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平成２６年第４回浦幌町議会定例会（第２号） 

 

平成２６年１２月７日（日曜日） 

開議 午後 １時３０分 

散会 午後 ３時４９分 
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 日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 一般質問 

        ３番  安 藤 忠 司 議員 
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        １番  関 井 雅 明 議員 

            「水澤町政運営の総括」 

        ７番  森   秀 幸 議員 

            「森林公園遊歩道の整備」 

        ９番  河 内 富 喜 議員 

            「町民の安心・安全のための防犯カメラの設置」 

        ８番  杉 江   博 議員 

            「「空き家法」成立に向けた対応」 

        ６番  福 原 仁 子 議員 

            「犯罪被害者等の支援」 

        ２番  差 間 正 樹 議員 

            「民族に関する歴史教育」 

            「アイヌ語の地名表記」 

 

〇出席議員（１１名） 

    １番  関  井  雅  明     ２番  差  間  正  樹 

    ３番  安  藤  忠  司     ５番  二  瓶     隆 

    ６番  福  原  仁  子     ７番  森     秀  幸 

    ８番  杉  江     博     ９番  河  内  富  喜 

   １０番  阿  部     優    １１番  髙  橋  利  一 

   １３番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（１名） 

   １２番  野  村  俊  博 

 



- 2 - 
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     まちづくり政策課長   菅  原     敏 
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          診療所事務長      佐  藤  勇  人 

 

    教育委員会 
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          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   山  本  輝  男 

 

    農業委員会 
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開議 午後 １時３０分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 本日、12番、野村俊博議員より会議を欠席する旨の届け出を受けております

ので、ご報告をいたします。 

 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４回浦幌町議会定例会、本日７日の運営について２日午後、議会運営委員会

を開催し、協議をいたしましたので、報告いたします。 

 本日は、諸般の報告、行政報告に続き、一般質問であります。一般質問は、通告順に安

藤忠司議員、関井雅明議員、森秀幸議員、河内富喜議員、杉江博議員、福原仁子議員、差

間正樹議員の７名より８項目の通告がなされております。質問順につきましては、通告順

に指名されるよう議長に申し入れております。なお、本日の日程は一般質問で終了であり

ますが、年１回の日曜議会開催であります。議員、理事者ともに傍聴される皆さんにわか

りやすい質疑を心がけていただきますとともに、活発なる質疑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。 

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

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

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

制限時間３分前に予鈴を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、３番、安藤忠司議員の質問を許します。 

 安藤議員。 

〇安藤議員 私は、通告に従い、農林水産業、商工業事業者のリフォーム補助事業の創設
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についてを伺います。 

 定住人口の確保、地域経済の活性化の一環として住宅リフォーム補助事業があり、町民

にとってありがたい補助事業となっております。利用される方が大変多く、評判のよい補

助事業であります。第３期まちづくり計画においては、平成32年度までの10カ年とし、27年

度には基本計画の見直しや後期５カ年の実施計画が策定される予定となっているところで

あります。町の基金残高については、備荒資金組合の積立金を加えると約40億8,000万とな

っており、町の産業振興、地域活性化について基金の利用を考える時期と思います。 

 そこで、次の点についてお尋ねします。現在商工業事業者を初め、町の各産業において

高齢化、後継者問題などたくさんの課題が山積しております。そこで、農業では既存倉庫

の改修や農機具の修理、漁業では漁船、漁具などの補修、商業では既存店舗の改修や北電

の値上げに対応するため、店舗のＬＥＤ照明化、設備機器の更新、修理などかかる経費に

ついて町単独補助事業として検討できないか、町長の考えについて伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 安藤議員の質問にお答えをいたします。 

 農林水産業、商工業事業者のリフォーム補助事業の創設についてでありますが、住宅リ

フォーム補助事業は、第３期まちづくり計画において定住対策推進のための重点プロジェ

クト、居住環境の整備充実として、町民が安心して暮らすための居住環境の整備を促進し、

定住人口の確保並びに地域経済の活性化を図ることを目的として平成23年度より実施して

いるところです。この第３期まちづくり計画は、平成23年度を初年度とし、平成32年度を

目標とする10カ年の計画であり、この計画の構成は基本構想10年、基本計画10年、実施計

画５年としており、このうち基本計画は中間地点で見直し、また実施計画は前期、後期そ

れぞれ５年間の計画であり、前期が平成27年度をもって終了することから、本年度より基

本計画の見直し及び年度別実施計画、後期５カ年計画の策定を行ってまいります。 

 ご質問の項目にあります更新や改修に係る経費に対する町単独補助事業の検討について

でありますが、第１次産業については高齢化や後継者問題を抱えており、加えてＴＰＰを

初めとする国際間取引の動き、飼料価格などの高どまり及び燃料高騰など、生産者を取り

巻く環境は非常に厳しい状況にあることから、今後においてもこれまで同様各種生産振興

及び基盤整備事業に主眼を置いた支援を行いながら、第３期まちづくり計画の後期５カ年

実施計画の策定において、関係機関及び団体と連携を図りながら進めてまいります。 

 また、町内の中小企業者が行う既存店舗などの改修に対しては、浦幌町中小企業振興条

例の規定に基づく設備資金の融資あっせんと利子補給事業により支援しているところです

が、国は本年６月に小規模企業を中心に据えた新しい施策の体系を構築する趣旨から小規

模企業振興基本法を制定し、道においては北海道商工業振興審議会で小規模企業振興のあ

り方について検討を始めたところであります。国や道の動向を踏まえながら、関係団体と

支援内容について検討してまいります。 
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 以上、安藤議員への答弁といたします。 

〇田村議長 安藤議員。 

〇安藤議員 先日商工会と一般会議がありまして、このたびの成立した小規模企業振興基

本法について説明を受けてまいりました。その中で、持続化補助金、上限が50万円という

のを補正予算で取り組んだということでございます。ただ、この件については利用者が殺

到したそうでございます。販路開拓目的、チラシ作成などに利用できる補助金ということ

で、簡単な事業計画をつくり、申請できる、補助制度に乗れるという補助金だったという

ことです。このように、補助金については補助金の申請だとか計画など、簡単に申請をで

きる使いやすいものが必要と思います。現在町にもいろいろな補助事業制度がありますけ

れども、規模的にこのように小規模なものというものはないと思われます。この辺につい

て、後期まちづくり計画の中でも各産業の経営者などよりアンケート調査などを進めてい

く考えはない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。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 今安藤議員からご質問ありましたことについて説明をさせていただきま

す。 

 まず、先ほどありました商工会との懇談でございますが、その中で今あったような説明

が町のほうにもされてございます。その中でアンケート等をとっていろいろ調べたらどう

かということでございますが、町理事者と商工会理事の方の懇談の中で今後細かな連携を

図りながら打ち合わせしていこうということになってございます。その中で、いろいろ後

期まちづくり計画に反映できるものはしていこうというようなことで考えてございますの

で、よろしくお願いします。 

〇田村議長 安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。それで、今の一般会議の中で、会員事業承継アンケートとい

う報告書の説明をいただきました。この中で、行政機関に対して７項目の要望事項という

ことでありましたけれども、この要望について町はどのように回答していくのか。今まで

もいろいろ要望書上げるだとか、議会のほうにも陳情書上げるとか、いろいろあると思い

ますけれども、この辺についてどのような回答でもっていくのか、その辺お聞きしたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 今議員から質問がありましたけれども、商工会員の事業承継アンケート

ということで、その結果の中においてまとめの中に、各商工会の部会としてやること、ま

たあと行政機関に対しての要望という形でお話をいただいております。このことにつきま

しては、先ほど述べましたように今後具体化していきましょうという段階であります。で

ありますので、この１点１点について具体的な話はこれからということになってございま
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すので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 安藤議員。 

〇安藤議員 今回のこの質問をするのにいろいろ、まちづくり計画書なり、インターネッ

トの中の各課のところを見て調べたわけですけれども、この補助金について各課にわたり

いろいろあるのです。私でも調べるのに大変苦労したのですが、ホームページの中だとか

広報紙ででも一覧表にして広報していただきたいなと思うわけなのですが、今回調べてい

く中でも、まちづくり政策課のものとか産業課のもの、また産業課の中でも係がいろいろ

あるところだとか、なかなか大変な、実際補助金を使う方にとっては本当にどこに書いて

あるのだというようなものがあると思うのです。一目見て、一覧表見たらどこどこの課の

どういう補助金があるのだということをもう少しわかりやすくしていく必要があるのでな

いかと思われますけれども、その辺についてどうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇菅原まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

