご質問があったというふうに思います。１点目に

は、移設の時期大丈夫かという意味合いだったと思います。また、２点目には、当初はも

との場所に戻すというような内容でなかったのかということと、また３点目には旧スキー
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場のところの選定の理由と、そしてこの補正予算の内容といったことでなかったかなと思

います。この４点について説明させていただきたいと思います。それにかかわりまして経

過もございますので、経過も含めた中でご説明をさせていただきたいと思います。 

 本桜の木につきましては、移設対象の立木になる桜の木につきましては町内の奉仕団体、

浦幌ライオンズクラブが町の開基80年、昭和54年ですけれども、を記念をいたしまして住

吉橋から黒百合橋までの旧オベトン川の両岸に桜の木を植樹をしたと、その中で58年の６

月にはその桜の木について並木ということで町に寄贈したと、それを町が寄贈を受けたと

いう経過がございます。当初旧オベトン川につきましては、その時期もそうだったわけで

ありますけれども、町が管理をする河川でありました。これが平成14年度に桜の木の区間

と同じ住吉橋から黒百合橋までが北海道の管理区間に昇格となった経過がございます。平

成16年度からその環境整備工事が施工され、今日に至っている内容であります。この間平

成15年度から17年度までの間におきましては、寄贈者と関係の行政区と北海道、町、町理

事者も含めた町とで工事の施工上この支障となる桜の木について協議を行った経過がござ

います。結果、一時町有地に仮移植を行うことで、その後現場に戻すとおっしゃったとお

りでございます。この復帰を行うということで協議を終えた経過がございます。また、ご

質問の中にございましたとおり、平成20年度、21年度において工事の施工上から支障物件

の扱いとしてその予算を計上したという経過もございます。この予算の執行に従いまして、

町有地に仮移植を行い、現在に至っているものでございます。これらの木と、今般につき

ましては24年度施工にかかわって事前に立木の支障物件の移設ということが北海道からも

求められたものでございますし、またその補償ということでの予算提示があったというこ

とで、その部分としての補正予算のご提案を申し上げたものでございます。それらのこと

にかかわりまして、先ほどもご説明いたしました町有地に仮移植した後の扱いの部分とし

て、その後河川の流量から上幅が当初より広がったということと、また親水河川として親

しみやすい河川というような北海道の取り組みもあるというようなことで遊歩道が設置さ

れ、河川用地において桜の木の移設が用地的に困難となるという部分は北海道と確認をし

てきた経過がございます。ただ、この確認した中での部分の説明が時系列的になされてい

ないことにつきましては、この場をおかりしましておわびを申し上げたいと思います。 

 この仮移植したことについて今後どのような扱いをしていくかということで、やはり寄

贈者の思いという部分を十二分に酌み取った中で、そしてその思いをどのように町民の皆

様に親しんでいただけるかという観点から、桜の木の旧オベトン川については両岸で線的

な動態として並木という構成がされておりましたけれども、今後は町の公共用地の中でど

のような活用、移設としてその桜の木が寄贈者の思いをなし遂げていくかなという部分で

町有地を管理している関係課とも協議を重ねてまいりました。その関係で申し上げますと、

桜の木が先ほど申し上げましたとおり昭和54年、実際は55年からなのですけれども、移植

をされ、５年間かけて移植をしてきたという経過がございます。恐らく４年生から５年生

の苗木を移植して、それから経過がたちまして、移植後27年から31年が経過したと。そう
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しますと、樹齢的にいいますと、もう31年から35年という桜の木になっておるものでござ

