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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13名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 議事については、配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。 

 第２回浦幌町議会定例会、本日15日の運営について12日午後、議会運営委員会を開催し、

協議をいたしましたので、報告いたします。 

 本日の日程は、一般質問の質疑のみの予定であります。一般質問は、通告順に関井雅明

議員、河内富喜議員、髙橋利一議員、差間正樹議員、中尾光昭議員、福原仁子議員の６名

より７項目についての通告がなされております。質問順につきましては通告順に指名され

るよう議長に申し入れておりますので、よろしくお願いいたします。また、質問者は通告

内容に沿ってわかりやすい質疑を心がけていただきますようお願い申し上げますととも

に、活発なる議論を期待いたしまして、議会運営委員長報告といたします。 

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。 

 通告順に発言を許します。 

 初めに、１番、関井雅明議員の質問を許します。 

 １番、関井議員。 

〇関井議員 通告に従い、質問したいと思います。 

 厚内地区を通る道道1038号直別共栄線の道路整備計画と町の対応についてお伺いしま

す。今年３月16日、国道336号線が全面開通され、厚内地区を通る道道1038号直別共栄線に

つながり、地元はもちろん、十勝と釧路を結ぶ路線としてアクセスの向上や走行安全性の

確保等が図られました。また、一方では車の交通量が増大し、スピードを出して走行する

車がふえたことにより騒音、振動も多くなったことも事実で、特に道路に隣接する住民は

大変不安になっております。つきましては、次の２点についてお伺いします。 

 １、厚内地区を通る直別共栄線の橋梁や浜厚内地区の車道拡幅、歩道設置等を含めた整

備計画に係る進捗状況についてお伺いします。 

 ２、冬場に向かっては、交通事故などの危険な問題の対策も必要になってくると思われ
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ますが、交通量がふえた直別共栄線を町は整備等を含めて北海道に対してどのように要望

されているのかお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 関井議員の質問にお答えをします。 

 道道直別共栄線厚内市街地区道路の整備状況についてでありますが、当該地区では既存

路線にある厚内橋の橋梁幅が狭いことや急カーブが非常に危険であり、交通安全上支障を

来すことなどから、平成20年度より事業主体であります北海道に対し橋梁を含む道路の直

線化について整備要望を行ってまいりました。また、ご質問の内容にもありますとおり、

本年３月16日には国道336号線が全面開通されたことに伴い、当該道路は道東方面と道央及

び道南方面を結ぶ利便性の高い新たな物流ルートとなったことから、以前に比べ大型車両

の交通量が増加し、地域住民の皆さんには騒音や振動、そして交通安全の面において不安

を感じられているものと推察いたしているところであります。 

 当該路線に関する現在の進捗状況についてですが、かけかえする厚内橋については既に

橋梁設計が完了し、また橋梁と接続する周辺道路についても線形及び用地測量が完了して

いるところであります。しかし、続く用地取得へと移行する段階に入り、一部の土地につ

いて用地買収交渉が難航していることから、当初計画していた事業期間に対しおくれが生

じている状況であります。北海道が事業主体であることから、本町が直接用地買収交渉に

介入することはできませんが、地権者と北海道との接触に際し、円滑に協議が進むようで

きる限りの努力をするとともに、早期着工に向けて引き続き要望を行っているところであ

ります。また、浜厚内地区での車道拡幅並びに歩道設置等含めた整備計画についてですが、

現状といたしましては道道直別共栄線の当該地区ではこれらの整備計画はなく、今後につ

いても未定となっているところであります。しかしながら、国道336号の全面開通による影

響、そして現在施工中の道道直別共栄線の静内から国道336号との交点を結ぶ霧止峠区間の

改良舗装が今年度中に竣工し、開通する予定となっていることから、今後さらに交通量の

増加が予想されるだろうと判断しています。本町といたしましては、今後の交通量の推移

を見ながら、どのような対策が効果的であるかを十分検討した上で、厚内地域にとって安

全かつ利便性の高い道路となるように、道路の整備改修に当たっては北海道に、また道路

標識の設置並びに制限速度規制に関しては公安委員会に対してそれぞれ要望を実施してい

く所存であります。 

 また、冬場におけるスリップ事故等の防止や交通量の増加に伴う周辺住民への安全対策

についても、前段の答弁と同様に、北海道並びに関係機関に対し必要な要望を行ってまい

りますので、ご理解を願いたいと思います。 

 以上、関井議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇関井議員 今答弁ありましたが、既に用地取得以外は完了ということなので、この案件
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は地元にとっても大変な問題で、地域住民に対して町は説明会等を持って早急に周知して

いただきたいと思います。 

 また、厚内、浜厚内地区は大変道路幅も狭く、今のところ整備計画はないということで

すが、早急に対処していただきたいと思います。 

 交通安全の面でも町は要望ということですが、厚内には幼稚園、小学校もあり、危険な

箇所も何カ所かあるので、町独自で何か考えがあるのか、交通安全の面でちょっとお伺い

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。 

〇大山まちづくり政策課長 今３点ほどご質問があったと思いますけれども、それに対し

て説明させていただきます。 

 まず、ある程度線形ができて、あと用地の関係が確定した場合につきましては、地元に

対しましては当然説明していきたいと考えてございます、工事の前に。２年前にはこうい

う計画ですよというお話は１度させてもらってございますが、また当然用地も確定し、す

べてにおいて工事着手ということになりますと、その辺については再度説明をさせていた

だきたいというふうに考えてございます。 

 また、浜厚内地区の用地、道路幅の関係につきましては、以前にも要望していた経過が

ございますが、現在はないということでございますので、今後この道路のことを含めまし

て、その辺についてはまた道のほうとは相談をさせていただきたいというふうに考えてご

ざいます。 

 また、今回336号が開通したことによって交通量がふえたということについては、承知し

てございます。厚内４区、５区においてまちづくり出張説明会をさせていただいたときに

もやっぱり交通量がふえているというお話も聞いてございますので、道道に関する部分に

関しましては当然道、公安委員会に対しまして交通安全対策については再度要望していき

たいと思いますし、今の道路の関係、線形見ますと、幼稚園の近くを走るという計画でご

ざいますので、当然工事が始まるということになりましたら、その辺もまた町としてでき

ることはやっていきたいと考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇関井議員 今お答えありましたが、交通安全の面では道路をいじらない云々よりもいろ

んな交通安全、ほかの方法で何か町でやることがあれば、ぜひやってほしいと思います。 

 終わります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 国道336の完成後、大型トラックの往来が激しくなっているというところにつ

いては、大変危険性が増しているということについてはそれぞれ認識はしているところで
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ありまして、この対策についてはかねてから道への要請を行っているところであります。

現在の道路をそのまんま使用するということについては、道も危険性を増すということは

認識しているところでありまして、新たな直線化に向けていろいろ整備計画を立て、いろ

んな用地買収も含めて今進めているところであります。事業計画が若干おくれているとこ

ろでありますけれども、道としては現在の道路を使わない、新しく直線化をするという方

向では確認をしておるところでありますし、できるだけ迅速な対応をお願いを今後もして

まいりたいというふうに思っているところであります。 

 浦幌町は、一昨年６月29日に炭山のトンネル事故がありました。死亡者が２人出るとい

うことで、その後死亡事故ゼロということで、今月の６月28日は２年間死亡事故ゼロとい

う状況が続いているところであります。そういう面では、それぞれ関係者の皆さんが運転

指導、また運転事故に気をつけるということで交通３悪も含めて追放しようということで

率先して取り組んでいただいている結果だろうというふうに思っています。そういうこと

も含めてこの道路をただつくるだけではなく、今後とも浦幌町としては関係団体の皆さん

とともに交通安全に留意しながら、特に職員についても当然留意しながら今後とも対策と

いいますか、交通３悪を追放する運動を進めてまいりたいというふうに考えておりますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 これで関井雅明議員の一般質問を終わります。 

 次に、９番、河内富喜議員の質問を許します。 

 ９番、河内議員。 

〇河内議員 それでは、私のほうから通告に基づき、子どもをネット社会から守る取り組

みについて一般質問をさせていただきます。 

 携帯電話やインターネットが急速に普及する中、子どもたちが犯罪被害や加害に巻き込

まれたり、さまざまなトラブルが発生するなど、子どもたちの安全と安心が脅かされるこ

とが社会問題化しています。このような状況の中、我が町においても学校、家庭、地域、

行政が連携しながら共通の認識を持ってこの問題に取り組むことが必要と考えます。 

 １点目、平成20年度に告示された学習指導要領には情報モラル教育が新たに追加され、

ネット上の健全な行動やセキュリティーの知識を身につけさせる指導を行うとしています

が、ネットに関するモラル教育、マナー教育について現在どのような指導がなされていま

すか。 

 ２点目、子ども同士の誹謗中傷などが書き込まれた学校裏サイトと言われるものにより、

最悪大変な悲劇を招く事例もあります。防止策としては、日ごろより親はもちろん、教育

サイドからも実態把握に努め、強い指導が必要であるとされています。また、そのために

はネットパトロールなどが有効であるとされていますが、我が町ではこれらのことに対し

てどのように取り組まれていますか。 

 ３点目、現在通信携帯ゲームやソーシャルゲーム市場のあり方については消費者庁の運

用基準の判断が示され、一段落はしたものの、今後同じような事件が起こらないとは言え
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ない世界であると思います。また、以前から問題の多い有害サイトなどについては、何が

