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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10名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

いたします。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 河内委員長。 

〇河内議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 平成27年第２回浦幌町議会定例会の開催に当たり、本日12日の運営について６月１日午

前、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、一般質問のみであります。一般質問は、通告順に安藤忠司議員、杉江博議員、

差間正樹議員、福原仁子議員の４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。また、質問者は通告内容

に沿ってわかりやすい質問を心がけていただきますよう申し上げますとともに、活発な議

論を期待いたしております。 

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

明員の皆さんにはわかりやすい質問、答弁となるようご協力のほど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、４番、安藤忠司議員の質問を許します。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 それでは、通告に従いまして、高等学校生徒就学等の支援について一般質問

を行います。 

 このたびの定例議会において幼稚園、へき地保育所、小中学校の給食費の町費補助、町

負担による無料化、さらに認可保育園の給食費相当額を保育料より軽減する条例の提案が
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なされました。浦幌町も少子高齢化等の変化により、本町の人口減少が進んでおります。

平成22年３月には浦幌高等学校が閉校となり、浦幌町高等学校生徒就学費等補助や高等学

校等生徒遠距離通学費等補助金規則により高等学校生徒の保護者に対する助成がされてき

ました。しかし、昨年の消費税引き上げ、引き上げによる物価の上昇などで保護者の負担

が大幅にふえていることから、町として保護者の負担軽減を図る考えはないか、次の４点

について伺います。 

 １、現在の年間３万円という補助では保護者の負担が大きく、高等学校生徒の通学費、

住居を異にした場合においての学費補助の創設検討をする考えはないか。 

 ２、現在中学生まで医療費の無料化となっているが、高等学校生徒まで無料化にならな

いか。また、インフルエンザの予防接種についても1,000円程度の負担で実施できないか。 

 ３、高等学校生徒は、浦幌町にいる時間も少なく、利用する回数も少ないためスポーツ

施設等の使用料を無料にならないか。 

 ４、町には医療技術者就学資金貸付条例があるが、高等学校生徒以上に対して就学資金

貸付制度の創設や教育ローン等の利子補給ができないか伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育委員長。 

〇松田教育委員長 安藤議員の１点目、３点目及び４点目のご質問にお答えします。 

 １点目の高等学校生徒の通学費、住居を異にした場合においての学費補助の創設検討に

ついてでありますが、現在本町においては高等学校に通う生徒の就学費用を負担されてい

る方を対象に、所定の要件を満たした場合に一律３万円を補助する就学費等補助金と小中

学校の就学援助制度に準じて準要保護に該当する世帯を対象に通学費及び下宿費の一部を

補助する遠距離通学費等補助の２つの制度により経済的負担の軽減を図っております。こ

のほか、国は市町村民税所得割額に応じて授業料に充てるための支援金を支給する高等学

校等就学支援金制度を実施しており、また北海道も市町村民税非課税世帯を対象に授業料

以外の教育費負担を軽減する北海道公立高校生等奨学給付金制度を実施しているところで

す。これらの支援制度は返還義務もなく、いずれも就学費用の一部を行政が負担すること

により、教育の実質的機会均等を図ることを目的としております。このように世帯の状況

に応じたさまざまな支援制度が既に整備されている現状がございますので、新たに制度を

創設する考えは現在のところございません。 

 ３点目の高等学校生徒のスポーツ施設使用料の無料化についてでありますが、現在スポ

ーツ施設等を町内在住の児童生徒が使用する場合は、義務教育の観点から使用料を免除し

ております。高等学校生徒につきましては、浦幌高等学校の閉校によって、町外の高等学

校に通学するなど、スポーツ施設を利用する機会が少なくなっている現状はありますが、

使用料をいただいております。高等学校生徒は、協働のまちづくりとして町民の皆様方と

同様に受益者負担の原則に基づき使用料をいただき、施設の維持管理費用の一部とさせて

いただきたいと思っておりますので、現段階では使用料の無料化を進める考えはありませ
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ん。 