 本町におきます補助事業等につきましては、安藤議員おっしゃるとおりたくさんあると

思います。ただ、各補助制度について、広報等では当初周知はしているのですけれども、

その後継続して周知しているものもございますし、なかなか周知徹底されていないという

部分もあるかもしれません。それから、ホームページにおきましても、記載はされている

のですけれども、補助制度という項目におきまして一番最初のトップ画面に出ている状況

にはございません。各仕事、分野ごとにおきまして補助制度が載っているという状況にご

ざいますので、そういう意味ではちょっとームページは探しづらいかなという気はします

ので、その辺のところをホームページにつきましては今後見やすい形で、探しやすい形で

ちょっと検討していきたいというふうに考えております。 

〇安藤議員 終わります。 

〇田村議長 これで安藤忠司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 通告に従い、水澤町政運営の総括についてご質問します。 

 水澤町長の２期目４年が過ぎようとしています。私は、町長の２期８年に対するご自身

の町政運営総括と来期の町政運営に向けた進退について伺いたいと思います。水澤町長は、

２期目の執行方針で町民の皆様の目線に立つことを基本として町政執行に当たりますと述

べられ、現在進行している第３期まちづくり計画が平成23年度からスタートし、「みんなの

知恵・世代を超えて創るまち」をメーンテーマに、また３つの重点プロジェクトを掲げ、

着実に執行を果たしてまいりました。第３期まちづくり計画も来年は後期実施計画の策定

に入り、水澤町長の町政運営に一層期待しているところであります。町長が掲げた政策に

おいても、実現されたもの、進行中のもの、まだ進んでいないものなどいろいろあるかと
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思いますが、目まぐるしく変化する社会情勢、厳しい財政状況下にあって、町長は健全で

安定したまちづくりを進めてまいりました。 

 そこで、現在までの町政運営に対するご自身の総括的な評価とあわせて、来期に向けて

の進退についてのお考えを伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 関井議員の質問にお答えいたします。 

 平成19年に浦幌町の町政を担わせていただいてから８年、２期目の信任をいただいてか

ら早くも４年の年月が過ぎようとしております。その間、町民の皆様、議会議員の皆様か

らご理解とご指導をいただいておりますことに心から感謝とお礼を申し上げるところであ

ります。 

 この４年間、浦幌町民の皆様の満足度を高めるために全力投球を続けてまいりました。

自治体を取り巻く環境は、地方固有の財源である地方交付税が減額を余儀なくされるなど、

予断を許さないものになっています。また、日本全体が少子高齢化の波の中で、人口減少

の時代となりました。浦幌町は、第３期まちづくり計画の中で人口5,000人を割らないまち

づくりを目指しているところでありますが、国内の有識者らによる人口創成会議は、東京

一極集中が進む中で、20歳から39歳の女性が子どもを産む確率である合計特殊出生率の低

下で全国の自治体のうち896自治体が消滅する可能性があり、北海道においては８割の自治

体が消滅するということを発表しましたが、まさに大変厳しい推計と認識せざるを得ませ

ん。浦幌町としては、人口創成会議の言う消滅自治体に決してならないために、第３期ま

ちづくり計画の重点プログラムを中心に据えた取り組みを進めてまいりましたが、合計特

殊出生率が発表された中で、浦幌町は北海道で10番目の出生率が高い自治体となっており

ます。私は、当初から人の力、財政の力、産業の力のバランスのとれたまちづくりが必要

であり、この３つの力を高めることの大切さを申し上げてきましたが、今でも変わるとこ

ろはありませんし、同じ思いで町政を行ってまいりました。 

 １つ目の人の力は、町民の皆様が潜在能力も含めてまちづくりに参加していただけるよ

うな仕組みづくりを町民参加条例として立ち上げました。浦幌スタイル推進協議会では、

３つのプログラムの中で子どもたちの町への愛着を育む土壌は確実に醸成されています。

さらに、子育て環境充実のために保育料における第２子の半額、第３子の無料化や中学生

までの医療費の無料化に取り組むなど、子育て支援行動計画を策定して、「すくすく！のび

のび！子育てしやすい、やさしい地域づくり」として子育てガイドブックにまとめるなど、

子育て世帯への周知を図ってまいりました。就労環境の整備や高齢者、障がい者の皆さん

の公共施設の無料化、予防接種の助成などの幅広い健康福祉環境の整備を進め、水道料金

の値下げによる料金改定、公営住宅の改築、住宅新築への補助金制度の導入、住宅リフォ

ーム補助、太陽光発電への補助制度も行いながら、住みやすい環境づくりに取り組んでま

いりました。 
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 ２つ目の財政の力では、就任当初町の基金が７億1,500万円、町の借金である起債残高は

140億円でありました。東日本大震災を教訓とした地震による津波対策としての避難路、避

難場所の造成、役場庁舎の耐震化や公営住宅の年度ごとの改築などや、既に完成を見てお

りますが、町内光ケーブルの敷設事業、浦幌中学校改築事業などの大型事業を行ってまい

りましたが、厳しい財政状況の中で、町民の皆様や議会議員の皆様並びに職員の協力のも

と、町の基金は平成25年度末で40億8,000万円、町の借金である起債残高は110億円となり、

21％、額にして30億円減少することができました。また、財政指標でありますところの実

質公債費比率は適正化計画が必要とされる18％を大きく割り込み、11.9％とすることがで

きました。 

 ３つ目の産業の力では、基幹産業である１次産業を取り巻く環境は燃料や飼肥料の高騰

などにより生産費が高どまるなど、依然厳しい環境が続いておりますが、生産基盤の強化

や作業の効率化を図るための施設への補助などの各種施策、山林の植栽事業、森林保有者

負担軽減の交付金、漁港整備事業、プレミアム商品券事業や中小企業融資制度、新たな雇

用への補助金など、各団体と連携を図りながら各種事業を展開してまいりました。常に町

民の皆様と同じ目線に立ち、財政健全化の旗を掲げながら町政を進めてきたつもりであり

ますが、町政運営の評価はみずから下すことは難しいものがあり、議員の言われる評価に

つきましては議会議員の皆様、町民の皆様が判断されるものと考えているところでありま

す 

 次期の進退についてのご質問でありますが、来年で私の町長としての２期目の任期は終

了することになります。この４年間、議会議員の皆様のご理解とご指導を賜りながら職責

を全うするよう努めてまいりましたが、残された行政課題も数多くあります。第３期まち

づくり計画の前期実施計画が残り１年となり、後期計画作成の必要もあり、地方自治体に

とりまして厳しい環境が続くものと考えておりますが、町民の皆様のご支持をいただける

ものであれば、引き続き町政を担わせていただきたいと決意しているところであります。 

 以上、関井議員への答弁といたします。 

〇田村議長 関井議員。 

〇関井議員 今町長から力強い答弁をいただきましたが、次期町政を担わせていただきた

いということですので、ぜひ期待したいと思います。 

 これで終わります。 

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。 

 次に、７番、森秀幸議員の質問を許します。 

 ７番、森議員。 

〇森議員 私は、通告に従いまして、森林公園遊歩道の整備についてを質問させていただ

きます。 

 森林公園は、総面積120ヘクタールの広大な自然あふれる冒険王国として、十勝一の森林

公園で知られています。公園内には、広い芝生の林間広場、オートキャンプ場、バンガロ
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ー、パークゴルフ場、フィールドアスレチック、遊歩道などがあります。子どもから大人

まで多くの人々が訪れ、一日では遊び切れないほどの施設が整備されております。また、

ふるさとのみのり祭りには、管内、管外からも毎年３万以上の人々が訪れ、この大自然に

囲まれたイベントを満喫しているところであります。 

 森林公園内の管理については、整備が保たれていることに対し評価するところです。し

かし、展望台等の施設を結ぶ遊歩道は、丸太で階段、手すり等が設置されていますが、年

数が経過していることもあり、傷みが激しく、歩行に困難な場所も見受けられます。既に

補修工事が終了しているところもありますが、幅広い年齢の利用促進を考えた場合、早急

な整備が必要であると考えますが、今後の整備計画について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 森議員の質問にお答えいたします。 