危険か親がまず認識し、子どもを近づけない、またトラブルが起きたときに適切に対応す

る知識を持つことが必要であるとされています。日ごろより学校と家庭との情報の共有と

連携を図り、対応していくことが必要であると思いますが、これらのことについてどのよ

うに対応していますか。 

 ４点目、子どもたちをネット犯罪から守るためには、行政、学校、家庭など地域が連携

して取り組むことが必要とされていますが、広報、講演、講座など啓蒙活動にはどのよう

に現在取り組まれていますか。 

 以上、４点についてお伺いをいたしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育委員長。 

〇松田教育委員長 河内議員のご質問にお答えします。 

 子どもたちをネット犯罪から守る取り組みについてでありますが、パソコンや携帯電話

を使いインターネットを利用する児童生徒の人数は年々増加傾向にあり、それに伴い児童

生徒がインターネットの利用者間による犯罪やトラブルに巻き込まれたり、インターネッ

ト上で他人を誹謗中傷したりするいわゆるネットいじめと呼ばれる問題行動がふえてお

り、大きな社会問題となっております。 

 １点目のネットに関するモラル教育、マナー教育についてでありますが、インターネッ

ト上のさまざまな問題から児童生徒を守るためには未然防止が必要と考えております。こ

のため、各学校において児童生徒が教育用パソコンを利用する際には、浦幌町立義務教育

学校の情報教育ネットワークの運用に関する教育委員会規程に基づき、安全保護への対応

としてフィルタリングの使用による適切な管理を行うとともに、児童生徒が情報を発信す

る場合は教職員の指導のもとに行うなど、インターネットの正しい利用方法について児童

生徒に継続的な指導を行い、未然防止を図っているところであります。 

 ２点目の実態把握や指導、ネットパトロールの取り組みについてでありますが、早期発

見、早期解決のため、各学校職員及び教育委員会事務局職員による定期的なネットパトロ

ールを実施しております。また、ネットパトロールに必要な知識や技能の習得については、

北海道教育委員会が作成しているネットパトロールハンドブック及びいじめ等有害情報監

視マニュアルなどを各学校に配付し、活用しているところであります。 

 ３点目の学校と家庭との情報共有、連携についてでありますが、インターネットを利用

したことによるトラブルでは多額の通話料や通信料が請求されるケースも少なくありませ

ん。特に携帯電話を利用してソーシャルゲームをすることにより、トラブルに巻き込まれ

ることがありますので、町教育委員会では北海道警察や北海道教育委員会と連携しながら、

児童生徒がこうしたトラブルに巻き込まれないようにするため、保護者に対して児童生徒

の携帯電話にフィルタリングをすることや日常からコミュニケーションを図り、有害情報

へアクセスしないように指導を徹底するよう周知しているところであります。 
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 ４点目の広報、講演の開催についてでありますが、毎年度町立学校の教職員を対象に学

校安全対策、危機管理体制の強化を図るため学校安全対策講習会を開催しておりますが、

昨年度は北海道警察池田警察署員を講師にお招きし、ネット犯罪及び青少年の非行につい

て講習会を開催しております。今後につきましても、引き続き北海道警察や北海道教育委

員会など関係機関の協力をいただきながら情報収集に努めるともに、学校、家庭、地域が

一体となって子どもたちをネット犯罪から守るための取り組みを進めてまいりたいと考え

ておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

 以上、河内議員への答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇河内議員 大変わかりやすくお答えをいただいたと思います。何点か確認をさせていた

だきたいと思います。 

 １点目についてでありますが、これらのことについては未然に防ぐために教育委員会規

程に基づき、情報教育ネットワークの運用に関するそういった取り決めの中で安全保護へ

の対応をしているということであります。また、フィルタリングの使用によって適切な管

理を行っているということであります。このフィルタリングについてでありますが、この

ことについては当然このとおりなのです。フィルタリングをすることによって、かなりの

部分こういったものから未然に防ぐことができるということはあるわけでありますが、そ

れでは学校でのそういった使用については学校の先生方が指導する中でそのようなことは

対応できるだろうけれども、一般家庭に戻ったときの携帯、そしてパソコンに、ではそう

いったフィルタリングがどの程度実際の家庭で行われているのかということについては、

この辺の実態をやはり理解し、掌握していかなければ、ただフィルタリングをすれば安全

なのだよということでは済まない問題であると思います。この点については、親がそのこ

とに対する知識がなければこのことに対応できない、ではその知識というものはどういう

ふうに植えつけていったらいいのか、これはやはり学校との相互の信頼関係のもとでそう

いったものが培われていくということだと思います。また、このフィルタリングについて

は、専門の業者さんもおりますし、そういった方に設定していただくということも可能な

わけですから、その辺について保護者との十分な意思疎通というものを今後図っていただ

きたいなと。そして、家庭でのこういったものに対する問題を未然に防ぐために取り組ん

でいただきたいなということを考えております。その辺について１点お聞きしたいと思い

ます。 

 あと、２点目のいわゆる学校裏サイトということでございますが、これは通常の生活の

中でもいじめまたはいじめに近いようなことというのはやはり起こりがちなのでございま

すが、この学校裏サイトについてはそういったものに掲示されたものがいつまでも残ると

いうことでは大変また問題が大きくなる可能性が大きいわけです。ですから、この辺につ

いての教育の徹底ということをぜひ今後も図っていただきたいなと考えることと、またネ

ットパトロールはもちろんでありますけれども、親御さんに対するこういったものに対す
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る意識づけ、こういったものをしっかりと教育を現場でしていただきたいと思います。ま

た、今の子どもさんたちは、小さいころからネットになれ親しんでいるという環境がある

わけです。私たちは、ここ10年ぐらいですか、ネットというものが急速に拡大、普及した

中でまだまだ勉強不足のところがある中でこういった社会に生きているわけですけれど

も、子どもはまた生まれたときからこういうネット社会に身を置かざるを得ないという立

場にある、であるからなおさら小さいときからこういった教育というのがやはり培われる

ことが大切かなと思っております。 

 ３点目の通信携帯ゲーム、ソーシャルゲームについてでありますが、このことについて

は私も調べてみたわけですが、消費者庁の統一した見解が出たようでございます。それに

よると、コンプガチャのような射幸性をあおるような、こういったソーシャルゲームは違

法であるという見解が示されて、７月１日以降こういったことをした場合には法的な罰則

が科せられるということでしっかりとした判断が出されておりますので、今までのように

莫大な請求が、親の知らないうちに請求書が来るというようなことは、今までのようなこ

とはなくなるのかなと思っております。私のこの資料で見ますと、業界も自主規制という

ような形で、例えばこれはある大手のメーカーですが、15歳以下のユーザーには月額

5,000円までを上限とするとか、16歳から19歳のユーザーには月１万円を限度とするよう

な、そういった自主規制の方向性も出てきているようです。このことについては、大変い

いことだなと考えておりますが、しかしネット市場の全体を見ると、相当な金額の市場性

がある、世界的な規模では５兆円市場という、国内市場でも7,000億円の市場があると言わ

れております。その中でソーシャルゲームの市場が年々拡大していると、年々倍近くの売

り上げ増を果たしていたわけですけれども、このような自主規制のもとで恐らく15％から

20％ぐらいはそういった市場性が失われるのではないかなと言われておりますので、今ま

で過熱したようなゲームのバブルというようなものは一たん鎮静化するのかなと思ってお

りますが、しかしまた形を変えた中でこういったことへ侵入してくる場合もありますので、

十分なご指導をお願いしたいなと考えております。 

 ４番目ですが、子どもたちをネット犯罪から守るために行政、学校、家庭、地域が連携

して取り組むことが必要であると、広報、講演、講座の開催など啓蒙活動に励んでいただ

きたいということでのご質問をさせていただいたわけですが、お答えの中でそういった対

応については昨年北海道池田警察署員を講師に招いてネット犯罪及び青少年の非行につい

て講習会を開催しているということであります。私は、こういった地道な対策というもの

をやはり地域を挙げて何回も行っていくことが大事かなと思っておりますが、もし数字的

にわかるのであれば、そのときの一般保護者といいますか、開催したときの講習会の参加

者はどのぐらいあったのか、数字でわかっていればお知らせ願いたいなと思っております。

問題は、やはり親ですね、保護者がどれだけこのことに関心を持って日ごろから子どもた

ちに指導できるのかなと。では、親もどれほどの知識をこのことについて持っているのか

なと。そのことについてなるべく行政というか、教育的な見地から意識を深めてこういっ



                                             － 10 － 

たものの理解を深めていくような形で持っていっていただきたいなと。こういった開催も

今まで以上に開いていただきたいなと思っております。 

 これらのことについてお伺いいたしたいと思います。よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまの河内議員のご質問に対してお答えいたします。 

