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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は11名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

いたします。 

 

    ◎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２回浦幌町議会定例会、本日17日の運営について６月12日に開催した議会運

営委員会の審議結果について報告します。 

 本日は一般質問のみであります。一般質問は、通告順に９番、阿部優議員、４番、伊藤

光一議員、２番、栗山博文議員、１番、沼尾昌也議員、３番、高橋匠議員の５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。質問者は、通告内容に沿ってわかりやすい質問を心がけていただきま

すようお願い申し上げますとともに、活発な議論を期待いたしまして、以上で議会運営委

員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇田村議長 日程第２、一般質問を行います。 

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

囲内といたします。また、一般質問は会議規則第61条第５項及び第６項の規定により一問

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

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

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

いたします。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 初めに、９番、阿部優議員の質問を許します。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 浦幌町議会会議規則第61条第２項の規定により、提出させていただきました

一般質問通告書に従い、一般質問させていただきます。 

 職員の交通安全意識についてであります。本定例会を初め、ここ数年行政報告の中で交

通事故等の報告が目立ってきております。平成17年には、重大な交通法規（道路交通法）
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違反が発覚し、今後このようなことが二度と起こらないように努め、職員一丸となって信

頼、回復に努めるとされました。しかし、またしてもこのような事件が発覚したことは、

本質的に職員個々の自覚の問題であることは当然でありますが、職員の交通安全に対する

意識をどのように把握し、町長として意識しているか。また、組織としての今後の具体的

対応、方策について、町長としての考え方を伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 阿部議員のご質問にお答えします。 

 職員の交通安全に対する意識につきましては、管理職会議を初め、職員を招集するさま

ざまな場面で交通安全の励行を呼びかけるほか、職員研修として毎年池田警察署員を講師

に招き、交通安全に関する職員研修会を開催し、職員の交通安全に対する意識の向上に努

めているところですが、その受講率は他の職員研修と比べても高く、職員の意識の高さが

うかがえるものと認識をしているところであります。 

 平成29年度には、公用車による事故が相次いで発生したことから、平成30年２月開催の

管理職会議において安全管理者から交通違反、交通事故防止に向けた取り組みの推進とし

て事故の概要と発生の原因について説明し、今後同様の事故を繰り返さないよう職員への

注意喚起を行っており、こうした取り組みを通じて交通安全に対する意識の浸透を図って

まいりました。また、平成30年４月１日からは浦幌町職員の交通法規違反者等の処分基準

を改正し、交通違反または交通事故を起こした場合の処分基準等を具体的に高めたことで、

交通違反、交通事故の抑止力につながっているものと認識しております。 

 しかしながら、常に職員には交通違反、交通事故撲滅を呼びかけ、町民の皆様にもお願

いしてきたところですが、その率先垂範すべき町職員が酒気帯び運転をすることは言語道

断であり、許されるべきではありません。このような事件を再発させないために、今後全

職員一体となってみずからに対して法を犯さないという確固たる信念と姿勢を持ちなが

ら、町民の皆様のご信頼を取り戻すべく誠心誠意努めてまいりますとともに、従来からの

取り組みを警察署など関係機関の助言をいただきながら継続して進めてまいります。 

 以上、阿部議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ただいま町長のほうからみずからに対して法を犯さないという確固たる信念

と姿勢を持ちながら町民の皆様の信頼を取り戻すべく誠心誠意努めてまいりますというお

言葉がございました。確かに、それはもう我々も含めてでありますが、私も含めてであり

ますが、当然のことであります。さらに、それをどのように今後そういう事件を起こさな

いために、さらなる覚悟といいますか、職場の中での組織の中でさらなる覚悟、今最後の

お言葉で池田警察署などの助言をいただきながらというのがありましたけれども、もう少

し具体的にお示しをいただくと、よりよいのかなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 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、より具体的にどのようなものがという

ことでございますが、まず１点目にドライブレコーダーの搭載ということで、今回の定例

会におきましても補正予算を議決いただいておりますが、ドライブレコーダーを公用車に

登載することによりまして、事故原因の特定ですとか、万が一トラブルに巻き込まれたと

きの場合に役立つ、それ以外に運転者の安全意識を高めることができる。また、安全運転

指導に活用できる、こういったことがございますので、まずそういったものを進めてまい

ります。その次に、これは町民課のほうで行っているというか、所管している部分でござ

いますが、チャレンジ・セーフティーラリー北海道というものがございます。これは、毎

年行っているものでございますが、４カ月間無事故無違反を目指す参加型の交通安全運動

というものがございます。こういったものを職員にも参加をしていただいて、４カ月間に

限るものではないのですけれども、特にこういったものに参加することによって、より交

通安全意識を高めることができるのではないかといったことも進めてまいります。 

 また、先ほど質問にもありましたとおり平成17年の交通法規違反ということがございま

して、それ以来免許証の確認というものも行っております。免許証を更新した際には更新

後の免許証を職員係のほうに提出する、それと年に１回必ず免許証を課長が確認をし、有

効期限が切れていないか、また裏書き等に違反等をしたものが書かれていないか、そうい

ったことを進めております。それ以外につきましても、公用車で出張する際には必ず上司

にこれから出張行ってくるという報告をしますけれども、その際に当然ですけれども、交

通安全、気をつけて行ってきなさいよという部分ですとか、あと会議の開催時刻等を考え

て、時間に余裕を持ってちゃんと出張に出かけているか、そういったことを気にするとか、

そういったことを心がけるといったことを行っておりますので、こういったことも先ほど

の答弁の中にありましたものを含めて継続して実施することによって交通安全に努めてい

きたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解のほどをお願いします。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 細かな説明をいただいたのですけれども、それだけではという感じがありま

す。それと、先日来私がこのような質問するという形になってから、一応町民の方よりこ

ういうこともあるぞということをいただきました。その事件発覚後に、やはり私どもでも

あるのかなと思いますけれども、ちょっと交通法規を犯しているのではないかというよう

なご意見が何件か寄せられています。ということは、そういうことがあっても人ごとなの

だなというふうな思いがあるかなと思っております。私どももふだん生活している中でぼ

おっとしていることがあるのかなと思いながらも、実際先日発覚した事件についてはあく

までプライベートの時間帯の中でありますけれども、やはりそれはプライベートの時間帯

でありながらも、ふだんから、先ほど答弁にありましたように法律を遵守する者の一員と

して、組織として動いているわけでありますので、そういうことも含めた中で再度その啓

蒙に努めていかなければならないのだろうと私も含めて思いますが、その辺についていか
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がでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 このたびの交通法規違反につきましては、町民の皆様に本当に心からおわび

を申し上げなければならないというふうに思っています。今いろんな職員に対しては、交

通法規を守るべくいろんな研修を行っているところでありますけれども、残念ながらこの

ような違反が実際には起きてしまったということであります。また、町民の皆さんから議

員のほうにその以降も交通違反を起こしているのではないかと指摘されている事項がある

というふうに今お話を伺いました。私どもとしては、決してそのようなことを起こさない

ように今後とも厳重な注意とともに研修を行っていく必要があるだろうと思っておりま

す。ただ、このような私的な要件で休日に事故を起こしてしまったということについては、

とめようがないということであります。ただ、問題はこのようなことを起こさないための

自己責任の確立、そして自分の自己意識の確立をしっかりしていくということが何よりも

肝心なことだろうなということであります。そのための職員への意識の確立といいますか、

交通法規に対する、交通違反に対するしっかりした意識づけをこれからは注意していく必

要があるだろうというふうに思います。 

この後、今議員のほうから重大な指摘を受けましたけれども、この事件以降、そういう

ことを起こしているのではないかという指摘を受けたということは、本当にまことに残念

な思いでありますけれども、これについては決してそのようなことはないと私どもとして

確認しているわけでありませんので、言い切れませんけれども、今後は決してそのような

ことは起こさないように、さらにさらに職員に対して意識づけを図ってまいりたいという

ふうに思います。ただ、完全にとめるということは、やはり自己の意識づけをしっかりさ

せるということが一番肝心でありますし、それしか方法はないだろうというふうに思って

おりまして、車に乗るなとか、そういうことはできませんので、しっかり役場の仕事をす

る中で交通違反を起こさないように今後とも厳重な注意と研修を進めてまいりたいと思い

ます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今町長から重大なるご覚悟を聞きました。 

 もう一点なのですけれども、これは私も含めて、やはりこういう行政に携わる人間とし

て、各委員会のいろんな委員さん、それから各部署でさらに活躍をされている方とも含め

て、正職員ばかりではなく、その他の人たちのことも指しているようでありますので、そ

の辺についてもやはりいろんな形の中で啓蒙していただきたいと考えております。それだ

けでございます。私ども自分の自戒を含めまして質問させていただきました。もう一点あ

ればお答えをいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 
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〇水澤町長 正職員以外と言われましたけれども、もちろん役場に関係する団体等につい