 森林公園遊歩道の整備についてでありますが、うらほろ森林公園は町民の憩いの場とし

て昭和29年から整備が始まり、昭和50年から52年には森林総合利用促進事業を導入し、林

間広場、駐車場及びキャンプ場などが整備され、その後各種事業を活用しながら、総合的

な森林レクリエーション施設として町民はもとより、町外の方々にも利用していただいて

いるところであります。 

 公園内の遊歩道整備についてでありますが、平成２年度に策定された浦幌町森林公園基

本計画に基づき、平成５年度から林業地域総合整備事業を活用し、遊歩道を含めた公園施

設全体の整備を実施し、平成15年度で事業完了となったところであります。平成24年度か

らは、浦幌町過疎地域自立促進市町村計画に基づき、過疎対策事業債を活用しながら、オ

ートキャンプ場電源設備の新設、モニュメント水槽の改修及び遊歩道の階段、手すり、つ

り橋の改修などを実施しているところです。 

 ご質問の今後の遊歩道整備計画につきましては、平成27年度において浦幌町過疎地域自

立促進市町村計画に基づき、森林公園内の施設の維持補修が計画されており、この中で遊

歩道の補修を行う予定となっているところです。なお、平成28年度以降については、第３

期まちづくり計画の後期５カ年実施計画において遊歩道を含めた公園施設全体の整備計画

の策定を検討してまいります。 

 以上、森議員への答弁といたします。 

〇田村議長 森議員。 

〇森議員 ただいま遊歩道の整備につきましては、町長のほうからお話をいただきました。

遊歩道につきましては、平成５年から15年でつくられたというような内容でもございまし

た。年数がたっている関係か、非常に傷みぐあいがひどいところもございます。それで、

遊歩道にちなんだ案内図というのですか、これは本当によくできておりまして、遊歩道に

つきましては、こもれび遊歩道、さえずり遊歩道、みはらし遊歩道、健康の森遊歩道等が

あると思います。この遊歩道につきまして、既に整備が進んでいるところはどこなのでし
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ょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 遊歩道の整備が完了している場所ということでございますが、先ほど町

長の答弁にもありましたように、平成24年度より遊歩道の整備を順次実施してございます。

その中で、こもれび遊歩道につきましては平成24年、25年、26年をかけまして整備をして

ございます。また、健康の森につきましては、今年度実施してございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 森議員。 

〇森議員 今健康の森につきましては、27年度整備するというような内容でございます。

私も、この遊歩道につきましては通らせていただきました。非常に遊歩道が傷んでいると

いうことに気づきました。町営球場のほうから遊歩道を上がっていきますと、まずつり橋

がございます。あのつり橋につきましては、昨年整備がなされたということで、非常に安

全性も考えておりますし、立派に整備ができております。そこから遊歩道を通りまして、

展望台、そしてあずまやもございます。その間、子どもたちが遊びというのですか、遊具

等もございます。その間が非常に傷んでいるのかなというふうにも思っているところでご

ざいます。どうしても木ですから、土と交わりますと非常に傷みが激しくなっているのと、

またくいと階段のところを丸太でもってつくられているところなのですけれども、どうし

てもくいが傷みが激しくて突き出ていて、子どもたちが通るのにも非常に危険なのかなと

いうふうにも思っているところでもございます。今の答弁で、来年度はそちらのほうもや

っていただけるという捉え方でよろしいのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇大山産業課長 過疎計画に基づきまして、一応来年度まで計画は持ってございます。過

疎計画での計画と申しますのは、あくまで財源がありきということで考えてございまして、

今森議員のほうから質問がありました部分については来年度進めたいというふうに考えて

ございますが、まだ予算等もこれからでございますので、最終的にはそこの遊歩道につい

ては担当課としては進めていきたいということで考えてございますが、全部完了できるか

どうかというのはまだ今の段階ではお答えできないので、済みませんけれども、よろしく

お願いします。 

〇田村議長 森議員。 

〇森議員 わかりました。私も見まして、整備、改修を進めていく中身では、これは重機

が入れないなということは私どもも理解して、非常に時間とお金もかかるのかなというこ

とも理解してございます。そういう面でも、幅広い方々の利用を目的としているというこ

とでございますので、ぜひ安心して自然になじめるようなことを持っていただいて、整備

を早めていただきたいなというふうにも思っております。遊歩道につきましては、浦幌町
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は１次産業、漁業、林業、農業と非常に盛んな町でございます。林業面でも、丸太をいち

早く整備することによって浦幌町の林業はやはり進んでいるな、またやはり林業の町だな

というようなことを非常に来ていただいている方にも位置づけるのにも、いいチャンスで

ないのかなというふうにも思っております。また、野外ステージのちょうど脇になります

か、北側になりますけれども、そこはのり面というのですか、土砂が崩れないように普通

であればコンクリートでやるのですけれども、浦幌の場合はそこは木で擁壁をつくってご

ざいます。私も、そういう面ではやはり林業が栄えているのかなというふうに思っている

ところであります。 

 また、全体的に遊歩道整備をしたことによりまして、夏場はキャンプ場、またバンガロ

ーに非常に多くの方々が集まってきますし、また先ほどもお話ししましたようにみのり祭

りには本当に多くの方々が訪れてくれるということでもございます。そういう方々がこう

いう公園を訪れていただいて、１回限りでなくて、ああ、これだけのいい施設なのだとい

うことで来年も来よう、また再来年も来ようというふうな気持ちになっていくであろうと

いうふうにも思っております。また、そのことによって、町へ買い物に行ってくれる方も

ふえていくのでないかなというふうにも思っているところでございます。そういう面でも、

町の活性化を考えた場合にはいち早くそういう整備が必要であろうなというふうにも思っ

てございます。来年含めて整備をするということでございますので、この件につきまして

来年度の見通しがつけばということでもございます。 

 これで最後の質問にいたしたいと思います。町長、このことにつきましてどのようにお

考えなのか、答弁をいただきたいなというふうに思います 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 森議員からご質問があります森林公園につきましては、まさに浦幌町の観光

の拠点として多くの皆さんに楽しんでいただいております。町民だけではなく、町外から

のお客さんも含めて多くの方が楽しんでいただける自然豊かな森林公園というふうに私ど

もも自負しているところであります。そういう面では、オートキャンプ場も電源設備を入

れて多くの皆さんにできるだけ快適なキャンプ場として利用してもらうように整備を進め

てまいりました。ただ、120平方メートルという広大な森林公園を有しているわけでありま

して、この中で私も遊歩道等については何回か散策を楽しむというか、見てまいりました。

その中で、確かに自然の中で雨や何かでちょっと崩れているところもあるということであ

りまして、危険な箇所については、これは危険な箇所を散策して楽しんでいただくという

ことになりませんので、当然そこについては応急手当てを含めて危険でないようにしなけ

ればならないというのは当たり前のことであります。そういう面では、広大な森林公園ど

のように管理していくかというのは町としての課題でありますけれども、ここはやはり年

次計画を立てながら、きちんとした整備を進めていく必要があるだろうというふうに思っ

ています。今森議員から、町の活性化も含めて林材を利用した整備を進めたらどうだろう
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というご提案もいただきました。まさに浦幌町は林業の町でもありますので、こういうこ

とも含めて今後とも後期５カ年計画の中でもこの考えで整備を進め、危険でない、そして

皆さんに楽しんでいただける豊かな森林公園にしていきたいというふうに考えております

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇森議員 終わります。 

〇田村議長 これで森秀幸議員の一般質問を終わります。 

 次に、９番、河内富喜議員の質問を許します。 

 ９番、河内議員。 

〇河内議員 これより通告に基づき、安心、安全なまちづくりのための防犯カメラ設置に

ついて一般質問をいたします。 

 近年安心、安全のまちづくりのため、公共施設や通学路、商店街、町並みに防犯カメラ

を設置する市町村が全国的にふえています。我が町でも、学校施設で灯油の盗難事件が発

生し、その後設置をしたところであります。設置の最大の理由としては、犯罪を立証する

上で重要な証拠となり、犯罪の抑止力として大きな効果が期待できるからであります。当

初プライバシーなどの問題で踏み切れなかった都会のある商店街において、防犯カメラを

設置したところ犯罪率が飛躍的に減少するなど、その効果は既に立証されています。幸い

我が町では犯罪率が極めて少ないため、その必要性について今まで議論されてこなかった

のが実情であります。しかし、全国の住民アンケート調査では、防犯カメラの設置要望が

上位を占めています。当然一般論として都会と田舎は違うという声があると思います。し

かし、犯罪の多くは時と場所を選びません。犯罪件数や犯罪率が低いから安心、安全な町

であるとは言えない時代であります。町民が本当に安心して住むことができる安心、安全

なまちづくりのために防犯カメラの設置普及が必要な時代になりました。 

 犯罪抑止に極めて有効な防犯カメラは、防犯灯の設置が今では当たり前のように、私は

遅かれ早かれ全国の市町村でも主要な場所に設置がされるのが当たり前の時代になると思

います。当然設置に当たっては、町民によく説明をし、理解を得た上で計画的に徐々に整

備すべきものであると考えます。防犯カメラ設置の目的は、町民の安心、安全のためのも

のであり、監視を意味するものではありません。現在進行形の使用形式ではなく、何かあ

ったときに使用するものでなければなりません。プライバシーへの配慮は重要であり、設

置に当たっては防犯カメラ設置及び運用に関するガイドラインの制定が前提となります。 

 近年認知症による老人の徘回などが社会問題化しており、老人の行方不明者が全国で１

万人に及んでいます。また、子どもや女性の連れ去り事件が全国で多発しています。その

際、防犯カメラが犯人解明や捜査に重要な役割を担っているところでもあります。 

 １点目、特に通学路における安心、安全は保護者の強く願うところであり、行政の対応

が必要であります。通学路における防犯カメラ設置の必要性についてどのような認識をお

持ちですか。 

 ２点目、町の主要な場所、特に公共施設や住宅街の出入り口、商店街にも防犯カメラを
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設置するべきではないでしょうか。近年全国の市町村では、商店街や町内会に対し、防犯