 何点かございましたけれども、まず初めにフィルタリングの関係ですけれども、河内議

員のおっしゃるとおり、学校の中ではそういったフィルタリングということで徹底されて

いるわけなのですけれども、やはり家庭に戻りますとなかなか、広報等では周知したりと

か、保護者の方にお願いをしているところなのですけれども、それがなかなか徹底されて

いないということは事実でございます。このことに関しましては、答弁の中にもございま

したけれども、北海道教育委員会、それから北海道警察のいろんな資料等に基づきながら

要請しているところですけれども、引き続き町教育委員会といたしましてもフィルタリン

グの設定について協力を求めてまいりたいというふうに考えております。 

 また、裏サイトの関係なのですけれども、これにつきましても町独自で学校と連携をと

りながらネットパトロールを定期的に実施しているところではありますけれども、昨年度

につきましてはそういった状況というのはなかったわけなのですけれども、今年度に入り

ましてネットパトロールを実施した際に町立学校の児童生徒の投稿と思われる実態がござ

いました。これについても内容を調査した結果、やはり家庭のコンピューターを介しての

投稿ということになっていましたので、先ほど来質問がありましたとおり、フィルタリン

グの設定とか、それから内容につきまして当該学校に周知しておりますけれども、今後に

つきましてもやはりそういったことにつきまして継続的に学校、そして保護者の方と連携

を図りながら点検を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 それから、小さいころからのいろんな教育の関係ですけれども、これにつきましてもや

はり現在は情報社会ということでネットワークを介して瞬時にいろんな情報が発信されて

しまうということでございます。新学習指導要領の中では、情報社会の中でいかに情報モ

ラルを養っていくかということで、基本的にはいろいろな教科の中でもそれぞれそういっ

たモラルについて学習しているわけなのですけれども、特にやはり道徳の時間をもってこ

の情報モラルについての勉強といいますか、そういったものを子どもたちの中で養ってい

くということで定めております。情報モラルの教育の目標は、道徳で扱われている日常生

活に係るモラルということで、同じく日本もともとの道徳教育と、それから情報モラルと

いう部分につきましては重なる面がありますので、こういったところを共通理解のもとに

道徳教育の中でそういった情報モラルの教育を進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 また、ソーシャルゲームの関係なのですけれども、このことに関しましても河内議員が

おっしゃるとおり子どもたちは小さいころからそういったものが常にあると。条件的には
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幼稚園、小学校、中学校となっていくのですけれども、常にその周りの中にコンピュータ

ーとか携帯とかたくさんのものが普及していますので、子どもたちの感覚でいうと一つの

道具とかツールとか、安易にというか、随分入りやすい手ごろなものとしてあるのが実態

でございますので、それが一歩踏み込むことによって危険な部分に入るのだとか、それか

ら多額な請求が重なるのだとか、そういったものを小さいころからそれぞれの教育課程の

中で認識できるような体制をこれからもやっぱり連携をとりながら取り進めてまいりたい

というふうに考えております。 

 最後になりますけれども、広報とか講習会の関係だったのですけれども、先ほど説明さ

せていただいた学校安全対策講習会につきましては平成17年度から取り組んでいるわけな

のですけれども、いろんな事犯の事例とか、それから子どもの安全、安心のためにという

ことで池田警察署、それから十勝こども家庭支援センターとか、いろんな機関の協力をい

ただきながら行っているわけなのですけれども、対象につきましては現在教職員を対象に

ということで行っておりまして、昨年度行いましたネットに係ることに関しましても教職

員対象ということで、その日は町内の教職員約60名おるのですけれども、そのうち51名が

参加しているという状況になっております。残念ながら保護者とかご家庭に対してのそう

いった講習会は実施しておりませんけれども、これにつきましては先ほども申し上げまし

たけれども、警察機関、それから北海道教育委員会からのいろんな情報提供を、また町か

らもあわせて学校を通して保護者に発信しながら、今申し上げました数々の問題につきま

して点検をしていくような体制をとりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇河内議員 今後真摯にそのことについてとらえていきたいということがお答えとしてい

ただけたのかなと思っております。 

 ここに他の全国的な自治体での取り組み、自治体というか、そういった連絡協議会です

ね、こういう犯罪を防ぐための教育関係の連絡協議会というようなものをそれぞれ立ち上

げていろいろな提言をしております。ここに、横浜市というのは教育については日本の先

進地と言われるほどで、横浜教育宣言とかそういうことでご理解されていると思いますけ

れども、この横浜においては「ケータイ・ネット」から子どもを守る連絡会議ということ

で協議会を立ち上げておりまして、中には大学の教授からＰＴＡの会長さん、また小学校

の校長さん、またＮＰＯのそういった関係の理事さんとか、いろいろなそういった関係の

方々を網羅された中で携帯５カ条という、そういった宣言をしております。１、横浜の家

庭は、子どものケータイ・ネットの所持、利用に責任を持ちます。２、横浜の学校は、ケ

ータイ・ネットのルールを明確にします。３、横浜の地域は、家庭や学校とともにケータ

イ・ネットからもたらされる悪影響から子どもを守ります。４、横浜の行政は、ケータイ・

ネットに関する家庭、学校、地域の取り組みを積極的に支援します。５、横浜のケータイ・

ネットにかかわる事業者は、その社会的責任を認識し、行動しますということです。こう
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いったものを宣言した中で、取り組んでいるといった事例もあります。これは、ネットを

見ればわかりますけれども、それぞれの対応がされております。浦幌もやはりこういった

ものをきちっとめり張りのある形で今の情報化社会にきちっとした教育的な対応を深めて

いっていただきたい、対応していただきたいという強い気持ちがありますが、この辺につ

いてはいかがでしょうか。最後にお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいま議員のほうから、何々宣言のような形で地域を巻き込んだ一大運

動ということのご提言だと思っております。私どもの町では、一昨年から浦幌町教育の日

を制定いたしまして、この取り組みを進めております。早寝早起き朝ごはんとあいさつ、

ノーテレビデー、今年度はこれに加えまして読書活動、家読のすすめということで、あし

たでございますが、大きなイベントを考えております。これは、その趣旨はやはり子ども

たちが健全な遊びというか、学びを通していってほしいと、その裏に今いろいろ指摘され

ておりますいわゆるネットトラブルの対応、情報モラルの徹底、そしてソーシャルゲーム

の悪影響、こういうものからより進んだ形へ運動を展開していきたいと考えて取り組んで

いるところでございまして、今議員ご指摘いただきましたように、家庭との連携、それか

ら町が一丸となった取り組みが必要だというふうに私ども考えておりますので、教育の日

の中にこういったものを取り込みながら運動を展開してまいりたいと考えております。 

 なお、先ほどちょっと漏れておりましたけれども、家庭においてフィルタリングをかけ

るということ、一昨年、平成22年に町の教育委員会、それから教育研究所合同でアンケー

ト調査をいたしております。このときは、中学生、本当にわずかな数でしたけれども、そ

の所持している中で７割強がフィルタリングをかけておりました。若干まだ残っていると

いうことで、その後まだアンケートとってございませんが、それを受けて町としてもその

実態調査の報告と取り組みましょうということでこういうリーフレットを、今宣言とまで

はいっておりませんけれども、その危険性のこと、それから家庭で話し合いをしてフィル

タリングをかけましょうとか、それからその危険なサイトには入っていかないようにと、

こういうことをもう全家庭に平成22年の２月に配布をしておりますし、先ほど答弁もいた

しましたように、道からもいろいろなものが出ているのですが、この中に家庭で話し合い

ましょうと、ルール、これをまず学校の児童生徒、道徳、特別活動、それから技術家庭の

中で繰り返し指導しておりまして、そしてさらにうちへ持ち帰らせて、これを家庭で話し

てルールをつくってもらうと、こういう取り組みもしてございますが、なお一層浦幌町教

育の日の中にも取り込みながら全町的な運動に高めてまいりたいと、そのように考えてお

ります。 

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。 

 次に、11番、髙橋利一議員の質問を許します。 
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 11番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 本定例会におきまして、水害時における対応方針について質問をいたします。 