いますから、やはり用地的なものが相当大きな面積が必要になってくるだろうと。同じよ

うに並木とか河川の扱いの中で、並木という部分として道路用地、河川用地のことも検討

してまいったわけでありますけれども、やはり先ほど申し上げました31年から35年となっ

ている大きな木でございますので、用地の確保というのが大きな面積が必要だろうと。ま

た、分散してその木を移植するよりも、やはり町民の親しみやすい見どころとなるような、

そして町民の方が身近なところとして親しめるところの部分として検討を重ねた結果、森

林公園の一帯となる東山旧スキー場の跡地の町の用地でございますけれども、町有地にお

いてその桜の木を移設をし、見どころとなるような整備を図ってまいりたいという考えで

ございます。そのようなことから、今般そのような計画をさせていただきました。 

 また、移設時期につきましては、確かに３月、年度末３月までの施工という中におきま

しては冬期間でございますので、種々ご心配の面があろうかと思います。このことにつき

ましては、専門の方にいろいろ事情を調査をした中でのお聞きした中では可能だというこ

との部分もお聞きしておりますので、そういう専門の中での扱いとして今後は進めてまい

りたいなと。また、その執行に当たる契約におきましては、特約条項を設けまして１年間

のアフター的なこともしていただこうという考えも持っておりますので、その桜の生育の

障害にならないような対応を図ってまいりたいなという考えを持っているところでござい

ます。 

 それから、先ほど申しました予算の内容につきましては、北海道から移設補償金という

額について、この額で平成24年度施工分の支障となる23本の支障木と、それから時和に仮

移植しております、およそ50本ほどありますけれども、これらをまとめて東山の旧スキー

場に移したいという考えでございます。また、見どころとなるような、簡易的なものにな

りますけれども、木材チップ等を敷き詰めた遊歩道もあわせて整備を図りたいなという考

えでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、１点目質問しました期間的な木の影響はないのかということについて

は、プロの方に相談をした結果、問題ないということでありますし、今ありましたけれど

も、時和のほうにも50本ほど既に移設されているものがあるということですけれども、こ

の辺も問題がないというようなことの中だと思いますので、この辺については理解をいた

しました。 

 それで、またなぜもとの場所ではなかったのかということも、水の量だとかいろんな部

分において幅が広がってしまったので、当初の計画から変わってしまったということ、こ

れも理解ができるところだなというふうに思っております。 

 それで、やっぱり１点、理解がというか、これおのおのの考え方の問題なのでしょうけ

れども、東山へ持っていくという、ここなのです。だから、そこへ持っていって今言うチ
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ップか何かを敷いて遊歩道をつくってというような、ここで例えば簡単な図面でもいいで