ても、団体といいますか、関連する関係者につきましても、今までも自己研さんを進めて

いただきたいということは申し上げておりました。今後とも正職員だけではなくて準職員、

そしてまた役場に関係する各団体の皆様にも十分自己研さんとともに、交通法規違反をし

ない、事故を起こさない、この運動を今これからも交通安全運動推進委員会とともに進め

てまいりたいというふうに思います。 

〇阿部議員 終わります。 

〇田村議長 これで阿部優議員の一般質問を終わります。 

 次に、４番、伊藤光一議員の質問を許します。 

 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 通告に従いまして、浦幌町議会会議規則第61条第２項の規定により、次のよ

うに通告いたします。 

 人間とペットとの共生社会の実現であります。人とペットとの共生社会の実現が重要な

課題となっている昨今、ペットを飼育している方にとって公園の果たす役割は非常に重要

なものである。次の３点についてお伺いいたします。 

 １、浦幌町の代表的な公園である森林公園については、浦幌町ホームページによると「ペ

ットの同伴はできませんのでご了承ください」旨の記載はあったが、現地を確認したとこ

ろ、ペットの同伴規制に関する看板を見つけることができず、逆に「こちらの敷地内で犬

を遊ばせることができます」と記載する看板の設置が確認された。また、逆に健康公園に

ついては、浦幌町ホームページにおいて特にペットに関する規制の記載はないものの、現

地を確認したところ「犬の散歩解放等を禁止します」という看板が設置されていることを

確認した。 

 そこで、森林公園及び健康公園におけるペットに関する規制に関し整理したく、同規制

に関する法的根拠、またその規制に関する周知の方法及び同規制の範囲を明示していただ

きたいとともに、もし森林公園、健康公園において一律にペット同伴規制が存在している

のであれば、両公園とも大きな公園であり、ペットを飼育している方、飼育していない方

双方にとって憩いの場となるような公園とするための施策を講じる考えについて伺う。 

 ２、環境省のガイドラインによると、災害により避難が必要になった場合、ペットとの

同伴、同行避難が原則とされている。 

 そこで、避難所においてペットとの同伴、同行避難体制、避難所運営、また住民周知及

び情報共有をどのように考えているか伺う。 

 ３、現在十勝地方においてドッグランが設置されている箇所は７カ所程度あり、今後も

ふえていくと思われるが、本町の町民が利用するには時間的、場所的にも不便である。ま

た、ペットとのドライブを楽しむ昨今においては、道の駅や森林公園等にドッグランを設

置すれば、浦幌町を訪れる観光客も増加し、町の活性化につながるものと考えられるが、

ドッグラン施設の設置の考えはないか伺う。 
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 以上です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 伊藤議員のご質問にお答えします。 

 うらほろ森林公園は、キャンプ場、バーベキューハウス、パークゴルフ場、大型アスレ

チックを有する自然あふれる公園として年間約５万人の方々にご利用いただいており、本

町を代表する観光施設の一つであります。 

 また、健康公園は、小さなお子様から高齢者まで幅広い年齢層の方に利用され、親子は

噴水広場で遊んだり、小学生は多目的広場でサッカーやソフトボール、ランニングなどを

しながらスポーツに親しみ、高齢者の方はパークゴルフやジョギングコースでウオーキン

グを楽しむなど、町民の健康増進施設としてご利用いただいております。 

 １点目の森林公園、健康公園におけるペット同伴規制についてでありますが、うらほろ

森林公園におきましては利用者の安全確保、施設の衛生的環境の確保を図るため、浦幌町

森林公園の管理等に関する条例第５条第４号に規定する公園の管理上支障があると認めら

れるときに基づき、施設内のペットの立ち入りを禁止しております。規制の周知につきま

しては、ホームページに記載するほかにペットの立入禁止看板を規制区域である林間広場

入り口に２基、キャンプ場入り口に２基、みのり館入り口に２基の計６基を設置し、来場

される皆様にご理解いただいているところであります。しかしながら、ペットの立入禁止

を知らずにみのり館やキャンプ場にペット同伴で来場される方が少なからずいたことか

ら、安全確保及びトラブル防止のため、平成25年５月に指定管理者において林間広場北側

の山裾にペットの一時待機場所を用意しているところであります。今後におきましても、

うらほろ森林公園については安全確保上の観点からこれまで同様にペットの同伴は禁止と

させていただきます。 

 健康公園におきましては、森林公園と同様の理由により浦幌町都市公園条例第５条第７

号に規定する町長が公園の管理上特に必要があると認め禁止することに基づき、公園内の

ペットの立ち入りを禁止しております。規制の周知につきましては、ペットの立入禁止看

板を規制区域である健康公園入り口に２基、健康公園内に１基、多目的広場入り口に３基

の計６基を設置し、来場される皆様にご理解をいただいているところです。 

 今後におきましても、ペットを飼育している町民の皆様にご協力をいただき、小さなお

子様や高齢者の方が安全で安心して健康公園を利用することができるよう、これまで同様

にペットの同伴は禁止とさせていただきます。 

 ２点目の災害発生時におけるペットの避難についてでありますが、環境省が平成25年に

作成した災害時におけるペットの救護対策ガイドラインを参考に、放浪動物による人への

危害防止や生活環境保全の観点から、飼い主が飼育しているペットを同行し避難する同行

避難を前提としています。ただし、飼育場所については、動物アレルギーの方がいる可能

性なども考慮し、避難所敷地内の屋外を原則とし、飼育スペースの清掃等管理に関しては
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飼い主の方に行っていただきます。避難所におけるペット対応、町民の方への周知に関し

ては、今後策定する避難所運営マニュアルにおいて標準的な手順やルール、対象動物など

についてお示しし、町広報紙を通じて周知を図ってまいります。 

 ３点目の観光施設におけるドッグラン施設の設置についてでありますが、ドッグラン施

設を設置することでペット連れの利用者に対するサービス向上につながるものと理解して

おりますが、全国各地では一部の飼い主のマナー違反によるトラブルが発生している状況

もあり、狂犬病予防法に基づく予防接種歴の確認を初め管理運営上の課題も多いことから、

現時点において設置については考えておりません。 

 以上、伊藤議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 それでは、補足的に何点か質問させていただきます。 

 まず、２点目の災害時におけるペット同行避難の関係でありますが、避難所運営マニュ

アルを今後策定するということでありますが、これはいつごろ作成される予定でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 避難所運営マニュアルにつきましては、今年度中に策定する予定とし

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 もう一点、避難所敷地内屋外を原則としということでありますが、避難所と

いうのは全ての避難所に対して動物、ペットの同行避難は可能なのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 今後策定します避難所運営マニュアルというものは、北海道版の避難

所マニュアルというのがございまして、それを基本に策定する予定としております。基本

的なものをまず策定いたしまして、その後にそれぞれの避難所ごとに必要な部分の修正等

を加えることとなると思いますけれども、とりあえず今年度中には基本的なものとなるも

のを策定し、今後それぞれの避難所に対応したものを策定するという予定としております

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 災害は、いつやってくるかわからないということなので、現時点においてこ

ういう回答をいただいているのですが、これを町民のほうに公表をする考えはないでしょ

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 避難所運営マニュアルが完成した後には、それぞれのペットを飼われ
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ている方に対してどういったルールがありますとか、そういったものについてはホームペ

ージ等を通じて公表はしてまいりたいと考えております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうではなくて、避難所運営マニュアル作成前に災害が起こったときのため

に、町民たちに対して町としてはこういう考えでありますということを公表する考えはな

いでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 失礼しました。 

 マニュアル作成前ということでございますが、ペットについては同行避難等、そういっ

たことをしていただくという部分については、知らない方もおられるかと思いますので、

そういった部分について必要最小限の部分になるかと思いますけれども、今後掲載する方

向で検討してまいりたいと考えております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 それでは次に、１点目の森林公園、健康公園のペットとの散歩等に関するこ

とであります。 

 まず、先ほどの回答では森林公園のペット同伴規制について、浦幌町森林公園の管理等

に関する条例第５条第４号に規定する公園の管理上支障があると認められるときに基づ

き、施設内へのペットの立ち入りを禁止しているとなっております。私のほうで同条例を

確認いたしました。そうすると、条例第５条は、町長は次の各号のいずれかに該当すると

きは前条第１項の承認をしないものとするという規定です。前条というのは、次に掲げる

公園の施設を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。要するにふる

さとみのり館、オートキャンプ場、キャンプ場、バンガロー、パークゴルフ用スティック、

この使用するときは町長の承認を受けなければならない。ただし、公園の管理上支障があ

ると認めるときは、町長は承認をしないものとするという規定であります。この規定に基

づいて、ペットの立ち入りを禁止ということは読めないのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 議員おっしゃるとおり、条例上ではこれら施設については制限をかけているということ