 昨年突然東北を中心に襲った地震と津波による東日本大震災、平成７年に発生した阪

神・淡路大震災と過去に例のない甚大な被害を日本列島にもたらしたことは記憶に今も新

しく残っており、不幸にして亡くなられた方にご冥福をお祈り申し上げますとともに、被

災地においては一日も早い復旧を望むばかりであります。 

 浦幌町も地震の被害が懸念される地帯でありますが、近年の気象の変化から局所的な降

雨も懸念され、本年も５月３日から５日にかけ、大雨の災害が発生しており、町内一円に

おける水害対策が図られました。浦幌町は、河川が多く、住宅密集地では降雨による増水

での被害を心配していることも現実としてとらえるところであります。そこで、次の２点

についてお伺いします。 

 １点目、降雨等による水害への防止対応について、町全体としてどのような基本的方針

であるのかをお伺いします。 

 ２点目、住宅密集地を抱える市街地区における大雨水害時の対応について。 

 以上、２点についてお伺いをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 髙橋議員のご質問にお答えします。 

 １点目の降雨等による水害への防止対応として、町全体としてどのような基本的方針で

あるかについてでありますが、本町は昨年起きました東日本大震災を機に現在あります浦

幌町地域防災計画の避難所、避難場所の選定並びに避難経路の選定を行いながら地震等へ

の対応を再検討し、災害の種別に応じた全面的見直しを行っているところであります。ご

質問にあります水害への防止対応につきましては、浦幌町地域防災計画における水防計画

及び水防法の規定に基づき、洪水等の水災を警戒、防御するため、情報収集、伝達に係る

訓練及び体制整備を行っております。また、水防地域、地すべり危険地域、土砂災害警戒

区域、土石流危険渓流等の重要警戒区域の指定を行い、随時整備しております。しかしな

がら、気象により災害の発生が予測される場合または発生した場合、人命保護、住宅家屋

の保護を最優先に被害の軽減を行うこととし、北海道開発局帯広開発建設部池田河川事務

所並びに十勝総合振興局地域政策課、帯広建設管理部などの関係機関と連絡を密にとりな

がら気象情報の収集等を行い、状況、状態を考慮して最も適切な対応を判断し、第１非常

配備から第３非常配備の体制を職員並びに消防職員、消防団員により行い、水防作業や避

難措置の対応を講じることとしております。 

 ２点目の住宅密集地を抱える市街地区における大雨水害時の対応についてであります

が、前段で述べましたが、水防計画によることを基本に人命保護を最優先に住宅家屋の保

護、そして道路冠水対策を最重要対策として河川樋門の閉鎖による内水滞水においては、

その処理のため排水用ポンプの設置、住宅周辺の水の侵入を防ぐ土のうの設置を行うこと
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としております。さらに、河川のはんらんの危険、決壊が起きる可能性が生じた場合には

避難勧告等の措置をとり、指定避難場所への避難誘導を行い、住民の生命を守るべく尽く

しているところであります。 

 以上、髙橋議員への答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇髙橋議員 水害への防止対応についてでありますが、水害に限らず、災害全般にわたり

対応することとして人命保護を最優先に住宅を守り、道路の対策を施すのが基本的方針で

あることについて改めて意を同じくするものと理解いたします。今年５月３日から５日ま

での水害対策において、北栄団地における内水排水対応としていち早くポンプを設置し、

夜間を通じて対策をしたことは地域住民から町へ対する安心、安全の２文字が願われたこ

とであります。特に５月４日午後８時から12時に至るまで町職員が現地に入り、見回りを

し、北栄地区の住民、中でもお年寄りに対し励ましを伝えたことは北栄地区の住民から感

謝の気持ちを確認してございます。 

 そこで、お伺いします。北栄団地におけるオベトン川の水門管理において、逆流を防ぐ

ため樋門を閉鎖して対応されておりますが、内水が滞水することも常態としてあり、地域

住民も不安を抱えております。北栄団地には多くの方が生活を営んでおり、人命保護、住

民を守る方針から住民の不安を解決するため内水排水対策の整備をできないか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 北栄団地地区における大雨に対する水害対策、特に内水対策というご質問

でございます。６月１日現在、北栄団地内には139世帯285人の町民の方が生活をしておら

れます。雨水の処理については、北栄団地についてはオベトン川に水を流すということで

ありまして、大雨時には当然オベトン川が増水し、それに伴って逆流を防ぐために樋門を

閉鎖せざるを得ないという状況があります。したがって、そうしたときには当然雨水が内

水としてたまってしまうということでありまして、そういったときの対応としましては今

までは当然排水ポンプによる対応ということで、時には消防ポンプ車も出しながらその処

理に当たっているという状況でございます。特に根本的な対応としては、やっぱり内水対

策をどういうふうにしていくかということでありますので、特に旧オベトン川は北海道が

管理している河川であるということで、道に対しましても内水処理対策ということでこれ

までも要望をしておりますし、次年度、25年度に向けても現在要望しているところでござ

います。ただ、北海道においては、現在もろもろの地形等の問題を含めて調査をしている

段階でございまして、時間的にすぐ対応できるような状況になっていないということもご

ざいます。町といたしましては、その排水対策については今後も当然引き続いて北海道の

ほうに要請をしてまいりたいというふうに思っているところでございますが、あわせまし

て町といたしましては内水排水についてはこれまでもポンプ、あるいは先ほど申し上げま

したように消防ポンプ車も使ってということでございますけれども、やはり住んでいる方
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の不安を解消するために内水排水にかかわる機械等の整備充実というものを早急に整えな

がら、住民の皆さんの不安の解消に向けてその対応をし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。 

 以上でございます。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇髙橋議員 排水対策についてでございますけれども、北海道に引き続き要請をするとい

うことと、さらには排水機械の整備充実を至急に図るというご答弁をいただきました。 

 改めて確認いたします。このことは、北栄団地、ただいま発表になりました139世帯285人

生活しているわけでございます。団地におけるそれを守るために内水排水対策の充実を図

る政策と受けとめるが、そのとおりか、町長、ご答弁を願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 北栄団地対策については、今それぞれ答弁したとおりでありますけれども、

まさに最近の豪雨、ゲリラ豪雨といいますか、大雨になれば北栄団地が冠水するというよ

うな状態になっていることは承知しているところでありまして、この対策についてどのよ

うに図っていくかというのが我々としても道にこれまでも要請をしていたところでありま

す。平成21年の議会答弁でも申し上げましたとおり、対策について抜本的な対策をとる必

要があるだろうということから道に強く要請をしているところでありますけれども、道と

してどのように対策を講じるかというのは研究段階だということで具体的な方針はまだ出

ているところではありません。それで、町としては、それでは対応としてどうするのかと

いう問題でありますので、私どもとしては今ポンプ２台、また消防車を設置しながら随時

対応してきたわけでありますけれども、今後は消防車に頼ることなく機械設備を充実、ま

た整備をしながら、また場所も確保しながら、この北栄団地の対策については行ってまい

りたいと、具体的に実行してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

〇髙橋議員 終わります。 

〇田村議長 これで髙橋利一議員の一般質問を終わります。 

 次に、２番、差間正樹議員の質問を許します。 

 差間議員の質問は、項目ごとに行う旨申し出がありますので、これを許します。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 それでは、通告に従いまして、質問いたします。 

 まず初めに、アイヌモシリの地名表記の改善について。北海道、アイヌモシリ内のアイ

ヌ語地名について、アイヌ語地名は土地の形状や性質に基づく意味をあらわす名称ですが、

明治以降開拓使によって漢字を与えられたことでアイヌ語由来の地名であることもその意

味もわからなくされております。旭川市では関係者の要望を受けて、また釧路町の一部で

も河川名や地名の看板ではアイヌ語地名を先に、次に日本語地名を記す方法で平等に併記
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し、さらにアイヌ語の正確な発音がわかるようローマ字表記とアイヌ語の意味もつけるな

どの取り組みを進めております。こうした平等な地名表記は、北海道がそもそもアイヌ民

族の地であることを明瞭に示すとともに、地名の意味するところを示す有効な方法ともな

ります。それにとどまらず、単一民族でない多様性ある日本の姿を示すことにもなります。

従来私たち北海道の歴史は、縄文時代、擦文時代、アイヌ時代と分けて理解されてきたよ

うですが、現在縄文時代のアイヌ、擦文時代のアイヌと解釈する人たちも出てきておりま

す。つまりこのことは、北海道の縄文は人も文化もアイヌ民族に受け継がれてきたという

ことを意味するものです。弥生人、弥生文化へと大きく変化した本州の縄文文化とは異な

っているということです。自然破壊や環境汚染に悩む私たちは、１万年もの間、自然と調

和を図りながら暮らし続けた北海道の先人たちの暮らしに耳を傾けるべきです。長い歴史

を持って北海道に暮らしてきたアイヌの言葉によって地名を表記することはもちろん、こ

の北海道がとりもなおさずアイヌの地であったということを認識することを進めるだけで

はなく、縄文時代から営々と受け継がれてきたアイヌウタリ、北海道の先人たちの知恵に

気づかせてくれる助けにもなり、今日本全体で進められようとしている原子力から再生可

能エネルギーへの転換に対しても大きなヒントが与えられることになります。浦幌町にお

いても今後河川、道路、地名などわかっているところから旭川、釧路町などの先進的事例

に倣った看板表記を導入すべきと思いますが、町長の見解をお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員のご質問にお答えします。 