カメラ設置を促進するために補助する制度があります。浦幌でも同様の制度を導入しては

いかがでしょうか。 

 以上２点についてお伺いをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 河内議員のご質問にお答えします。 

 防犯カメラの設置につきましては、犯罪発生時における犯人の解明や行方不明者の捜索

に極めて有効な手段の一つと考えますが、その一方で、通行する方全てを承諾もなく撮影

し、その映像を保管することから、個人のプライバシー保護に配慮した適切な管理とデー

タ保管の措置を講ずる必要があります。あわせて、カメラの設置は町民を監視するもので

あってはならないと考えています。 

 ご質問の通学路における子どもたちの安心、安全の確保についてですが、町では平成19年

から、児童生徒を見守ることなどを目的として浦幌町防犯指導員が青色回転等を搭載した

車両を使用した防犯パトロールを月に10日程度、児童生徒の下校する時間帯に合わせて行

っております。今後もこのパトロールを継続して実施し、児童生徒が事件や事故に巻き込

まれないよう努めてまいりますので、現時点では防犯カメラの必要性はないと考えており

ます。 

 また、町内の主要な場所や公共施設、住宅の出入り口、商店街への設置についても、監

視されていると感じる方もいると思われ、プライバシー保護の観点からも全ての町民の理

解を得ることは難しいものと考えられますので、積極的なカメラの設置は考えておりませ

ん。したがって、補助制度の導入についても現時点では考えていないところであります。 

 以上、河内議員への答弁といたします。 

〇田村議長 河内議員。 

〇河内議員 お答えいただきました。大変消極的な判断をされているということで、正直

残念に思っております。 

 １点目についてでありますけれども、このことを導入することでメリットとデメリット、

当然あると思います。しかし、昨今の時代の情勢の中では、プライバシーをしっかりと担

保する、そういったガイドラインを設定して、そのメリットのほう、監視されているとい

うデメリットではなくて、安心、安全を守るというメリットのほうにウエートをかけた発

想というもので私はこのようなものが広まりつつあるのではないかなと考えております。

今の発想では、デメリットを優先してメリットのほうを極力小さな評価としていくという

ような、私はそういう発想をしているとしか思えないのです。これは、やはり一番顕著な

のは特に防犯カメラについては金融機関です。金融機関が最も最初に導入して充実させて

きたものが防犯カメラだと思っているのです。それはなぜかというと、金融機関は人々か

ら預かったお金を守るという大前提があるわけです。では、教育的な観点から子どもたち
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の安心、安全を守るということはどうなのでしょうか。今現状でこのようなことで安全が

担保されているということで判断をされていることだと今の答弁では思いますけれども、

果たしてこれで大事な子どもたちの安心、安全を守ることに最善が尽くされているのか、

そういった発想でこのようなものを考えたときに大変疑問なのです、今のお答えでは。そ

の辺について、もう既にこのことについて整備されている市町村がある。しかし、浦幌は

今のことで最善が尽くされているということで、必要がないという判断ですよね。この辺

についてもう一度お聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 今のご質問でございます。今の状態で満足しているから、設置は要らない

だろうと、将来的にも要らないだろうというような考えでは困るのではないかというよう

なご質問かというふうに思います。正直申し上げまして、この議論というのは本町ではな

かなかされてこなかったというのが現実かなと、議員がここでおっしゃっているとおりだ

というふうに認識をしてございます。私ども担当のほうといたしましては、子どもさんが

安全に通学できるような体制というようなことで、先ほどもお答え申し上げましたように、

昼間の下校時における防犯対策を啓発することによって、そういう部分を誘発する原因を

なくしていきたいと、こういうような考え方でもって行ってきてございます。防犯カメラ

を設置したからといって、その部分が誘発がなく、そして安全に通行できるかという部分

についてはちょっと疑問視する部分もございますし、それよりもやはり巡回という人の目

で啓発をするという形のほうが今の状況の中では最善策であろうというふうに感じており

ます。ただ、今議員がおっしゃるように、今後どうなのだと。うちの犯罪等につきまして

も去年あたりでいけば16件というようなことで非常に少ないということはございますけれ

ども、今後どういうようにうちの町内の情勢が変わってくるのか、また周りの環境が変わ

ってくるのかというような部分は今後の問題として考えなければいけない。もしそういう

ような状況が発生すれば、こういうことも一つの視野に入れなければいけないのかなとい

うふうには感じておりますけれども、今の時点におきましてはそういう啓発等をきちっと

やったほうが十分な効果が得られるのかなというふうに私どもとしては考えているところ

であります。 

〇田村議長 河内議員。 

〇河内議員 全く今後については考えないということではなくて、現状では今の判断では

導入は考えていないということなのでしょうね。私は、女性と男性と発想違うと思います。

職員さんというか、理事者の方は男性ですよね、男性の方というのはどっちかというと発

想が案ずるより産むがやすしといいますか、そんなこと余り心配することないよと、そう

いう発生はそんなにあるわけではないのだからというような、どちらかというと楽観的な

発想になりがちではないかなと思うわけですが、女性の方にしてみますと、大事な子ども、

やっぱり心配です。だから、私は、そういった住民のニーズを捉えるときに男性と女性と
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やっぱり発想は違うと思います。ですから、十分この辺のことについて今後検討をしてい

っていただきたいなと思います。今年は骨格予算という形で、そういった意味合いが否め

ないわけでありますから、今後必要性については男性の方、女性の方、そして父兄の方か

らよくニーズを把握した上で進めていただきたいなと思っております。 

 それとまた、課長は今答弁されたわけですけれども、火災なんかの一番の原因は何であ

るかということはもう承知だと思います。放火なのです。火災原因の１番は放火なのです。

放火ということになりますと、自分で何ぼ用心したってなかなか防ぎようがない要因なの

です。ですから、老人の徘回もそうですし、社会情勢が渾沌としている情勢の中でそれに

備えるべき、それを防ぐべき情勢というものがあるわけですから、十分この辺のこと行政

側も捉まえながら、今後の住民の安心、安全について、今回は今のところ考えていないと

いうことでありますけれども、今後について十分余地を残していただきたいなと思います。

このことについて最後お聞きして、質問やめたいと思います。町長、どうですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 河内議員の防犯カメラの設置についてでありますけれども、１回目の答弁で

お答えしたとおり、現在のところは、現在というよりは、防犯カメラの設置については浦

幌町としては考えていないという答弁であります。防犯カメラの設置については、いろん

なご意見があると思います。監視社会をつくるのかという一方の意見もありますし、安全、

安心を守るために必要だという意見も確かにあるだろうと思います。また、今言われまし

たメリット、デメリット、メリットを排除しているのかというご意見ですけれども、そう

いうことではなく、例えば金融機関が設置しているではないかというお話ありました。た

だ、金融機関は利用される方、利用者は限定されているわけでありまして、対象者を限定

する中でカメラを設置しているということであります。ただ、町の中に設置するというこ

とは対象者を全く限定しない。そこを通る人、町民、町外の人、全ての人をそういうカメ

ラで映像を写すということでありますから、そういうことが本当に個人のプライバシーも

含めて皆さんに理解されるのかということについてはなかなか難しいだろうというふうに

思います。これはパーセントの問題で50％以上が賛成したからいいとかいう問題でなくて、

個人のプライバシー、そして日常生活の自由というものを保障するという面では本当に防

犯カメラを設置していいのかどうかという点では、私としては大変疑問が残るというふう

に思っているところであります。 

 また、浦幌町のように広い地域の中で防犯カメラを設置するということは、定点観測で

ありますから、１台つければそれで済むという問題でありません。通学路も非常に長い通

学路を有しているわけでありますから、そこを全て網羅するということは到底不可能であ

りますから、そういう面では、防犯カメラは犯罪者を取り締まる、そういうための機能は

果たすと思いますけれども、果たして本当にそういう面では犯罪を防ぐ効果があるのか、

発見するという面ではあるのかどうかというのは疑問が残るのではないかなというふうに
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思っております。そういう面では、現在といいますか、防犯カメラの設置については町と