でございます。それ以外にも森林公園の中には広い林間広場ですとかあります。その辺に

つきましては、施設設置者としての管理上の部分ということで、一体的に制限といいます

か、ご理解をいただいて、安全ですとか衛生上の確保の問題があるのでということでご協

力いただくというような形で全体をペット同伴はお断りしているということでございま

す。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 
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〇伊藤議員 そうすると、条例上はペットの立ち入りを禁止しているというのは、森林公

園の一部ということでよろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 条例に規定する部分に関しては、そのような考えでよろしいかと思いま

す。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、条例に含まれていない林間……森林公園は結構大きな公園であ

りますので、林間広場だとかアスレチック広場、ふれあい自然の森だとか、この条例に含

まれていないところに関してはペットは散歩してもいいということでよろしいでしょう

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 お答えさせていただきます。 

 今のご質問ですけれども、施設管理者として安全上、健康上、衛生上の問題があるとい

うことで、ペットの同伴はご遠慮していただきたいというような考えでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 ペットとの同伴禁止というのは、やはり権利の制限だと思うのです。権利を

制限するには、法律、また条例に基づかないといけないということは原則であります。な

ので、森林公園全てのところをペット同伴禁止、散歩禁止ということであれば、きちんと

条例で定めなければいけないと思いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 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、地方自治法では住民の権利を制限したり義務を課す場合につ

いては条例で定めなければならないと規定しておりますので、その部分はおっしゃってい

るとおりだと思いますが、森林公園のペット同伴がそれに当たるというふうには判断して

おりません。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 ペットと散歩できないというのは、権利の制限ではないでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 施設管理者としてはそのように判断をしていますので、法律議論になり

ましてはお答えできませんけれども、私どもとしてはそういうことではなくて、施設管理
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者としてご協力いただいてということで、実際に禁止したということであっても、罰則規

定を設けているですとか、地方自治法で言っているような権利の制限には当たらないと考

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 私、森林公園でこの前現地確認をさせていただきました。森林公園のホーム

ページには、ペットの同伴は遠慮させておりますと。ただ、先ほど私が通告書に申し上げ

たとおり、「こちらの敷地内で犬を遊ばせることができます」という看板を見つけることが

できました。例えば旅行者が森林公園に立ち寄る前にホームページでペットの同伴はご遠

慮いただきますと記載があって、実際森林公園に行ったらそういうペットを遊ばせること

ができますという看板があり、その場所もあると。これは、結構矛盾しているのかなと思

うのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 町長から答弁もありましたとおり、そこの場所については過去にみのり館に飲食に来ら

れたお客様がそれを知らずに来られたということで大きなトラブルがあったということが

ありまして、周知し切れていない部分においては、わからないで来てしまってというよう

なお客様も見えているということで、そのトラブル以降、どうしても食事をされるという

ときのために一時的な場所として設けているということがございまして、看板の表記の仕

方が混乱を招くようなことがあれば表記のほうは改善していきたいと思いますけれども、

自由に遊ばせる場所がありますということではなくて、やむなく、どうしてもというとき

のために用意している場所だ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 そうすると、結論的には森林公園でペット散歩禁止、これは全体、全ての場

所においてペットの散歩は禁止になるということなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 おっしゃっている森林公園の敷地内に関してはペット同伴はお断りしているということ

で、なお道路ですとか駐車場に関しては制限をしておりませんので、それ以外に関しては

同伴をお断りしているということでございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 それでは、少なくともホームページにはその旨、駐車場なりのペット同伴し

ていいですよという記載があればもっとわかりやすいのかなと思うのですが、いかがでし

ょうか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 おっしゃるとおり、記載の方法がわかりづらいという部分については改

善を検討させていただきますけれども、安易に可能ですということで混乱を招くこともあ

りますので、どのような表記がいいかということに関しましては検討させていただきたい

と思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 ご承知のとおり、森林公園はかなり大きな公園であります。ペットを飼われ

る人、飼われない人、それぞれにメリットがある公園にしたいなと私は考えておりまして、

そのような施策を講じる考えはないでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 お答えさせていただきます。 

 森林公園につきましては、日ごろからサッカー少年団を初め町内外の幼稚園、保育園、

小学校のほか、休日には小さなお子様を連れたご家族も多く利用いただいております。森

林公園は、議員おっしゃるとおり広大な面積を有しています大きな公園でございます。エ

リアも大変広いので、そこを自由に使えるということが魅力の一つではないかなというふ

うに考えているところでありますけれども、管理面におきましても広いということで目が

行き届かない部分もありますので、これまでのとおりの対応としたいと考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、条例に基づかないで管理者の考えでペットの規制というのはで

きるということで町としては考えているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 先ほどから申し上げているとおり、法律でいう権利の制限には該当して

いないというふうに判断をしておりまして、施設管理者として安全面、環境面を考慮した

中でペットの同伴はご遠慮いただきたいということで対応させていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうであるにしても、もしやるのであれば条例で明確に森林公園に関しての

ペット同伴、動物規制、そのような条例をつくったほうが明確にはなると思いますが、い

かがでしょうか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 まず、法令違反かどうかという部分については、検討させていただきな

がら、もし法に触れるような記載が、議員がおっしゃっているとおり条例でそもそも記載

しなければならないということになれば、当然そのように対応させていただきますけれど

も、載せるか載せないかという部分に関しましては、利用される方にどのように周知をし

てご理解をいただくかという部分での総体的な中で判断させて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、伊藤議員。 

〇伊藤議員 条例で記載しなければ明確ではないと思うのです。ペット散歩禁止、町民が

ここで散歩していいのかどうか。看板はあるとは思いますけれども、それが町の恣意的な

行為によってペットと一緒に散歩できなかったり、そういうことを防ぐためにも、条例で

まずきちんとペットに関する規制に関しては決めていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 今伊藤議員言われる全ての……森林公園と言われましたけれども、条例で規

制するとなると全ての公共施設に対してそういう条例を制定しなければならないかという

問題も生じてまいります。そういう面におきましては、私どもとしては今町民の皆様が自

由に遊んでいただく施設については、安全面という面から条例を規定するということでは

なくて、町の規制の中でご理解をいただいて、子どもたちからお年寄りまで安全な広場と

して使っていただきたいというふうに、そういう制度で行っているということであります。 

 今伊藤議員言われるように、条例に全て明記していかなければならないとなると、全て

の施設にそういうことを明記しなければならないのかという問題も生じてきますので、こ

れについてはこれからいろいろ検討してまいり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 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 健康公園についてはわかるのです。条例を読めば、町長が判断したというこ

とでペットを禁止しているのだなとわかるのですけれども、森林公園に関するこの条例に

関しては、先ほど申し上げたとおり公園の施設の承認に関する規定であって、これそのも

のの条文がペットを禁止しているとは、どう解釈しても読めないのです。なので、少なく

とも森林公園についてはペットの散歩を考えていただけないかなと思うのですが、いかが

でしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 町長からも今お話がありましたとおり、いろんな部分に関係するという
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ことありますけれども、先ほども申し上げましたが、総体的にどのような記載、条例もそ

うですけれども、どのような方策が住民の方に、それから町外の方々に誤解を招かない、

理解をいただけるような方法があるのかを検討していきたい思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 次に、健康公園であります。 

 先ほどの回答によると、浦幌町都市公園条例第５条第７号に規定する町長が公園の管理

上特に必要があると認め禁止することに基づき公園内のペット立入禁止としております。

これはわかるのですが、町長が管理上特に必要があると認めということは、どのような理

由でペット散歩禁止になっているのですか、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。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまの議員の質問にお答えします。 

 まず、健康公園の利用者の中には犬が苦手な方、または犬が嫌いで犬に恐怖心をお持ち

の方、そういう方がいるかもしれません。また、犬によっては人に飛びつく行為ですとか、

人に対してほえる行為ですとか、そういう人に迷惑を及ぼすような、そういうおそれが考

えられます。特に小さなお子さんが公園を利用するということから、安全面の確保を図ら

なければならないということもございます。そういうような意味からして、町長が公園の

管理上特に必要があると認め禁止することに基づき、健康公園の中につきましてはペット

の立ち入りを禁止しているところでございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 町長が公園の管理上特に必要があると認めた場合は、どのような手続で禁止

ということになったのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまの質問ですが、どのような手続ということでございますけれど

