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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12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。 

 平成26年第３回浦幌町議会定例会、本日５日の運営について２日午後、議会運営委員会

を開催し、理事者より追加議案３件の説明も受け、協議をいたしましたので、報告いたし

ます。 

 本日の日程は、一般質問と平成25年度決算審査を予定しております。一般質問は、通告

順に二瓶隆議員、髙橋利一議員、野村俊博議員、差間正樹議員、福原仁子議員、関井雅明

議員の６名より７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。一般質問に続き、平成25年度決算審査に入ります。

質問者は、わかりやすい質疑を心がけていただきますとともに、活発なる議論を期待いた

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。 

 一般質問は、浦幌町議会会議規則第61条第５項及び同条第６項の規定により、一問一答

方式により行います。質問時間については質問、答弁を含め45分以内とし、発言残り時間

については場内掲示板に表示されます。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、５番、二瓶隆議員の質問を許します。 

 二瓶議員。 

〇二瓶議員 ５番、二瓶隆でございます。今回の定例会において、通告に従い一般質問を

させていただきます。 

 人口減少対策についてを伺います。本町では、平成23年度から平成32年度までの10カ年

の第３期まちづくり計画において、最終年度の浦幌町の人口を5,000人と想定し、いかに人
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口減少を食いとめるかを重点に計画を進めてきておりますが、計画書の中の数値を見ます

と、平成22年３月における人口は5,762人であったのが、平成26年７月末現在では5,290人

となり、この４年余りの間に約500人近くの減少をたどってきております。 

 過疎地域である我がまちが人口減少対策を図ることは非常に困難であることは一定程度

理解するものでありますが、第３期まちづくり計画では、定住対策推進のためのプロジェ

クト、これを進めるとし、３本のプロジェクトについては予算措置をし、人口減少対策を

強力に進めると言っております。 

 本年の５月に民間有識者の日本創生会議が、全国の市町村の約半数が人口減で将来消滅

する可能性があると、この試算を出されたわけでございますが、この報道は非常にショッ

キングなことであり、その中で国は、人口減少対策としての地方創生に対応すべく新たな

閣僚を配置するようなことも報道で言われております。まさに日本国自体が、人口減少対

策は喫緊の最大重要課題として大きくクローズアップされております。 

 このような状況にあって本町として、定住対策推進のための重点プロジェクトについて、

計画期間に捉われずスピード感を持って進めるべきと思いますが、町長のお考えを伺って

おきたいと思います。計画時から現在までの各種要因による人口、あるいは第３期まちづ

くりの重点プロジェクトにおける平成23年度から各年度別の事業等も含めてコメントをい

ただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 二瓶議員のご質問にお答えをいたします。 

 本町においては、昭和34年をピークに人口は減少の一途をたどり、平成20年３月末には

6,000人割れとなりました。その後も転出が転入を上回る社会動態による減少や、死亡数が

出生数を上回る自然動態による減少が続くなど人口減少に歯どめがかからず、このまま人

口減少が進むと、町民生活の活力低下を招くばかりではなく、地域経済や町財政にも大き

な影響を及ぼすことになりますことから、地域経済や財政に影響を与えることなく、平成

23年度を初年度とする浦幌町第３期まちづくり計画において、人口減少への横断的対策を

強力に進めるための三つの重点プロジェクトを策定し、そのプロジェクトに沿った施策を

現在推し進めているところであります。 

 重点プロジェクト一つ目の子どもを産み育てる環境整備では、中学生までの医療費の無

料化や通常保育料の第２子半額、第３子以降の無料化、各種予防接種に対する助成を行う

など、子育てにかかわる経済的負担の軽減を図り、未来を担う子どもたちを安心して育て

られる環境づくりに取り組んでまいりました。 

 ２月に厚生労働省が、女性１人が生涯に産む子どもの推定人数を示す合計特殊出生率に

ついて公表いたしましたが、その結果、本町の出生率は1.69でありまして、全道で10番目、

十勝管内では１番目に高い出生率でありました。この結果がこれまでの取り組みの成果の

あらわれであるとしたら、大変喜ばしいことであると思っているところであります。しか
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し、人口を維持するための出生率には達していないことから、出生率をより高めるために、

今後も子育て環境の充実に向けた施策に取り組んでまいります。 

 二つ目の重点プロジェクト、雇用機会の新規創出では、各産業の担い手の育成、確保の

ため、新規就農者への補助金の交付や、中小企業者等への新規雇用者１名に対し補助金を

交付するなどの事業を進め、雇用機会の創出を図り、定住人口の増加に努めてまいりまし

たが、現在まで多少の雇用増にはつながっているものの、定住人口の増加にまでは至って

いない現状であります。今後も雇用機会の創出を図り、定住促進につながる施策について

検討してまいります。 

 三つ目の重点プロジェクト、居住環境の整備では、新規移住者、町内在住者の住宅新築、

中古住宅購入に対する補助や、住宅のリフォームに対する支援を実施してまいりました。

住宅の新築、中古住宅購入に関する申請は、平成23、24年度で27件、住宅リフォームにか

かわる補助については、平成23、24年度では45件の申請があり、本町への定住促進に一定

の成果があったものと考えています。 

 また、移住等を希望される方々に本町での生活体験をしていただくための住宅１戸を平

成24年度に整備し、平成25年度から移住体験事業を始めています。現在までに18組の方々

にご利用いただき、体験された方から完全移住につながった事例もあります。本定例会に

補正予算を提案し、可決いただきましたが、今年度は旧教員住宅１棟２戸を改修し、来年

度からは移住体験住宅を３戸にふやし、さらなる移住者の増加を目指してまいります。 

 人口減少問題は、本町のみならず日本国全体の問題となり、国を初め各地方自治体が緊

急の課題として対策を模索しているところであります。 

本町においても、国や北海道の動きを注視しつつ、これ以上の人口流出を防ぐため、浦

幌町に住みたい、住んでよかったと思う人を増加させるために、三つの重点プロジェクト

を中心に施策を展開するとともに、新たに必要な施策についての検討も進めてまいります。 

 以上、二瓶議員への答弁といたします。 

〇田村議長 二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいまるるご答弁をいただいたわけでございますが、第３期まちづくり計

画における重点プロジェクト３本伺いました。子どもを産み育てる環境整備、二つ目とし

て、雇用機会の新規創出、三つ目として、居住環境の整備、これらについてそれぞれにお

答えをいただいたわけでございますが、現在までの進捗状況を答弁されて、その効果につ

いては一定程度ということの中で、余り詳しい内容ではなかったと思いますが、計画を進

めてから４年目になります。検証することもかなり難しい部分もあるかと思いますけれど

も、人口減少、定住対策は浦幌町にとって最重要な課題であり、冒頭申し上げましたとお

り、スピード感を持って進めるべきであろうと思います。 

 この三つの重点プロジェクトについて、いかに効果を発揮すべきか。それは、町民がこ

の政策についてどのように満足、あるいはまたどのように理解をしているのか。そこで、

重点プロジェクトを進めるに当たって、住民と行政が一つになり、推進組織等のようなも
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のを立ち上げながら住民の意見を反映することはできないのか、その辺を再度お聞きした

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。 

〇菅原まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 現在本町におきましては、人口減少対策につきまして、三つの重点プロジェクトを策定

いたしまして対策をとっているところでございますけれども、これらにつきましての進捗

状況等につきましては、今現在は町の総合振興計画審議会あるいはその下部組織でありま

す各部会におきまして今現在の計画の進捗状況を精査、検討していただいているところで

ございます。 

 ただ、それだけではなく、今現在進めておりますまちづくり出張説明会、地域に出向き

まして、浦幌町の現状あるいは新規事業等につきましても、私どもまちづくり政策課ある

いは関係課が各行政区に出向きまして、いろいろお話をさせていただいております。そう

いう機会も持ちながら、まちづくり計画がスムーズに推進されることを考えまして、今現

在はそういう形で実施しているところでございます。 

〇田村議長 二瓶議員。 

〇二瓶議員 町長は日ごろから、浦幌町に住みたい、あるいは住んでよかった、そういっ

た方を増加させるための重点プロジェクトかと思いますが、町民に対して日ごろ言われて

いることに対しても、協働のまちづくりを進めたい、そう常日ごろ言われているわけです

が、浦幌町に住む定住が図られて人口減少対策になることにおいての協働とは、町と町民

が同じ思いでまちづくりを進める、これが本来の協働のまちづくりかと思います。したが

って、先ほどの説明の中で、関係のある各課とも連携をとりながらという説明もありまし

たが、町職員も、浦幌町に住んでこそ意味のある仕事が進められると思います。 

 そこで、町職員、要するに町長以下全職員、行政においても、消防職員においても、教

職員等においてもそうでございますけれども、その中で、通勤あるいは世帯が分かれて住

んでいるとか、いわゆる単身赴任のことでございますが、そういった方々がいるのかどう

か。ということは、先ほど申し上げたように、行政と町民が一体となって進める協働のま

ちづくりということも言われておりますので、まず職員のことについても伺っておきたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 町職員が町政を進めるに当たって、地域に根差して、きちんと自分のまち

に住みながら仕事をしているのかというご質問だというふうに思います。 

 基本的に当然、町の職員である以上、町民とともにまちをつくるわけですから、我がま

ちに住んで一緒にまちづくりをするというのが大原則だというふうに思っております。そ

の中で、そういう事例があるのかというご質問でございました。今、数人いるというふう
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に思っております。ただ、その方々については、当初浦幌町に住んでいたわけでございま

すが、親の面倒を見なければいけないですとか、あるいはご主人が転勤によって他町村に

行ったというような事例の中で数件あるというふうに思っております。 

 あと、当然採用等にかかわっては、基本的に居住については、法律的には強制的にどう

のこうのということはできないわけでございますが、ただ、採用に当たっては当然、地域

に住んで一緒に仕事できますかというような中身で確認をさせていただきながら採用等も

やっているわけでございまして、新たに他町村に住んでという事例については、最近では

ないというふうに思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 二瓶議員。 

〇二瓶議員 今、確かに差しさわりのない答弁であったかと思いますけれども、私が申し

上げたいことは、町長は事あるごとに、町民と一緒になってこの浦幌をやっていかなけれ

ばならない。将来人口、これらも一つの目安として、5,000人を割らないようなまちにした

いという言葉も当然言われております。このことについては、平成22年度でしたか、私も

一般質問の中でさせていただいたときにも、まず庁舎内においても職員同士の連携がいま

いちなされていないのでないか、そういったお話もさせていただいたこともございます。 

そういった中で、遺憾に思われるような言葉もいただきましたが、差し当たって町民と

協働でやる浦幌町にとって、町長の思いというものを職員自体が心に受けとめて行動して

もらわなければいけないなと。それでこそ町民にも説得力があるのかなと思いますが、そ

の辺を町長はどのようにお考えか、最後に町長に伺って質問を終わりたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 議員のご質問にありますように、協働のまちづくり、これは浦幌町の大原則

という形で私どもは考えているところでありまして、町政執行もそのように取り計らって

きているつもりであります。 

職員とそういう共通認識を持っているのかというご質問でありますけれども、私どもと

しましては、職員の皆さんにも、常に町民の目線に立った仕事をするように、そして町の

ためにどのような仕事ができるのかということを常に問いかけながら、共通の認識を持っ

て仕事をしていただいているというふうな認識を持っているところであります。そういう

面では、二瓶議員から指摘があるような、指摘とは言いませんけれども、そういう疑念が

あるようなことがもしあるとすれば私の不徳のいたすところでありますし、今後そのよう

なことのないように職員とともに一致団結しながら町政を進めてまいりたいというふうに

思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇二瓶議員 以上で終わります。 

〇田村議長 これで二瓶隆議員の一般質問を終わります。 

 次に移る前に連絡を申し上げます。場内大変暑くなってきてございますので、上着は自
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由に外してよろしいので、お願いをいたします。 

 次に、11番、髙橋利一議員の質問を許します。 

 髙橋議員。 

〇髙橋議員 今定例会において、高齢者宅などの除雪対策について質問をいたします。 

 浦幌町は、少子高齢化が進行し、また若年層を中心とする人口流出が見られ、その結果

人口減少となり、取り巻く環境は大変厳しい今日であります。 

 第３期まちづくり計画の基本構想では、さまざまな社会情勢の変化に対応するため基本

目標を定めており、そして効果的な施策を推進することが求められております。 

 基本目標では、安心して子どもを育て、いつまでも暮らせるまち、心にゆとりを持って

安心して生活できるまちをうたっており、地域福祉、高齢者福祉、障がい者福祉の充実、

そして道路交通網の整備を施策項目として掲げております。 

 これから降雪期を迎える75歳以上の高齢者や体の不自由な方、さらに母子家庭の方々な

どは、除雪作業に対する不安が肉体的にも精神的にも重くのしかかってきます。こうした

方々が安全で安心していつまでも暮らすことのできるまちづくりをするためにも、高齢者

宅などの除雪に対する施策が必要と考えます。町長の考えを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 髙橋議員のご質問にお答えします。 

 冬の降雪時における町道の除排雪につきましては、毎年町民の皆様にご理解とご協力を

いただき、除雪事業を実施しているところであります。 

 冬の高齢者宅などの除雪対策につきましては、本町では浦幌町高齢者住宅福祉支援事業

として、65歳以上の方及び65歳未満であっても町長が特に必要があると認めた、居宅で日

常生活を営むのに支援を必要とする方々に、安否の確認、除雪サービスなど日常生活上の

軽易な援助を行う軽度生活援助事業を実施しております。 

 この事業の一つであります除雪サービスにつきましては、体を動かすことに対し何らか

の支障があり、自力では除雪が困難な方を当該事業の対象者としていますが、その対象者

の把握につきましては、民生委員のご協力や訪問介護員などからの情報提供、また高齢者

などからの生活相談において対象と見込まれる方々の生活状況等を確認した上で、自力で

の除雪が困難な方を除雪サービスの対象者として登録しております。実施に当たっては、

町は社会福祉協議会に除雪サービスの委託を行い、社会福祉協議会は高齢者就労センター

及び除雪ボランティアに除雪を依頼し、除雪サービスを実施しております。 

 現在、軽度生活援助事業における除雪サービスの対象者は、町全体で62世帯、市街地区

では26世帯が登録しております。また、対象者につきましては、毎年降雪前に社会福祉協

議会と協議をし、対象者の確認を行い、対応しているところであります。 

 除雪に当たりましては、おおむね10センチ以上降雪があった場合、基本、玄関先から公

道に面するところまで、一般的な生活範囲に支障がない必要最小限での除雪を行っている
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ところであります。 

 冬の除雪作業は大変な労力を要しますが、高齢者世帯や母子家庭等、みずから除雪可能

な方々におかれましてはこれまでどおり個別に対応をお願いしますとともに、日常生活に

おいて支援を必要とし、除雪が困難な方々につきましては、引き続き民生委員及び社会福

祉協議会と連携を図りながら除雪サービスを実施してまいりたいと考えておりますので、

ご理解お願いいたします。 

 以上、髙橋議員への答弁といたします。 

〇田村議長 髙橋議員。 

〇髙橋議員 まず最初に、何点か施設課に伺いたいと思います。 

 浦幌町の除雪出動の要件と過去３カ年の除雪と排雪の回数はいかがになっているか、お

答え願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今の髙橋議員のご質問でございますが、まず浦幌町の除雪出動の要件と

いうことと、あともう一つは、過去３カ年の除雪と排雪の回数ということでございます。 

 まず、最初の除雪の出動の要件ということでございますが、これにつきましては新雪に

対する除雪の実施ということで述べさせていただきます。降雪量につきましては、おおむ

ね10センチに達した場合に出動いたします。出動の時間につきましては、作業の安全性で

すとか、あと効率ですとか、あと経済性なんかを考慮いたしまして、夜間の除雪は控えて、

翌日の午前４時ぐらいからを基本としております。対して、気象情報ですとか道路状況に

よりまして、それは判断しながら臨機応変にやらせていただいています。歩道につきまし

ては、主に市街地区における幅員２メーター以上の歩道について対象にいたしまして、通

学路ですとか、あと緊急を要する施設関係、そういったものを優先的に実施させていただ

いています。 

 次に、過去３年の除雪と排雪の回数ということでございますが、これにつきましては、

降雪状況は毎年それぞれ異なりますけれども、新雪に対する出動ということで、まず23年

度、これにつきましては、ちなみに降雪量なのですけれども、年間377センチ降ってござい

ます。除雪につきましては８回、排雪は１回です。24年度につきましては、365センチが降

りまして、除雪は14回、排雪は２回でございます。25年度、昨年度は少なくて147センチと

いうことで、除雪回数は５回ということで、排雪は１回ということです。その他、吹雪に

よる除雪とかそういうことは、ほぼ毎日のように出動している状況です。 

 以上です。 

〇田村議長 髙橋議員。 

〇髙橋議員 ただいまの答弁で、昨年25年度は例年の半分ぐらいの降雪という形で伺いま

した。高齢者の皆さんは、夜に雪が降ると、外を眺めながら、何センチぐらい積もるのだ

ろうな、あすの朝の除雪は本当に厳しいな、つらいなと、そういう気持ちで降雪を見なが
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ら、あすの朝を思案している状況にあると聞いてございます。そういう中で、市街地にお