 アイヌモシリの地名表記の改善についてでありますが、北海道は先住民族のアイヌの

人々がアイヌモシリと呼んだ大地です。アイヌ語地名は、土地の形状や性質に基づく意味

をあらわす名称でありますが、明治以降開拓使によって開拓、入職した居住地につけた地

名の起源の一つはアイヌ語をそのまま片仮名表記した地名、一つはアイヌ語を漢字に当て

た地名、一つはアイヌ語の意味を漢字表記した地名、一つは入植者のふるさとの地名等の

４種類に分別されます。北海道の地名の多くがそうであるように、浦幌も例外ではなく、

アイヌの人々によってもともと使われていた言葉がそのまま使われている地名と移住入植

後に新しく命名されたものとがあります。例えば浦幌とは、オーラポロから起こり、オー

は川じり、ラは草の葉、ポロは大きいという意味で、川じりに大形の葉の草が生育すると

ころからこの名称になったものと言われております。なお、町史では、オーラポロとは川

じりに大きな葉が育成すると簡単な記載となっております。このように浦幌町にはアイヌ

語由来の地名がありますが、いずれも複数の学説から解説されたものであり、その由来を

特定することは難しい現状であります。アイヌ語地名について調べたり考えていくために

は、その音に合ったアイヌ語の単語を当てはめるだけでは不十分で、単語の意味はもちろ

ん、名詞や動詞の関係などの文法を正確につかんでおき、さらには実際の地形の特徴やそ

の土地の伝承なども調べていくことが求められ、地名の研究にはこうした厳格な調査が必
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要であります。本町においては、町管理の河川、道路、地名などの看板はほとんどありま

せんが、道内では旭川市などが先進的に取り組んでおり、他の市町村の動向を見きわめつ

つ、今後看板標識の更新の際には標識設置の目的等を勘案し、アイヌ語による地名の由来

等の併記を調査研究してまいります。 

 以上、差間議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇差間議員 今のお答えにありました調査研究の部分について一言申し上げます。 

 日本の歴史は、明治以来、この部分だけでも140年を超える歴史を持っております。これ

は、歴史的に見ると、144年より以前の内容を調査研究するということになります。作業と

しても大変なことと思われます。町史でも明らかなように、浦幌町では既に90カ所以上の

地名についてはアイヌ語についてその意味も含めて知見を有しております。私が申し上げ

ますのは、この情報をもとに作業に入っていくことが可能と思われます。このことについ

てもう一度所見をお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 ただいま議員が言われるように、大変歴史を持った地名があるということで

あります。先ほど答弁しましたように、簡単にそのことを表記するということは我々でで

きるものかどうかということもあります。調査研究するというのは、そういう意味も含め

ていろんな研究を重ねてまいらなければならないだろうというふうに思っています。北海

道でもリストアップした地名があります。そういう中で、浦幌でも９つの地名が北海道の

地名リストの中に挙がっている部分があります。ただ、その中でも学者の皆さんが言われ

ているのは、このリストの作成に当たっては新たな研究を行うのではなく、既存の基礎的

な地名を紹介するということにとどめているところでありまして、その学者の皆さんの中

でもなかなか異論があるという状況であります。そういう意味では、簡単に浦幌町がこの

地名を使いながら表記するということはなかなか難しい部分があるだろうというふうに思

っています。ただ、先ほど答弁いたしましたとおり、今後新たな地名表記をする場合につ

いてはこれについて十分な調査を行いながらできるだけ文化的なものについては併記をし

てまいりたいというふうに思っているところでありますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇差間議員 ただいまの町長の回答には、大変力強い感想を持ちました。私たちの周りの

状況を考えるときに、国際的には国民の先住民の権利宣言、また国連の人権規約委員会に

よる日本政府へのたびたびの勧告など、国際的にはいろいろ先住民に対する状況は変わっ

てきております。ところが、私たちの地域住民、浦幌町内においてはまだまだといった感

想を私は持っております。アイヌに対する問題は、人種差別も含んだ歴史的な問題、それ

に対する理解のこともあります。やはりこういった私たちの地域の状況を考えていただく
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ときに、アイヌ語表記による看板の設置がこういった私たちの状況の中にある問題に対し

てもいろいろ啓発を含んでいくと思います。ぜひこのアイヌ語表記の看板設置を素早く対

応していただくように要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 

〇田村議長 答弁はよろしいですね。 

〇差間議員 はい。 

〇田村議長 次に、２項目めの質問を許します。 

〇差間議員 次に、消防力の整備についてご質問いたします。 

 平成20年３月に総務省より消防力の整備指針が出され、市町村に目標とすべき消防力の

整備水準を示し、地域の実情に即した適切な消防体制を整備することを求めております。

日本は、世界でも有数の地震国であり、台風などによる風水害も頻発します。浦幌町では、

何度か大きな火災も経験しております。つまり巨大地震ばかりでなく、災害はいつでも起

こり得るとの認識を持ち、消防力の整備を日々推し進める必要があると考えます。 

 そこで、私は、当町における人員、主要車両、消防水利などの消防力の現況と充足率を

お伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員のご質問にお答えします。 

 消防力の整備指針は、市町村が目標とすべき消防力の整備水準を示すものであり、地域

の実情に即した適切な施設及び人員を目標として整備を求めているものであります。整備

指針では、人口１万人以上を市街地、人口1,000人以上１万人未満を準市街地、それ以外を

その他の地域として区分され、浦幌町は浦幌市街が準市街地、それ以外はその他の地域に

区分されます。 

 最初に、消防署の人員につきましては、基準数が27人、現人員は22人であり、充足率81％

であります。職員の勤務の兼任や待機者を設けるなどにより、人員確保を図っているとこ

ろであります。 

 次に、消防団員の人員につきましては、動力消防ポンプの種類ごとに必要な消防隊の隊

員数として42人、各種災害時等における対応に必要な隊員数として78人であり、基準の団

員数は120人であります。平成24年６月１日現在の現団員数は102人であり、充足率85％で

あります。近年高齢化等の理由により、団員に欠員が生じておりますが、今後も新規団員

の加入促進について努めてまいります。 

 次に、消防車両についてでありますが、消防力の整備指針では署所管理分と消防団管理

分に区分されております。署所管理分の基準につきましては、消防ポンプ車１台となって

おり、現台数１台、充足率100％であります。次に、消防団管理分の基準につきましては、

消防ポンプ車６台と小型動力ポンプ３台となっており、現台数合計で９台となっており、

充足率100％であります。そのほかに、地域の実情や本町の特性から小型動力ポンプつき水

槽車を浦幌市街に１台、上浦幌に１台、林野火災に活用する林野火災工作車１台、広報車
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４台をそれぞれ配置しているところであります。さらに、救急自動車につきましては、現

在高規格救急車１台、標準型救急車１台の計２台を配置しており、充足率は満たされてお

ります。 

 次に、消防水利でありますが、消防庁からの告示として消防機関が消防活動をするため

に必要とする最小限度の水利について定められているものであります。浦幌町においては、

消防水利として指定されたものについては消火栓と防火水槽であり、充足率は満たしてお

ります。 

 以上、差間議員への答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇差間議員 要望いたします。 

 一たん災害の起きた際には、地元消防団を含め、やはり消防組織が減災を初め、大きな

効果を発揮するものであり、地域住民として私も大きな頼りとしております。そういった

ことを考えるとき、その整備状況、充足状況を含めてできるだけ私たちに開示していただ

くことを要望いたしまして、この質問を終わらせていただきます。 

 終わります。 

〇田村議長 これで差間正樹議員の一般質問を終わります。 

 次に、４番、中尾光昭議員の質問を許します。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 それでは、通告に従いまして、町有財産の活用について質問をさせていただ

きます。 

 昨年の７月に総務文教厚生常任委員会で所管事務調査を行い、遊休財産、遊休施設、遊

休地の現状と活用の調査をし、早急な検討が必要との所見を出しているが、その後検討さ

れた状況についての情報はありません。特に農村環境改善センターについては、２月に行

った議会報告会でも合宿やスポーツ施設との連携した活用を求める意見も町民よりいただ

いており、遊休施設の中では一番関心のある施設ではないかと思います。 

 そこで、現在までの検討された状況と今後の考え方について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 中尾議員のご質問にお答えします。 