しては考えていないという答弁にならざるを得ないというふうに思います。 

〇田村議長 河内議員。 

〇河内議員 再三消極的なご意見ということで、残念に思っております。私は、全国の市

町村の中には今の町長の考え方とは違った発想でこのことを進められているところもある

というわけですから、今後について十分町民のニーズ、今後の時代の要請鑑みながら今後

判断をすることにご期待を申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 

〇田村議長 これで河内富喜議員の一般質問を終わります。 

 次に、８番、杉江博議員の質問を許します。 

 ８番、杉江博議員。 

〇杉江議員 それでは、通告内容に従い、質問を行います。 

 空き家法成立に向けた対応ということで伺います。地方税法第349条の３では住宅用地に

対する固定資産税の特例を定めており、同条の３の２では住宅が建つ200平方メートル以下

の場合は６分の１など、一つの例ですが、減額され、空き家になっても変わらず、解体し

て更地にすると税率がもとに戻るため、所有者が老朽家屋を放置する要因と指摘されてお

りました。こうした状況を解消するため、さきの臨時国会で空き家対策特別措置法、いわ

ゆる空き家法でありますが、成立し、近隣に危険や迷惑を及ぼす特定空き家について市町

村に立入調査、解体指導や命令、行政代執行を行うことも認められたようです。特定空き

家とは、１、倒壊や屋根の落下などのおそれ、２、ごみの不法投棄や害虫、ネズミが発生

して不衛生、３、景観を損なうなどで、これらの措置に加え、特定空き家には税法上の優

遇措置をやめることで危険空き家を減らしたいという考えとして、早ければ2016年から実

施を目指すとしています。 

 過疎地域における土地の評価は年々下がってきており、本町における税制優遇の廃止に

よる効果は疑問ですが、危険回避、衛生問題、景観問題などの視点から、特定空き家及び

廃屋と目される物件が散見される中で、現状と対応策について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員のご質問にお答えします。 

 質問にありました空家等対策の推進に関する特別措置法は、平成26年11月27日に法律第

127号として公布され、これより３カ月以内に施行される予定となっています。本法によっ

て、空き家等と特定空き家等が定義され、市町村において台帳等の整備を行うための環境

整備、特定空き家については状況に応じ、除去や修繕の指導、助言、勧告、命令を行うこ

とができ、行政代執行による強制執行が可能となるものであります。これは、空き家や倒

壊寸前の廃屋について防災、防犯、環境衛生及び景観面といったさまざまな問題が生じて

いる中、その解決をすべく制定された法律であります。 

 さて、本町の現状についてですが、浦幌市街地区における調査では、空き家が作業所等



- 17 - 
 

を含め24棟あり、そのうち倒壊等のおそれがあり、危険と判断される建物を４棟確認して

います。これまでも空き家等について苦情があった場合など、周辺住民に被害を及ぼすお

それがある家屋等には所有者等に対し改善についての依頼をしてきておりますが、なかな

か改善につながらない現状であります。今回この空家等対策の推進に関する特別措置法が

成立したことにより、今後施行令等で具体的な方針が示されてまいりますので、それを見

定めながら浦幌町の空き家等対策について取り組みを進めてまいります。 

 以上、杉江議員への答弁といたします。 

〇田村議長 杉江議員。 

〇杉江議員 既にご承知だとは思いますが、空き家法の成立に向けては全国町村会、全国

町村議長会も国に要請をしてきた経過がございます。特に行政代執行に係る費用について

財政的措置をしてくれるよう、また固定資産税の住宅用特例を適用外とすることなども議

長会、町村会も要請してきた経過でありまして、11月19日の今臨時国会で成立し、11月27日

に公布されたという経過になっております。これに対して、国土交通省は今後特定空き家

の判断する際のガイドラインを作成し、町村には適正に選定していくよう求めていくとし

ています。また、年明けには15年度税制改正大綱に盛り込み、その後関係省令の改正をし、

制度を確立していくということであります。税制の特例措置適用外はご承知のように住宅、

住居に限られた政策で、現実には倉庫、車庫なども存在している状況にあります。浦幌町

も移住促進のための体験住宅も建て、対応している中で、景観の保持、大変大切な要素で、

国のガイドラインができれば、こうした経過も踏まえて家屋やその他の廃屋も含めた空き

家対策の条例等も制定が必要になると考えるところです。既に管内では条例制定をし、対

応している町もあるということでありますので、積極的に検討すべきではないかなと思い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 この法律の施行といいますか、成立に伴いまして、今議員がおっしゃるよ

うないろんな政省令、その他のものがこれから出されるというふうに思ってございます。

答弁の中にも、そのようなものを見定めながら町としてどのような対応を、空き家に対し

てどういう対策を講じていくかという部分も十分考えながら施策をとっていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

〇田村議長 杉江議員。 

〇杉江議員 施行が16年からというふうに国も言っていますから、それまでのガイドライ

ンやら省令等の改正を含めて、今すぐできるという話でありません。選定の基準もこの１

年で確定できるだろうと思います。そういう中で、私は町村で対応する場合には国の政令、

省令で対応できる範囲は多分超えると思うのです。そういう中では、ぜひいろんな範囲を

広く対応するために、やっぱり条例も必要だろうというふうに考えます。また、制度実施

までの間１年ちょっとありますが、ご承知のように今報告ありましたように町内にも危険
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家屋があると、それから現状でも通学路に雪が１メートル以上、廃屋の屋根からかぶって

きて通行どめしたり、通学路が歩道として確保されていない、そういう現状も見られて、

対応していただいているところだと思います。そういうことも含めて、制度の実施までの

間も町内の危険家屋に対して通学路の確保や住民安全衛生上の面から十分監視対応が必要

だと思っております。お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 先ほどお答えをしておりますとおり、危険家屋と私たちが見てもわかるよ

うな部分というのは確かに、市街地ですけれども、ございます。調査といいますか、こう

いう部分について法の政令等々ができるまでほっておくのかというようなお話かというふ

うに思いますけれども、これは私どもが見ても非常に危険だなということでございますの

で、誰が見ても大体皆さん、子どもさんが見ても危険だろうなというふうに思ってもござ

います。そういう意味から、ここの部分については所有者の方、持ち主の方にすぐにでも

再度接触をしながら、それらの対策について講じてまいりたいと、このように考えており

ます。 

〇田村議長 杉江議員。 

〇杉江議員 再度でありますけれども、本会議で決算の審議のときにも、23年の９月でし

たか、定例会でもこの空き家の対応について質疑がなされました。その辺の対応について

も含んでの先ほどの答弁だったと思うのですが、対応してくれないからほっておいてもい

いという、今の課長の答弁のようにそういうことではないと思うのです。当然危険な状況

になれば何らかの行政の措置もやっていただかなければならないと。そういうことも含め

て、通常の指導勧告ではなかなかやっていただけないものを、とにかく国の制度ができる

までの間にもし何かあったらどうするのだということになります。さきの質問でもありま

したように、危険な家屋は犯罪やら火災の対象になることが非常に多いです。そういうこ

とも含めて十分な対応を制度執行までにとっていただきたいと、再度お願いをするところ

であります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 空き家対策等につきましては、十勝町村会でも国の法整備をぜひ進めていた

だきたいということで要請を続けてまいりました。空き家を放置しておくということは、

特に相続権、所有権の問題でありまして、相続が複雑化すると、最終的には所有者がどう

もわかりにくくなるということがありまして、それで執行というか、取り壊しがされない

という状況が生まれていると。そういう中で、町村会としてもぜひ法整備を行ってもらい

たいという要請をずっと続けてまいりました。このたびようやくその法整備が進められた

ということでありますので、我々としてはぜひこの法律を活用しながら、本当に危ない空

き家については代執行も含めて排除していきたいというふうに思っているところでありま
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す。ただ、今言われる法施行の前にどうなのだというお話であります。法の施行前に代執

行するというのはなかなか難しい面がありますけれども、ここは法が施行されるかされな

いかは別にして、危険家屋であることは間違いありませんので、当然危険家屋に対しては

所有者に対し、ぜひ排除してもらいたいということをこれからも強く求めてまいりたいと

思いますし、求めなければならないと思っているところであります。ぜひそういう面では

所有者の皆さんにも理解していただくよう、行政としては十分意を尽くしてまいりたいと

思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇杉江議員 終わります。 

〇田村議長 これで杉江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。 

 