すから何か資料があれば、ある程度私たちもイメージができるのですけれども、口で言わ

れているだけでして、50本の木があってこうなると、ここでこうなるのだというようなも

のが何もないのです。ですから、私たちは、そこに持っていってそこに一つの、今全部合

わせたら70本以上の桜の木を植えることによってそこに一つの見どころをつくると、そし

て森林公園との１つのゾーンとしてそこに一つの見どころをつくって、そこからそこに来

たお客さんが森林公園のほうへも足を伸ばしてもらえるだとかというような考え方という

のも理解はできなくはないのです。ですけれども、余りにも口頭だけなものですから、何

にも資料がないものですから、ちょっとイメージをしづらいのです。場所的な問題という

のが、50本植えると実際どのぐらいのスペースが要るのかという問題もありますけれども、

それであるならばもっと思い切って森林公園のほうに持っていけないものなのか、もしく

は道の駅のところに持っていけないものなのか、そういったもうちょっと違った議論とい

うものをこれからもっとした上で、今回の補正は道からのこの移設する部分での補正です

から、これに何も反対するものはないのです。いただくものきちっといただいて、この工

事を進めるに当たって支障がある、邪魔なのですから、一回時和に移設してやることは構

わないと思うのです。しかし、今後の部分、例えば特に道の駅あたりも前から言われてい

るように、やはり高速道路の関係において通行量が減って道の駅の利用が減っていくので

はないかというような心配の懸念もあります。そうしましたら、昨年も私たちの総務のほ

うで所管事務で調査しましたけれども、あそこの勤労者のセンター、あそこも今の現状の

ままではどうしようもないだろうと、やっぱり取り壊しということも検討するというお話

はしているわけです。そうすると、やっぱりあそこも道の駅のゾーンとして、そこにそう

いうものが、国道どんどん通る人にすぐ目に見えるわけですから、私はそういうほうがま

だ道の駅との相乗効果も直接的に得られるのではないかなというイメージが、そっちのほ

うがまだイメージがわくのです。これは、私の私見ですし、あそこにはそういういろんな

スペース的な問題があってだめだとか、そんな検討されたのかどうかもわからないのです

けれども、東山に移設するという決定ではなくて、今後もう一つ、二つ検討した上で、せ

っかくのご厚意でライオンさんからいただいたこの桜の木をもっと町にとって有効に使え

る、有効に本当の見どころとしてできる部分がないのかなという、この部分、私はぜひい

ま一度検討いただく要素がないものなのかというふうに思うのであります。予算の部分に

ついては、決して反対ではないのですけれども、今後の部分についてぜひ私は検討をもう

一度していただきたいなと思うのですけれども、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。 

〇鈴木まちづくり政策課長 おっしゃるご質問の部分といたしましては、確かにパークゴ

ルフ場ですとか留真温泉ですとか、それから森林公園、それこそ森林公園なのですけれど

も、そういった部分の検討も確かにさせていただきました。先ほど来ご説明させていただ
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いておりますとおり、苗木ではございません。成木となって大きな木になっております。

それも専門の方にお聞きしますと、やはり４メーター以上は間隔をあけないと生育として

は好ましくないという部分、移植としては好ましくないというふうに聞いております。そ

んな関係で今後まだまだ工事の施工上、先ほども申し上げました黒百合橋までの施工区間

がまだ残っております。今後発生します同じように支障木となる桜の木がありますので、

これらもにらんだ中でやはり大きな用地が必要だろうというふうに思っております。１つ

には、やはり分散をしたくないと、一つの見どころになるようなところとして進めたいと

いう考えでございます。確かに道の駅もその候補としてはあるわけでありますけれども、

やはり面積的にかなり使ってしまうだろうと、それから高齢者についてもまだ既存の建物

もございます。こういった中で、今後の部分もあった中で、過去の東山のスキー場の利用

のいろんなことも考えた中で桜の木の見どころという部分として町民の方はもとより、国

道を通過する方々の目の肥やしにもなるような部分として今後なっていければなという思

いも、これは町外に対するＰＲともなるものだというふうなことも考えておりますので、

そのことについてご理解をいただきたいなと思います。 

〇田村議長 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 私は、もう少し検討ができないのかなというお話をしたつもりなのですが、

今の答弁ですと、もう検討はすべてし尽くしたと、いろんな検討はした上で、いろいろ木

の大きさによって今言われたように木と木の間も４メーターあけなければならないとか、

そういったどうしても条件のもと、もうあそこしかないのだと、町有地で植えるところは

ないのだというお話、そういうことになれば、ないと言われてしまうと、またこれも何と

もいかんともしがたいのかなという気がしているのです。私たちは、木のプロではないで

すから、４メーターが３メーターでいいではないかといったって、そんな話にもなりませ

んから、せっかく植えるに当たっては枯れるようなことでは困りますし、やはり長く町の

見どころとしてなるという部分について、その辺がちょっとどうなのかなという部分、た

だそうであるならば、そこしか検討の余地がないのであるならば、余計に私はある一定の

資料は提出すべきではなかったのかなと。その50本植えて、そしてあとこれから何本出て

くると、その部分も順次こういう形で植えていきますよというようなある程度の資料をも

って私は今回臨むべきではなかったのかなと。それでないと全く、あの坂のところに植え

てどういう形で遊歩道があってどうなるのかということ、それに当たっては看板を設置し

たりとか、やっぱりそういったことも当然していかなければならないです。道の駅に行っ

た人がぐるっと通って、改善センターのところを通って下へ来るようなとか、やっぱりそ

ういうような計画も当然つくっていかなければならないと思うのです。そういう一体的な、

やはりそこにしかないというのだったら、そこに交通する人が橋見えてすぐ来れるわけで

はないのですから、見えた人が、釧路から来た人が見えたってそのまま行ってしまうわけ

ですから、やっぱりそういった部分の一体的な説明という、計画というものをぜひ私は提

案してほしかったなというふうに思っています。ですから、そこまでもうあそこしかない
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というのでしたら、もうそれはいかんともしがたいのでしょうけれども、であるならば今