ける除雪体制は車両何台なのか、さらにどのようになっているのか。また、除雪の際、雪

がかたく、塊となって玄関前や出入り口などにあり、雪かきをするのに非常に苦労してい

る状況にあることは承知しているか、そのような状況を解消する方策はないのか、伺いた

いと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 今の、まず浦幌町の除雪体制といいますか、車両の出動台数なのですけ

れども、これにつきましては、町内の除雪作業は、東西南北にすごく長いということもご

ざいまして、町道の実延長に関しましては、297.4キロのうち264キロを除雪対象としてお

ります。歩道除雪につきましては、主に市街地を対象としておりまして、31.7キロという

ものを実施してございます。そして、台数なのですけれども、町の所有車両につきまして

は11台、借り上げ車両につきましては15台、委託車両につきましては５台ということで、

計31台で浦幌町全体を実施してございます。 

車両の地域の区割りといたしましては、上浦幌地区につきましては委託車両が５台、中

浦幌地区につきましては借り上げ車ということで、あと厚内とか下浦幌地区、これにつき

ましては借り上げ車と町所有の車両によって実施してございます。市街地につきましては

主にショベルドーザー３台ということで対応させていただきまして、東のエリアと西のエ

リア、そして北栄、帯富、その３区分といたしまして、公共施設の駐車場等も一緒に除雪

しているような状況でございます。 

 次におっしゃられた、除雪の際、雪が、玄関前というのですか、出入り口に塊となって

残っていると。それに苦慮されているということでございますが、まずかたい雪が残ると

いう状況は、大変除雪に対してご苦労されている状況は、私たちも十分承知しております。

町民の皆様から苦情を承ることもございます。 

このような状況ができる状況なのですけれども、除雪ドーザには汎用の動くプラウ、こ

れを使用していますが、特に３月のかたく重い雪というのですか、そういったもののとき

には、どうしてもべた雪だとプラウからあふれてしまいます。それによって、本当に故意

的ではないのです。真っすぐ押すのですが、それでもどうしても雪があふれ出て、どこか

で塊となって残るような、そういう状況があります。技術的には、完全に残さない状況を

つくるのは大変難しいというふうに思ってございます。 

 こういった状況を解消するためにはということで言われましたが、これにつきましては、

例えば別途、その後に小型ショベルなどを複数台用意して、配置した上で行うという方法

は考えられますが、ただそのためには、今の除雪体制ですとか、あと人員の確保、それと

か経済性と効率性、そういったものを総合的に判断しながらやっていかないと、これも簡

単にできることではないのかなと思いますが、難しいことです。 

除雪作業に関して、後先がどうしても出てきます。もしそういうのを備えたとしても、
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常に循環するというような状況をつくらないと解消できないと思うのですけれども、それ

でも後先がありますので、これまた難しい状況になるのかなというふうには思ってござい

ます。私たち除雪の担当といたしましても、今後においても作業には十分慎重を期しまし

て、極力残雪が少なくなるような形で行いたいと思いますので、町民の皆様におかれまし

ても、作業は本当に大変だと思います。特に高齢者になると大変なのは承知してございま

す。そのような状況はわかりますが、どうかその辺の点をご理解いただきまして、除雪作

業にご協力願いたいなと思っています。 

 以上です。 

〇田村議長 髙橋議員。 

〇髙橋議員 ただいま施設課のほうから答弁がありましたが、極力何とか、浦幌町には59の

行政区がございます。それも、上浦11、中浦６、南浦幌13の厚内６、市街地区23という59の

行政区があるわけでございますけれども、どこに住んでもそういう高齢者が安心して住め

る。それは、冬の除雪作業のその辺を解決してやることが非常に重要なことでないかなと

思います。 

それには、先ほど言いましたように、雪の塊等を取り除くには、高齢者には無理な作業

もございます。そういう中に、例えば高齢者、75歳以上のひとり住まいだとか、そういう

ものに対する把握をきちっとされて、うんと降った状況のときにはそういうものが出動で

きる、小型ショベルが出動できるような体制もまた、今後浦幌町にとっては大事なことか

なと、このようにも感じております。その辺十分検討されながら、今後の対応に生かして

いただきたいというふうに考えます。 

 次に、先ほど町長の答弁の中で、保健福祉課対応になると思いますけれども、軽度生活

援助事業を実施しているとのことだが、除雪サービス以外に行っている内容、実績につい

て伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいま髙橋議員からのご質問で、軽度生活援助事業を実施してい

るが、その内容というようなご質問でございますが、軽度生活援助事業につきましては、

日常生活において見守りが必要な高齢者等への安否の確認、それから降雪におきます除雪

サービスなど、日常生活上の軽易な援助を行うものとして現在実施しております。 

平成25年度の実績といたしましては、居宅で日常生活を営むのに支援を必要とする方の

安否の確認として、町に登録している対象者が78人で、訪問による安否確認回数が延べ

607回、電話による安否確認回数が延べ34回、合計641回となっています。また、除雪サー

ビスですが、先ほど町長の答弁でも述べましたが、町に登録している対象者が町全体で62世

帯で、12月から３月までの期間、延べ433回の除雪サービスを提供しているところでござい

ます。なお、市街地区は、町に登録している対象者が26世帯で、延べ183回の除雪サービス

を提供していると、そういうような実績でございます。 
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〇田村議長 髙橋議員。 

〇髙橋議員 ただいまの説明の中で、安否確認、さらには外出時の付き添い、家回りの手

入れ、除雪サービス、そういった関係で軽度生活援助事業等の対応がやられているという

実績が今確認されたわけでございます。そういう中で、市街地区対象者も26世帯ある、延

べ443回という出動を行っているという状況も、今確認をされた状況にございます。そうい

う中で、非常に保健福祉課の対応されている中身というのは数多く、限りなくやられてい

るのだということも今確認をされたわけでございます。さらに、そういう中で、高齢者、

母子家庭等、俗に言う生活弱者の件数はいかほどあるのか、お伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまのご質問でございますが、高齢者、母子家庭等の件数でご

ざいますけれども、高齢者の件数につきましては、大変申しわけありませんが、現在手元

に持っている資料は市街地区だけのデータしかございませんので、まず市街地区の高齢者

の数ですが、とりあえず高齢者の生活弱者というものの年齢を例えば75歳以上だと仮定を

しますと、ひとり暮らしの方が105世帯、それから２人暮らしの世帯が79世帯、合計184世

帯でございます。また、母子家庭ですが、18歳未満の子どもとその母親または父親などの

母子及び父子世帯は41世帯ということで把握しているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 髙橋議員。 

〇髙橋議員 高齢者、母子家庭等、浦幌町内、先ほど言いましたように、59行政区の中に

はたくさんの人たちが暮らされているということも今わかったわけでございます。そうい

う中で、75歳以上の市街地区105世帯、そして２人暮らしが79世帯という状況の中で、今後

も数限りなくそういう形がふえていく状況にあるのかなともまた予想されるわけでもござ

います。その関係も含めて、次に、ほかの自治体で除雪に対して何か方策を講じている市

町村はないのか、ここで確認をしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまのご質問でございますが、他の町村で何か方策を講じてい

る町村はないのかというようなご質問でございますが、これにつきましては、十勝管内に

おいては全ての市町村におきまして、高齢者の福祉施策としまして除雪サービスを実施し

ているところでございます。 

除雪サービスの内容といたしましては、身体的に何らかの支障がありまして、また近隣

に親族がおらず、地域に協力者がいないなどの自力では除雪が困難な方々に対しまして、

除雪の利用券の発行、または非課税世帯に対しまして除雪費用の一部を助成するなど、ま

とまった雪が降った場合には玄関から道路まで、生活道路としての必要最小限の除雪を行

うという形でほかの市町村も支援をしているというような内容でございますが、いずれに
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いたしましても他町村が行う除雪サービスの実施対象者につきましては、ほとんどは本町

と同じように自力での除雪が困難な方への支援策となっているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 髙橋議員。 

〇髙橋議員 今説明を伺うと、十勝管内１市16町２村あるのでございますけれども、そう

いう中で、我がまちと変わらない、全て独自に高齢者福祉政策の中の除雪サービスを行っ

ているという状況を今把握させていただきました。 

 次に、高齢者等の町民に対して、除雪作業の手助け、または業者などに依頼する費用の

補助の考えはいかなる考えを持っているか、お伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいま除雪作業などに対する費用の助成ということでのご設問で

ございますが、常日ごろ町民の皆様におかれましては、福祉行政に限らず、さまざまな面

におきましてご協力をいただきながら、まちづくりというような形のものでお願いしてい

るところでございますけれども、除雪サービスは、高齢者在宅福祉支援事業実施規則にあ

りますとおり、日常生活を営むのに支援を必要とする方を対象としているところでありま

すことから、自力では除雪できない方を支援していくことを基本としておりますので、ご

理解いただきたいと思います。 

 また、これまでどおり、一般の高齢者などでみずからの力で除雪が行える方につきまし

ては、まとまった雪が降ったときは、大変な作業だと思いますけれども、各自において除

雪対応をお願いしたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 髙橋議員。 

〇髙橋議員 除雪作業の手助けの関係については、それぞれ自力でできる方についてはや

ってほしい、これは当たり前のことだと思います。そのような形が、先ほど言いましたよ

うに、高齢者の本当に手助けが必要な人に対しては、そういう中身はどうなのかなと。今

後それも十分考えていっていただきたいと、このように思うわけでございます。 

 次に、日常生活において支援を必要とする高齢者等は、今後除雪に限らず、さまざまな

支援が必要になってくると思います。地域とまちの協働による支援等が必要と考えられる

が、その辺どういうふうに考えられているか、お伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 現在、高齢者や、それから障がいのある方々が住みなれた地域で安

心して暮らしていくために、今町では高齢者、障がい者の見守りネットワーク事業を実施

しております。この事業につきましては、町内の皆さんで高齢者や障がい者の方々を見守

り、支えていくというような事業でございます。ふだんの生活の中で、無理なくできる範
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囲で気軽な声かけなどを行っていただき、見守りをしていくというようなことでございま

すが、この事業は平成25年度から実施しているということでございますが、協力事業者、

それから行政区を含めた協力団体が地域で事業を現在実施していただいているところでご

ざいます。 

昨年度は、町民や協力事業者、そして協力団体から18件の情報提供がありました。その

18件の情報提供をもとに、その後介護保険サービスなどの支援につなげていくことができ

ました。今後も当事業を推進し、そして地域と町の協働による高齢者などを支えていく体

制を推し進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 髙橋議員。 

〇髙橋議員 今話された高齢者の障がいの見守りネットワーク事業、これは都会ではでき

ないと思うのです。我がまちならできると。それは、町内、町内、それごとに隣近所の人

たちがきちっと把握されている。そういう中で、この事業を充実させることによって、浦

幌町の高齢者等の皆様方とのいい意味でのヒューマンネットワーク、人間対人間のつなが

りをより深めていく形になろうかと思っております。ぜひ進めていただきたいと、このよ

うに思います。 

 そういう中で、一連の答弁をいただいたが、高齢者等に対してさらなる支援策、あるい

は我がまちの上、中、南、厚内、市街と、先ほど言いましたように、五つの地区の50行政

区、5,290人の皆様、老若男女、本当に浦幌町に住んでよかったという中身を見出していく

中に、そういった一番大事な、今まで浦幌町を盛り上げてきて、つくってくれた老人の皆

様方に対してそういった思いを貫く形、これを何とか最後に町長にお伺いしてみたいと思

います。お願いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 髙橋議員のご心配、またご指摘をいただいておりました高齢者の皆さんの除

雪作業というのは、大変なご苦労をされているということも十分承知しているところであ

りますし、またご指摘のとおりだろうというふうに思います。 

ただ、今まで答弁をさせていただいたとおりでありますけれども、この広い浦幌町で、

各戸全てを対象にして雪のないことをするということはなかなか難しいものがあるという

ふうに思っているところでありまして、できるだけ雪を残さない作業を心がけているとこ

ろでありますけれども、なかなかそうはいかないというのが現実だろうというふうに思っ

ています。 

 そういう面では、本当にご苦労をかけていることに相済まない思いはしておりますけれ

ども、ただ、今まで答弁させていただきました除排雪が困難な方、この方々に対するサー

ビスというのは今後も続け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し、そ

ういう点でもう少しサービスができる部分があるのであれば、今後とも検討は重ねてまい
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りたいなというふうに思っているところであります。 

ただ、体の動く方、元気な方については、申しわけありませんが、重たい雪になると思

いますけれども、これまでどおり、除排雪は個人でお願いをしなければならないというふ

うに思っています。雪が降った場合、素早く排雪、除雪をしなければならない箇所、通学

路等々があります。そういう箇所があるために、個々に当たるとなると大変除雪作業がお

くれるという点もございますので、この点はご理解をいただきたいなというふうに思って

います。 

いずれにしても、いろんなお年寄りの方に対する地域の協力というもの、これも必要な

点が今後出てくるだろうと思いますし、またそうしていただかなければならない部分が

多々あるだろうというふうに思います。町行政として、サービス、これからどのような形

ができるのかどうかについては今後とも検討を重ねてまいりたいと思いますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

〇髙橋議員 以上で終わります。 

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。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５８分  休憩 

午前１１時０９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けます。 

 次に、12番、野村俊博議員の質問を許します。 

 野村議員。 

〇野村議員 質問させていただきます。町民参加条例についての質問でございます。 

 この参加条例の質問につきましては、過去に同僚議員４名ほどがこの場で町長に質問し

ておりますけれども、私は制定後の取り組み、検証についての質問でございますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 平成24年４月から施行されました町民参加条例は、町長は初当選の行政執行方針の表明

以来、その制定に意欲を持たれ、幾度となく行政執行方針で述べられております。しかし、

体制の整備や調査、研究に時間を要し、なかなか実現に至らなかったのであります。 

 その後、一昨年平成24年の１月開催の第１回臨時会におきましてこの議案が提案され、

この条例は町民とともに協働作業によりつくられた初めての条例であり、策定に当たって

は町民ワークショップを立ち上げ、行政内部におきましては係長職を中心とした検討委員
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会を組織し、最終段階では、町民ワークショップと検討委員会の合同策定作業、課長会議

等での協議、そしてパブリックコメントを実施いたしまして、この条例制定に当たっては、

そのプロセスを大切にいたしまして、町民とともにつくり上げた期待すべき条例であるこ

とであります。そういうこともありまして、我々議会といたしましても、提案後特別委員

会を設置し、詳細に議論を重ね、そしてその年の３月の定例会の初日におきまして議決を

させていただいたところでございます。 

 町長は執行方針の中で、条例制定後も住民自治の実践とともに、理想とする条例に見直

しをしながら、成長する、育む条例として整備していきたいと、このように述べておりま

して、協働のまちづくりアクションプランでは、町民ニーズを的確に把握し、情勢に応じ

た変化に対応するためにも常に調査、検収していくということにしております。この条例

が協働のまちづくりへとつながっていくためにも、次の点について進め方、考え方をお伺

いしたいと思います。 

 まず、第１点でございますけれども、条例第10条では、審議会等の構成や委員の公募な

どを規定しております。条例の提案説明や特別委員会での質疑におきましての答弁におき

ましても、公募ということを前提にした中で、審議会構成ということを行政側の役割、責

任として明確に明示しております。町民参加という中で、町民皆さんが公募に応じていた

だきたい、また公募にかかわる改正につきましては、それぞれの審議会条例を持っている

ので、その中で対応していきたいと、このように説明されております。 

 しかし、委員会、審議会条例の改正にかかわる提案はいまだされておりません。条例の

評価すらできていない状態であると思われます。町民参加を規定した条例が機能していな

いのではないかと考えるところであります。条例施行後、行政組織としての取り組みが見

えてこないのであります。これまでの詳細な取り組みや今後の考え方について、まず１点

目お伺いしたいと思います。 

 第２に、条例の12条では、条例の検証及び見直しを規定しております。条例の提案説明

の中では、町民参加条例が規定された後、町民ニーズを的確に把握し、情勢に応じての変

化に対応していくため、条例施行後の町民に対する効果や影響について調査、検収するこ

とが、この条例を形骸化しない、そのためにも重要なことであると。その検討体制といた

しましては、町民による検討組織の設置をいたします。参加条例、協働のまちづくりアク

ションプランが内容、目的に沿って有効に機能しているかを検討していただく組織となり

ます。その検討結果をもとに、事務局を踏まえ、町長に報告した後、場合によっては条例

の改正というものがあるかもしれません。いずれにいたしましても、これらの検討結果に

つきましては年度の終わりに町民の方に周知していきたいと言っております。 

 また、ワークショップの意見や合同による会議においても検討委員会の必要性が議論さ

れ、行政、まちとしてもワークショップのメンバーにこの組織に入っていただきたいとい

うことも説明の中で発言をされております。町民と協働で策定した初めての条例であり、

いまだ検証する組織が設置されていないことは、お願いしたワークショップのメンバーや
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町民に対して説明がつかないのでないでしょうか。今後どのような取り組みを行うのか、