午後 ２時５０分  休憩 

午後 ３時０４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、６番、福原仁子議員の質問を許します。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 犯罪被害者等の支援についてお伺いいたします。国では、犯罪被害者等の権利利益を図

ることを目的に、平成16年12月、犯罪被害者等基本法を制定されました。北海道では、国

の基本計画を踏まえ、平成19年３月に第１次の計画を策定しましたが、現在平成23年度か

ら５年間の見直しの期間に入っています。幸い我が町では重大な犯罪等は発生していませ

んが、地方公共団体においては地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有する

と定められています。そこで、次の３点についてお伺いいたします。 

 １、犯罪被害者等の支援についての考え方を伺います。 

 ２、地域の状況に応じた施策の策定をし、具体的に実施する予定はあるのか伺います。 

 ３、万が一発生したときの相談や情報の提供など、その対応について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員の質問にお答えします。 

 浦幌町における犯罪被害者等の支援についての考え方でありますが、犯罪等により被害

を受けた方が被害から回復し、再び地域社会の一員として平穏な生活を営めるように相談、
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情報提供など広範な施策を犯罪被害者等基本法に基づき実施することとしております。本

町におきましては、この法の施行を受け、平成20年12月に国の犯罪被害者等基本計画及び

北海道犯罪被害者等支援基本計画にのっとり、浦幌町生活安全推進条例において犯罪被害

者等への支援について明示し、本条例の目的である安全で住みよい地域社会の現実を図る

ことに努めるため、条例の整備を行っております。あわせて、庁内窓口を町民課町民生活

係とし、庁内横断的連絡調整のため、課長会議をもって推進体制を整備し、犯罪に巻き込

まれた町民が望む支援を受け入れる体制を整えております。 

 支援に当たっては、北海道警察並びに北海道と連携、協力をし、北海道が策定した第２

次北海道犯罪被害者等支援計画に基づき支援することとしておりますので、町独自の支援

計画の策定については考えておりませんが、広く町民に犯罪被害者等の支援に対する取り

組み意識のご理解をいただくために、支援者対応マニュアルを策定し、広報していきたい

と考えております。加えて、犯罪被害者等に幅広い支援を行うため、池田警察署を事務局

とした池田警察署被害者支援ネットワーク、さらに釧路方面被害者支援連絡協議会等、被

害者支援のための各関係機関と情報提供を図りながら、総合的に支援するよう努めてまい

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 答弁をいただきました。確かに平成20年の12月３日に、浦幌町生活安全推進

条例の目的の中に犯罪被害者等への支援を行うこととあります。ですが、町民が望む支援

とはどのようなものであるか、具体的に町民には伝わっておりません。また、答弁の中で

町独自の支援計画の策定については考えておりませんとありますが、他の町村では策定を

して実施をしているところもあります。犯罪被害者等の支援は、町行政サイドの温かな支

援がなければ、被害者は孤立し、苦しみながら大変つらい人生を今後歩まなければならな

い状況に陥ります。地域の状況は、個人の情報のこともありますが、ここ二、三年新手の

振り込め詐欺、自転車、燃料などの窃盗などが発生しております。人命にかかわる大きな

事件はありませんが、危険ドラッグなど、社会情勢の変化で予測ができない犯罪被害者等

が今後起き得る可能性があります。高齢化していく現状を踏まえ、支援計画の策定につい

ての再考をお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 犯罪被害者の方への支援ということで、先ほどからお話があるとおり、浦

幌町の生活安全条例の中で整備をいたしまして、その中で窓口はどこ、それから体制につ

いてもここにしましょうと、それから横断的な対応についても行っていきましょうと。北

海道が作成しております基本計画にのっとりましてその対応を行っていきましょうという

ことで、あえて制定はしてございません。他町におきましては、この安全条例がないとこ

ろもございまして、改めて作成をしなければいけないという状況の中で策定がされている



- 21 - 
 

というふうに理解もしてございます。 

 今お話しのとおり、犯罪による被害者の方への支援ということでございますけれども、

本当に犯罪を受けられた方、またはその家族、そういう周りの人たちの心身への影響とい

うものははかり知れないものがあるというようなことで、これにつきましては警察サイド

が表になって動いている。ただ、警察サイドであっても、いろんな環境といいますか、問

題も抱えておりますので、その部分について連携を図りながら、ネットワーク化を図りな

がら、それぞれの支援者に対する対応をしていきましょうというようなことで、ここでい

けば釧路、池田が最初ですけれども、釧路というようなことで、心身への障がいも含め対

応していきますというようなことになってございます。トラウマであるとか、ＰＴＳＤで

あるとかといった後遺症的なものが発生するということで、一般社会への復帰というのが

非常に難しい部分も含まれているということでございます。また、当然裁判に伴う経費等

の問題もございますし、それからいろんな給付金等についても行っている町村もあるとい

うふうには聞いております。 

 そこの支援の部分につきましては、新たな計画をつくるということよりも、こういう体

制になっているということが町民の皆さんにはなかなか知れ渡っていない部分もあるとい

うことでございまして、この部分のことについて再度いろんなことを考えながら、踏み込

むわけにいきませんので、当然来ていただかなければいけないという形になろうと思いま

すけれども、そういう方の相談できる先を周知をさせていただいたり、庁内でいけば再度

この対応についてどういうふうに対応していくかというような部分を整理をしてまいりた

いなという考え方で今のところおります。 

〇田村議長 福原議員。 

〇福原議員 今お話をしていただいたとおり、非常に重大な犯罪は発生しておりません。

ですが、支援者対応マニュアルを策定して、これから広報していくという答弁をいただき

ましたが、具体的にどのようなことでマニュアルをつくっていって、町民にわかりやすい

ように広報、ＰＲをしていくかということを、もしお考えがあったらお聞きしたいと思い

ます。ここで池田警察署被害者支援ネットワークの会というのがあって、関係者は集まっ

て会議を開いてやっているのだろうと思います。現状ですと他町村の実情は本当にわかり

づらいということで、個人情報が絡んできますので、犯罪がこんなのがありましたよと私

たちも新聞で見るぐらいで、十勝管内の被害等もわかりづらくなっております。平日の時

間内に事件が発生すれば問題ないのですが、土日祝祭日は行政等も休みになります。ここ

の警察の方も不在の場合が多いのです。急に行っても、池田の警察署に電話が回されたり

と、何かが起きたときには非常に心細い思いをしている住民がたくさんいると思うのです。

そういう被害を受けた人の救済というか、そういったもの、窓口が町民課ということで一

生懸命苦労してやっていらっしゃるとは思いますが、町に報告がおくれた場合というか、

入ってこない場合はどのような方法で情報を収集していくのか、この点も１点お聞きして

おきたいと思います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 お答えしております対応マニュアル、どのようなことなのだと、これから

どのように対応していくのだと、こういうことだというふうに思います。先ほど私が申し

上げましたように、町民の方にとってこういう組織がある、どういう制度がある、いろん

なものというのは多岐にわたって、警察の分野でも持っていらっしゃいますし、そういう

ような部分がまず知られていないということがございます。ですから、基本的にはそうい

う部分をまず発信することが一番大事なことではないだろうかなと、その後その受け入れ

態勢としてどのように体制を整えていくか、例えば私どもにそういう相談が持ちかけられ

たときにどのような、案件によって変わると思いますけれども、例えば法に照らす、要す

るに弁護士さん等の団体であるとか、そういうような紹介も当然出てきますでしょうし、

ですからそういうようないろんなケースがありますので、ここでこれはこうするとかとい

う部分はちょっと避けさせていただきますけれども、いろんな観点からまず周知をして、

こういうものがありますよということの周知をするということ、それから今後そういうよ

うな案件があった場合については、内部的な処理になるかもしれませんけれども、こうい

うような手順でいきましょうというようなことも定めていかなければいけないだろうなと

いうふうに考えてございます。 

 それと、情報収集ということでございますけれども、犯罪でありますので、あくまでも

警察においての部分が発生する。それに伴った被害ということでございますから、私ども

がそういう犯罪があったとか云々だということを先に知り得るということは非常に難しい

話であって、まず警察サイドの部分で犯罪行為が本当に犯罪という形のものになっている

かどうかということがまず一番先の話ではないかなというふうに思いますので、私たちが

どのように収集をしてくるかということは、例えばこういう犯罪があって、その方がいろ

んなものを相談したいのだというときが初めて私たちが知り得る情報だというふうに思っ

ております。 

〇田村議長 福原議員にちょっとお願いいたします。 

 一問一答方式ということで、１問だけの設問にしていただきたいと思います。 

〇福原議員 はい、わかりました。 

 町の立場も十分にわかりました。警察が犯罪だと認めた場合に犯罪者と被害者の成立が

なるということで、時系列的には町で情報を収集したときには時間が相当たってから犯罪

だというふうに、警察のほうから報告があったときに犯罪だと町のほうも認めて、それか

らの行動かなというふうに今の答弁で考えられます。私たち一般町民としても、日曜とか、

それから土曜とか、きのうあたりも電話がありまして、犯罪ではないのですが、相談等の

電話がありました。きょうはあそこ休みなのでしょうと言うから、そうだよと、私でよか

ったら話を聞いておきますよとかという、そういうふうに平日でないときの電話も本当に

多いので、24時間、ここに電話したら必ず誰かがいて、対応していただけるというような、
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行政としては大変難しいのかもしれませんが、そういった対応ができれば本当に町民も安