も、あくまでもこの都市公園法第５条第７項、ここの町長が公園の管理上特に必要がある

と認め禁止するということでございますので、手続ということでは、全てがこの５条第７

号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 私がお聞きしたいのは、この町長の公園の管理上特に必要があると認めた場

合に、町民に対していろいろな意見を聴取して、禁止になった場合には広報等で周知され

たのかどうかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいま禁止事項について町民のほうに周知されたのかというようなご
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質問でございますけれども、町民のほうにつきましてはただいまの公園のペットの立入禁

止の内容につきましては周知はしておりません。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、町民としてはいつ禁止されたのかわからないのですけれども、

突然健康公園に看板が設置され、ペットと散歩が禁止ということになったのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまの質問でございますけれども、突然に禁止というような今ご質

問がございましたが、そもそも健康公園というものにつきましては、あくまでもそこで浦

幌町の町民が健康増進のためにそこを利用するというような施設でございますので、もと

もとペット同伴を許可するような、そういう施設ではございません。ですから、健康公園

というような設置目的、そういうようなものからして動物、ペット等の立ち入りは禁止す

るということでございますので、町民の皆様にはそのようなことでご理解をいただきたい

というふうに思っております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、今まで健康公園でペットを散歩していた人が突然健康公園を使

えなくなった、そういうことになりますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 突然というようなことにつきましては、大変申しわけありません。私が

突然に健康公園、ペットが禁止になったというようなことについては、正直ちょっと私の

勉強不足で理解はしておりませんが、だからペットの立入規制というような看板を設置し

て、そして町民の方にご理解を願っているということですので、既に町民の方々のご協力

をいただいて健康公園の中にはペットを同伴させないというようなご協力もいただいてい

るので、町民の方の理解は私は得ているものだと心得ております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 森林公園、健康公園もそうですけれども、浦幌にはこのような立派な公園が

あるにもかかわらず、ペットを飼っている者、特に犬を飼っている者はこのような大きな

公園で散歩ができないという状況が続いております。これは、私としては町民の権利の制

限であり、きちんと条例で定めるべきであると考えておりますし、健康公園については町

長の公園の管理上特に必要があると認め禁止することに該当する。確かにわかるのですが、

もし禁止するのであれば、町民の意見を聞いて、さまざまな意見を聞いて、そこから禁止

に至るのであればわかるのですが、今の答弁だと町の判断で勝手に町民の権利が制限され

ているということになり、非常に問題ではないのかなと私は考えております。 

 今回この健康公園、森林公園の一般質問に関していろいろ調査をさせていただきました。
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札幌市、大通公園、中島公園など大きな公園に関しては、ペットは特に禁止されていない

という回答をいただいております。また、先日青森県の三沢市、大空ひろば、航空公園、

こちらもペットの散歩できる場所をきちんと分けて設置してあり、またドッグラン、その

ような設備もきちんと整備してありました。健康公園も、私は家が近いので、たまに行く

のですが、そんなに利用者が多いとは思えません。ですから、例えば芝生にふんをするな

どの状況が散見されるのであれば、芝生だけを立入禁止にするだとか、どうかペットを飼

っている、犬を飼っている人と犬を飼っていない人、それぞれの立場において便利な公園

にしてい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。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまの質問でございますが、芝生にふんをするというようなことも

考えられるということで、それぞれの制限をしてペットを公園内にというような趣旨だと

思います。実際に健康公園につきましてはそれぞれいろんな施設がございまして、例えば

健康公園の中にはパークゴルフ場、それからジョギングコース、多目的広場、トリムコー

ス、また噴水広場と、さまざまな施設がございます。その中で不特定多数の町民がご利用

されるということで、先ほどそんなに健康公園につきましては利用されている方がいない

のでありませんかというようなご質問でございましたが、年間、平成30年度5,399人の方が

それぞれ利用されております。そのような利用の中で、やはりいろんなところでジョギン

グをしたり、そしてトリムコースの中では健康づくりをしておりますので、そういう意味

におきましてはやはり人がそこで健康づくりをしている。先ほど言いましたように、その

中に犬が嫌いな方もおられるかと思います。そういう方につきましては、せっかく自分個

人の健康増進のために来ている。しかしながら、そこに余り得意でない、苦手な犬がいる

というような方を配慮して、やはり公園内につきましてはペットの同伴禁止というような

ものを設けないとならないのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 確かにペットを飼われていない方にとっては、ペットは余りいい思いはしな

いというのはよくわかります。ですから、ペットを飼っている人、ペットを飼っていない

人、それぞれが利用しやすい公園。例えば３番目にありますドッグランもそうですが、ペ

ットを飼って、ペットを放せる場所だとかペットと散歩できる場所、健康公園、うらほろ

森林公園、どちらか片方でもいいです。どこかつくっていただけないでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 教育委員会では健康公園を管理しておりますので、まず私のほうから健

康公園でのドッグランの設置についてということで説明をさせていただきたいと思いま

す。 
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 先ほども説明しましたとおり、健康公園というものは町民の健康増進を目的として設置

されております。ですので、パークゴルフ場ですとかジョギングコース、多目的広場、そ

してトリムコース、そして噴水広場等がございます。施設の中では、それだけ多くの施設

が整備されておりますので、ドッグランを設置するスペースというのは、大変残念ながら

そこで十分なスペースがございませんので、健康公園の中につきましてはドッグランの設

置というのは困難というふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、森林公園のほうについての考え方を説明させていただきたい

と思います。 

 先ほども申し上げましたけれども、大変広大な面積を持っています森林公園でございま

すので、やはりエリアを分けるのにドッグランを設置するとなりますと、安全ですとか環

境面に配慮するために人ですとか時間ですとか経費の部分もあります。目が行き届くのか

なというところもありますので、家族連れ等、小さなお子さんも多い施設でありますので、

現時点では今のような管理形態で進めていきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 もう時間もありませんので、１つ。 

先日町長の町政執行方針の中で町民の皆様の声に真摯に耳を傾け、町民の皆様の目線に

立つことを基本に、住みやすい、住んでよかったと思えるまちづくりを目指して町政執行

に当たる考えでありますとお話しいただきました。この趣旨としては、今回の問題に限っ

て考えると、ペットと暮らしている方々とペットと暮らしていない方々、どちらにも住ん

でよかったと思えるまちづくりを目指すことが含まれていると考えておりますが、いかが

でしょう。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 町民の皆さんに安全で安心な暮らしを提供したいというのは、行政の第一の

目的であります。そういう意味からすれば、ただいま伊藤議員が言われている公園につい

て、ペットを同伴する人たちの権利とまで言われましたけれども、そのようなことをどう

するのだという話だろうと思います。ただ、私どもとしては今森林公園と健康公園に関し

ましては、誰もが自由に入れる公園であります。その中で、町としてはやはり一番重要と

するものは、安全な施設であるということであります。そういう面におきましては、誰も

が自由に入れる施設にそういうペットを同伴させて、危険とまでは言いませんけれども、

愛好者にとってはいい、ただ愛好者でない人にとっては不都合だということにすれば、や

はり誰もがその施設を利用していただくとすれば、ここはお互いに互譲の精神でペットに

ついては遠慮していただきたいというのが私どもの考えであります。そういうことについ
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ては、これは行政として一元的に考えているのは、やはり町民の安全、安心で、そしてそ

の施設を有効に利用していただきたいという考え方でありますので、ただいまのところ健

康公園についても森林公園についてもペットと同伴については規制をさせていただいてい

るということであります。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 先ほど町長、互譲の精神とおっしゃいましたが、互譲しているのはペットを

飼っている方々であって、ペットを飼っていない方々は別に制限も何もなく自由に使える

わけです。今の状態だと、ペットを飼っている方々の権利だけ制限されて、非常に不平等

ではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 私が申し上げている互譲の精神というのは、この施設を使えるという意味で

の互譲の精神であります。ペットを同伴しなければならないというのが互譲の精神とは考

えておりません。ペット愛好者であっても、この公園をペット同伴ではなくても使えると

いう意味からすれば、全ての方に互譲の精神で使っていただくことができるのではないか

というふうに思っております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 最後になりますが、今回の一律禁止は行政側にとっては何もしなくて楽な政

策です。そうではなくて、楽ではないけれども、ペットを飼っている者、飼っていない者、

双方にとって使いやすい公園にしたいなと私は考えて今回通告させていただきました。ぜ

ひこの件に関してもう一度検討いただき、どうかどちらかの公園、ドッグランは諦めるに

しても、ペットとの散歩をぜひ考えていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 最後の質問と言われましたけれども、今までお答えをしていたとおりであり