 町有財産の活用についてでありますが、本町では町民福祉の向上に向けてまちづくり計

画などに基づき公共施設の計画的な整備を推進してまいりました。しかし、人口減少、少

子高齢化の進展などの社会情勢の変化や町民ニーズの多様化、高度化により目的や需要が

変化し、公共施設の中には機能や配置が時代にそぐわなくなり、利用状況や効率の低い施

設が生じてまいりました。施設の維持管理には多額の費用を要し、町財政を悪化させてい

る要因の一つとなっていることから、こうした施設の休止、廃止または統廃合等の整理を

進めたことにより、現在では利活用されていない遊休化している施設があります。本町で
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は、こうした遊休施設を経営資源ととらえ、再利用により地域活性化や都市住民との地域

間交流を促進する施設として有効利用を図る必要があると考え、遊休施設を所管する担当

課を中心とし、利活用の方策について研究、検討を進めてまいりました。 

 ご指摘のあります浦幌町農村環境改善センターについては、浦幌町産業交流施設の区域

としての利活用も含め、従来の社会教育施設など単独目的での利用のほかに、障がい者の

利用、防災拠点、観光発信拠点、農産品加工や体験施設など総合的な目的を有する施設と

しての利用方法など、さまざまな可能性を模索し、多角的に検討を進めてまいりましたが、

当該施設の建設に当たっては国庫補助金の交付を受けているため、収益が見込まれる目的

外使用等を行った場合には補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づいて国

庫補助金を国に返還する必要があること、施設の改修費用や維持管理費用を考慮すると、

適切な管理形態や運用のあり方が見出せなく、十分な費用対効果が維持できないことなど、

さまざまな課題を有していることから、具体的な利活用の方策を見出すことができていな

い状況にあります。昨年の総務文教厚生常任委員会調査報告書において、民間のアイデア

も募集し、町民によってより有効的な活用を行うよう求められたことを受け、本町の課長

会議でさらに検討しましたが、現時点において当該施設の利活用について早急な結論を導

き出すことができず、広く民間のアイデアを募集するまでには至っておりません。今後当

該施設利活用については、拙速な判断をすることなく、社会経済情勢の変化を見きわめつ

つ、費用対効果が得られ、効率的、効果的な施設運営が図れることなどの観点からこの問

題に取り組み、議論を重ねてまいりたいと考えております。 

 以上、中尾議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇中尾議員 今回の質問もいたしましたが、昨年の７月の21日に私たちの担当の委員会で

あります総務文教厚生常任委員会において所管事務調査においてこの施設の調査をいたし

まして、その中でも先ほども言いましたけれども、早急な検討をいただきたいという所見

を提出させていただいております。その後の中で今答弁のあったように課長会議を開いて

検討したのだと、しかしその課長会議の中では十分な結論は見出せなかったという答弁で

あります。そこなのです、私がお伺いしたいということは。所管事務調査の中でもありま

したように、この施設については国の補助金が入っている関係上２年に１度の調査が国か

ら入ってくるのだと、今はあくまでも次に利用するということを前提に検討しているとい

うことなので、ちょっと待ってほしいというようなことだったですよね。しかし、国の状

況に応じてはいつまでも待ってくれ、待ってくれでは済まされない、国の対応一つによっ

ては多額な補助金の返還が求められる可能性があるということでありました。そういった

ことも踏まえて、当然政府もかわりましたので、国の状況がどうなるかわからない、対応

がどうなるかわからないということで私たちは早急に検討していただいて、補助金の返還、

これが１億以上ですから、返還額が、そういったことのならないようにしていただきたい

という所見を出したつもりでおりました。それで、私も今回その質問については、今回こ
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の課長会議を開いたと、結局昨年の７月21日に所管事務調査を行って昨年の第３回定例会

において私は委員長報告をしておりますので、その後の課長会議は１回開かれていること

なのか、２回開かれていることなのか、その課長会議で実際どういう議論になっているの

か、やっぱりそういった内容というものをしっかりと私たち、また町民に広報していく必

要があるというふうに思ってございます。私は、その内容についてお聞きをしたかったと

いうことであります。 

 私も昨年の所管事務調査を行った後考える中で、そう簡単にこの施設が有効にぽんと使

われるなんていうことは、それはないということぐらいは私も十分認識しているつもりで

あります。しかし、その部分をそう簡単ではないからこそ、やはり私たちはそういう課長

会議なり、またこれは先般の所管事務調査では担当課、産業課ですね、そちらのほうでも

その利活用について検討するというお話でしたから、担当課で検討し、それを課長会議で

もんでというような、そういう段取りを踏むような手続だと思うのです。ですから、その

中でどういうような検討があったのかどうなのかというようなことをしっかりと情報を公

開していただきたいと思いますし、それでその中でも今答弁にあったように課長会議を開

いたけれども、結果的に結論は見出せていないわけですから、昨年のときにももう５回ほ

どその検討会議を開いているという調査をさせていただきました。ですから、今回これも

課長会議開いているから６回なのか７回なのか開いても、でも現実的にそれでは結論見出

せていないわけなのです。であるならば、課長会議の行政の中でその結論が見出せないな

らば、やはり民間にももっともっとそういうお知恵を拝借しなければならないと思うので

す。しかし、そうはいっていても、課長会議で結論が見出せないので、町民にアイデアを

募集するまでにも至っていないのだという、これは私逆だと思うのです。課長会議で結論

が出せないのであれば、だからこそ町民の声を聞くのであって、課長会議で結論を出して

いないのに町民の意見を聞くまでにも至っていないという、ここはどういうことなのかと

いうことです、募集をするまでにも至っていないということは。やっぱりここら辺の検討

の内容について私はもう少しきちっと説明いただきたいし、なぜもっとこの部分で町民だ

とか第三者の意見というものを取り入れる体制がとれないのかなと、私はそういうふうに

思うのであります。 

 それで、今後の利用については迅速な判断をすることなく、要するにゆっくりと社会情

勢を見きわめつつ、腰を据えて考えましょうというような答弁ですけれども、そういうこ

とは言っていられないというお話だったのです。国の状況によっては多額の返還が求めら

れるので、そんなことは言っていられないのだと、やはりこれは早急に検討もしていかな

ければならないだろうというようなお話もありました。しかし、今回答弁いただくと、ゆ

っくり腰を据えて考えるのだということ、これは前回の調査とちょっと状況が変わってい

るのではないかと思うのです。変わったということであるならば、例えば国の２年に１回

ずつの調査がなくなって、もうゆっくり腰を据えても補助金の返還というような事態がな

くなったということであれば、それで結構だと思います。ですから、その当初の調査した
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ときと今とではちょっとその取り組み方のニュアンスが変わってきているようにも見受け

られます。やはりこのことについても私は詳細の答弁を求めたいというふうに思います。 

 どちらにしましても、私は今回は農村環境改善センターに言いますけれども、そのほか

の部分についてもやはりホームページ等を使っていろんな情報を求めるというような姿勢

というような話をしていましたけれども、今ホームページを見ていましても大分変化して

きています。それは見受けます。いろんな取り組みをされているなということは見受けら

れます。努力をされているなということも見受けられます。しかし、こういった部分の取

り組みについての町内外に対しての第三者の意見を取り込むという、そういうような部分

というのはまだまだやはり私は足りないというふうに言わざるを得ないのではないかなと

いうふうに思います。この辺について見解を求めたいと思います。よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 まず、産業課のほうで所管しておりました時点でのお話をさせていただ

きます。昨年10月から３回にわたりまして福祉、総務、産業、教育の担当者レベルで多角

的に検討を進めてまいりましたけれども、その中で問題となりましたのが改修費用や運営

費用などのコスト面、また管理形態や運用方法などさまざまな課題があり、最終的に３回

の会議の中では具体案を提示できていない状況でございました。また、本年２月が国から

２年に１回の調査報告を求められる時期でございましたが、現時点でまだ国から道を通じ

て調査報告を求められておりません。この辺については、その状況についてははっきりこ

ちらから聞くわけにもいかず、その辺はまだ来ていないという状況でございますので、私

のほうからはそのようにお答えさせていただきます。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 今質問あった関係で総体の窓口がまちづくり政策課というこ

とになりましたので、ちょっとその関係について説明させていただきたいと思います。 

 それで、今産業課長のほうから話ありましたように、昨年の７月以降担当レベルで３回

ほどいろいろな中で検討させていただいております。そのことを受けまして、今年３月に

課長会議を開いてございます。その中で当然今まで関係課で打ち合わせさせていただいた

ことの報告受けながら、今後どうできるかというような話を課長会議の中でしております。

その中で所管事務調査の中でも説明した地域再生法に基づいてできないかとか、いろんな

お話はございましたが、まず町として方向性、どういう形で持っていくのかということが

その段階で見出せていなかったということで、現在もそういうところに至っているという

ことでございます。今までの中でも説明があったかと思いますけれども、補助事業でして

いる事業ということで、それの目的がございます。いろいろ制度も変わってきた中で、10年

以上その用途に使っていれば補助金の返還は伴わないのではないかとか、いろいろありま

す。地域再生法でやればとかあります。ただ、その中において細かな条件がつけられると

いうこともございます。そのことについていろいろ調べてはいるのですが、そのことによ
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ってもし補助金の返還を伴うというのであれば、またいろいろ難しい問題になろうかと思