心して生活できるのでないかなというふうに思っております。いろいろと難しいことがあ

りますが、被害者の立場になってみれば、一生傷ついて人生を過ごさなければならないと

いう状況がありますので、そこら辺も行政サイドの温かい指導でよろしくどうぞお願いい

たしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 先ほどからお話のありますとおり、犯罪被害と、犯罪という部分が最近は

非常に拡大がされてまいりました。当初のこの設定の範囲というのは、殺人事件であった

り、性犯罪であったりと、そういうような重篤な部分を前提に置いた被害、心的な被害、

動的な被害も含めて、そういうような支援をしようということでの支援だというふうに理

解をしております。そういうような面では、内的な部分も含めて私どものほうから積極的

に懐の中に手を入れて、どうなのです、こうなですというような話は到底できないという

ふうに思っておりますし、そういう相談があった場合の体制として整えましょうというこ

とが国の趣旨であろうというふうに思ってございます。ましてや、警察サイドがそういう

ようなものを中心に動いておりますので、そのアフターケアも含めて連携を持って行政も

行っていくというのが法の考え方だろうというふうに思っております。 

 それと、もう一点、先ほどお話がありましたけれども、町の窓口の中にはよろず相談と

いうような、いろんな問題のある部分というのを当然私どもの場所で持っておるわけであ

りますけれども、そういう相談については事前にお話をいただいて、いついつ行きたいの

ですというふうになればちょっと別なのだろうと思いますけれども、通常は通常業務の中

身でさせていただいているということもございますので、その辺の部分でもう少し拡大だ

とか、いろんな要望等が皆さんがあるのであれば、その辺についても考えさせてはいただ

かなければならないかなというふうには思いますけれども、そういうようなことも事前の

中身でしていただく。大っぴらにこういうような相談があるのです、皆さんに聞いてほし

いのですといっても、それはやはり個人的ないろんなものがございますので、私どもとし

てはそういうような要請に応じて対応してまいりたいと、このように考えております。 

〇福原議員 終わります。 

〇田村議長 これで福原仁子議員の一般質問を終わります。 

 次に、２番、差間正樹議員の質問を許します。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 それでは、通告に従い、質問いたします。 

 まず、民族に関する歴史教育ということで、2007年９月13日、国連総会で先住民族の権

利に関する国連宣言が採択され、2008年８月、我が国の衆参両院でアイヌ民族を先住民族

とすることを求める決議が全会一致で採択されました。これを受けて、当時の町村信孝官

房長官が談話を発表し、政府として先住民との認識を示しております。それにもかかわら
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ず、今年の８月、札幌の市議会議員によるアイヌ民族なんてもういない発言、11月の帯広

市選出の道議会議員によるアイヌが先住民族かどうか非常に疑念があるとの発言が行われ

ております。 

 歴史に対する認識の欠如とも思うが、こうした問題発言が続く背景には歴史を直視しよ

うとする意識の低さがあるのではないだろうか。歴史を見詰めなければ、未来をつくるこ

とはできないし、文化や民族の多様性を認めなければ、社会を語れないと思います。やは

り学校でしっかりとした歴史教育に臨んでもらうしか方法がないと思いますが、この点に

ついて町の見解をお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育委員長。 

〇松田教育委員長 差間議員の１項めの質問にお答えします。 

 民族に関する歴史教育についてでありますが、学習指導要領では、児童生徒の人間とし

ての調和のとれた育成を目指し、心身の発達の段階や特性を十分考慮して適切な教育課程

を編成し、これらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものとされています。北海道教

育委員会は、児童生徒が北海道について理解を深め、郷土に対する愛着や誇りを育むとと

もに、国際社会において生きる力を育てるため、ふるさと教育の充実を目指す上で、アイ

ヌの歴史、文化等に関する学習について正しい理解と認識をしっかりと深めていくことが

必要としています。 

 本町では、学習指導要領の趣旨や北海道教育委員会の取り組みを踏まえ、浦幌の魅力発

見を通して児童生徒に自信と誇りを持たせ、地域に貢献しようとする態度を育てるため、

ふるさと教育を推進しており、副読本や社会科郷土読本「うらほろ」を活用した調べ学習

等を取り入れ、アイヌの歴史や文化について正しく理解できるよう指導しているところで

あります。今後につきましても、学習内容の充実に努めてまいります。 

 以上、差間議員の１項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 差間議員。 

〇差間議員 今のお答えの中にありました副読本のことについて質問いたします。 

 公益財団法人、この副読本をつくった当時はまだ財団法人でしたが、アイヌ文化振興研

究推進機構が作成して発行しております副読本のことだと思います。この内容については、

私どももまさにそのとおりだと、我々の民族に対してのこの内容はまさにそのとおりで、

こういったことが私たちはずっと言いたかったのだという内容をまとめております。ただ、

くどいのですけれども、先ほどから私の質問の中にあった札幌の市議会議員のおっしゃっ

ていることも、十勝出身の道議会議員の方のおっしゃっていることも、その内容を全くご

存じないのではないかということで大変憂慮しております。私は、そこで子どもたちに対

する教育が一番大事だと思っているのですけれども、その副読本の学校の中での使われ方

について質問いたします。どのように使われているのか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 副読本の関係ですけれども、副読本につきましては平成13年から各学校に配付されてお

りまして、現在は小学校４年生と、それから中学校２年生全員に配付されております。小

学生用と、それから中学生用ということでそれぞれ配られますけれども、教師に関しまし

ても教師用の指導書ということで同じように配付されておりまして、その指導書をもちま

してそれぞれの小学生用、中学生用の副読本を活用しながら、社会科や、それから総合的

な学習の時間においてアイヌの人たちの歴史や文化についての学習を行っているところで

ございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 差間議員。 

〇差間議員 浦幌町で行われている教育については、ただいまご説明をいただきました。

国連では、さきの先住民族に関する権利宣言が出てから、その以前からもそうなのですけ

れども、人種差別撤廃委員会という機関がございまして、その機関から繰り返し日本政府

に対して勧告がなされております。内容はいろいろあるのですけれども、今年の９月、国

連の人種差別撤廃委員会の後に９月に先住民族世界会議というのが行われまして、私が申

しているのは９月の国連の世界会議の前に人種差別撤廃委員会による日本政府の審査がご

ざいました。その審査の中で言われたことはいろいろあるのですけれども、その中の教育

に関して、日本の政府ももちろんこれ了解しているのですけれども、内容はアイヌ民族に

関しては口承、口伝えといいますか、そういった私たちに伝わっている文化、またはアイ

ヌ語、こういったものを学ぶ時間数、学ぶ機会の不足、アイヌ語の公立学校での教育など

のあり方についても指摘されております。この点につきましては、日本政府ももっともっ

と日本の国内においてアイヌに対するアイヌ語の教育、アイヌに関する教育をしていくと

いうふうに返答してあります。 

 ただ、こういった国連を中心にして日本政府と国連の間でやりとりされているというこ

とは、これは国際基準にかなったことばかりだと私たちは理解しております。この点につ

きまして、国内においてその点に関しての進捗状況は大変少なくなってございます。人種

差別撤廃委員会の審査は10年前に行われまして、また今回も今年の８月行われました。そ

の内容、日本政府の回答は10年前と同じ回答をいたしております。ですから、この点に関

しては日本政府も重要だと認めていると思います。今ここで国と国連との間のことを私く

どくど申しますのは、世界的に見ると日本をつくり出していく社会、この文化に関して私

たちの存在もやっぱり大きな影響を与えていくと思います。その点に関して浦幌町が日本

政府が国連の場所で返答していることをそのまんま即浦幌町で実践するというわけには、

これは理論的にいっても全く荒唐無稽な内容になってしまうのですけれども、こういった

社会を構築するために国連を中心にして動き出しているという中で、私たちに直接触れて

いる浦幌町が自治体としてこの点について、教育に関してです。もう一度返答いただけれ
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ばということで、ひとつよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいま差間議員のほうから国連の人種差別撤廃委員会、このお話があり