どのような具体的なスケジュールを考えているのかをお伺いしたいと思います。 

 最後に、３点目といたしまして、条例を制定しただけで形骸化はしないとの思いで、調

査、研究から始まった条例策定作業であります。長い時間をかけ、町民にも参加いただい

たことの姿勢、真剣さは大いに評価できるものであると考えております。今後は育む条例

として協働のまちづくりへつなげていき、最終的には自治基本条例の制定を視野に入れ、

ますます進化するまちづくりをすることが町民の期待するところではないのかと考えてお

ります。この町民参加条例が軌道に乗らなければ、自治基本条例の導入、またそれにおけ

る調査、研究にもおくれが生じるのでないかと懸念するところであります。この点につき

ましてどのような考えをお持ちかお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 野村議員のご質問にお答えします。 

 町民参加条例制定後の取り組みと検証についてでありますが、皆様ご存じのとおり、浦

幌町町民参加条例策定に当たりましては、町民による町民のための条例として、行政だけ

ではなく、広く町民の皆様にかかわっていただき、策定された条例と認識しております。 

さらに、策定に当たっては、町民による町民参加条例制定ワークショップ、役場職員で

構成する職員検討委員会で幾度となく重ねた議論を、最後には町議会特別委員会において

慎重なるご審議を賜りましたこと、改めて感謝を申し上げるところであります。 

 平成24年４月１日に施行されました本条例は２年半の経過を見たところでございます

が、いまだ十分に浸透しているとは言えませんが、町民参加の基本的事項を定めたもので

ありますので、少しでも多くの方にご理解をいただき、町民のためのまちづくりに邁進し

たいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 １点目の条例第10条、審議会等の開催の項目における公募の関係でございますが、同条

第２項の条項は、行政は、特に専門性が必要な機関、特定の個人や団体に関して審議等を

行う機関及び行政処分に関する審議等を行う機関を除き、委員を公募するよう努めますと

いう条文になっております。 

 この第２項の意味合いは、本町における各種審議会、委員会等の附属機関の委員の選定

については、選定条件に職種等を限定していない限り、公募の方法も取り入れるという意

味でございます。 

 現在、浦幌町総合振興計画審議会及び浦幌町行政改革推進委員会委員は、公募を行い、

委員の委嘱をしているところであります。 

 また、本条例制定時から現在まで審議会等のかかわる条例の制定や一部改正条例は４件

ございましたが、いずれも特定の専門職に限定しているもので、一般町民を対象とした事

例はありませんでした。 

 今後においても、改選期を迎える審議会等の委員を選考する際、特定の専門職に限定し
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ているもの以外は一般公募を行うよう努めてまいります。 

 ２点目の条例第12条、条例の検討及び見直しの項目における見直し組織の関係でござい

ますが、この条文は、条例の資料編のアクションプランと連動してうまく機能しているか、

また条例そのものを修正する必要がないか検証するもので、第三者による検討組織を立ち

上げると説明してきたものであります。現在、策定後３年目でございますので、検証材料

もそろいつつありますので、立ち上げに向け検討してまいりたいと考えております。 

 ３点目の自治基本条例を視野に入れた進め方の質問でございますが、せっかく多くの町

民の皆さんにかかわっていただき策定した町民参加条例でございますので、この条例を柱

に町民参加の理解を深めることがまず先決であり、まちづくり出張説明会でも話題提供し

て参加意欲を高めてまいります。また、庁内には検討組織を立ち上げ、検討体制を整備し、

どのように進めることがベストか、あるいは自治基本条例につながるのか検討してまいり

ます。 

 以上、野村議員の答弁といたします。 

〇田村議長 野村議員。 

〇野村議員 それでは、再度質問の内容についてもう少し深くお伺いしたいと思います。 

 １点目の公募についてでございます。町長の答弁には、今言われたとおり、浦幌町の審

議会、それから委員会、ざっと数えただけで40以上あります。その中では、答弁したとお

り、なかなか公募してはいけない委員会というか、審議会というか、する必要性のないも

の、また職員だけで構成された委員会、いろいろあります。そこで、答弁していただきま

した、町の総合振興計画審議会及び行政改革推進委員会、これについては公募してありま

すと。では、規定を読みましょうかということで持ってきました。私も生半可なことでは

わかりませんので。 

それで、確認いたしました。この二つについて。ちなみに、このようなものを持ってき

て申しわけございません。町の規程集ですから。行政の推進委員会の設置条例です。そこ

で、組織の中に、町長は、委員の委嘱に当たっては、委員の一部を町民から公募によらな

ければならないと書いてあるのです。公募。それでは、次読みましょう。浦幌町総合振興

計画条例の中の組織の中には、審議会は、委員50名以内をもって組織し、その委員は、知

識、経験を有する者のうちから町長が委嘱するのです。これには公募という規定が入って

いないのです。そうしておきながら、まちづくり町民基本条例では公募をします、公募に

努めます、審議会を設置しますと明言しておきながらもう２年半ですよ。 

調べました。まちづくり条例。その後に別に審議会の施行基準も何も入っておりません。

当然、先ほど説明した一部改正４件ある中には、まちづくり基本条例の審議会に対する要

綱も規程も何もつくっていない。ということは、条例を議決、設置した。いろんな形で町

民に対するメルマガだとか、それから町民の説明会、職員をもった説明会とか、そういう

面では行っているのはたまたま町長からもお伺いしておりますけれども、基本中の基本の

やりますと言ったこと、そしてこの条例を次に見直し、本当に時代に即した形で育む条例。 
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町長はたびたび執行方針の中で、形骸化しない、これを育んで条例化を進めていくのだ

ということをしておきながら、制定した後、施行した後は何ら約束が守られていない。こ

れについてお伺いします。間違いなく審議会は設置されていないのです。なぜなのか、今

後どう対応するのか、その辺だけ確認しておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 まず、１点目の町民参加条例の10条の公募の関係でございま

すけれども、現在公募で委員を委嘱しておりますのが、先ほども町長のほうからお話しし

ましたとおり、総合振興計画審議会、それから行政改革推進委員会、この二つでございま

す。それで、行政改革推進委員会につきましては、野村議員ご指摘のとおり、明確に条例

に公募をうたっております。もう一つの総合振興計画につきましては、知識、経験を有す

る者のうちから町長が委嘱するということで、従来どおり、変更されていないという形を

とっております。 

 それで、公募につきましては、町側独自で勝手に選任するわけにはいきませんので、そ

ういう意味では、条例である程度限定をするという手法がとられております。それで、総

合振興計画につきましては、知識、経験を有する者のうちから町長が委嘱するでございま

すので、この知識、経験を有する者というものがどういうものか、どういう方かという議

論になると思います。 

それで、知識、経験を有する、いろんな知識があると思いますけれども、どの知識だと

いう限定はしていないのです。そういう意味では、ある程度許容範囲があって、一般の方

でもまだ対応できるというふうに考えております。それから、識見者という表現の仕方を

したり、あるいは知識経験者、ある程度そういうふうになってきますと限定が狭まってく

るというふうに考えておりまして、ただ知識経験者というだけであれば、私などは法律の

専門家ではありませんのでわからない部分もありますけれども、総合振興計画の議論をし

ていただく方でございますので、浦幌町に住んで、かかわりを持った方で、そういうこと

に興味を持っていただく方につきましては、町民参加条例の趣旨に基づきまして大いに参

加していただきたいということで、総合振興計画につきましては一般公募で募集している。 

ただ、条例につきましては、ほかの項目があれば一緒に改正すべきだとは思いますけれ

ども、今まで改正のタイミングというのがなかったものですから、議員のおっしゃってい

ます、町民参加条例が制定された以上は、かかわってくる条例は改正すべきだという考え

方もございますけれども、今のところ何かのタイミングがあれば一緒に必要であれば改正

をしたいというふうに考えておりまして、現在改正していないという状況下にあります。 

 それから、条例の見直しということで、条例を育むというお話がございましたけれども、

それは多分町民参加条例の12条の関係だと思います。それで、12条の関係は、第三者によ

る検討組織を立ち上げるという、条文には書いてありませんけれども、従来そういう説明

をしてきたところでございます。それで、第三者委員会を立ち上げるということにつきま
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しては、先ほども町長も答弁しましたけれども、最初からすぐ検討するといっても、なか

なか話題がないといいますか、検討する材料が足りないと。年数がある程度たった上でそ

ういう組織を立ち上げて、そしてもんで、そして支障のある部分については条例改正のほ

うにもできるものはつなげていくというような、そういう意味合いでの育てるということ

だと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 野村議員。 

〇野村議員 親切丁寧な説明で申しわけございませんけれども、次の２項目めの質問まで

私は先ほど町長から答弁いただきまして、再質問はしておりませんけれども、大体公募と。

検討委員会と、それから審議会、大体似通った問題なので、ありがたい説明だと思います。 

 それで、申しわけございません。育む条例というのは、これは一番先に町長が、これは

平成19年の第２回定例会といったら当選後初めての議会なのです。そこで、執行方針の中

に、この条例、まちづくりですね、この条例は、条例づくりの過程を大切にし、条例制定

後も住民自治の実践とともに、理想とする条例に見直しながら、成長する、育む条例とし

て整備していきたい。このときに一番最初に、町長が当選後初めて、あのときは６月です

か、第１回の議会のときに、もうこのときには町民基本条例の中で育む条例。そのときに

は一般質問もありましたし、その後整理しますと、形骸化したくない、常に検討を加えて

衣がえをしていくというのは、これは22年の執行方針でも述べておりますし、そして23年

には、町民参加条例制定に向けた町民ワークショップとの協働作業。常に町長は、これは

並々ならぬ努力で、首長として就任以来、本当にこの制定にはすごい努力をして、そして

ようやっと24年の４月に日の目を見たのです。 

 ただ、私が言いたいのは、その後、単なる公募します、審議会を設置します、そして検

討委員会で十分に見直します。そのとおり、町長の言ったとおりのことをきちっとうたっ

ているのです。だけれども、実際にやっていないから私きょうここに立っているのです。

それで、最後の質問につながりますけれども、言ったことはやりましょうよ。できなかっ

たらそれはどうなのかということは、検討委員会すらなかったらそこもできないでしょう。 

前回の所管事務調査がありますけれども、我々の文教厚生も、行革の2011、所管させて

もらいました。職員の検討委員会すら設置していないので我々もあきれたところですけれ

ども、それはきちっと決められたルールは守ってやらないと、Ａ評価だ、Ｂ評価だ、Ｃ評

価だというのは本当に信頼できるのということになるのです。それはまた先ほど言った別

の問題ですけれども。 

それで、先ほど言ったように、公募をする、だけれどもこの人はできないよというのは

当然わかります。それは我々も説明受けましたし。そうしたら、公募して審議会をつくり

ます。努力します。次に、第２点目も答弁いただきましたので、言いましょう。検討委員

会、ワークショップ、28名です。それは、そこに振興計画の職員をそのままスライドして

きて、これに入ってもらったと聞いています。その中で、そして係長職13名だと思います

けれども、それで一緒に合同ででき上がっただけに、これはぜひ見直していかなければな
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らないねと。検討委員会が必要だねと。そうしたら、立ち上げた、つくった人たちも委員

に入ってもらったほうがいいですねということで検討委員会を立ち上げますよとちゃんと

説明のときに言っているわけです。２年半たっているのですよ。 

そして最後、先ほども私も質問しましたとおり、年度の末にはきちっと町長に報告をし

て、そしてそれを町民に知らしめるとまで説明して、そして我々、よし、わかった。これ

だけ誠意を持ってつくってもらった条例だし、基本的なスタンスはわかりますからという

ことで、いろんな意味で、目線が高いとかいろんなことも議論ありましたし、行政の意向

もわかりましたので、我々は議会の初日に議決してスタートしたということです。 

 もう一つ言わせてもらうと、我々もそのときは一緒に議会基本条例を制定していました。

活性化という名のもとに51項目。約２年かかりました。そして、その中に、条例の８章の

26条と27条、条例の見直しをきちっと規定してあるのです。それで、今年は１年たちまし

たので、行政にかかわることについては、首長以下相対しましてお互いに評価しましたし、

当然１条から27条までの全てを議会運営委員会委員長のもとで評価しまして、そして公表

しまして、そして改善するものは改善するという形で進んでいるのです。 

それはなぜかといったら、検証する場所があるからできるのです。この条例には検証す

る審議会をつくる、検討委員会をつくると言いながら２年半たっているのです。今後の取

り組みと私も書きましたけれども、本当に申しわけないけれども、どうするのですか、こ

れ。協働のまちづくり、基本中の基本ですよ。やっていることは、先ほど言ったとおり、

メルマガだとか、そういう広報の充実だとか、こんなことは今までもやってきています。

すばらしいことをやっているのです。町民と一緒につくりましょう、その一番根本の条例

をつくっておきながら見直しも何もしていない。どうも考えられないのですけれども、そ

れについての答弁、考え方、それからどういうことか、先にまず確認したいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 ご指摘の部分でございますけれども、町民参加条例につきま

しては、基本的には、まちづくりに町民がいかにかかわっていくかというところの基本的

な手続の条例でございます。したがいまして、まちづくりにつきましては、行政だけがす

る仕事ではなくて、あくまでも町民とともに一緒に進めていきましょうという趣旨のもの

でございます。 

したがいまして、この条例ができたからといって、速やかに行政も町民も、行政のほう

はこういうことはプロといいますか、当然仕事でございますのでなれておりますけれども、

町民の方々につきましては、町でこういう条例をつくったとしても、なかなかすぐご理解

をいただけないというのが実態だと思います。したがいまして、そういう意味では、町民

の方に少しでもこの条例につきましてご理解をいただくために、条例が制定された１年間

につきましては、まちづくり出張説明会におきまして、各行政区において、こういう条例

ができたのですよというようなことでご説明してきたところでございます。 



                                             － 22 － 

 ただ、私も昨年、今年と、昨年課長に就任しましてこの仕事をしておりますけれども、

この参加条例につきましてお話をしましても、いまいち町民の方々の反応がちょっとどう

かなと。こういうふうにもう少し説明をしていかないと、この条例はなかなか難しいのか

なという感じを受けております。ただ、今年３年目でございますので、そういう意味では、

議員ご指摘のとおり、検討組織を立ち上げなければ、どこに問題等があるのかわからない

ということもございますので、そういう意味では、潮時といいますか、これからそういう

組織を立ち上げて、ましてや庁内における職員の検討会議も開催して、この取り扱いにつ

いてどうしていくのが適切なのかということを検討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。 

〇田村議長 野村議員。 

〇野村議員 申しわけございません。ちょっと強く言わせてもらいます。今ごろそんなこ

と言ってはおかしいでしょうと言いたいのです。こんな言葉で申しわけございません。先

ほど言ったとおり、町民の役割は第４条だけですよ、あとは行政のかかわる役割ですよと

いう、これは間違いなく13条の中で、かかわる町民がやる役割は４条ですと、これは説明

をちゃんと受けているのです。協働でやりましょう。そのとおりなのです。 

だけれども、あのときの特別委員会、私も委員長をやっていましたのでよく記憶してお

りますけれども、町民目線に立ち返らないとこれは進まないでしょうと言ったら、結局は

役割としては、町民に役割とかは課さないのですよと。ただ、協力で、一緒に参加してい

ただくことにやりましょうという。あとは行政マン、行政側があれをやらなければならな

い、こうしなければならないということなのでということで進めたと思うのです。今まで

の経緯を説明する何もなかったのですけれども、ただ問題は、先ほどから何度も言ってい

るとおり、そのためには町長が執行方針で言っている、形骸化しないようにきちっと見直

して進めていって、改正が必要だったら改正しますということ、それを思って、条例の制

定のときに説明受けているのです、我々は。そのとおりだと思う。 

ところが、２年半たっても、先ほども言ったとおり、年度の末には報告しますというこ

とも我々ちゃんと聞いて、議員も委員ですから、みんな。それを聞いて、ああ、そうなの

だな。それほど熱意を持ってやっているのだなという中で２年半たっても一回もない。そ

れが行政のやることなのですかということを言いたいのです。それで、いろいろ答弁聞き

ましたので、それで最後に、一番最後、私はこれなのです。まず、今のは指摘ですから、

もっと積極的に、町長の答弁のとおり、３年もたって、いろんな材料も集まりましたと。

ここまで言ったのだからやるでしょう。それは大いに期待して、注目したいと思います。 

 それで最後に、先ほども言ったとおり、我々議会として基本条例はバイブルです。やら

なければならないという規定。議会では非常にたががはまった形で、サンデー議会だ、報

告会だ、いろんなことを盛り込んで、そしてやって、どうだった、こうだったと検証して

いる。町民参加条例も審議会があると思って安心していたのだけれども、それはない。だ

けれども、町民は町民参加条例ができた。議会は議会として行政側と別に基本条例をつく
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った。あと残るのは何といったら自治基本条例でしょう。自治基本条例というのは、当然