後もやっぱりそういった部分を求めたいと思いますし、またそれに伴ってのある程度早い

時期にそういった事業の計画の部分というものは私はぜひ提示していただきたいというふ

うに思いますけれども、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。 

〇鈴木まちづくり政策課長 今回の補正予算につきましては、移設の補償という分と、そ

れから現在の施工区間の支障となる立木23本と、それからあわせて町有地に仮置きしてい

る50本ほどのものと、これを移設する費用としての金額でございます。まず、冬期間でご

ざいますし、また今後発生する工事に伴う支障木も毎年度、恐らく毎年度、その部分とし

ての対応もございます。これは、あくまで移設補償の対応でございますので、それら以外

については町の単独の予算となるというものもありますので、今般についてはその移設に

かかわって予定地に移植をしたいと、また整備については年次的な中身として整備できる

ものは整備したいという考えを持ってございますので、詳細にわたってはまたその時点の

中での説明にかえさせていただきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 この補正の中で、歳入が816万と歳出が816万と同じ数字になっております。

今回この歳入の分は23本分の補償費なのか、そして今度歳出のほうは73本分の委託料なの

か、その辺をお聞きしたいのと、それと今までそういう植栽移設してきて、桜については

もう30年以上たつと老木みたいな格好になってきているのです。旧オベトン川の現在立っ

ている木もそうですけれども、枝が枯れていたり、病気がついていたり、いろいろひどく

なっている部分もあります。今言われた専門家に聞いて大丈夫だと、１年間保証してくれ

るみたいな話ですけれども、なかなか桜というのは弱い木で、１年目は花は咲く、２年目

から葉っぱがなくなってくるとか、そういう木なものですから、専門家が保証するのであ

ればいいですけれども、もう少しほかの専門家にも見てもらうとか、そういうことも含め

てお願いしたいなと思います。 

 それからあと、この支障木の分、その木を絶対植えないとならないのか、それとも少し

大きな苗木を買って植えていいのか、その辺もちょっとお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ３点のご質問かと思いましたけれども、それについてご説明

させていただきます。 

 まず、１点は、その予算の内容でありますけれども、このとおりでございます。歳入に

ついて23本と、その積算の中で北海道が補償するというふうなことでございます。移設補

償でございますので、そのことについての歳出については移設を受けたものの裁量という



 － 27 － 

ふうになっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 また、２点目の移設時期のことにつきましてですけれども、これについては専門の業者

の方にお聞きした内容でございますので、それ以上こちらも持ち合わせるものもございま

せんし、その信用という部分の中で進めたいなと思っておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

 また、苗木の移植というのは、どこの分を指しているのかちょっとわからなかった…… 

（「今の移設の木を使わないで苗木を……」の声あり） 

〇鈴木まちづくり政策課長 恐らく移設する場所の東山のスキー場にという意味合いだと

思いますけれども、このことにつきましては今後の管理の中でやはり見どころとなるよう

にしたいという考え、先ほど説明させていただいたとおりでございます。その中で桜の木

が枯れたりしたときの対応としての補植については、予算を持ちながら進めたいという考

えを持っておりますので、これはやはり新年度以降の対応かなというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 この支障木のものを今東山に植えるというふうにある程度決めていらっしゃ

ると思うのですけれども、それにかわるものとして苗木を検討できないかどうかというこ

とを私言ったのです。見ていただいてもいいですけれども、本当に病気ついたり、腐って

ぼこぼこになっている部分もありますから、そういうものにかわるものとしてそういうも

のをやっていけるのかどうかということを聞いたのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇鈴木まちづくり政策課長 ただいまのご質問ですけれども、１つには先ほど来ご説明さ

せていただいております寄贈者の思いを、やはり桜の見どころとして整備する部分として

思いを何とか形として残していきたいという考えでございますので、桜の見どころという

部分で整備をしてまいりたいと思っております。 

 また、先ほども説明させていただきましたとおり、今後枯れるようなことがあった場合

については新たな桜の木の苗木の補植という部分も対応してまいりたいというふうに思っ

てございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇田村議長 以上で本臨時会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 

 これをもって会議を閉じます。 

 平成24年第１回浦幌町議会臨時会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時４０分 

 