まして、町民の皆様に本当に安全で安心な施設として使っていただく。そういう意味から

すれば、今町の考え方を改めて変えるということは考えておりませんので、ご理解をいた

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 わかりました。 

 浦幌町は、小さな町ではありますが、大きな町よりも身軽であり、政策等もよりスピー

ディーに実行可能である町であると私は考えておりました。ぜひ、私も二元代表の町民の

代表としてこの場に立っておりますので、どうかいま一度政策について考慮いただきたい

なと考えております。 

 以上で終わります。 

〇田村議長 これで伊藤光一議員の一般質問を終わります。 
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 次に、２番、栗山博文議員の質問を許します。 

 ２番、栗山議員。 

〇栗山議員 通告に従って、一般質問をします。 

 浦幌町の産業の振興についてであります。第３期まちづくり計画においても第１章に郷

土の発展を支える農林水産業のまちを掲げており、浦幌町は第１次産業を中心としたまち

づくりが重要であると町の姿勢としてもうかがわれます。それぞれの産業がさらに発展し、

新たな可能性を見出し、町民とともに官民一体となって取り組んでいくことが求められま

す。そこで、次の２点について伺いたいと思います。 

まず１点、第１次産業の振興発展のため業種や地区に限定することなく、町全体として

異業種交流を中心に情報を共有し、対話を重ねながら新たな施策を見出すための町の考え。 

 次に、第１次産業を盛り上げる上でも農林水産業等に関するイベント、収穫時期、収穫

物、これらの説明などを集約したカレンダーを作成するなど、町民とともに情報を共有し、

活性化させていく考えはないか伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 栗山議員のご質問にお答えします。 

 浦幌町の産業の振興についてでありますが、第３期まちづくり計画では活力ある基幹産

業と町民の笑顔が輝く、まちづくりの視点として、基幹産業である農林水産業を初め第２

次、第３次産業の振興を推し進め、町民が自信と誇りを持って働くまちづくりを進めるこ

とを基本視点の一つとして掲げ、郷土の発展を支える農林水産業のまちを基本目標に各種

施策を実施してまいりました。 

 １点目の異業種交流などによる新たな施策を見出すための町の考え方についてでありま

すが、各産業団体においてはそれぞれ青年層を中心に次代を担う子どもたちや地域の方々

に農林水産業への理解を深めるため、食育や木育などの事業や生産者としてみずから加工

や販売に取り組むなど、それぞれの産業を持続させるため精力的に活動されており、この

エネルギーは本町の産業の発展には欠かせないものであると強く感じているところであり

ます。異業種での交流は、相互理解と協調による新たな展開を生む大きな可能性を秘めて

いることから、各産業の担い手が職種や地域の枠を超え、活発な交流からきずなが深まる

ことを期待しているところであり、こうした自主的な対話や交流の中から具体的な提案が

あった際には、町としてもしっかり支援、協力してまいりたいと考えております。 

 ２点目の農林水産業等のイベント等を集約したカレンダーの作成など町民と情報を共有

した活性化の考え方についてですが、現在本町ではそのような情報を集約したものは作成

しておりませんが、効果的な情報発信の必要性は認識しているところであり、いただいた

ご意見も参考に町内外への情報発信ツールとしてどのような形式のものが望ましいのか関

係する団体にもご意見を伺いながら調査研究してまいります。 

 以上、栗山議員への答弁といたします。 
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〇田村議長 ２番、栗山議員。 

〇栗山議員 今の町長の答弁にありました相互理解と協調による新たな展開を生むであり

ますとか、各産業の担い手が職種、地域の枠を超え、活発な交流からきずなが深まるなど

ありましたように、町としましても必要な活動であると認識しているとうかがえます。し

かし、自主的な対話や交流の中から提案があった際には町としてもしっかりと支援、協力

していきたいと、若干受け身の姿勢を感じました。町としましては、各産業団体の連携が

必要不可欠でありますから、さまざまな問題があるとは思いますが、町が旗手として町側

が発信するという考えはないでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 おっしゃるとおり、連携ということが重要な部分というふうに私たちも思っております。

ただ、常に私どもも各事務担当レベルでは意見交換なども行っておりますけれども、やは

りいろんな考えを持ったり、そういう方が集まって、中で意見が出るのが一番望ましいと

いうことで、行政が主導になって皆さん集まってくださいと逆に旗振りをしても、やらさ

れている感が出るようなこともありますので、一切かかわらない、後ろ向きということで

はなく、そのような動いてみたいというような声なり相談があれば、私どもがそのつなぎ

役となったり相談役となって進めていければなというふうに思っています。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ２番、栗山議員。 

〇栗山議員 今答弁にありましたように、各産業団体からの発信となるとなかなか難しい

ところがあると思います。町としましても、活動を設けたいということの考えであると思

いますが、次代を担う青年層であったり壮年層の方々がもっともっと身近にやりがいを感

じて交流を深めていけるような活動を期待したいと思います。 

 次に、２点目でございますが、カレンダーと私提案させていただきましたが、町内外へ

の情報発信ツールとしてどのような形式のものが望ましいか、関係する団体とも協議する

ということで、さまざまな意見があってしかるべきものですので、各産業団体との話し合

いは必要であるとは思いますが、例えば町としてカレンダー以外のもの、何か町内外へき

ずなが深まりながら外へも発信させていけるようなツール、何かお考えでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 町としてということでございますので、ほかのいろんなところも参考に見させていただ

きました。水産物に関しましては、本町で水揚げされます魚ごとの時期を紹介するうらほ

ろお魚カレンダー、ほかの町でやっているものでございますけれども、そういうものを作

成しておりまして、今ホームページで掲載する準備を進めているところでございます。そ
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れで、農産物についても各ホームページを見ますと、いつごろにこのものがとれますよ、

地元のものがとれますよ、こういうものですよというものもありましたので、そういうも

のであれば早速取りかかれるのではないかというふうに思っていまして、そういうできる

ところから始めていきたいというふうに思いますけれども、町の全体のものというふうに

なりますと、議員の質問のように単なる農産物ではなくて、イベントとかいろんなものを

集約したということでございますので、そういう部分に関してはそれぞれで作成している

ものもありますので、ご意見をいただきながら考えていき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 ２番、栗山議員。 

〇栗山議員 やっぱりどうしても各産業団体との連携が必要不可欠ですので、町だけでこ

うだという考え方を出すのはなかなか難しいことではあると思います。今後そういったも

のを集約するために各産業団体との話し合いを設けるような場は考えておりますでしょう

か。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 現時点では、具体的には持っておりませんけれども、議員のおっしゃる

とおり各産業団体が意見交換をしながらということは大切だと思っておりますので、その

ような部分ではどのような形があるのかというのは検討してまいりたいというふうに思い

ます。 

 あと、異業種交流に関しましては、やはり産業団体の連携というよりも、それぞれの産

業を担う方たちがこうやっていったらいいのではないかと、そういうような部分ができれ

ばいいなと、そういうところに支援をしていきたいなというふうにも考えてございますの

で、そういうのとはまた別になるかと思いますけれども、産業団体との連携については何

かしらの部分は考えていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ２番、栗山議員。 

〇栗山議員 先ほども申し上げましたが、各産業団体の連携が必要不可欠で一朝一夕にな

し得るものではないとは思います。浦幌町がまさに一丸となって、内外ともに盛り上げて

いくためには、交流地区、年代、業種を問わない団結が必要になってくるという認識が町

にもあるということでお見受けいたしました。各産業団体、関係団体の努力も必要である

と思いますが、町としても今後の浦幌を盛り上げていくために今後いろいろ考えていって

いただきたいなと思います。それが町の愛着の高さにもつながっていくのではないかなと

思います。 

 以上、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

〇田村議長 これで栗山博文議員の一般質問を終わります。 
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 次に、１番、沼尾昌也議員の一般質問を許します。 