町民も議会も両股かかったような形で、行政のバイブルだと私は思っているのです。 

調べてみましたら、名前はいろいろあります。帯広でも制定されておりますけれども、

基本的に地方自治体運営の基本を定めた条例、これは、私も特別委員会のときに最後の提

言として、これは基本条例の制定に向けて努力すべきですよということは委員長報告の中

で記載させてもらいまして、その後反応がないですからそのまま進んでいると思いますけ

れども、今ごろこんなことやっているのなら本当にやる気あるのかなと。申しわけござい

ません。ちょっと発言が余り、言葉があれですけれども、最後に町長、こういう結果を見

て、そして基本条例の制定も先ほど答弁いただきましたけれども、問題は、町民参加条例

の今後の行く末、本当に私は町長の初日からの考えがようやっと実ったなと。本当にもろ

手を挙げて賛成して、委員会、また議会でも議決して賛同したところですけれども、私の

指摘が間違っているなら謝りますけれども、まず現状的には、いろんな理由もありますけ

れども、それは過去のものとして、どうするのですか、この後。進め方、考え方、最後に

それだけお伺いしたいと思いますけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 ちょっと確認をさせていただきたいと思うのですけれども、条例第10条、

審議会等の開催ということで、野村議員が先ほどの質問の中で、参加条例の審議会等がま

だできていないというようなお話をしていましたけれども、第10条で言っているところの

審議会がまだ開催されていないという意味のご質問でしょうか。 

〇田村議長 野村議員。 

〇野村議員 条文において第２項目、先ほど説明したとおり、結局いろんな制約があって、

それはよく理解できます。審議会としても、一般公募できない、また委嘱できない審議会

も当然内容的にあるでしょう。だけれども、ここの中ではそういうことは省いてという。

先ほどの説明の中にもありましたとおり。答弁ありましたとおり。だけれども、一般公募

をして審議会を設置するという、努力するという、ちゃんと説明、そしてこの条例、各逐

条ごとの説明をやったときにそういう形で、だからそれができていないのはどういうこと

なのですかという質問なのです。 

だから、悪いけれども、そういうことは除外して、一般公募を行い、そして審議会を設

置する、努力しますと、これは議事録、発言録、私持っていますけれども、ちゃんとそれ

は担当者の説明の中で全委員に説明をして進んでいます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今ご指摘の点、まず一つは公募の関係については、先ほどもお答えさせて

いただきましたが、公募を前提としてやらなければならない審議会等については、この条

例の制定後については公募でやってきております。ただ、条例の改正については、必要な
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部分についてはされていないということは事実でございまして、先ほどもご質問ございま

した、行革の関係の推進委員会については条例でうたっているが、総合振興計画の審議会

の組織についてはうたっていないと。まさにご指摘のとおりでございます。そういうこと

で、中身的にはやってきておりますけれども、町民の皆さんにはわかりづらいという部分

がありますので、必要な部分の条例改正については今後やっていきたいというふうに思い

ます。 

 それと、先ほどからいろいろと、遅いのではないかとか、検討委員会はできていないの

でないかとか、そういうご質問がございました。この参加条例、アクションプランでも特

別委員会のときにお話をさせていただきました。まず、これをいかに浸透させていくかと

いうことが一番大事な課題でございまして、そういう意味では、第１段階から第４段階の

ステップを踏んで進めてまいりますということでご説明をさせていただきました。第１段

階については、町民の皆さんへの情報の提供、第２段階については、町民の意見、提案の

受付や相談、そして第３段階では、協働の実現に向けて庁舎内の内部協議、そして第４段

階で協働事業の実現という形で進めていくということでご説明をさせていただきました。

今段階では第２段階まで来ているということでございまして、２年半たちましたので、次

の第３段階に入っていきたいということでございます。 

特に情報の共有化という部分については、新たに参加条例ができた後に、まちづくりの

出張説明会ですとか、あるいは行政情報、携帯メルマガの発信ですとか、新たな事業もや

りながら情報の共有化に努めてきているところでございます。また、町民の皆さんからの

ご意見の提案等につきましては、新たに町民アンケートの実施ということでやってまいり

ました。この間、出張説明会については、本当にほとんどの行政区にお邪魔して説明させ

てもらいながらやってきておりますので、そういう中では、今後さらにその内容を検証し

ながら第３段階に進めていきたいということでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 野村議員。 

〇野村議員 最後です。最後、最後と言いながら申しわけございません。今、副町長の発

言は、申しわけございませんけれども、そのような説明ではなかったと認識しております。

でも、段階を踏みながら、周知が足りないからやらなければならない。それはいいでしょ

う。そして、職員もいろんなところへ出かけて、町民参加条例も含めて行政のいろんな情

報をアピールすることは当然行政の必要なことです。 

ただ、最後に一言だけ言っておきます。何回も言いますけれども、委員会の議事録でな

くて全部の発言を落としたペーパーですけれども、申しわけございませんけれども、そう

したらやらないことを言わなければいいと思うのですけれども、最後に言っているのです。

検討結果については、年度の終わりに町民の方に対して周知していきたい。そういうフォ

ローを考えている。ちゃんと説明ではそう言っているのです。そうしたら、２年半たった

のに一回も検討委員会をやっていないのだな。何ら報告はあったのかな。それは、事務局
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を経て、町長を経由して、必要とあらば条例の改正も修正もあるかもしれませんけれども、

その検討結果については、これは説明員、名前言うのはやめましょう。こういうことなの

です。 

だから、せっかくよかれと思ってつくったのです。そして、さっきから何度も言います。

町長の首長になってからの肝いりでつくって、そして形骸化しない、どんどん見直して、

そしてワークショップを経由した、そしてまちづくりのアクションプランにも連動する、

そして最終的にはそれでは行政の自治基本条例もつないだらどうでしょうかという提言も

させていただいた中で、ちょっと沈滞しているなということでございます。いろいろ答弁

いただきました。だから、今後も、せっかくつくった、まちのための基本条例です。まだ

まだ周知が少なかったら、職員が全員出てやるぐらいの。バイブルですから。議会の基本

条例も議会のバイブル。町民参加条例もバイブル。あと抜けているのは自治基本条例だと

私は認識していますけれども、それはまたこれを踏まえて進むだろうと思って大いに期待

しております。 

 以上で質問を終わります。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 参加条例につきましては、議員からいろいろご指摘がありました。行政とし

ておくれている部分については、十分今後早急に改善をしたいなというふうに思っていま

す。ただ、基本的に参加条例については、町民の皆さん、多くの階層からご意見をいただ

きながら、年数をかけてつくり上げてきた条例であります。まさに私も、最初に言わせて

いただきましたとおり、この条例は成長していく、育んでいく条例であるということは、

認識は今も変わっていないところでありまして、町民の皆様との協働のまちづくりについ

ては、この参加条例をもとにこれからも進めていきたいというふうに思っているところで

あります。 

ただ、検証につきましては、今２年半たったということの中で、当然しなければならな

いというふうに思っています。当初、年度ごとにというお話がありました。このときも、

特別委員会の中でもある議員のほうから、条例の中にこれをうたったほうがいいのではな

いかという話もありました。その中で返答させていただいたのは、条例にうたうのではな

くて、その都度町民の皆さんと話し合いする中で年度年度での検証を行っていきたいとい

う返答もさせていただきました。その中で、町民の皆さんへの出張説明会等々で、ぜひこ

の参加条例を浸透させたいという思いが強く、我々として進めてきたつもりであります。 

そういう面で、検証を１年ごとにするべきところであったものができていないというご

指摘はまさにそのとおりの部分だろうと思いますけれども、なかなか行き渡っていないと

いう部分もありまして、その検証をどうやってやっていくかということも一つの課題とし

てあったわけであります。そういう面では、新たに２年半たって３年目ということになり

ますので、これについては検証をきちっとしていく必要があるということから、検討組織

を立ち上げようという話になってきたわけであります。そういう面では、スケジュール的



                                             － 26 － 

にはご指摘の点、おくれているということもありますけれども、今後はそういうことも含

めて検証結果をきちんと把握しながら、新たな制度設計といいますか、見直しも含めて検

討してまいりたいというふうに思っていますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。 

〇野村議員 ありがとうございます。大いに期待しております。 

〇田村議長 これで野村俊博議員の一般質問を終わります。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時５４分  休憩 

午後 ０時５９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けます。 

 次に、２番、差間正樹議員の質問を許します。 

 差間議員。 

〇差間議員 それでは、通告に従い、公営住宅の住環境整備について質問いたします。 

 第３期まちづくり計画の中で、みんなの知恵、世代を超えて創るまちをまちの将来像と

し、この中で、住宅、住環境に関しては、心にゆとりを持って安心して生活できるまちを

基本目標としたまちづくりを進めることとしております。このような上位計画の位置づけ

を踏まえ、当町における住生活基本計画の基本理念を以下のように設定しております。 

 住生活基本計画の基本理念。豊かな自然に恵まれた、誰もがいつまでも安心して生活で

きる住まいづくり。この基本理念の実現を図るため、基本目標として次のように掲げてお

ります。１番、高齢者や障がい者、子育て世代を初め、誰もが安心して生活できる住宅、

住環境づくり。２番、良質で快適な住宅、住環境づくり。３番、自然との共生、魅力あふ

れる住宅、住環境づくり。 

 現在、南町団地公営住宅整備事業計画実施方針委託に始まり、団地管理用道路、駐車場

整備、集合排水処理施設による団地の水洗化、公営住宅買い取りなどなど各種事業が実施

されております。私は、これら住宅関連の事業に関し、２点質問させていただきます。１

番、浴室整備について、対象公営住宅等において、入居する際または既に入居されている

浴室の補修などの負担についてどのようにされているのか。２番、現在、庭つきでない住

宅が見受けられますが、もし入居者が希望した場合、ベランダの外または南側に面した区

域に花を植えたり野菜をつくるなどの場所の提供についてはいかがでしょうか。 

 以上、２点についてお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 町長。 

〇水澤町長 差間議員の質問にお答えします。 

 公営住宅の住環境整備についてでありますが、１点目の公営住宅に入居する際または入

居後の浴室の補修等の負担について、現在町営住宅として管理しているものは、公営住宅

305戸、改良住宅175戸、特定公共賃貸住宅21戸、計501戸でございます。そのうち建設時に

おける浴槽の整備済みについては、公営住宅106戸、改良住宅63戸、特定公共賃貸住宅21戸

です。また、入居する際に各自で設置を必要とする住宅は、政策空き家を除いて公営住宅

156戸、改良住宅63戸、計219戸でございます。 

 平成10年度に国土交通省の公営住宅等整備基準の一部が改正され、入浴施設の設置が義

務づけられました。それ以前に整備された住宅は設置義務の規定はありませんが、本町に

おいては、昭和59年度新築の老人世帯向けの緑町団地２棟６戸と昭和63年度改修の東山団

地の１棟３戸を先駆けに、平成４年度以降の新築住宅は全て入浴施設の設置をしておりま

す。また、浴槽の補修等における負担については、さきに述べた入浴施設の設置をした住

戸は町が全額負担し、各自が設置した入浴施設については本人負担としております。 

 ２点目の町営住宅のベランダの外や南側に面した区域に花や野菜をつくるなどの場所の

提供についてでありますが、平成４年度から平成25年度までに新築された町営住宅におい

て、公営住宅100戸、改良住宅60戸、特定公共賃貸住宅21戸については、入居者専用の庭ス

ペースを設けてはおりません。町営住宅入居の際には、その旨を入居者に伝え、十分にご

理解を得た上で入居している状況でございます。花や野菜等の菜園スペースについては、

住戸面積のほか管理用道路、駐車場、物置などの施設面積が必要であり、現在の状況下で

は限られた団地スペースしかないため、野菜等の菜園場所を提供することはできないと判

断しておりますので、ご理解願います。 

 以上、差間議員の答弁といたします。 

〇田村議長 差間議員。 

〇差間議員 浴室整備について再質問いたします。 

 公営住宅などには、単身高齢者、子育て世代も含めて、町内在住者の中でも多くの割合

の方々が居住していることから、公営住宅などは、高齢者の安定居住や子育て支援にとっ

て重要な役割を果たしていると思います。浴室整備の負担は入居者の重荷となっていると

いう声もあります。住生活基本計画の中にも、こういった公営住宅等の修繕、改善等の適

正な維持管理の実施により良好な住宅、住環境を創出していく必要があると述べられてお

ります。今後、第３期まちづくり計画のもと住生活基本計画が進められていきますが、や

はり公営住宅等の浴室は今後漏れなく整備していくべきと思いますが、将来の点について

どうお思いでしょうか、その点についてお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 ただいまの差間議員のご質問なのですが、今町長のほうからご答弁しま
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したが、今浴室の整備が整っていないところが、公営住宅につきましては156戸、改良住宅

につきましては63戸、計219戸ございます。それで、私どもの考え方といたしましては、現

在におきましては、町で備えつけたもの、特に平成４年以降です。住宅につきましては、

町で設置したものは町でまず負担してそれは直しますと。あと、それ以外のところにつき

ましては、古い時代ですね、それにつきましては、ご本人が自分で買った私物だったり財

産ということで、それについては修繕関係はお願いして、また移動するときも、備わって

いないときにはご本人が負担して、新たに移動してつけていただくということをしていま

す。 

 それで、今回こういうご質問を受けまして、町としていろいろ対応を考えてみました。

今後においてですけれども、まず入浴施設につきましては、今整備されている住宅にまず

優先的に入っていただくと。これが大前提になります。それで、入浴施設がついている住

宅が空き家がないといった場合には、その場合には、風呂がまと浴槽につきましては、今

後入居者の負担がなく、町の負担において町が設置するというようなことで行いたいと思

っています。ただし、町の設置につきましては風呂がまと浴槽の設置ということにしまし

て、例えばそれ以上の高額なボイラーですとかそういったものにつきましては、あくまで

もご本人が負担していただくということにしていただきたいと思っています。ただし、入

浴施設がない住宅を、つけて、そこに入居するということになれば、これまでもそうなの

ですが、住宅料につきましては多少、利便性の係数というのがございまして、上がるとい

うことにはなりますが、まず整備のないところにつきましてはそういう考えでおります。 

 また、修繕関係、それについてなのですが、これにつきましては、先ほどご説明したよ

うに、町で設置したものは当然町で修繕いたします。今まで既存のもの、本人所有のもの、

これにつきましては、先ほども触れましたけれども、私物である、財産であるということ

で、修繕できる場合は、本人が持ってきたものについては修繕をお願いするということに

なります。ただし、既存のものが壊れて新しく更新しなければならないというものにつき

ましては、高額な金額がかかるということでございますので、これにつきましては、今後

においては本人の負担なく、町のほうで負担して、町が設置するというようなことにさせ

ていただきたいなというふうに思っています。 

〇田村議長 差間議員。 

〇差間議員 今の答弁によりますと、既に入居されている人の場合は、浴室の修繕に関す

る部分は本人負担と。ただし、壊れて使用できなくなったような状態ですと町の負担で新

たに、ボイラー等の制約はあるにしても、設置するということでよろしいですね。わかり

ました。 

 次に、次の質問に移らせていただきます。やはり同じような環境の問題なのですけれど

も、庭園場所の提供について再質問させていただきます。 

 入居の際入居者に伝えてあるにしても、やはり高齢化が急速に進行する中で、高齢者が

安心して暮らせる住宅を確保する、または自然との共生、魅力あふれる住宅、住環境づく
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りの部分でも、これはいわゆる浦幌の周りの自然環境だけではなく、自分の住宅のそばに