いますので、先ほどありましたように、意見の募集についても当然ご指摘もありましたし、

進めたいと。ただ、町としての方針、方向、それについては国の補助制度の中身の再考を

するなり、その辺をよくしていかないと募集に踏み切れないというか、そういう部分に関

しまして十勝総合振興局に対しましても相談はしてございます。ただ、明確などういうこ

とに使いたいのだという部分がないと、なかなかお答えはできないというような回答もい

ただいてございます。そんな中で、その辺を今現在も調べている状況です。できれば、そ

の方向性の中で先ほどありましたようにご意見を賜りたい、町の中では今までいろいろ検

討してまいりました。ただ、その中ではどうしても費用対効果含めて、いろんな今後のこ

とを含めて、その施設をもし運用したにしてもまた同じようなことにならないためにも、

やっぱりいろんな考え方を持って進めたいということで、それには町だけでなくて意見は

求めたいというふうに考えてございます。ただ、その前段として、今こういうことで提案

してくださいという補助の目的の部分を調べなければならないと、やっぱりそこに沿って

意見を募集しないと、せっかく皆様方から意見を募集しても補助の目的からいうと外れま

すよとかいうことになる可能性があるということでございますので、今現在町のほうとし

てどういうような形で意見を求めるなりするかというのを再度、ちょっとおくればせなが

らで大変申しわけないのですが、進め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 再々質問を許します。 

〇中尾議員 今回のこの農村環境改善センターについてだけではないですけれども、特に

この辺についても調査のときにも町長も費用対効果というものも、やっぱりこの辺はしっ

かりと検討せざるを得ないと、やはりその部分が大きいので、なかなか具体的な形にはな

らないというような話もありました。そのとおりであります。私たち委員の中でも、もし

使うに当たってもやはり多額の費用がかかるようなことというものは慎重にやっていただ

きたいというようなことでもありましたので、そのように私も報告書も出しているとおり

でありますので、私たちも無造作にどんどん、どんどんやればいいということにはならな

いと思うのです。ただ、幸いといいましょうか、国からの調査がまだ２月に来るべきもの

が来ていないと、国もそんなところではないのだろうなという気がいたしますけれども、

来ていないということで、ただだからといってこのままでいいということにもならないと

いうことの中で、今の説明の中では昨年の所管事務調査の後から３回ほど担当者の会議を

開かれていると。やっぱりこういった会議開かれているのだということをしっかりと私は

出すべきだと思うのです。今のそれこそホームページにも会議録とか載せるではないです

か。ああいうところにもこういう会議を開いてこうなのだということを、私たちもそうで

すけれども、町民にもしっかりと決してあの山の上のものを投げているわけではないのだ

と、こういういろんな議論はしているのだということを私はぜひ町民にもお知らせする必

要があるというふうにも思います。 
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 今言われたように、平成15年に施行された地域再生法によって計画を出して、結局それ

で大臣の認可を得るということだったですよね、たしか。でも、結局その大臣の認可を得

なければならないと。ただ、その中において当初私たちの認識の中では、ここの答弁があ

りますように、利益にかかわったりする部分については補助金の返還が生まれるというよ

うなお話でしたけれども、私はそういう認識持たなかったのです。基本的にその用途で10年

間使えば、その後は用途外使用をしても補助金の返還はないよと、こういう説明いただい

ていたものですから、そうではないのだと。ただ、その中においては再生法のすべてをき

ちっとまだ理解していないというようなお話もありましたから、そういうようなことでき

ちっと精査した中においてはすべてがすべて返還がないということではなくて、いろんな

部分にあるということであれば、それをきちっと町民に知らしめて、こういう場合はだめ

なのだと、しかし違うこうではない場合には返還が求められない、返還が求められないと

いうことが多分前提になると思うのです、その運用に当たっては。ですから、こういった

中で何かいい知恵がないかと。だから、行政としては、ある一定の方向を見出して、それ

から町民の意見を聞こうとするのだけれども、しかしその一定の方向性すらもう何年も見

出せていないわけですから、であればこういう条件、補助金が返還しなくてもいいという

条件の中で、まず方向性の意見はないかというような、やっぱりそういったような柔軟性

を持っていかないと、会議を幾ら開いても結局このままでは私何にもならないと思うので

す。万々が一国から、浦幌さん平成17年からもう何年たっているのですかと、例えば10年

たったからもうだめですよと、返しなさいというようなことになってしまったときに、ほ

ら見たことかということにならないようにしなければならないというのが、私たちも所管

事務調査して補助金でせっかく建てたものを補助金の返還なんていうことにだけはならな

いように、やっぱり前向きに検討していただきたいということが私たちの委員会の結論な

のです。 

 ですから、そういったことも踏まえて、先ほどの質問でも言いましたけれども、何か随

分腰を据えてかかるようなお話でしたけれども、私はそうではなくて早急に結論を出しな

がら、そしてこれ例えば今年度中には結論を出すのだだとか、やっぱりそういう一定の縛

りを持った中で検討していかないと、いつまでもずるずる、ずるずるいっているというの

が現状ではないでしょうか。ですから、私はそう簡単に出ないことはわかります。しかし、

せめて一定の方向性だけでも今年度中には出すのだとかというような、自分たちにプレッ

シャーをかけるようなことになるかもしれませんが、やはりそういったものを持ちながら、

その上で町民にもしっかりとした情報提供いただくということでなければ、私は事が前に

進んでいかないのではないかなというふうに思います。ですから、先ほどから言われてい

るように、一定の方向性を見出して、それから町民に意見をという話ですけれども、私は

逆ではないのかなと。ただ、一定の方向性の段階が出せるのならいいのです。課長会議で

出ているのならいいのです。今まで５回やって、それから先ほどから言っているように３

回やったということです。もう８回やっているのです、会議を。８回やっても出せないの
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です。８回やって出せなかったら、難しいのではないですか。それであるならば、やはり

方向を転換してもっと町内外に情報を求めるというような形の中で有効利用を図りたいと

いう、あくまでも前提としては有効利用するということが前提なわけですから、私はここ

をしっかりしていただきたいし、いつまでも検討、検討だけでは済まされないと。私は、

ある一定の期間、少なくても今年度中、来年の３月までには一定の方向性は見出すという、

そういったしっかりとしたタイムスケジュールも立てた上での検討が必要ではなかろうか

なというふうに思いますので、最後この辺について答弁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。 

〇大山まちづくり政策課長 先ほど来話ありました町民に対してなり国民に対して、いろ

んな全国に対して意見ということでございますが、その点に関しまして、まず何でもいい

ですから意見を求めましょうということも一つの手だと思います。ということは、全国に

対してうちのその施設は補助金返還ありきでもいいということももしかしたら知らせれる

かもしれません、目的外使用でも。ですから、町としては、できるだけ何とかその方向を

導き出しながら意見を求めれればというふうに考えてございます。というのは、当然今国

のほうから２月に本来来るべき調査来ていません。ただ、それを全国に対してホームペー

ジなりを使ってこういう事業で設置したこういうものに対して皆さんどうか使ってくれる

人いたら、もし自分として使いたいとかそういう意見、また町として何か使えるようなア

イデアなりということになると、やっぱりどこかを示していかないと、それを見た人によ

れば、それはもしかしたら目的外にというふうな指摘を受けるかもしれないということを

踏まえて、うちのほうとしてはできれば、言われることはわかるのですけれども、一定の

方向性を示した中で意見を募集したい。ただ、今言われているように、いつの段階かでは

それを抜きにして意見を広く、こういう施設があります、これに対してアイデアなり、使

ってみませんかということは判断をしなければならないのではないかと思っていますが、

ただまず先ほど言いましたようにいろんな条件についてもう一回町としては調べたいと。

その中で、できるのであれば、補助金返還を伴わないような形で提案を受けたいというこ

とで今模索をしているところです。 

 ただ、今ご指摘ありましたように、今まで何年かかかってできていないだろうという部

分は確かでございます。ただ、いろいろ制度も変わってきてございますので、その辺を見

ながら進めたい。というのは、先ほど少しお話しさせてもらいましたけれども、条件によ

っては農業関係については事業名の中で指定がされておりまして、こういう事業は市町村

が主体でやりなさいとか、そういうような文言がある表記もあります。それは、ちょっと

まだ解釈としてそれがどこまで言っているのか、町が建物を持っていて運営だけをどこか

に委託してやるとか、そういう方法であればいいのだとか、そういうこともございまして、

今現在それについては確認をさせていただきたいと思っていますし、できればある一程度

の部分の中で一回振興局だけでなくて道のほうとも、うちのほうが考えられる部分の中で
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こういう場合ならどうだろうとかという部分をお示しをさせていただいて、これならいけ