 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 通告に従いまして、一般質問させていただきます。 

 健全な職場環境の実現に向けてでございます。６月５日には、浦幌町開町120年記念式典

が挙行され、これまで多くの方々がご苦労を重ね築き上げてきた浦幌が令和という時代を

踏み出しました。この浦幌町を次世代へつなぐためには、地方自治のもと町民と役場がと

もによりよい関係性を保ちながら町民の声を反映した自治体経営や魅力あるまちづくりを

進めることが大切であると考えます。そのかじ取りを担うのは、強いリーダーシップを発

揮する町長であり、それを支える町職員の皆様であると考えています。その中で売り手市

場と言われる昨今、さまざまな業界や自治体においても人手不足が深刻な問題として注目

を集めています。本町の職員についても毎年普通退職者がいる状況で、その原因の一つと

して職場環境によるものが考えられます。私は、より一層魅力あるまちづくりに邁進して

いくためには、実際に事業を進めていく上で中心的な役割を担う自治体職員が高いモチベ

ーションのもと、やりがいを感じながら働くことが重要だと考えていますが、次の３点に

ついて町長の見解を伺います。 

 １、浦幌町の職員の離職率についてどのように認識しているか。 

 ２、組織全体や各職場の現状を把握することは非常に重要なことであると考えますが、

組織全体や各職場の現状をどのように把握し、またそこで働く職員の声をどのように収集、

把握しているか。 

 ３、職場運営における課題の抽出、原因究明及び改善に向けアンケート調査等を実施す

る考えはないか。 

 この３点についてお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 沼尾議員のご質問にお答えします。 

 健全な職場環境の実現についてでありますが、ご指摘のとおり人手不足の問題は本町に

おいても例外ではなく、特に専門職については募集に対する応募が少ないなど、人材確保

に苦慮しており、将来にわたっての懸案事項であると捉えております。そういった中でも

職員個々のモチベーションを上げることは重要であり、適宜組織や事務事業の見直しを行

いながら効率的、効果的な行政運営を進めていく必要があるものと考えております。 

 １点目の職員の離職率の認識については、過去10年間をさかのぼると採用５年以内の専

門職の普通退職者がふえている状況については認識しているところでありますが、退職に

至る背景には個々の適応性や職業観の違い、結婚や家庭の事情によるものなどさまざまな

要因があるものと考えております。 

 ２点目の組織全体や各職場の現状の把握については、平成28年４月１日の改正地方公務

員法の施行により、各自治体で職員の人事評価を行うことが義務づけられ、本町において
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も浦幌町職員人事評価実施規程を定め運用しているところです。この人事評価の目標設定

時及び評価の確定時に評価者と被評価者が面談を行うことから、その中で出された意見の

集約により組織全体の現状が把握できるものと考えております。 

 また、適正な人事管理を行う基礎資料とするため、職務に対する適性、異動希望及び自

己啓発の状況等について、職員みずからが申告する自己申告制度を設けており、職員が直

接町長に意見することができる体制を整えております。 

 ３点目のアンケート調査等を実施する考えについては、人事評価と自己申告制度の実施

により個々の意見を聴取する体制を整えていることに加え、内部組織である行政事務改善

委員会並びに安全衛生委員会において町の組織及び運営の合理化並びに事務処理の能率化

及び改善や職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職務環境の形成を推進するた

め、職員個々から出された意見を集約し、検討を行っていることから、今後においても必

要に応じ行政事務改善委員会並びに安全衛生委員会において職員から出された意見の検討

を行うことで対応してまいりたいと考えております。 

 以上、沼尾議員へ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 まず、それでは１点目、離職率の話ですけれども、きょうお忙しいところ多

くの方々が傍聴に来られているので、確認の意味で過去５年間、どのくらい普通退職者が

いたのかというのを共有しておきたいと思いますので、普通退職者、過去５年間どのぐら

いいたのか答弁願います。 

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、過去10年間の職員の離職率でござ

いますが、この10年間採用された職員、合計で61名おります。そのうち５年以内に退職さ

れた職員が15名となっております。内訳につきましては、一般事務につきましては採用が

30名、うち５年以内の退職が３名、その他専門職員につきまして31名採用のうち12名が退

職しているといった状況となっております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今の答弁では、５年の間にという答弁の仕方でしたが、毎年一般、専門合わ

せて普通退職者、過去５年、１年で何名いたか答弁願います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 それぞれの年度ごとということでしょうか。 

〇沼尾議員 はい。 

〇獅子原総務課長 まず、平成26年度につきましては、採用された職員が５年以内に退職

された職員が１名おります。平成27年度につきましては４名おります。平成28年度につき
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ましては２名。平成29年度につきましては、退職された職員はおりません。平成30年度に

採用された職員につきましては１名でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今の退職者数というのは、準職員も含めてということでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの退職者数につきましては、準職員は含まっておりません。

正職員のみでございます。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 私が調べている中で、一般職員、あわせて準職員も調べた中では毎年、今答

弁いただいた数よりも多くの職員が退職をされています。毎年必ず退職されている方がい

るという現状でございますが、まず普通退職者が数多くいるという課題があるということ

は共有できるのかお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 普通退職者の、先ほど数が合わないということがございましたけれど

も、その辺がまず私ども認識のないところでございまして、そこの部分の確認をさせてい

ただきたかったのですけれども、よろしいでしょうか。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 先ほどの数というのは、一般職員の数をおっしゃられていたので、準職員も

合わせた数を入れると、先ほどの答弁にあった数より多くなるということでございまして、

その普通退職者が数多くいるという中で普通退職者が多くいるという課題は認識している

かお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 課題といった部分につきましては、先ほどの町長の答弁の中にもござ

いますとおり、どうしても専門職の職員の退職が多いという部分がございます。そういっ

たこともありまして、適応性ですとか職業観の違いということで、専門職につきましては

公務員以外の部分でも採用というか、働く場所があるものですから、そういったところを

希望されて退職されるといった方がおるといったところが大きな原因かなというふうには

考えております。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今答弁にありました個々の適応性や職業観の違い、結婚や家庭の事情による

ものが退職の理由として考えられるということでありましたが、それは明確にそういう理

由だったというふうに言い切れるということでしょうか。 
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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 全部が全部ではございませんが、やはり退職をされて、すぐほかの職

場、働き先が決まったのでやめるといった職員もおりましたので、そういった中からそう

いった部分を考えて退職されたということが考えられるというふうに考えております。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 退職された方々の退職理由というのは、退職した後には恐らくもうわからな

いものなのですね。今そういう理由も考えられるということでしたが、そういう理由を予

想して考えることしかできないということです。 

 野村総合研究所や厚生労働省が出している統計上の職場をやめた理由、退職した理由と

いうところでは、やはり職場をやめる、退職するという理由の上位には人間関係や業務内

容への不満がやはり高くなるということが統計上出ています。そういう統計がある中で、

やめた後にやめた理由がどうだという予想はしてもしようがないので、やめる前にしっか

りと職場環境というのは事前に調査しておくことが必要だというふうな考えで今回こうい

うアンケート調査をしたらどうかというような質問をさせていただいたのですが、こうい

うやめる前にしっかりと職場環境の調査をしていくことが重要だという考えは認識、共有

できるでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 言葉が足りなくて申しわけありません。 

 当然普通退職される場合には、どういった理由でやめるのかといった部分については、

聞かないでやめるといったことはございませんので、私どものほうでもどういった理由で

やめるのという部分は確認はしております。そんな中で、先ほど申し上げたとおりほかの

職場に働くことになったのでやめるといった部分が多かったという部分がございますし、

確かに言われるとおり職場環境でという部分も全くないというわけではございません。で

すけれども、その辺を私どものほうも当然確認はとっておりますので、そういったものの

話があった場合には当然そういった職場についてもそういった話があったということは認

識しているところでございますので、そういった部分については今後のためもありますの

で、検討すべき部分は検討して改善をする、そういったことを進める形をとっております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今話をしているのは、職場をやめた理由について話をしているわけですが、

本来職場をやめるときに本当に職場をやめた理由、本当の理由を言っているかどうかとい

うのも定かではございませんし、なので職場のやめた理由というのは私はここで余り議論

するつもりはなくて、やめた理由はおいておいて、やめる前に職場の環境がどうかという

ことを調査することが必要だというふうに思っているのですが、その辺の考えをお伺いい
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たします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 その部分につきましても、先ほどの町長の答弁にもありますとおり、

事務の内容ですとか、そういった部分につきましては行政事務改善委員会等がございます

ので、そちらのほうで毎年行っているわけではございませんが、職員のほうからこういっ

た部分の事務の改善が必要ではないかとか、人数が足りないのではないかですとか、そう

いった意見をもらいながら、その部分を行政事務改善委員会の中で検討するといったこと

を行っております。 

 また、職場の環境という部分では、安全衛生委員会というのもございますので、こちら

につきましては人間とかそういった部分ではなく、照明が暗いですとか、そういった部分

の環境づくりで求めているものもございます。 

 それと別に、先ほども申し上げましたとおり人事評価というものを行っておりまして、

その段階で目標を設定した時点でそれぞれ評価者、被評価者が面談を行いまして、今年は

こういったことをやりたい、そういった話をして、またそれが終わった後に評価の結果を

踏まえて、その目標が達成できたか、できなかったか。そのときにあわせて、例えば職場

の環境でこういったところが気になるとか、こういったところを改善したほうがいいので

はないか、そういった意見は上司のほうに言うことができるようになっております。 

 またそれと、先ほどありました自己申告制度というものもございます。これにつきまし

ては、本人の異動の希望、そういったものも大きい部分がございますけれども、それ以外

に内容としましては、実際に今の自分の仕事の適性ですとか、量、質、能力発揮度、興味、

満足、体力、人間関係、職場の雰囲気、これについて非常に適しているか適していないで

すとか、５段階で自分でそういったものを書いて、それを町長のほうに直接提出するとい

う制度を設けております。それを町長が受け取って、その中でもし問題があれば、当然そ

の部分の改善を今後しなければならないと。そういった部分をとっておりますので、アン

ケート調査をしなくても、一応そういった形の体制を今とっておりますので、それらを活

用しながら環境づくりに努めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 ただいまの答弁では、職場環境の調査ということで行政事務改善委員会並び