野菜、花等を育てる環境があれば、入居者にとって生きがい感を持って暮らせることにな

っていきます。庭の周りでほかの入居者との交流も進むのではないでしょうか。それこそ

がまちの進めるまちづくり計画、住生活基本計画の主要施策である良好な住宅地の形成に

もかなうことと思います。再度、菜園場所の提供について、将来この点についてはどうい

う方針で臨むか質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 ただいまの２点目のご質問についてご説明させていただきます。 

 花や野菜等の菜園スペース、これにつきましては入居当初にご説明をさせていただいて

いますが、ご高齢の方で、そういう菜園をつくりたいという方はいらっしゃいます。全て

の方ではございませんが、そういう要望があるのは私のほうでも承知しています。そのよ

うな中で、町長のほうが最初にご答弁させていただきましたけれども、平成４年度から25年

度にかけまして新築された住宅は、どうしてもスペース関係が特にありますけれども、住

戸面積のほかに管理用道路とか駐車場とか物置ですか、そういった設置面積の必要なもの

がございまして、現在そういう状況は把握してはございますが、聞いてはございますが、

限られた団地スペースしかないということで、野菜等の菜園場所については、提供するこ

とはできていないような状況でございます。 

ただ、庭スペースがとれないということで、先ほど言ったご要望もありますけれども、

一方で、管理が大変なので、現在の住まいのままで町が管理してほしいという声もござい

ます。また、既存の庭のスペースのある住宅関係、それにつきまして、共同住宅というこ

となのですが、庭の関係を放置状態というのもございまして、近隣にご迷惑かけているこ

ともございます。その辺については、管理上は大事なことかなと思ってございます。また、

町営住宅は移転者が多くて、入居がえの際についても、これについてもいろいろ心配する

点もございます。 

ただ、ベランダが、狭いのですけれども、多少スペースがございますので、現在もベラ

ンダのプランターとか置くところがございますが、その辺の狭いところではありますけれ

ども、お気持ちは十分理解できますけれども、今の居住スペース、既存の町営住宅の庭の

スペースをつくることは場所がないということで、どうしても菜園をつくられたい方は、

今も何人かいらっしゃいますが、代替地ですか、どこか民間の土地を借りてやっている方

がいらっしゃいますが、そのようなことをしていただくしか、ほかに菜園場所を求めてい

ただくというようなことしかできないのかなということで、今現在の状況では、そのもの

を用意するようなことはできないのかなというふうに思ってございます。 

〇田村議長 差間議員。 

〇差間議員 現在庭のない状態の方に、ベランダを越えて外で庭園、花、野菜等を育てる

ようなスペースをどうしても確保したいという場合は、その方が民間のサービスを通じて
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用意してほしい。ただし、その際の経費については、町は今のところ手だてする考えはな

いということでよろしいのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇新川施設課長 そういうスペースがあれば、本当にとってあげたいと思っています。た

だ、今言った現状、どうしてもスペースがございませんので、申しわけありませんけれど

も、そういった方については、自費でそういうものを予算立てをとっていただきまして、

菜園スペースを確保していただきたいなというふうに思っています。 

〇差間議員 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、６番、福原仁子議員の質問を許します。 

 福原議員。 

〇福原議員 通告に従いまして、２項目にわたり項目別に一般質問をさせていただきます。 

 １項目めは、安全で安心な給食のためにということでお伺いいたします。学校、保育園

の給食については、食材の放射能検査の実施、衛生管理の徹底により食の安全・安心に十

分努めていくとありますが、次のことに関してお伺いいたします。給食における安全・安

心とは何か、その考え方を伺う。２、食物アレルギー対策についての現状はどのようにな

っているか。３、食物アレルギー対象児童の有無と、あるのであれば児童生徒の人数とア

レルゲンの内容とその対応は。４、学校、保育園、保護者、給食センターの情報共有の現

状と連携、教育現場での対応、例えばアレルゲン、アドレナリン自己注射薬エピペンへの

講習会等の対応を伺う。 

以上、４点についてお聞きいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育委員長。 

〇松田教育委員長 福原議員の１項目めのご質問にお答えします。 

 １点目の給食における安全・安心の考え方についてでありますが、学校給食については、

文部科学省が定める学校給食衛生管理基準に基づき、施設や設備整備、調理過程、学校給

食従事者及び食材の各種衛生検査等を行うなど衛生管理の徹底を図り、学校給食摂取基準

を踏まえた栄養バランスが適切に考慮された給食の提供であると考えております。また、

食材の放射能検査や学校給食におけるアレルギー対応についても、喫緊の安全・安心の課

題と認識しております。 

 ２点目の食物アレルギー対策の現状についてでありますが、教育委員会では現状を把握

するため、入学前の就学時健康診断で就学児童のアレルギー疾患に関する調査を行い、小

学校では入学時に幼稚園及び保育園から、中学校では小学校からの引き継ぎにより、児童

生徒の持病やアレルギーの実態を把握しております。あわせて各小中学校では、家庭向け

の健康調査や家庭訪問を初め、宿泊学習など外泊を伴う学校行事の際にはその都度健康調
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査を行い、保護者から児童生徒のアレルギーについて申し出をいただいております。また、

個別指導が必要な児童生徒については、栄養教諭が保護者や学級担任からの相談に応じて

具体的な対応や指導を行うとともに、給食だよりで保護者や各小中学校にお知らせしてお

ります学校給食の予定献立表には、メニューごとに使用する食材を表示しているところで

あります。 

 ３点目の食物アレルギー対象児童の有無と児童生徒数、アレルゲンの内容、対応につい

てでありますが、実態調査の結果、アレルギー対象児童生徒はおりますが、児童生徒数、

アレルゲンの内容については、対象となる児童生徒の数が少なく、個人が限定されるおそ

れがあるため、答弁は控えさせていただきます。なお、対応については、栄養教諭による

指導、相談体制の充実を図るとともに、校内委員会において校長、学級担任及び養護教諭

等による指導体制の充実を図っているところであります。 

 ４点目の学校、保護者、給食センターの情報共有の現状と連携、教育現場の対応につい

てでありますが、児童生徒の状況については、学校を通じて保護者から給食センターに情

報提供いただき、対応しているところであります。また、教育委員会では、全教職員を対

象とした学校安全対策講習会を開催しており、これまでもアレルギー症状等に対応するた

め、アドレナリン自己注射薬のエピペンの使用方法等の講習会を開催しているところであ

り、今後も関係機関の協力をいただきながら開催してまいります。 

 以上、福原議員の答弁といたします。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 福原議員の１項目めの質問にお答えします。 

 食事は、命の維持、発育、発達に欠かせないものであり、乳幼児期の保育園児にとって

は、生きる力の基礎を育み、心身を成長させる上で非常に大切なものであります。現在、

保育園の給食については、しらかば保育園は自園調理、上浦幌ひまわり保育園は給食セン

ターからの搬入により食事を園児に提供しております。 

１点目の給食における安全・安心の考え方についてでありますが、保育園給食は、厚生

労働省が定める児童福祉施設の設備及び運営に関する基準や食事摂取基準等に基づき、保

育の一環として子どもの発育、発達に応じて適切な栄養摂取に配慮した食事を提供してお

ります。また、給食施設整備、調理過程、給食従事者の健康管理については、毎年帯広保

健所の特定給食施設等指導を受け、衛生管理の徹底に努めております。 

 ２点目の食物アレルギー対策の現状についてでありますが、保育園では、入園申請時に

提出していただく家庭状況調査表に食物アレルギーの有無について記入する項目を設け、

園児のアレルギー状況について把握しております。また、保護者との面談を行い、特別な

対応が必要な園児については個別に食事の対応をしております。 

 ３点目の食物アレルギー対象園児の有無と園児数、アレルゲンの内容、対応についてで

ありますが、現在保育園では、食物アレルギーがある園児がいることから、食事について

は必要に応じ個別に配慮しております。なお、対象園児数、アレルゲンの内容については、
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対象となる園児が少ないことから個人が特定されるおそれがあるため、答弁は控えさせて

いただきます。 

 ４点目の学校、保育園、保護者、給食センターの情報共有の現状と連携及び園の対応に

ついてでありますが、新しく入学する就学児童については、小学校との引き継ぎで食物ア

レルギーに関する情報を提供しており、また保育園調理員や給食センターとの情報共有に

ついても綿密な連携を図っているところであります。保育園では、厚生労働省が定める保

育所におけるアレルギー対応ガイドラインに基づき、食物アレルギーに関する最新の情報

と正しい知識を職員全員が共有し、保護者、保育職員、関係医療機関が十分な連携を行い、

食物アレルギー症状が起きた場合は迅速な救急処置ができるよう体制づくりに取り組んで

まいります。 

 以上、福原議員への答弁といたします。 

〇田村議長 福原議員。 

〇福原議員 ただいまの答弁、学校は文部科学省、保育園は厚生労働省とご丁寧なご答弁

をありがとうございました。 

 そこで、再質問なのですが、１点目の安全・安心については、細心の注意をしながら実

施され、さらに栄養バランス、おいしさ、彩り、産地や残留農薬、放射線物質などを考慮

した上での食材選定で安全な給食提供が確認できました。給食センター内も清潔で、調理

しやすく改善されていましたことを見てまいりました。 

 ２点目と３点目でございますが、食物アレルギー対策についての現状ですが、日本学校

保健会では、平成20年に学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインと学校生活

管理指導表を文部科学省の監修のもとに周知されました。平成24年12月に食物アレルギー

を有する児童が学校給食終了後にアノフィラキシーショックの疑いにより亡くなるという

痛ましい事故がありました。道内でも以前にそばアレルギーの児童が学校給食で提供され

たそばを食べて亡くなるという事故が起こっております。文科省では、昨年５月に学校給

食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会議を設置して、今年３月には今

後の学校給食における食物アレルギー対応についての通知がありましたが、どのような内

容であったか伺います。 

また、児童生徒の食物アレルギー対応について、国では非常に細やかなガイドラインと

管理指導表を示しています。給食センターでつくったもので給食をとっている幼児を含め、

我がまちの具体的な取り組みがどのようなものであるか、再度お伺いしておきたいと思い

ます。 

また、対象児童の有無の件ですが、本町においては今回、私の調査によりますと、児童

１名、園児２名がおりました。一般的に食されている牛乳、卵、エビ、イカなどの甲殻類、

そば、小麦、キノコ、ピーナッツなどの思いもかけないようなアレルギーなどが年々増加

しているようです。細心の注意を払って対応していただきたい。 

それと、加工品のことですが、一つに、食材の生産地が見えなくなること、二つに、細
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かな材料が見えなくなること、三つに、調味料に関して特定が困難となること、このよう

な理由で安全の確信が持てない、安心できないということが現在問題視されておりますが、

この件の認識についてはいかがでしょうか。 

 ４点目の情報共有の件ですが、子どもたちの成長に合わせたしっかりとした連携をとる

よう今後も努めていただきたいと思いますし…… 

〇田村議長 福原議員、発言中大変申しわけありません。一問一答方式ということで、今

４点発言をされてございますけれども、一点一点整理させていただきたいと思いますので、

お願いいたします。 

〇福原議員 はい、わかりました。それでは、１点目はよろしいかと思います。２点目と

３点目でただいま言ったとおりのご答弁をお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 ただいまご質問のまず１点目なのですけれども、本年３月に報告がありました、今後の

学校給食における食物アレルギーの対応についてということで文部科学省から示されてお

りますけれども、その内容ということですけれども、これにつきましては、先ほど議員か

らおっしゃられたとおり、平成20年の４月にガイドラインが示されまして、それ以降、食

物アレルギーの対応について研究、協議がなされてきたわけなのですけれども、食物アレ

ルギーにつきましては、時には死にも至るということで、これからの児童生徒にとっては

大きな課題であるということで認識しているところでございます。 

今回、最終報告ということで、それぞれ情報の把握と共有の方法、それから事故の予防、

そして緊急時の対応等をまとめた中で、あくまでも学校現場だけではなく、社会的現象と

して食物アレルギーについて捉えていかなければならないということで、今後につきまし

ては、保護者からそういった情報提供もいただきますけれども、従前同様に、保護者と、

それから学校で連携を図りながら、なおかつ給食センター、それから教育委員会とも情報

を共有した中でそういったものに対応していかなければならないというような内容でござ

います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 福原議員。 

〇福原議員 加工品のことの答弁をいただいていないのですが、これは１点目と２点目の

中に含まれていると思うのですが。 

〇田村議長 教育次長。 

〇山本教育次長 大変申しわけありません。先ほど申したような形で、現在給食センター、

それから教育委員会としての対応なのですけれども、まず給食だよりをもちまして、それ

ぞれ保護者の方、それから学校のほうに献立表というのを配布しております。その中で、

今までは給食だよりの献立表につきましては、メニューの表示、そしてメニューに伴いま
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して、それを栄養三色ということで赤と緑と黄色の表示をしまして、その中で、赤につい

ては肉とか魚とかが入っていますよ、それから緑につきましては緑黄色野菜とか淡色野菜

を使っています、そして黄色につきましては穀類とか芋類とか、メニューにつきましては

そういった内容のものがありますよという栄養三色という表示をしていましたけれども、

この８月、９月からは、これをさらにメニューごとに使用する食材の表示ということで、

例えば御飯ですと米ということになりますけれども、八宝菜であれば豚肉、エビ、イカ、

いろいろなものが入っていますけれども、それぞれのメニューごとにどんなものが使われ

ているかということで表示しております。 

 また、浦幌産につきましては、これまでも太字で表示しながら、浦幌産の牛肉が使われ

ているとか、それから芋を使用していますという表示もしているのですけれども、さらに

そのメニューごとに網かけをしまして、なおかつそこに使われている食材については太字

で表示するというような方法をとっております。それで、加工食品の関係なのですけれど

も、あくまでも加工食品というのはできたものですので、そういったものは極力使わない

で、産物については、品物でいきますと北海道産、それから浦幌産のものをより多く使っ

ていこうということで今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 福原議員。 

〇福原議員 私も現場に行って調査しましたところ、一応加工品はなるべく使わないよう

にしておりますということですが、卵焼き一つをとっても、冷凍のものを持ってきて、そ

こで熱を加えて出すと。本来であれば卵焼きは焼いて出してあげられるのが一番いいかな

と思いますが、一応これも加工品の中に入っていくのではないかと思います。主菜という

か、おかずの春巻きにしても、それからイカチリソース、ゴマザンギ、白身魚のあんかけ、

これほとんど冷凍食品を使っていると思うのです。それで、間違いはないとは思いますが、

この中には調味料も含まれております。そういう調味料やなんかの記載がございませんの

で、非常に加工食品についても心配な点が多々あると思います。アレルギーがこれだけふ

えたということは、加工食品をとり過ぎるのが原因ではないか、それと環境の変化もあり

ますが、そういったところで、手づくりのものをなるべく給食でも使っていただきたいと

いうふうに私は思います。 

 それから、４点目のことに入っていきたいと思います。情報共有の件ですが、子どもた

ちの成長に合わせたしっかりとした連携をとるよう今後も努めていただきたいと思います

し、また情報共有という点で、献立表を、主な材料とともに、体をつくるもとになるもの、

体の調子を整えるもの、それからエネルギーのもとになるものに分けて、ホームページ上

にお勧めの給食レシピとともに浦幌町でも公開できないでしょうか。ほかのところではや

っているところもありまして、このような感じでホームページ上に載っております。これ

から入学、入園する父母の方も情報が得られまして安心できると思いますので、この件に

ついてもお伺いをしておきます。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えします。 

 まず、給食だよりの関係なのですけれども、これにつきましては、保護者の方、それか

ら学校のほうにそれぞれ毎月お配りさせていただいております。ただいま福原議員からご

質問ありましたホームページ上でのアップのことなのですけれども、あくまでも保護者の

方や学校が対象ということで現在は紙ベースでそれぞれお配りしておりますけれども、こ

の献立表のほかにも、例えば給食センターが給食の形で取り組んでおりますみのり給食の

関係、これは浦幌の食材を使ったものを８月とか９月とか、旬の時期に子どもたちに食べ

ていただくということの取り組みでございます。そういった取り組みとか、子どもたちか

ら１年間を通じて、どの給食がおいしかったとか、どのパンを食べたいとか、そういった

リクエストメニューというのも行っております。そういった形で、献立だけではなくて、

そういった教育委員会で取り組んでいること、それから栄養教諭が子どもたちにいろんな

ことでお話ししていることなども含めながら、情報提供ということは前向きに検討してま

いりたいというふうに思いますので、ご理解願いたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 福原議員。 