るのではないかということの中で募集をしたいなというふうには考えてございます。ただ、

遅いと言われる分には確かだというふうには感じてございますが、これを何もなくやると

いうことはもしかしたら国の関係機関も見るかもしれませんし、ということは逆に町とし

てそれはもう補助金の目的以外の使用も含めてそういうことでやるのですねというような

とらえ方をされるかもしれない。できるだけそこは避けたいという部分がございますので、

ですから国から今たまたま来ないだけでございますので、早急にというふうには考えてご

ざいますし、ゆっくりという部分はそうではなくて、やっぱり調べるという部分の中でや

っていきたいというふうに考えてございます。 

 以上であります。 

〇中尾議員 終わります。 

〇田村議長 これで中尾光昭議員の一般質問を終わります。 

 次に、６番、福原仁子議員の質問を許します。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 議長のお許しをいただきましたので、最後になりましたが、通告に従いまし

て、一般質問をさせていただきます。 

 空き地、空き家等の対策についてお伺いいたします。近年空き地、空き家が目立ってお

りますが、町内の現状はどのようになっているか、実態を伺います。 

 また、町は、浦幌町住みよい生活環境づくり条例で住みよい生活環境づくりのための啓

発、広報など必要な施策を行うと規定していますが、町民、事業者、占有者に対してどの

ような対策をとっているかお伺いいたします。 

 次に、動物、特に猫が空き地にすみ、また別の町内ではみずから飼養しない動物に給餌

をしています。給餌禁止については、条例にも生活環境を害していると認められていると

ころに立ち入り、調査し、改善その他の必要な措置を指導、勧告することができるとうた

われていますが、町はどのような指導、勧告を行っているのかお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員のご質問にお答えします。 

 空き地、空き家等の対策についてでありますが、平成17年に町及び町民、事業者等が一

体となって住みよい生活環境づくりをするために浦幌町住みよい生活環境づくり条例を制

定しており、空き地、空き家の環境美化や動物の適正な管理などにつきまして毎年広報等

で町民の皆様に周知し、ご協力をお願いしているところであります。 

 １点目の空き地、空き家の現状について、直近では平成18年度に調査を実施しておりま

すが、空き地、空き家の発生原因としましては所有者の死亡、町外への転出などにより利

用しなくなった空き地、空き家が増加しているのが現状であります。 

 具体的な対策についてでありますが、良好な管理状態にある空き家等については昨年８
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月に浦幌町空き家・空き地バンク制度を創設し、空き家等の売買、賃貸を希望する所有者

の方から申し込みを受けた物件情報を町ホームページなどで公開し、定住、移住などで空

き家等の利用を希望する方に情報提供を行い、有効活用を図っております。また、倒壊の

危険性や防犯上の問題がある空き家については、所有者に対しまして改善に向けた指導を

行っているところであり、空き地につきましても放置することにより病害虫が発生し、近

隣住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、環境整備に努めるよう周知し

ているところであります。 

 ２点目のみずから飼養しない動物への給餌についてでありますが、これにつきましても

毎年広報等により町民の皆様に周知し、協力をお願いしているところでありますが、飼い

主でない方が給餌することにつきましては、それが原因で近隣住民等に迷惑をかけている

場合がありますので、そのような方に対し飼養の有無を確認し、飼う意思がない場合につ

きましては給餌をしないよう指導しているところであります。今後とも住みよい生活環境

づくりを推進するために、空き地、空き家の環境美化に対する所有者への指導、啓発や動

物の飼養管理の徹底に努めてまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上、福原議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇福原議員 ホームページ等で空き家・空き地バンク制度が公開されているようですが、

問題になっているのはパソコンを見られない年配の方や持ち主が死亡、転出された方にも

何らかの手だてが、対策が必要と思います。今後どのような対応をされていくか伺います。 

 また、昨年の８月から情報提供を行っているということですが、効果はあったのかお伺

いします。 

 また、公開の写真ですが、雪景色の写真ではなく、緑が多い自然豊かな時期のほうがよ

いと思いますので、私の感想として述べさせていただいておきます。 

 依然として市街地のあちらこちらに空き地があり、草が伸び放題で物騒なところがあり

ますし、空き家には猫もすんでいて周辺の環境がよくなく、苦情が寄せられています。町

は指導をしているようですが、何年も前から状態が変わりないというところもあり、改善

されていないような箇所があります。早急に何らかの対応がとれないでしょうか。例年と

同じような対応でだめであれば、景観を損なわないようにもっと別の方法での町として視

点を変えて利活用等の措置を講じるとか、条例改正の方法も考える時期ではないかと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 また、防犯対策として空き家の施錠の確認と定期的な見回りもしていただいているとは

思いますが、この点についてもお伺いをしておきます。 

 町の中で長年にわたり人が住んでいないところは、動物や蛇の巣窟にもなっています。

近所の住民が非常に怖い思いと迷惑をこうむっています。どのような対策を今後なされる

のか、再度お伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 まちづくり政策課長。 

〇大山まちづくり政策課長 １点目の空き家と空き地の登録バンクについて、私のほうか

ら説明させていただきたいと思います。 

 昨年の８月にこの要綱を設置いたしまして、昨年の８月からホームページ、９月号と今

年の広報にも２回ほど載せてございます。その中で基本的に個人の土地でございますので、

個人からの申し出でございますが、うちのほうからもせっかくの機会でございますので、

行政区長さんとかいろいろお話をいただき、情報をいただいた部分についてうちのほうか

らも声をかけさせてもらったのもございます。今まで５件ほどホームページ上には記載さ

れているかと思いますけれども、そのうち１件については賃貸契約が結ばれたという状況

にございます。実際その５件についても所有者から申し込みがあったのは２件でございま

して、町側からの働きかけが３件というような状況でございます。そのほかにも行政区長

さんあたりから紹介をいただいた部分で、うちのほうから問い合わせ等をした部分の中で

お断りされた部分も３件ほどあります。また、今現在３件ほどいろいろお話をさせていた

だいていると。あと、当然その中に外観の写真や建物には図面等もありますので、その辺

の整備をしているものを含めて今３件ほどあるということであります。そういう写真の指

摘につきましては、うちのほうも気づいていない部分がありまして、大変申しわけないと

思いますけれども、その辺については今後早急に対応してまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

〇田村議長 町民課長。 

〇小路谷町民課長 ただいまのご質問でございますが、空き地、空き家につきましてはあ

くまで個人の所有物でありますが、危険な建物につきましては適切な処置を講じてもらえ

ますよう所有者に対しましても今後も働きかけていきたいと思っております。また、施錠

の関係等ございましたが、その関係につきましては防犯上の問題もありますので、同様に

対応していきたいと思っております。また、空き地につきましては、やっぱり放置してお

きますと雑草等が生えてきますので、環境の美化に努められるよう所有者に対しましても

再度指導、啓発に努めていきたいと思っております。これからも町民の皆さんにご協力を

いただきながら、住みよい環境づくりの推進に努めてまいりたいと考えております。 

 以上で終わります。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇福原議員 このことは、観光地も含めて全国的な問題となっております。国、道に対し

ても積極的に対策を講じるよう働きかけていただきたいと思いますので、町としての見解

をどのようにお考えになっているかお伺いをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 いろんな空き家にすみついている動物をどうするかという問題については、

本当に各町村も頭を痛めているところでありまして、有効的ななかなか手段がないという
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ことであります。特に犬等については、狂犬病の関係から処分するということはできます

けれども、猫についてはそういうこともできないという状態でありまして、浦幌町もつく

りましたこの住みよい生活環境づくり条例につきましても指導、勧告ができるということ

になっておりますけれども、強制力はない、罰則はないという条例であります。これは、

北海道においても北海道動物の愛護及び管理に関する条例、これがありますけれども、こ

れについてもやはり同じような条例で強制力がないということになっているとおりであり

ます。もちろん国においても同じことでありますけれども、なかなかそういうことについ

て町としてお願いするのは、やはり町民の皆さんにこういう環境の美化についてご協力を

いただきたいということを事細かくお願いをしてくる、それしかないのではないのかなと

いうふうに思っています。指導、勧告はできるということになっておりますけれども、そ

れよりはやはり個人と個人との関係でお願いしていくというのがこれからも特に重要なこ

とではないのかなというふうに思っているところであります。いかんせん本当に強制力が

ないことでありますから、個人個人のモラルに期待をするしかないということであります。

そういう面では、いろんな町民の皆さんにそのモラルをぜひ守ってもらいたい、生活環境

を重視してもらいたいということをこれからも呼びかけてまいりたいというふうに思って

おります。 

〇福原議員 終わります。 

〇田村議長 これで福原仁子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。 

 

    ◎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。あすから６月17日までの２日間、議事の都合により休会とし、６

月18日午前10時から本会議を開きたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、あすから６月17日までの２日間、議事の都合により休会とし、６月18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。 

 

    ◎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 午前１１時５９分 