に安全衛生委員会があるというような、まず最初答弁でしたが、行政事務改善委員会とい

うものは１年に何回ほど開かれているものなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 行政事務改善委員会については、毎年開催するようなものではござい

ません。必要があった場合に開催するような形となっておりまして、直近では平成24年度
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に開催されたものとなっております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 それでは、安全衛生委員会は年何回ほど開かれているでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 安全衛生委員会につきましては、毎年開催をいたしております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 安全衛生委員会、毎年開催されている。毎年何回ほど、大体平均どれぐらい

開催されているでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 安全衛生委員会につきましては、年に１回開催をしております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 まず、この委員会で職場の環境調査しているというふうな答弁でしたが、行

政事務改善委員会は、平成24年からされていないと。そして、安全衛生委員会は毎年１回

ほどあると。この回数で、委員会で職場環境を調査できているという認識だということで

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 内部の組織の中で検討するものは、ただいま申し上げました行政事務

改善委員会と安全衛生委員会となっておりますが、先ほども申し上げましたとおり人事評

価の面談ですとか、それから自己申告制度、こういったものによって個人から直接意見を

聴取するという場面もございますので、それらの中で行政事務改善委員会を開催しなけれ

ばならないような案件があるようであれば、行政事務改善委員会を開催するということに

なりますけれども、その前段階の個人からの直接の意見の部分でそういったところまで至

っていないというところで判断を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 ただいまの答弁で自己申告制度並びに町長の答弁にもありましたように、目

標設定時の評価の確定時に評価者と被評価者が面談を行うというところで現在は職場環境

を調査しているということだと思いますが、私も以前民間の企業で一般社員として働いて

いたのでわかるのですが、皆様方、管理者、そして町長に関しては人事権を持っているわ

けですね。こういう、しっかりと力を持った方々に直接何か職場の問題点を言えるかとい
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ったら、これ一般職員、私も民間にいたときそんなことは思っていても言えないわけです。

なので、私は匿名で名前を書かずに、しっかりとアンケートとして一般職員からの意見、

どうやったら職場がよくなっていくのか、どうやったら町がよくなっていくのかという意

見をしっかり匿名のところで聞く、そしてそれを数値化して、そこを改善していくという

ことが必要だと思っています。この直接町長と面談してなど、これで一般職員の意見、職

場環境の調査が完全にできているという考えでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 自己申告制度につきましては、直接町長に意見するという形になりま

すけれども、人事評価の面談につきましては係長職以下につきましては課長と面談、係長

職につきましては管理職と面談、管理職につきましては副町長と面談ということで、直接

町長と面談するわけではなくて、その自分の上司に当たる者と面談をしているという状況

となっております。そういったところからいきますと、職場の環境づくりという部分では、

今環境が悪い云々の問題の前に仕事を一緒にしていく上では、やはりふだんからそういっ

たことを言い合えるようなコミュニケーションをとるような形をとらなければならないと

思います。なので、あくまでも職場の上司だからそれが言えないというような状況であれ

ば、そういうことであれば仕事を進めていく上でもこのやり方が違うのではないかと思っ

ても言えないといった状況も生まれてくるかと思います。そういったことになっては、環

境づくりというよりも、職場の仕事を進めていく上でもどうしてもマイナスに働く部分が

あると思います。ですから、報告をもらうとか調査をするとかいうものも大切ではあると

思うのですけれども、それよりも職場内のコミュニケーションが活性化されるように、常

によく言われます報連相という、報告、連絡、相談、こういったものをすぐにできるよう

な体制を各課の中で環境づくりをすることが重要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 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 ただいまの答弁では、コミュニケーションをとってという話だったと思うの

ですが、コミュニケーションできたら根本的にもう問題ないという話になるので、問題が

あるからどうするかという話。これは、直接話しできれば、それは何の問題もないと思う

のです。問題があるから調査するということですので。それをするためにアンケートとい

うことを私は提案しているのですが、直接話しできて、上司、課長や町長に直接話し、問

題なくできるのだという方々だけではないということをご理解いただきたいのですが、そ

の辺はご理解いただけないでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 具体的にそういったことは言えないといった話を私どものほうに当然
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直接言えないということは言ってこないので、わかりはしないですけれども、そういった

ものは私どもの中では、やはり誰かしらに相談をできる体制はできているのではないかな

と思っております。ですから、直接上司ではなくても、同僚に話をすることによって、そ

の同僚から話が伝わるですとか、そういった部分もあって、我々が知らなかったというこ

とではないというふうに私ども捉えておりますので、ですから先ほどから申し上げるとお

り、アンケート等を行わなくても、その辺の部分の把握はできているというふうには考え

ております。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 ただいまの答弁、把握できているというのは、認識だということはわかりま

した。現状把握できているのだということはわかったのですが、さらにアンケート調査を、

今の現状とプラスしてアンケート調査をすることで、さらに職場環境がわかるようになる

のではないでしょうか。そういうふうに考えれば、アンケート調査をやらないという理由

がよくわからないのですが、やらない理由はどういう理由でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 先ほど申し上げましたとおり、アンケート調査を行わなくても、先ほ

ど話しました行政事務改善委員会の中ではそれぞれの内部で問題がある部分については上

げてくださいということで、それぞれの意見を聴取するという場面もございますので、平

成24年以降、年数も大分たっておりまして、開催をしていないという部分もございますの

で、その辺については必要があれば開催する方向で、アンケート調査という形ではないで

すけれども、同じような形になりますけれども、それぞれの職員から意見を聴取するとい

ったものを行うことは検討してまいりたいと思います。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 役場内の職員のみのアンケートですので、そこまでお金もそんなにかかるも

のでないというふうに思うのです。なので、今の答弁でははっきりしなかったのですが、

今の現状をしっかり調査しているということはわかったのですが、それにプラスしてアン

ケート調査をやれば、それにプラスして現場の環境もわかってくる、プラスアルファで今

よりわかるということを私は言っているのですが、そのアンケート調査をやらない理由と

いうのを明確にはっきりお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 はっきりやらない理由というものはございません。申しわけありませ

ん。それで、先ほどから申し上げているとおり、ほかの形で行っているものがあるので、

そのアンケート調査というものを別にやらなくても、内容としては変わらないかなという

ふうに考えています。特に細かい部分まで規定して行政事務改善委員会の場合も意見をも

らうわけではなくて、ざっくりとした感じで意見、それぞれの部分でもらう形をとってお
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りますので、その中で網羅できるというふうに考えておりますので、そのように申し上げ

ているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 私は、この質問をするに当たって、当然町をよくするには私たち議会もしっ

かりと自分たちで議会改革というもの、先輩議員の方々、この何年間か議会改革を、身を

切る改革をやって、議会モニター制度ですとか、カフェＤＥ議会ですとか、なり手不足の

検証ですとか、しっかり進めてきていただいたという認識であります。その中でやっぱり

役場として組織の改革というものが必要なのではないかなと。先般行政報告にもありまし

たように、やはり不適切処理というところで職場環境、原因はどういうことなのかという

のはこれから原因究明をしっかりしていかれると思うのですが、職場環境というところで

しっかりともっと調査するべきだと私は思っているのです。あの問題から役場が変わった

なというふうに町民から言われるように、しっかりとその職場環境、まず一般職員からし

っかりと声をもらって、役場内でしっかりと議論をして、役場がもっといい方向に、そし

て一緒に議会もいい方向に行って、町民に本気でこの町をよくするのだという思いが議会、

役場にあるというのをしっかりと見せていくこと、これが一番大事だというふうに私は思

っているので、このアンケート調査の提案をさせていただいております。 

 町長からこのアンケート調査について、町長が決断すれば、これはできることだと思う

のです。逆に町長が決断しなければ、これはされないということになるのでしょうから、

町長、このアンケート調査についてどのようにお考えかお聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 大変職場環境についてご心配をされているということのようであります。私