〇福原議員 食料自給率1,200％を誇る十勝浦幌で、安心・安全なメニューで給食の提供を

お願いして、給食に関しては終わります。 

 次に、２項目めに、男女共同参画社会の実現と登用率についてお伺いいたします。1999年

６月、国は男女共同参画社会基本法を制定し、都道府県、市町村には基本的な計画策定の

努力義務が課せられています。第３期まちづくり計画の中で、少子高齢化が一層進む中で、

男女共同参画はさらに重要性を増すことが予想されていることから、意識改革や各種委員

会、審議会への女性の登用を初め、幅広い分野への男女の参画を促す諸施策を積極的に推

進し、着実に進展させていくことが必要ですと書かれてありますが、次のことを伺います。 

１点目、平成22年度から26年度までの女性の各種委員会等への参画、登用率状況、２点目、

男女共同参画社会の現在進めている計画内容、３点目、条例、計画策定に対する今後の取

り組み、以上３点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 福原議員の２項目めのご質問にお答えします。 

 １点目の登用率の状況でありますが、平成22年度から平成26年度までの女性の各種審議

会、委員会等への登用率は、教育委員会等の六つの行政委員会、国の機関が委嘱する三つ

の委員会及び法律、条例等に基づき設置された審議会等を合わせ、平成22年度の状況は、

委員総数333名のうち女性委員71名、登用率は21.3％、23年度の状況は、委員総数319名の

うち女性委員74名、登用率23.2％、平成24年度の状況は、委員総数301名のうち女性委員
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75名、登用率24.9％、平成25年度の状況は、委員総数306名のうち女性委員79名、登用率は

25.8％であり、平成26年４月１日現在の状況は、委員総数319名のうち女性委員73名、登用

率は22.9％と、前年度に比べ女性委員数の減少により登用率が下がっている状況でありま

す。 

 ２点目の現在進めている内容につきましては、本町では、平成18年に設置した浦幌町男

女共同参画推進条例に関する町民懇話会において、男女共同参画の意識が広く町民に浸透

していない中においては、啓発活動を継続し、町民の意識高揚を図るべきとされたことか

ら、これまで町職員を含む町民を対象とした男女共同参画講演会の開催や町広報紙でのコ

ラムの掲載、また男女共同参画パネル展を実施し、男女共同参画社会実現に向けた意識の

醸成、啓発に努めてきたところであります。 

 ３点目の今後の取り組みについては、各種審議会等での女性登用率が依然として低いこ

とからわかるように、男女共同参画意識の醸成がいまだなされていない状況であることか

ら、これまで実施してきた啓発活動に加え、まちづくり出張説明会の場においても、男女

共同参画に係る啓発資材等を利用し、男女共同参画意識の醸成に努め、家庭、職場、地域

において男女共同参画についての正しい知識と理解を深めるとともに、男女共同参画の推

進に関する施策を総合的に進めるための計画の策定について検討を進めてまいります。 

 男女共同参画社会の実現のためには、男女が政策や方針決定において対等に参画するこ

とが重要であるとの考えから、男性、女性ともに政策、方針決定の場に参画できる環境づ

くりが必要です。現在第３期まちづくり計画で進めている一時保育事業などの子育て支援

施策は、女性の社会活動参画に向けた支援として、男女共同参画社会の実現に向けた重要

な施策の一つであると考えます。今後も男女共同参画社会実現の一助となる施策を推進し、

男女がお互いに尊重し、責任を分かち合い、その個性と能力を十分発揮できる環境づくり

に取り組んでまいります。 

 以上、福原議員の答弁といたします。 

〇田村議長 福原議員。 

〇福原議員 １点目の各種委員会等への女性の登用率ということでお答えをいただきまし

た。22年度21.3％、26年度が22.9％、わずかに上がっております。私がこの問題を提起し

てから、平成15年に一般質問をさせていただきました。そのときには25.5％というお答え

をいただきました。目標値は、13年のまちづくり計画の中で30％の登用率を目指して進ん

でいくのだということで、この基本法ができてから進んでまいりました。現状ですと、ほ

とんど横ばい、もしくは低下というのが現状でございます。この問題が提示されてから12年

目、私は５回目の一般質問ということになっております。このような数値で推移している

ということは、今後どのような施策をとれば数値が向上、上がっていくか、また第３期ま

ちづくり計画では、27年度、32年度では矢印が上向きにずっとなっております。この点に

ついて、どのようなお考えをして今後改善を図っていくかお伺いをしておきたいと思いま

す。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 お答えさせていただきます。 

 男女共同参画は、福原議員おっしゃるとおり、大分以前から福原議員には質問いただき

まして、町といたしましてはそれなりにといいますか、登用率につきましても上昇するよ

うにということは考えてはいるのですけれども、具体的に何をしたらいいかということに

つきましては、やっていることも、上昇率に結びつくという決定打はなかなかないという

状況下にございます。 

それで、以前、条例策定あるいは計画策定というような議論も１度しておりますけれど

も、時期尚早というような結論もございまして現在に至っているところでございますけれ

ども、検討以降、18年検討でございますので、もう七、八年たってきておりますので、こ

の辺で再度男女共同参画について検討し直したいというふうに考えております。したがっ

て、内部で検討組織をつくりまして、今後どうあるべきかというようなことを真剣に考え

ていきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 福原議員。 

〇福原議員 17年の８月に推進条例庁舎内検討委員会というのが10名で設立されまして、

18年の３月に庁舎内の答申としては、速やかに制定されることを切望するという答申があ

りました。その後、20名の町民懇話会という推進条例に関する懇話会が立ち上がりまして、

メーンテーマとして「ともに輝くまちづくりを目指して」ということで、19年の12月に確

かに答申の中では時期尚早ということで答申があったように聞いております。 

確かに、思ったように男女共同参画ということはなかなかうまくいきませんということ

は事実でございますが、よそのまちでは40％、30％以上というのが４町も５町もありまし

て、浦幌町の場合は19市町村の中で上から14番目ということで、いずれもずっと低いまま

で推移がなっておりますので、やはり何らかの原因があるのではないかなというふうに思

っております。 

このことについては本当に真剣に取り組んでいただきたいというふうに私も思っており

ますので、２点目のところにもかかわりますが、いろいろと大変なことが起きましたとき

に、女性の力というのは非常に大切だと思います。これまでの長い年月のうちにつくられ

た意識や因習、慣習、慣行は一朝一夕に変わるものではないと思いますので、男女を問わ

ず認識を深めるため、今まで講演会、パネル展などの開催で意識の醸成、啓発に努めてき

たとありますが、このような努力にもかかわらず進展がないということは、行政サイドの

強いリーダーシップが必要不可欠ではないかと私は思っております。 

昨年の５月にも、男女共同参画の現状から、防災復興の取り組み指針ということで内閣

府から示されております。過去の災害対応における経験をもとに、男女共同参画視点から

必要な対策、対応について、予防、応急、復興、復旧の各段階においても、地方公共団体

が取り組む際の指針となるものが示されております。私は、防災計画設置のときにはぜひ



                                             － 38 － 

女性も委員の中に入れてほしいという意見を言いながらまいりました。執行していただけ

たかどうか確認をしておきたいと思いますので、お伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問についてご説明させていただきます。 

 防災計画につきましては、ご存じのとおり、平成24年度末をもちまして、その策定の計

画を見直すということで見直しを進めてまいりました。その中でも、ご指摘ありましたと

おり、防災会議における女性委員の登用という部分についても意見がございましたけれど

も、防災会議の設置につきましては、災害対策基本法に基づいてその会議を設置するわけ

でありますけれども、その防災会議の構成上につきましては、災害対策上という部分が大

きな意味合いがございますので、国、または道、消防、行政、そういった技術的な被災対

応ができる専門の機関、また起動力のある機関、そういったところからの委員の選出をお

願いして、基本的には防災会議という形での設立を見、そして防災計画の策定の見直しも

図ってきたということでその経過をたどってきております。この辺につきましては、先ほ

ど申し上げましたとおり、災害対策にかかわって技術的な専門的な部分が非常に大きな点

もございますので、このことについてはご理解をいただきたいと思います。 

ただ、今般の広島、そして礼文島におきます集中豪雨によってとうとい命が奪われたと

いうことで、それも比較的小さなエリアの中で大きな災害が起きたということの中では、

避難ということがまた大きくクローズアップされてきております。防災会議においては災

害対策ということが大きなメーンとなっておりましたけれども、このことにつきましては、

東日本大震災を受けて、災害対策基本法の改正を経た中で、消防庁の指針にもありました、

津波の対策については避難計画というものを、義務ではございませんけれども、その計画

を策定するべく周知もされてきた中で、本町にとっては、防災計画の見直しと同時に津波

避難計画の策定をいたしました、そういった経過がございます。 

今後は、先ほど申しました集中的な豪雨というのが、大きな災害が起きているというこ

とも、今後もどのような形になっていくかわかりませんので、また避難ということについ

ては、避難生活ということも当然かかわってきます。この中では、女性特有のいろんなご

意見も賜っていきたいなと思ってございます。今後は、国の避難勧告にかかわる見直し等

という部分についても言われてございますので、国の動向を見きわめながらそういったこ

とも考えていきたいなと思ってございますので、いま一度国の動向を注視しながら考えて

いきたいということでご理解いただきたいと思います。 

なお、防災計画の策定見直しにつきましては、先ほど会議の委員構成についてはお話を

させていただきましたけれども、防災計画の素案づくりにかかわましては、町の職員にお

いても女性職員の配置の中で進めてきたという経過もございますので、そういった部分に

ついてはご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 
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〇田村議長 福原議員。 

〇福原議員 防災とか災害になりますと、いつ、どこで、どういうふうな形で起きるかわ

からないということで、起きてしまえば、男女関係なく、いろんな意味での復興、復旧が

必要であると。まず最初に、食べること、寝ること、それからトイレとかという具体的な

こと。それと、食べることに関しては炊事やなんかがかかわってきます。それで、女性の

力を発揮しなくてはできないことがたくさんあると思います。それで、男女共同参画社会

というのはわかっていても、男性サイドで全てのものが大体決められていくということで、

細かなところはいつも女性が泣き寝入りしてきたのではないかというふうに私は思ってお

ります。ぜひとも女性の力も十分に認めていただいて、浦幌町も男女共同参画社会の推進、

それから条例等の計画はあるかないか、ここで聞いておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 条例あるいは推進計画について今後どういうふうに考えるのかというご質問だと思いま

すけれども、先ほども申し上げましたけれども、法律が施行されまして大分期間もたって

おりますし、状況も大分変わってきているというようなこともございますので、なるべく

早く内部で検討しまして、必要な組織を立ち上げて検討していきたいというふうに考えて

おります。 

〇田村議長 福原議員。 

〇福原議員 時間もなくなってまいりました。男女共同参画の現状は、国際的にも136カ国

中105番目の日本の女性の登用率です。非常に低いということで前々から言われておりまし

た。このたびの内閣改造でも女性活躍担当相が新設され、女性が輝く社会の実現と、国会

でも５人の大臣が誕生しました。我がまちでも、安倍内閣とともに女性の活躍、推進にチ

ャレンジしていただきたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

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。 

 次に、１番、関井雅明議員の質問を許します。 

 関井議員。 

〇関井議員 墓地、墓園の維持管理、整備について質問します。 

 現在、浦幌町の維持管理している墓地は、厚内、浦幌、貴老路、川流布、常豊の５カ所

でありますが、墓地の整備、維持管理についてお尋ねします。 

 現在管理している墓地は砂利が敷かれていますが、土が出ていたり雑草が多く、除草剤

処理しているようですが、荒れたままになっており、非常に汚く感じます。また、墓地内

の通路はでこぼこの上起伏もあり、特に子どもや高齢者は歩きづらい。駐車場や通路は未

舗装になっています。浦幌墓園には水道がありますが、古い流し台があるだけで、厚内に

至っては手押しポンプがあるだけです。全体的に心のこもった維持管理ができていないよ
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うに思います。町民や帰省する方々からも汚いというイメージに捉えられています。第３

期まちづくり計画では、墓地については草刈り等の適切な維持管理を行い、利用しやすい

環境づくりに努めますとなっています。 

 それで、質問１番として、賃金は平成25年度予算では28万8,000円、26年度予算では21万

3,000円が計上されていますが、草刈り及び除草の方法や年間計画はどのように行っている

のか、２番、敷き砂利の更新や補修はどのように行っているのか質問します。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 関井議員のご質問にお答えします。 

 町では、ご質問のとおり、現在５カ所の墓地、墓園の管理を行っているところです。 

 １点目の草刈り、除草の方法や年間計画についてですが、町ではこの５カ所の墓地、墓

園のうち、浦幌墓園については、３月のお彼岸に向けて通路の除雪から始まり、５月には

花壇に花の植えつけ、その後は８月のお盆、９月のお彼岸までの間、花壇の整備、通路等

への除草剤の散布、草刈りなどの環境整備を必要に応じて行っています。また、他の墓地

については、お盆、秋のお彼岸に向けて除草剤の散布、草刈りを適宜実施しています。こ

のほかに、お参りの後にお墓に残されたお花やお供物がカラス、キツネなどの餌にならな

いように回収する清掃作業に努めています。 

 次に、２点目の敷き砂利の更新や補修については、計画的に敷き砂利の更新は行ってお

りませんが、雪解けの後に各墓地、墓園の状況に応じて、でこぼこやわだちがある場合は

随時補修を行っています。墓地、墓園については、永代までご先祖のご供養をしていただ

くために適切な維持管理をしていくことは必要と考えておりますので、定期的に見回りを

行いながら、適切な作業や補修等を行ってまいります。 

以上、関井議員の答弁といたします。 

〇田村議長 関井議員。 

〇関井議員 それでは、１番について再質問します。 

 賃金が、質問にもあったとおり、払われているのですが、職員が現場の草刈り、除草を

行っているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 今のご質問でございますけれども、墓地、墓園管理につきましては、職員

１人配置をしてございます。それと、これは兼務の仕事をさせながらの部分でありますけ

れども、そのほかに足りない草刈り等には人数も必要と思いますので、高齢者等の就労セ

ンターの方にお願いをしているという部分の賃金であります。 

〇田村議長 関井議員。 

〇関井議員 一応作業をしているということなのですが、その終わった後に、検定という

か、確認はどのように行っているのでしょうか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 職員が指示をいたしまして、このようにお願いをしたいということを申し

上げておりますので、当然終了後においては、その確認をさせていただいております。た

だ、ご質問にありますように、非常に汚いという厳しいお話をいただいておりまして、こ

の部分の草を刈った後の始末、ただ刈りっ放しというような状況も見受けられるというこ

とも感じております。ただ、確認については、職員が行っております。 

〇田村議長 関井議員。 

〇関井議員 一応行っているというのですが、あれで行っているとは言えないように思う

のですが、管理が徹底されていないという、もう少し徹底されてもいいかと思いますが、

どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 先ほど町長のほうからも、墓地、墓園の管理のあり方、スケジュールとい

いますか、こういうことで我々は対応しているところでありますけれども、現実的に、こ

のお話を受けたからということではありませんけれども、見させていただくと、草刈りを

した後の草が残っている、それから刈り払い機のエスロンのひもが残っていたりというよ

うなことで、また除草剤の散布においても、背丈の高い草にかけたまま、その後の処理が

されていないとか、そういうことが見受けられます。そういうことも含めまして、これに

ついてはしっかりと指示も出しますけれども、そういう後始末も今後していかなければい

けないというふうに思っております。 

またあわせて、それ以外の施設内部の水道であるとか、そういう部分の手直しといいま

すか、改善をしなければいけない事項も見受けられますので、その点についても行ってい

きたいと思っておりますし、今すぐ処理のできる部分については対応する、また予算措置

等が必要な部分についてはそれなりの措置をしながら対応していきたいと、このように考

えております。 

〇田村議長 関井議員。 

〇関井議員 草刈り、除草以外にも、今課長が言われたとおり、整備する箇所があると思

うのですが、看板等が文字がかすれて見づらくなっていたり、浦幌墓園におきましてはエ

ボタの剪定もまるっきり行っていない、伸び放題となっているが、その点は整備計画はあ

るのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 今私のほうから申し上げましたように、水道の関係、それから今議員おっ