ました。非常に広範囲にわたる、そして崇高な考え方でありまして、なかなかこれが現場

にまで落ちていないというのも実体かと思いますし、ご指摘のようにそのことが各学校現

場で適切に行われているかといいますと、時間が不足しているというようなこともあろう

かと思います。ただ、今浦幌の教育現場で言えますことは、まず指導に当たる教師がアイ

ヌの歴史と文化を適切に正しく把握しているということが最も大事だというふうに考えて

おりまして、私たちの町も初任者の先生が多いわけですが、北海道教育委員会の段階で初

任者研修というもの、それから10年たちますと10年経験者研修というのがございます。こ

れも先ほど議員がおっしゃったように振興機構が発行している副読本をもとに、いかにこ

れを子どもたちにかみ砕いてわかりやすく正しく指導していくかということで研修を積ん

でおりますし、平成21年からはそのための教育プログラムが各学校におりてきております。

おっしゃった人種差別撤廃委員会とは直接連動はいたしませんが、地道な活動をしており

ます。 

 また、もう一つ、浦幌的に言いますと、新聞にも載っておりましたけれども、９月の段

階である小学校において、これはアイヌ文化アドバイザー事業によりまして実際にアイヌ

の方を学校現場にお呼びして、そのときはポネオハウですか、その調理の仕方も実際に子

どもたちとやっております。また、教師自体が白老の研修センターのほうに出向いて、ア

イヌの歴史と文化を学んでくるということ。そして、学習発表会、先日ありましたけれど

も、その学校ではバッタキウボポを子どもたちみんなの前で発表すると。博物館の前でも

子どもたちは演技をしてくれました。そういうことで、地道な活動をしていくことが今私

たち教育現場に課せられている課題と受けとめて、一層この考え方を徹底して実践に邁進

してまいりたいと、そのように考えております。 

〇田村議長 差間議員。 

〇差間議員 それでは、次の項目に移らせていただきます。 

 アイヌ語の地名表記、アイヌ語の地名表記について質問をさせていただきましたが、町

の回答としては、看板標識の更新の際には標識設置の目的等を勘案し、アイヌ語による地

名の由来等の表記を調査研究していくとのでした。その後この点に関してどのように進ん

でいるのかお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員の２項目めのご質問にお答えします。 

 アイヌ語の地名表記についてでありますが、北海道の市町村名のうち約８割がアイヌ語

に由来しております。現在ではそのほとんどが漢字で書きあらわされているため、アイヌ
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語と気づかない場合もありますが、北海道に暮らす人たちのほとんどは自分の住む町や山

などの名前がアイヌ語に由来していることを知っていると思います。アイヌ語地名は、そ

の地形の特徴や土地の産物などを語源としており、地名をつけた当時の人たちの生活が反

映されております。その意味において、アイヌ語地名は歴史的にも重要であると認識して

おります。 

 私は、平成24年第２回町議会定例会の一般質問において、北海道で作成されたアイヌ語

地名リストの中に浦幌町内の地名が９カ所掲載されており、今後看板標識の更新の際には

標識設置の目的等を勘案し、アイヌ語による地名の由来等を調査研究し、文化的なものに

ついて新たな地名表記をする場合には併記をしてまいりたい旨の答弁をさせていただいて

おりましたが、現在のところ更新に至るものはありませんでした。今後文化的な看板標識

を更新する際には、そのことを踏まえ、アイヌ語による地名由来等の併記をしてまいりま

す。 

 以上、差間議員の２項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 差間議員。 

〇差間議員 アイヌ語による地名の由来等を調査研究するというお答えでしたが、この点

に関して何かスタッフというのですか、調査研究する、そういう人たちを集めるとか、ま

たどこかの報告書を調べて、浦幌町の地名としてこのアイヌ語は使えるぞということでそ

の中から判断していくということか、多分後者のほうだと思うのですけれども、もう一度、

済みません、お答えお願いいたします。 

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 ただいま差間議員からの質問でございますが、アイヌ語の調査研究

というような内容でございますが、調査研究というような形に関しましては、アイヌ語の

地名の解釈というものは非常に難しいというようなこととされています。一つの地名にお

きましても複数の解釈があるというようなことが言われています。浦幌にしましても、オ

ーラポロということで、川尻に大きな葉が生育するというようなことが言われております

が、浦幌にも幾つかの由来があるというような形で解釈されていることがあるようです。

調査研究というような形のものにつきまして、研究員、昔から研究されていますけれども、

そういう方が研究されていても難しいというようなものがございますので、調査研究とい

う中身につきましては研究者の文献等を参考にいたしての調査というような形のもので捉

えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 差間議員。 

〇差間議員 アイヌ語表記としてこういった名前が伝わっておりますよということで、北

海道でも地名表記ということでまとめていると思うのです。ただ、アイヌ語の地名に関し

ては、生活に由来する名前、ですからどういうところで猟、動物をとるために入っていっ

た、その土地の名前とか、どういった植物が生えているところですよとか、そういった名
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前が非常に多うございまして、このことから容易に想像できるのですけれども、全道各地

どこでも同じような名前が使われております。アイヌ語が特に変わっている地域というの

は北海道内にはそうなくて、そうすると浦幌町内においても全道各地で使われているよう

な名前を中心にアイヌ語地名が残っております。教育委員会に在籍しておりました学芸員

の方がまとめているのですけれども、浦幌町郷土博物館報告ということで、アイヌ語が非

常にたくさん残っております。ですから、私そのアイヌ語をカウントしても、これは90カ

所を優に超えるアイヌ語地名が残ってございます。その中で北海道においてまとめられた

名前が９つということで、ただ私が考えるには、もっともっと多くの名前がいろいろな学

者の学説、そういったことで違う解釈もあるという、そういったことはあるかもしれませ

んけれども、浦幌町は大変たくさんの名前を既に残していると判断しております。 

 ですから、調査研究ということで今後とも浦幌町の地名に関して、これは公と言ったら

いいのですか、町民にこういったことで看板にしていくということで今後やっていかれる

と思うのですけれども、教育委員会に在籍していた学芸員の方が残したやつも当然その中

に皆さん含んで研究しているとは思うのですけれども、名前がたくさん残っていて、アイ

ヌの文化にとって大変豊かな土地であったということを町民の方に、または地域、十勝管

内にでも、全国にでも浦幌町から発信していただければということで、この点についてお

伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいま浦幌町の学芸員が残したものが数多くあるというような形

で差間議員のほうからお聞きしました。北海道がアイヌ語表記のリストをつくりまして、

浦幌町には９つのアイヌ語地名の表記がある。北海道がアイヌ語地名リストを作成した９

つの中には、愛牛、厚内、ウツナイ、浦幌、川流布、貴老路、静内、下頃辺、常室という

ような形で９つのリストがあります。これは、北海道がさまざまな文献等を参考にしなが

ら、そしてある程度アイヌ語の解釈が正当といいますか、北海道がこの解釈でよろしいの

でないかというような形でまとめたリストが９つというような内容になっています。私ど

もが今考えているのは、学芸員が残したリストもあるでありましょうが、今現在道が北海

道のアイヌ語地名リストというようなものを作成したこの９つのリスト、このリストを主

体として地名というような形のものを、それと前回の町長答弁にもあったように文化的な

ものに対してというような形のもので地名表記を行ってまいりたいと考えております。 

〇田村議長 差間議員。 

〇差間議員 わかりました。先ほどから私申しております学芸員の残した地名、これはも

ちろんこの方一人が研究したものではなくて、過去からいろいろな研究者が残したものを

まとめたり、それを浦幌町に当てはめたりして書いていると思います。地名をただただ意

味と一緒に並べてみるだけでも、これだけの数になると、これは何ページにもわたってご

ざいます。一つの読み物としても大変、私いつもこれを読みながら、こんな立派な本を残
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した人がいたのだということでいつも読んでおります。それで、町長の言葉にもありまし

た。今後文化的な看板標識を更新する際には、そのことを踏まえてアイヌ語による地名の

由来等の併記をしてまいります、と答弁をいただきました。こういったことで、ぜひ今後

我々アイヌのためにひとつよろしくお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただき

ます。 

〇田村議長 これで差間正樹議員の一般質問を終わります。 

 以上をもちまして一般質問を終結いたします。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 なお、再開は明日午前10時ですので、よろしくお願いをいたします。 

散会 午後 ３時４９分 