どもとしては、職場環境、職員のモチベーションを上げるということは大切でありますか

ら、当然その環境については配慮しているというつもりであります。その中でいろんな改

善委員会とか評価委員会とか自己申告制度というものを設けながら、それぞれの意見が上

司に伝わるように、また上司については職場内の意思疎通をするようにということで今ま

で図ってきたというふうに感じているところであります。その中で、まだ議員が指摘され

ている個々の意見が上がっていないのではないかと、問題あるのではないかという意見、

問題あるということを前提にしてお話をされているようでありますけれども、私どもとし

ては今総務課長がお話ししたとおり、それぞれの意見については十分出せる環境を整えて

いるというふうに思っているところであります。特に職場の中では自分たちが言いたいこ

とを言い合えない職場というのは、それは職場でありませんから、当然自己申告のときに

上司と自分の担当係長と職員が話をし、自分の仕事をどのように進めているかということ

も含めて、それぞれ自己申告の中で話をしていくということでありますから、その時間は

たっぷりとってあるというふうに思っているところであります。 
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 アンケートもいろいろあります。どのようなアンケートがいいのかということについて

は、大変アンケートの方向性によっても随分変わるのだろうと思いますし、本当にそれで

職員の個々の意見がわかるのかというと大変疑問な点もあるだろうというふうに思いま

す。そういう面では、本当に今議員が心配されているような個々の意見が職場環境を悪く

しているというような捉え方をされているということは大変私どもとしては心外でありま

すけれども、そのようなことのないようにこれからは十分取り組んでまいりたいというふ

うには思っておりますけれども、これからは何といっても職員が自分たちの町をつくって

いくという役場、公務員としてのあり方、これが一番大切でありますから、そういうあり

方が十分努められるような職場環境をつくってまいりたいというふうに思っています。 

 アンケートを即やることが即いいことだと私は決して思っておりませんので、違う方向

があるのかどうか、今沼尾議員が心配されている個々の意見がスムーズに通っていないと

いう大変心配をされているということもありますので、町としてはどのような方向づけが

いいのか、今後は検討してまいりたいというふうに思います。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 最後に、私が言いたいのは、今やっていることはしっかり調査されていると

いうことで答弁いただいたので、その辺は確認をできていますが、全てが全て若い、僕と

同じような年代の人たちがしっかり上司にその職場環境や自分の働いている場所の職場の

問題、あと人間関係の問題、これを全てが全て上司に直接言えるかということなのです。

それは、僕も若いので、それは直接言えないこともやっぱり多々ある。これをしっかりと

管理者の方々には認識をしていただいて、できるのであればしっかりそういうアンケート

調査をして、職場環境をよりよくしてもらって、町の職員がしっかりとモチベーションを

上げて、このまちづくりに取り組めるように検討、そして実行していただければと思いま

す。 

 以上で終わります。 

〇田村議長 これで沼尾昌也議員の一般質問を終わります。 

 次に、３番、高橋匠議員の質問を許します。 

 ３番、高橋議員。 

〇高橋議員 通告に従いまして、一般質問いたします。 

 新たな産業や雇用の創出を図るモデル事業の構築について質問いたします。先日の議会

で町長からの町政執行方針の中で都市圏の企業人と町民で地域課題の解決を図るためのネ

ットワークの構築というものがありました。いわゆる2040年問題と言われる人口減少を筆

頭とした急激な社会環境の変化の中で、浦幌町も人口減少が避けられない問題となってお

ります。平成27年９月、浦幌町人口ビジョンによると、浦幌町独自仮定による推計（国勢

調査）では、2040年の人口は2,211人、うち65歳以上が1,209人となっております。もしこ

のとおりの人口となれば、地域のインフラやコミュニティーの維持が難しくなると考えて

おります。 
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一方、第３次産業革命と呼ばれる人工知能の急速な進化により、働く環境は大きく変化

していきます。予測される未来として、都市部の仕事は人工知能や機械に置きかえられる

ことにより、都市部から仕事がなくなっていきます。そして、それに伴って都市部から地

域への人の流れが加速していくことが予想されます。 

こういった環境の中で、町政執行方針にあった都市圏の企業人と町民で地域課題の解決

を図るためのネットワークを組織し、新たな産業や雇用の創出を図るモデル事業の構築は、

都市部からの人の流れの受け皿となり得るものであり、先進的な取り組みだと考えていま

す。そして、こういった事業により産業や雇用をつくっていくことが人口減少問題に対す

る抜本的な対策になり得る可能性を秘めていると考えています。 

 そこで、いま一度この事業に対する町長の思いと、この事業によりつくられる浦幌町の

未来のイメージを伺います。 

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。 

 本町は、平成19年度からうらほろスタイル推進事業を実施してまいりましたが、平成28年

度で地方創生加速化交付金を活用し、サテライトオフィス都市部企業ニーズ調査を行った

ことをきっかけに、翌年度には大手ＩＴ企業と製薬会社の社員が休日を活用して本町に滞

在し、地域の魅力発信と新産業の事業化など、町の課題解決を目指すうらほろワークキャ

ンプを実施しました。参加者からは、浦幌でわくわくするような時間を過ごし、スキル向

上につながったとの意見があり、また参加者の話を聞いた都市部の企業人からは地方創生

にかかわった仕事への参加や副業、ボランティアを生かし、都市部での仕事とは異なる形

で自分の成長を図ることに関心を持っている方が多くいることがわかりました。また、本

町における地域の課題解決を図る事業として５つの提案がされ、その中から企業人と町民

が共同出資し、地場産カラマツなど針葉樹の加工販売を行う新会社が設立されたところで

あります。この取り組みは、先進的モデルとして評価され、国の地方創生総合戦略の基本

方針案の柱の一つとして盛り込まれたところであり、都市部における副業、ボランティア

という新たなポイントに着眼し、地域課題の解決を図るのがうらほろワークキャンプを発

展させた副業・ボランティアを活用した十勝うらほろ地域創生事業であります。これまで

も本町の基幹産業である第１次産業の振興と後継者対策に取り組んでまいりましたが、新

たな若者の仕事創造事業として本事業を行うことにより、農林水産業では生産される豊富

な素材を活用した商品開発や加工販売など、新たな産業の創出が図られるとともに、都市

部の企業人の訪問、参画による関係人口の増加や後継者対策及び空き店舗等の活用につな

がるものと考えており、こうした持続可能社会の構築への取り組みが浦幌町第３期まちづ

くり計画のメーンテーマである「みんなの知恵・世代を超えて創るまち」を基本とするま

ちづくりを推し進めるための根幹となるものと期待し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。 
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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、予算化いただいたこと、この先2040年の浦幌町のことを思って動き出す決断をい

ただいたことに深く感謝申し上げます。 

 これからの時代というのは、人口が減っていくという近代日本がいまだかつて経験した

ことのない時代に入っていきます。皆さん重々ご承知かとは思いますけれども、消滅可能

性都市であったり、日本全国がこれからどうしていくか、ＡＩの進化も含め、この先のこ

とは誰にも予測し得ない未来になっていくというふうに私は考えています。この中で都市

部、日本の第一線で活躍されている企業人の方の見識をお伺いする機会をつくっていただ

いたということは、本当に得がたいものだというふうに考えております。この機会を、こ

の成果を最大化できるか、もしくはそのまま変わることが少なく終わってしまうのかとい

うのは、浦幌町にいらっしゃる皆様がどういう反応をするかというところにかかってくる

のではないかと思います。これは、行政だけということではもちろんなくて、民間の方で

あったり、または現役世代を引退された高齢者の方であったり、本当に町一丸となって取

り組んでいくことだというふうに考えています。今までの時代、右肩上がりの時代であれ

ば、今できることをやっていく、汗をかいていれば発展していくという時代だったかと思

います。こういった時代も既に終わっておりますので、これからは未来を予測していく、

そしてそれに対して何をどう考えて、どう行動していくか、こういったことが本当に求め

られる。これは、現役世代云々ではなく、浦幌町に暮らす方々全てが考えていただく必要、

必要があると言うとちょっと押しつけがましいですけれども、そういった方々をふやして

いくこと自体が浦幌町の財産になっていくというふうに考えています。ぜひ浦幌町一丸と

なって、行政、官民問わず一丸となって取り組めるよう、もう先日の議会で今年は計画づ

くりだというふうに伺っておりますので、計画をつくっていく中で浦幌町一丸となって取

り組んでいけるように、もちろん私も頑張っていきたいと思いますけれども、理事者の方々

も、そして民間の方々もみんなで頑張っていければと思っております。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

〇田村議長 これで高橋匠議員の一般質問を終わります。 

 以上で一般質問を終結いたします。 

 

    ◎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、これをもって散会します。 

なお、会議の再開は明日午前10時といたします。 

散会 午前１１時５７分 