しゃられたようなエボタ、それから看板が落ちていたり薄くなっていたりと、そういう状

況も見受けられます。それら全て、草刈りについては適期な、状況を見て処理をする、後
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始末もする、看板等、それらの改善をしなければいけないことについては、早くに対応で

きるものは、先ほども言いましたように対応して、予算措置が必要なものについては、予

算措置をしながら体制整備といいますか、環境整備に努めてまいりたい。 

それから、汚いというイメージを持ってお帰りになられた方については大変申しわけな

く思っているところでございまして、今後は、永代までご供養するという墓地、墓園でご

ざいますから、お参りに来られた方が心地よくお帰りできるような、そういう環境づくり

に努めてまいりたいと、このように考えております。 

〇田村議長 関井議員。 

〇関井議員 それでは、浦幌墓園におきましては車椅子用通路という看板が大きく設置さ

れているのですが、通路とはほど遠く、せっかく車椅子通路と書かれているのですが、早

急な改善が必要だと思うのですが、それはどうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 確かに車椅子用通路という表示はございます。大きなくくりの中で、鎖を

張りながらやっている、その脇が車椅子用の通路ということでございまして、鎖を張って

いるところは、お参りに来られた方が車でどんどん入っては困るというような意味でその

鎖を設置させていただいております。 

ただ、今言われたように、車椅子の方が入る場所がないということもございますので、

そういう意味でのスペースということになっておりますが、ただ、今言われるように、そ

れが、例えば砂利を敷いた場合には、そうしたら車椅子で行けるかというと、そうではな

いだろうというふうにも思いますし、今の土の状態が果たしていいのかという部分もある

とは思います。これらの部分の対処の方法が、どういう方法であれば、それとどこまでの

延長の中をすればいいのかと。当然車椅子の方というのは、近場にお墓を持っているなん

ていうことも限りませんので、どこまでの部分を、そうしたらやったらいいのかという部

分も踏まえて、その辺の対処の仕方についてはまた検討しなければいけないというふうに

も思っております。 

〇田村議長 関井議員。 

〇関井議員 私からあれこれ言うことではないと思うのですけれども、今課長言われたと

おり、いろいろな方法があると思うので、早急に改善してほしいと思います。 

 それで、厚内墓地は手押しポンプしかないのですが、水道整備など、何らかの形で使い

やすい形にしてほしいと思うのですが、その点は何か考えておられるのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 厚内の墓地については、今おっしゃられるように、昔から井戸といいます

か、ポンプを使用しながら水をくんで、お墓の整理といいますか、掃除をなさっていると。

当然井戸ですから、呼び水というものも必要になってくるということがございます。 
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井戸のポンプなのですけれども、これについては、相当古い時期からの設置でありまし

て、部品等がなくなってきているというのが現実だというふうに聞いております。もし井

戸がなくなるということになると、水をくむ場所がなくなるということになりますと、皆

さん当然ポリタンクであるとか、そういうものを用意して掃除をなさるという形になりま

すので、今の状況の不便さは、今の状況のまま、利用しやすい状況にはしていかなければ

いけないだろうというふうに思っております。これについても、どういうような、このポ

ンプではない、代替できるものがあるのか、それともこのポンプを利用しながら使える状

況にできるのかという部分を考えさせていただきたいというふうに思っております。 

〇田村議長 関井議員。 

〇関井議員 それでは、２番目の質問にいきたいと思います。 

 砂利の更新や補修については計画的には行っておりませんとありますが、今の整備状況

だと、計画的にしなければいけないのでないかと思うのですけれども、何で計画的に行わ

ないのですか。あの状態で。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 今のご質問ですけれども、どこの墓園を指しておっしゃられているかとい

うのがわかりませんのであれなのですが、私が見ている範疇では……、失礼しました。先

ほどのお話をさせていただきますけれども、通路については、春先の状況を見ながら必要

な部分の補修はやっているよという部分をお話をさせていただいておりますけれども、た

だ、現状を見ると、起伏があったりするという部分も非常に見受けられるというふうに思

っております。 

これについても、その部分の状況というのは各墓園等掌握をさせていただきましたので、

時間が早急にできるのであればそのような対応をさせていただきますが、ただ、墓園の中

の砂利等、墓園というのはある程度のスペースがありますので、砂利を敷いていいのかど

うかという問題も考えなければいけないと思いますし、例えばグレーダー系統みたいなも

ので整地をすれば済むのかという部分もあるのだろうというふうに思っております。本当

に敷き砂利が必要なのか、してもいいのかという部分も、やったほうがいいのだろうとは

思いますけれども、そういう部分について、状況を見てやるということで、その状況を判

断した後に、そうしたらすぐできるものはすぐやりますけれども、何年もといいますか、

少し期間を置いてやらなければいけないね、何年もやっていかなければいけないねという

ものの判断があればそのような対応の仕方をさせていただくということで、計画というふ

うになるかどうかわかりませんけれども、そのような対応はさせていただきたいというふ

うに考えております。 

〇田村議長 関井議員。 

〇関井議員 状況を見て考えると今言ったのですが、そんな悠長なこと言って、おかしい

のではないですか、それは。はっきり言って。今の状況では、答弁にあるように、雪解け
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後に随時補修を行っていますと言われたのですけれども、春先はもちろん、夏場、秋、よ

く見てやらなければならないのでないでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 今状況を見てというお話をさせていただきましたけれども、別に放ってお

くという意味ではございません。見させていただいた中でも、すぐにできるものは対応し

ていきたいなという考え方を持っておりますので、放っておくという意味ではないという

ことだけご理解をいただきたいなというふうに思ってございます。 

〇田村議長 関井議員。 

〇関井議員 砂利の中なのですけれども、高齢者、障がい者に優しく、今後の維持管理の

面から舗装化整備というのは考えていないのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 今言われた舗装というお話が出てまいりました。この辺については、考え

なくはないです。例えば浦幌墓園であれば、結構延長が長いというところもございますし、

厚内でいけば、周辺なのか、もっともっとお墓の通路全部ということになるのか。確かに

舗装するということになれば、当然障がい者の方についても車椅子で容易に行かれるであ

ろうというふうなこともあろうと思いますし、当然予算等の措置も必要になるというふう

に思っておりますので、それらの部分も視野に入れさせていただきながら、理事者のほう

と検討させていただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 関井議員。 

〇関井議員 生活環境整備の中で行政側はいろいろやっていると思うのですが、何か墓園

とか墓地が置き去りにされているような感じがしたのでこの質問をしたのですけれども、

隣の町村の話をしてはあれなのですけれども、豊頃町は３年をかけて舗装整備しました。

豊頃町の町民に聞いたら、町外、町内、大変喜ばれていると聞いたのです。それで、浦幌

町も今後もしできたら、もうちょっと使いやすい墓園、墓地にできるようにしてほしいな

と思ったのでこの質問をしたのですけれども、これからどのように整備計画について考え

ているか、わかる範囲でお願いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 第３期のまちづくり計画の中にも、整備計画というものはございません。

適正な維持管理をして、お参りに来られる方が不愉快な思いをしないで、適正な草刈り等

の整備をするということしか載ってございませんけれども、今お話があるとおり、基本的

には、先祖の霊を弔いながら、きれいな墓地だね、墓園だねと言われたいというのが本音

でございますので、それらの部分も踏まえて、基本理念は変わっておりませんので、そこ

の部分を考えながら今後対処していきたいということで、今計画という部分については持
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ち合わせておりませんけれども、そのような視点の中で今後対応させていただきたいとい

うふうに思います。 

〇田村議長 関井議員。 

〇関井議員 ぜひ対応してほしいと思います。 

 終わります。 

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。 

 以上をもちまして一般質問を終結いたします。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時１９分  休憩 

午後 ２時４５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎日程第３ 認定第１号 

〇田村議長 日程第３、認定第１号 平成25年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 認定第１号 平成25年度浦幌町一般会計歳入歳出決算認定について。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、平成25年度浦幌町一般会計歳入歳出決算を別冊

のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 平成26年９月１日提出、浦幌町長。 

〇田村議長 審議に入る前に、平成25年度浦幌町各会計決算審査にかかわる監査委員の意

見について説明を求めます。 

 代表監査委員。 

〇神谷代表監査委員 平成25年度決算審査意見書について説明させていただきます。 

 平成26年７月24日付浦総務第752号で町長から審査に付された平成25年度一般会計ほか

８特別会計歳入歳出決算に関し、平成26年８月１日から８月12日までの期間において、河

内監査委員とともに歳入歳出決算書並びに附属書類について関係諸帳簿及び証拠書類と照

合審査を実施いたしました。その結果、計数は正確であり、適正に執行されたものと認め

ましたので、お手元に配付しております意見書総評の部分を読み上げ、決算審査に係る意
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見についての説明とさせていただきます。 

 総評、平成25年度一般会計の決算は、歳入総額65億6,414万7,000円、歳出総額63億2,638万

円で、歳入歳出差引額は２億3,776万7,000円となり、翌年度へ繰り越すべき財源860万

7,000円、実質収支額は２億2,916万円であった。歳入決算では、前年度に対し、自主財源

である諸収入、繰越金、寄附金等で8,563万円の増、繰入金、使用料、財産収入の区分で６

億8,852万7,000円の減となり、差し引き６億289万6,000円の減である。また、依存財源で

は、町債、自動車取得税交付金、株式等譲渡所得割交付金などで3,655万6,000円の増とな

ったが、国庫支出金、地方交付税、道支出金等で２億4,884万円減額となり、差し引きでは

２億1,228万4,000円の減となっている。総体予算で対前年比８億2,613万1,000円の減とな

っており、主に基金繰り入れにおいて６億8,341万円の減と全体の82.7％を占めているが、

これは平成24年度に財政調整基金から公共施設整備基金へと基金の積みかえを行ったため

減となったものである。８特別会計総額については、歳入歳出差引額は9,519万7,000円で、

実質収支額も同額と黒字となっており、本町の財政は健全状態にあると言える。 

 一般会計における収入未済額の状況であるが、町税では1,422万5,422円で、前年度に対

し260万1,953円の減と、前年に比べ大きく収入未済額の回収がなされた。一方、負担金、

使用料等全体では3,100万9,572円で、前年度に対し9,729円の解消にとどまっている。特別

会計を含む各会計の収入未済額はそれぞれ示したとおりであるが、負担の公平の観点から

も新たな収入未済の発生を未然に防止するため、現年のうちに適正な対策を行うとともに、

滞納者に対しては引き続き積極的に滞納整理を行うなど、収入未済額の縮減に一層の努力

を望むものである。 

 平成25年度の地方債発行額は、一般会計７億8,032万6,000円、特別会計３億30万円、総

額10億8,062万6,000円であり、平成25年度元利償還額は特別会計を含め12億472万5,000円

となっている。平成25年度末現在高は、一般会計69億2,163万9,000円、特別会計41億2,104万

9,000円、総額110億4,268万8,000円である。前年に対し、5,105万2,000円が増加した。東

日本大震災の発生により、第３期まちづくり計画、当初では想定されていない防災関連事

業等の必然的な実施から、緊急防災・減災事業債などの発行は避けて通れない状況であり、

あわせて十勝圏広域消防化における消防救急デジタル無線の共同整備についても対応して

きたところであるが、今後においても地方債残高の逓減基調を堅持し、借り入れに当たっ

ては財源措置で有利なものを選択されるとともに、将来の財政負担を考慮し、世代間の負

担の公平の観点も踏まえ、引き続き町債の計画的な活用を図られたい。 

 一方、普通会計は、財政構造面から見ると、財政力指数は0.157から0.155に微減、経常

収支比率は75.5％から75.9％と前年度と比較して0.4％上回っている。経常経費のさらなる

見直しを図り、健全な財政運営を図られるよう努力されたい。 

 平成25年度末基金残高の状況であるが、一般会計13基金総額35億9,460万4,000円、特別

会計３基金総額１億2,993万5,000円となり、全会計総額は37億2,453万9,000円である。ま

た、備荒資金組合普通納付金と超過納付金を合わせると３億5,879万7,000円となり、町が
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保有する積立金は40億8,333万6,000円となった。基金増額の内訳は、一般会計で２億

6,426万5,000円、特別会計で722万4,000円、全会計総額は２億7,148万9,000円の増額であ

る。なお、11年前の基金残高と比較すると、この間、町民各位のご理解とご協力のもと32億

円以上が積み立てられたことになる。経費節減意識のもと黒字におさめるとともに、大規

模災害など将来の財政需要及び財政環境の変化に対応するため、各種基金等への積み立て

に努力されていることは評価したい。しかし、一方で、一段と進む人口減少とあわせて避

けて通れない少子高齢化対応など、町政を取り巻く課題は山積している。本町まちづくり

の最上位計画である第３期まちづくり計画を基調に協働のまちづくりに取り組まれている

が、柱となる浦幌町行財政改革プラン2011におけるアクションプランの確実な履行のもと、

計画のさらなる推進を期待したい。また、真に町民のために基金の運用などについても議

会とともに慎重に議論されるよう望む。 

 以上、決算審査に係る意見の説明とさせていただきます。 

〇田村議長 次に、平成25年度予算執行の実績及び主要な施策の成果報告の説明を求めま

す。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 地方自治法第233条第５項に基づく平成25年度予算執行の実績及び主要

な施策の成果報告についてご説明をさせていただきます。 

 別冊の成果報告書１ページをごらんおき願います。平成25年度会計別決算総括表でござ

いますけれども、各会計とも歳入決算額の金額、歳出決算額の金額と執行率、繰越事業費

繰越財源、実質収支額について説明をさせていただき、予算現額、歳入歳出差引額につい

ては省略をさせていただきます。一般会計、歳入決算額65億6,414万7,348円、歳出決算額

63億2,638万494円、執行率83.7％、繰越事業費繰越財源860万7,000円、実質収支額２億

2,915万9,854円。 

 特別会計でございますけれども、町有林野会計、歳入決算額１億 1,300 万 9,206 円、歳

出決算額１億 436 万 27 円、99.6％の執行率でございます。繰越事業費繰越財源につきまし

ては、町有林野会計から簡易水道会計までゼロとなっておりますので、それぞれの会計に

おいては省略をさせていただきます。実質収支額 864 万 9,179 円。 

 国民健康保険事業会計、歳入決算額９億 908 万 4,119 円、歳出８億 6,925 万 1,424 円、

97.8％の執行率でございます。実質収支額 3,983 万 2,695 円。 

 後期高齢者医療会計、7,542 万 7,146 円の歳入決算額に対しまして、歳出決算額 7,495 万

9,073 円、執行率 98.9％、実質収支額 46 万 8,073 円。 

 介護保険会計、６億 4,175 万 2,781 円の歳入決算額に対しまして、歳出決算額６億

3,032 万 5,777 円、97.6％の執行率でございます。実質収支額は 1,142 万 7,004 円となる

ものであります。 

 浦幌町立診療所会計、２億 9,450 万 6,646 円の歳入決算額に対しまして、歳出決算額２

億 8,504 万 6,187 円、執行率 98.4％で、実質収支額 946 万 459 円となるものです。 
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 公共下水道会計、３億 4,659 万 1,324 円の歳入決算額に対しまして、歳出決算額３億

3,816 万 7,211 円、97.5％の執行率で、実質収支額は 842 万 4,113 円でございます。 

 個別排水処理会計、6,206 万 648 円の歳入決算額に対しまして、歳出決算額 6,110 万

4,493 円、執行率 98.6％で、実質収支額は 95 万 6,155 円。 

 簡易水道会計、５億 4,592 万 4,773 円の歳入決算額に対しまして、歳出決算額５億

2,994 万 5,524 円で、97.3％の執行率でございます。実質収支額は 1,597 万 9,249 円とな

り、一般会計、特別会計を合わせました合計、歳入決算額 95億 5,250 万 3,991 円に対しま

して、歳出決算額 92億 1,954 万 210 円で、87.7％の執行率でございます。繰越事業費の繰

越財源の合計は 860 万 7,000 円で、実質収支額計３億 2,435 万 6,781 円となるものでござ

います。 

 次の 2ページをごらんおき願います。平成 25年度、平成 24 年度一般会計款別収入比較

表でございます。この表につきましては、平成 25年度の収入済額、収入率についてのみ各

款ごとに説明をさせていただき、平成 24年度以降の欄につきましては省略をさせていただ

きます。町税、収入済額５億6,602万6,765円、収入率104.1％。地方譲与税9,853万2,000円、

98.2％の収入率。利子割交付金 147 万 7,000 円、113.6％。配当割交付金 128 万円、426．7％。

株式等譲渡所得割交付金174万4,000円、1,744.0％。地方消費税交付金5,374万4,000円、

107.5％。自動車取得税交付金2,492万3,000円、155.8％。地方特例交付金70万円、175.0％。

地方交付税 36 億 2,232 万 6,000 円は 102.0％。交通安全対策特別交付金 91 万 2,000 円、

91.2％。分担金及び負担金１億9,221万 4,463円は 89.1％。使用料及び手数料１億4,060万

3,387 円は 102.5％。国庫支出金３億 3,255 万 2,152 円、99.9％。道支出金２億 4,656 万

8,433円は88.1％。財産収入4,691万4,956円、103.2％。寄附金2,992万9,852円、103.0％。

繰入金 5,615 万 6,558 円、100.0％。繰越金２億 6,886 万 1,837 円、100.0％。諸収入 9,835 万

4,945円は 114.6％。町債７億 8,032万 6,000円は 42.4％で、合計 65億 6,414万 7,348円、

86.9％となるものでございます。 

 次に、３ページに移らせていただきます。平成 25 年度、平成 24 年度町税収入比較表で

ございます。この比較表につきましては、平成 25年度の各区分におきます収入済額と収納

率のみ説明させていただき、そのほかにつきましては省略をさせていただきます。町民税、

現年課税分、収入済額２億 3,997 万 5,733 円、収納率 99.1％、滞納繰越分、収入済額 313 万

9,950 円、32.1％、合計、収入済額２億 4,311 万 5,683 円は収納率 96.5％でございます。

固定資産税、現年課税分２億5,909万2,426円、99.4％、滞納繰越分245万5,511円、38.1％、

合計、収入済額２億 6,154 万 7,937 円で収納率 57.9％でございます。軽自動車税、現年課

税分 1,186 万 6,200 円、99.0％、滞納繰越分２万 8,541 円、41.0％、合計、収入済額 1,189 万

4,741 円で 98.7％の収納率でございます。町たばこ税、現年課税分のみでございますけれ

ども、収入済額 4,741 万 2,014 円、100.0％の収納率でございます。入湯税、同じく現年課

税分のみでございますけれども、収入済額 205 万 6,390 円で 100.0％の収納率でございま

す。合計、現年課税分５億 6,040 万 2,763 円、99.3％、滞納繰越分 562 万 4,002 円、34.5％、
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合計、収入済額５億 6,602 万 6,765 円で 97.5％の収納率でございます。 

 次の４ページをごらんおき願います。平成 25 年度、平成 24 年度一般会計款別支出比較

表でございます。この比較表につきましても、各区分におきましては平成 25 年度の支出済

額と執行率についてのみ説明をさせていただきます。議会費、支出済額 7,283 万 1,607 円、

執行率 98.9％。総務費 12 億 8,572 万 1,105 円、執行率 64.4％となってございますが、平

成26年度に繰り越した役場庁舎耐震防災事業費６億6,992万4,000円が予算額に含まれて

おり、これを除きますと予算額は 13 億 2,644 万 6,000 円となり、実質 96.9％の執行率と

なります。民生費 10 億 9,105 万 923 円、98.0％。衛生費４億 3,704 万 2,381 円、98.5％。

労働費 876 万 4,841 円、84.3％。農林水産業費５億 8,047 万 2,979 円、89.5％の執行率と

なっておりますが、平成 26 年度に繰り越した浦幌地区担い手支援型畑地帯総合整備事業費

2,200 万円及び浦幌地区農業基盤整備促進事業費 4,257 万 2,000 円が予算額に含まれてお

り、これを除きますと予算額は５億 8,406 万 5,000 円となり、実質 99.4％の執行率となり

ます。商工費１億 7,837 万 3,564 円、98.9％。土木費７億 6,595 万 7,794 円、98.5％。消

防費４億 6,310 万 22 円、執行率 54.9％となっておりますが、平成 26 年度に繰り越した消

防救急無線デジタル化整備事業費２億 3,336 万 6,000 円及び厚内地区避難所等整備事業費

１億4,656万円が予算額に含まれており、これを除きますと予算額は４億6,403万2,000円

となり、実質 99.8％の執行率となります。教育費６億 3,568 万 2,881 円、97.6％。災害復

旧費 1,426 万 7,935 円、94.5％。公債費７億 9,282 万 2,730 円、99.1％。諸支出金 29 万

1,732 円、94.1％。予備費については執行してございません。合計額 63億 2,638 万 494 円、

執行率 83.7％ですけれども、予算額 75 億 5,570 万 1,000 円から平成 26 年度に繰り越した

合計額 11億 1,442 万 2,000 円を除きますと 64 億 4,127 万 9,000 円となり、この額に対す

る執行率は 98.2％でございます。 

 次に、平成 25年度、平成 24年度一般会計節別支出比較表について説明をさせていただ

きます。５ページをごらんおき願います。この比較表につきましても、各区分ごとの説明

にかかわり、支出済額において平成 25年度、そしてそれにかかわります増減率についての

み説明をさせていただきます。１節報酬でございますけれども、6,517 万 5,641 円、増減

率 1.1％の減でございます。２節給料４億 6,790 万 5,014 円、増減率 2.6％の減。３節職員

手当等２億 4,961 万 8,226 円、3.7％の減。４節共済費３億 67 万 8,458 円、1.1％の減。５

節、６節については執行してございません。７節賃金 9,866 万 2,207 円、6.3％の増。８節

報償費 2,888 万 3,307 円、46.6％の増。９節旅費 1,238 万 166 円、6.6％の減。10 節交際

費 18万 4,086 円、31.7％の増でございます。11節需用費３億 1,004 万 6,307 円、1.8％の

増。12節役務費 5,308 万 9,273 円、3.0％の増。13節委託料５億 3,176 万 4,554 円、12.1％

の増。14 節使用料及び賃借料１億 659 万 969 円、12.8％の減。15 節工事請負費６億 5,400 万

8,150 円、20.0％の減でございます。16 節原材料費 311 万 2,903 円、7.1％増。17 節公有

財産購入費１億 953 万 5,487 円、0.4％減。18節備品購入費 6,185 万 6,577 円、22.0％減。

19節負担金、補助及び交付金10億7,622万 9,719円、37.6％の増。20節扶助費３億3,813万
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6,406円、3.2％増。21節貸付金7,000万円、75.0％の増。22節補償補てん及び賠償金1,046万

2,500 円、1,273.0％の増。23節償還金利子及び割引料７億 9,507 万 2,189 円、2.0％減。

24節投資及び出資金については執行してございません。25節積立金３億1,546万5,425円、

76.0％の減。26 節寄附金については執行してございません。27節公課費 104 万 6,900 円、

35.0％減。28節繰出金６億6,647万6,030円、3.3％の増。合計63億2,638万494円で11.2％

の減でございますけれども、増減にかかわります主たる要因におきましては、８節報償費

の 46.6％増につきましては、決算額において、ふるさとづくり寄附金記念品代 1,198 万

5,000 円、地域おこし協力隊謝礼 149 万 4,000 円、有害鳥獣駆除報償費 2,304 万 5,500 円

がいずれも前年度と比較して増額となってございます。15節工事請負費の 20％減にかかわ

ります主たる要因は、決算額において、道路建設補助事業整備費１億 5,622 万 9,500 円で、

前年度と比較して減、災害対策費において、津波避難対策整備１億 6,042 万 6,250 円で、

前年度と比較して増額となっているものでございます。18節備品購入費の 22％減の主たる

要因は、決算額において、塵芥収集車購入費 1,361 万 8,500 円、模範牧場のトラクター及

びミキサーフィーダー購入費 1,392 万 3,000 円で新たに購入し、土木車両購入費は 37 万

490 円の決算額で、前年度と比較して減でございます。19 節負担金、補助及び交付金 37.6％

増の主たる要因は、決算額におきまして、備考資金３億 6,000 円、うらほろスタイル推進

事業負担金で 709 万円が前年度と比較して増額となっております。中浦幌地区担い手支援

型畑地帯総合整備事業負担金につきましては、事業の完了に伴いゼロ円となっております。

前年度と比較して減となっております。21 節貸付金 75.0％増は、決算額において、中小企

業融資貸付金 7,000 万円によるものでございます。22 節補償補てん及び賠償金の増額は、

決算額において、町道２条通り整備工事水道管及び下水道移設補償費 963 万 4,500 円が前

年度と比較して新規に要したことが主な内容でございます。25 節積立金 76％減の要因は、

決算額において、財政調整基金積立金３億 1,546 万 5,425 円となり、前年度と比較して減

によるものでございます。27 節公課費 35.0％減は、公用車、塵芥収集車、土木車両にかか

わります自動車税の減でございます。 

 ６ページに移らせていただきます。平成 25年度普通会計収入の状況でございます。この

ことにつきましては、臨時的経費を臨時的なものに、経常的経費を経常的なものとして仕

分けしておりますが、それぞれの事業費の財源となるもの、臨時的経費の財源となるもの

の内訳でございます。主なものにつきましては、地方交付税の欄でございますけれども、

臨時経費として取り扱われるものにつきましては、一般財源の欄の２億 6,985 万 4,000 円

が特別交付税でございます。経常経費として取り扱われるものにつきましては、一般財源

の 33億 5,247 万 2,000 円で、普通交付税でございます。中段の区分の中の分担金及び負担

金から諸収入まで同様に仕分けされておりますけれども、表の下から２行目の地方債の欄

の臨時的経費の一般財源２億 2,602 万 6,000 円につきましては臨時財政対策債でございま

す。この臨時財政対策債につきましては、元利均等償還相当額について地方交付税の基準

財政需要額に算入されるため、歳入合計額の経常経費の一般財源 41 億 3,102 万 5,000 円と



                                             － 51 － 

ただいま申し上げました地方債の欄の２億 6,202 万 6,000 円を足したものが経常経費にお

ける一般財源として取り扱われるものになります。 

 次に、７ページの平成 25 年度普通会計支出の状況について説明をさせていただきます。

人件費の臨時的経費における特定財源は指定統計費、選挙費などによるものでありますが、

物件費以下につきましてはその年に起こり得るなどの臨時的経費、それ以外が経常経費と

して取り扱われるものでございます。表の中段より少し下の列の投資的経費につきまして

も臨時的経費として取り扱われ、12 ページをごらんおきいただきたいと思います。平成

25 年度普通会計投資的経費内訳表となっています表題の 12 ページ最初の段になりますけ

れども、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の役場庁舎耐震防災改修工事実施

設計委託の事業費 3,003 万円から、19ページの後段になります。19 ページの 11款災害復

旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害応急費の事業費 1,426 万

8,000 円までの、ただいま申し上げました 12 ページから 19 ページまでの事業費を合算し

た、このページの最終の行に、事業費の一番後段になりますけれども、太い線で囲んであ

ります投資的経費の総額 11 億 398 万 9,000 円がございます。この 11億 398 万 9,000 円、

そしてこの金額が、恐れ入ります、７ページに移りますけれども、７ページの区分の欄の

投資的経費における平成 25 年度の決算額 11億 398 万 9,000 円と同額になるもので、12 ペ

ージから 19 ページまでの積み上げがこの投資的経費の合計となるものでございます。次に、

右の表から５列目の平成 25 年度の経常収支比率でございますけれども、表の中の列にあり

ます経常的なものの一般財源の歳出合計額 33 億 509 万 6,000 円、これを前ページの地方債

における臨時的なものの一般財源２億 2,602 万 6,000 円と歳入合計の経常的なものの一般

財源 41 億 3,102 万 5,000 円との合計額が 43億 5,705 万 1,000 円となり、これで割ります

と、７ページにございます経常収支比率の歳出合計の一番下にございますけれども、25年

度の経常収支比率 75.9％となるものでございます。 

 次に、８ページに移らせていただきます。平成25年度末地方債の状況で、一般会計から

特別会計、全ての会計でございます。この状況につきましては、平成24年度末現在高と平

成25年度発行額について説明をさせていただきます。一般会計の合計につきましては、平

成24年度末現在高68億4,465万7,000円、平成25年度の発行額は７億8,032万6,000円で、平

成25年度末現在高につきましては69億2,163万9,000円となるものでございます。総合計、

特別会計も含めた全体の総合計でございますけれども、平成24年度末現在高109億9,163万

6,000円、平成25年度発行額10億8,062万6,000円、平成25年度末現在高110億4,268万8,000円

となるものでございます。 

 次に、９ページの平成25年度末基金の状況についてを説明させていただきます。一般会

計から特別会計、全ての会計でございます。この表につきましては、平成24年度末残高と

平成25年度末残高についてのみ説明をさせていただきます。一般会計におきましては、13基

金の合計で平成24年度末残高33億3,033万9,000円、平成25年度末残高におきましては35億

9,460万4,000円、特別会計を含めた合計16基金でございますけれども、総合計、平成24年
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度末残高34億5,305万円、平成25年度末残高37億2,453万9,000円となるものでございます。 

 次に、10ページをお開き願います。債務負担行為の状況でございます。一般会計につい

ての内容で、この表につきましては平成25年度の支出額及び平成26年度以降の支出の予定

額の合計についてのみ説明をさせていただきます。平成25年度支出額につきましては、債

務負担行為11件ございますけれども、合計額１億9,964万5,000円、平成26年度以降支出予

定額につきましては４億1,956万5,000円となるものでございます。 

 次に、11ページに移らせていただきます。普通会計財政指標の推移について説明をさせ

ていただきます。各名称区分における説明につきましては、平成25年度の数値についての

み説明をさせていただきます。標準財政規模43億2,155万円、基準財政収入額５億9,578万

1,000円、これらにかかわります基準財政需要額につきましては39億4,825万3,000円でござ

います。財政力指数につきましては、３カ年平均で0.155、平成25年度単年度の比率では

0.151、経常収支比率においては75.9％となるものでございます。 

 次に、12ページをごらんおき願います。平成25年度普通会計投資的経費内訳表でござい

ます。先ほどもご説明させていただきましたけれども、この内訳表につきましては12ペー

ジから19ページにかけて記載をしてございます。このことにつきましては、後ほどごらん

おきをお願いしたいと思います。 

 最終19ページをお開き願います。次の薄緑色のページがございます。その次の１ページ

から38ページまでにつきましては、平成25年度の一般会計の決算説明資料でございます。

また、その次の39ページから59ページまでにつきましては、各特別会計の決算説明資料で

ございます。このことにつきましても後ほどごらんおきをお願いしたいと思います。また、

特別会計の次の薄緑色のページ以降につきましては、１ページから28ページの最終ページ

までにつきまして、先ほど監査委員様から提出されました平成25年度の浦幌町各会計決算

審査意見書でございますので、ごらんおきをお願いしたいと思います。 

 以上で地方自治法第233条第５項に基づく平成25年度予算執行の実績及び主要な施策の

成果報告の説明を終わらせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 

 平成25年度浦幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定につきましては、本会議での

質疑を３回までとする会議規則第55条の規定を適用しないで審議を進めたいと思います。

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、平成25年度浦幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定については、会議規

則第55条の規定を適用しないで審議を進めることに決定をいたしました。 

 初めに、平成25年度浦幌町一般会計歳入歳出決算書、実質収支に関する調書の説明を求

めます。 

 総務課長。 
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〇鈴木総務課長 平成25年度浦幌町一般会計歳入歳出決算書、実質収支に関する調書。一

般会計、区分１、歳入総額65億6,414万7,348円、２、歳出総額63億2,638万494円、３、歳

入歳出差引額２億3,776万6,854円、４、翌年度へ繰り越すべき財源、（２）繰越明許費繰越

額860万7,000円、計860万7,000円、５、実質収支額２億2,915万9,854円、６、実質収支額

のうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入額についてはございません。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

    ◎休会・延会の議決 

〇田村議長 説明が終わりました。 

 ここでお諮りをいたします。議事の都合により、本日の会議はこの程度にとどめて延会

とし、あすから９月７日までの２日間は休会として、９月８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、議事の都合により、本日はこれをもって延会とし、あすから９月７日までの２

日間は休会として、９月８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。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会といたします。 

延会 午後 ３時２５分 