 ４点目の町には医療技術者就学資金貸付条例があるが、高等学校生徒以上に対して就学

金貸付制度の創設や教育ローン等の利子補給が実施できないかについてでありますが、現

在町内の医療施設等に従事する医師、保健師などの優秀な技術者を育成し、将来町内の医

療施設等において医療業務等に従事していただける人材を確保するために当該条例に基づ

き貸付を実施しているところであります。高等学校等生徒の返還義務のない教育支援制度

については、１点目でお答えさせていただきましたが、就学資金の貸付制度としては公益

財団法人北海道高等学校奨学会の公立・私立高等学校等生徒奨学事業を無利子で貸付を受

けることができるようになっております。また、大学等におきましても独立行政法人日本

学生支援機構を初めとする各種奨学金、貸付制度が世帯の状況に応じて整備されておりま

すので、町独自の新たな就学資金貸付制度を創設する考えは現在のところありません。な

お、教育ローン等の利子補給については、無利子の貸付制度もあり、公平性等の観点から

実施する考えはありませんが、各種奨学金、貸付金制度の活用について周知を図ってまい

ります。 

 以上、安藤議員の１点目、３点目及び４点目の答弁といたします。 

 以上です。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 安藤議員の２点目のご質問にお答えします。 

 高等学校生徒までの医療費の無料化についてでありますが、乳幼児等医療費助成事業に

ついて平成23年４月から、それまで未就学児の医療費の無料化と小学生の入院費の助成を

行っていたものを義務教育就学児がいる子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、中学

生までの医療費の無料化に拡充したところであり、現時点では高等学校生徒まで無料化を

拡充する考えはありません。 

 高等学校生徒のインフルエンザ予防接種費用個人負担額の軽減についてでありますが、

町ではインフルエンザ予防接種費用の助成事業を実施しており、定期接種対象者の助成と

して65歳以上の高齢者及び60歳以上で心臓、腎臓、呼吸器に重度の機能障がいがある方、

また任意接種対象者の助成として、おおむね１歳から中学３年生までの方については予防

接種費用個人負担額を1,000円とし、その個人負担を超えた額を町が助成していますが、平

成25年度より高校１年生相当の年齢から64歳までの方が接種するインフルエンザ予防接種

費用の全額が個人負担であったものを2,000円の負担とし、その個人負担を超えた額の助成

を実施していることから、現時点では義務教育を終了した高校生のインフルエンザ予防接

種費用助成の拡充については考えておりませんので、ご理解を賜りますようお願いをいた

します。 

 以上、安藤議員の２点目の答弁といたします。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 それでは、答弁の順に再質問したいと思います。 
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 １点目の再質問ですが、現実的に帯広などに通学している生徒は、月に交通費として帯

広駅まで、それから学校までのバス代、３万円以上支出していると聞いております。年間

にしますと30万円以上かと思われます。今町のほうで年間３万円という補助では、本当に

低い補助でないかなと思われます。少しでも増額を検討できないか、もう一度伺いたいと

思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまの質問でございますが、現在浦幌町におきましては就学費等補

助金ということで３万円の補助をさせていただいております。そのほかに遠距離通学費補

助金等といたしまして準要保護に該当する世帯ではございますが、通学費等も補助させて

いただいております。 

 先ほど委員長の答弁の中にもございましたが、高等学校等の就学支援金というものがご

ざいまして、授業料相当月額9,900円、年間にいたしますと11万8,800円の支援金というこ

とで、これは返還義務のないものでございます。そのようにさまざまな助成等を行ってお

りますので、現在のところそのような新たな支援というものは考えておりません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 私は、道の補助とか国の補助もわかるのですが、今聞いているのは町の補助

を少しでも増額していただきたいということを言っているのです。このままでいったら、

帯広市だとか帯広郊外のほうに引っ越していくという話も聞かれます。町としても、人口

流出に今いろいろ方策を練っていると思いますけれども、この人口流出に対して今後の第

３期まちづくり計画、後期にでも検討できないか伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいま第３期まちづくり計画ということの内容でございま

したので、今進めている内容につきまして若干ご説明させていただきます。 

 第３期まちづくり計画につきましては、これから来年からの後期の基本計画と、それか

ら実施計画の策定ということで進めておるところですけれども、現在国から示されました

地方創生に基づきまして人口減少対策ということで、総合戦略の策定等踏まえながら進め

ているところですけれども、具体的なところは今後詰めるところでございますけれども、

先ほど来高校生の通学の補助に関しましては教育委員会から答弁のとおりでございまし

て、それを踏まえながら総体的に人口流出の中では検討はしてまいりますけれども、高校

生に関しましては今申し上げたような中で行われるのかなというふうに判断しているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 
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〇安藤議員 よろしくお願いします。 

 それでは次に、３点目の関係でスポーツ施設等ということで質問いたしましたけれども、

老人については収入などがあっても、現在高齢化対策ということも含めて無料化になって

おります。利用者についても人数もふえてきているように聞いております。収入のない高

校生の場合、受益者負担の原則、これはわかりますけれども、やはり幾らもその使う回数

というのはないと思うのです。この関係について、先ほどはそういう無料化を進める考え

はないと言っておりますけれども、もう一度その辺についてお考えを聞きたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 先ほどと重なる部分がございますけれども、高校生は確かに収入がござ

いませんが、先ほどの就学費等補助金で３万円、道の就学支援金で年間11万8,800円という、

就学費ではございますが、そういう支援もございますし、先日の臨時議会におきましても

プールの利用料も来年度からではありますが、300円を200円にという減額をさせていただ

いたところでございます。そういう観点からも、小中学生は義務教育ということで免除を

させていただいておりますが、高校生に関しましては協働のまちづくりということで受益

者負担の原則をそのまま利用の対価ということでいただくことで進めさせていただきたい

と思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 先日プールの関係、使用料の関係で議決をいたしましたけれども、まだほか

のスポーツセンターなりパークゴルフ場などもあります。議決されたものをすぐまた提案

ということにはならないかと思いますけれども、やはりこれも第３期まちづくり計画の中

で、できるものであれば年次を追って無料化に向けてやる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。 

 町長。 

〇水澤町長 まちづくり全体のお話でありますので、私のほうから答えさせていただきた

いと思いますけれども、今まで浦幌町、ご存じのとおり財政健全化に向けていろんな町民

のご協力をいただきながら取り進めてまいりました。まさに大変危機的な状況もあったこ

とはご存じのとおりだと思いますけれども、その危機を乗り越えるために公共料金の改定

等々を行ってまいりました。ようやくそういう面では健全化の道は開けたのかなというふ

うに思っておりますけれども、ただ全体として町民の皆さんのご協力をいただきながら現

在進めているところでありまして、この財政再建といいますか、財政の健全化については

これからも当然進めていかなければならない部分、大変大切な部分だというふうにまちづ

くりの観点からは感じているところでありますし、私自身思っているところであります。

そういう面では、今中学生、義務教育の子どもたちの子育て環境は特に今少子化問題も含
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めて大変大事だというふうに思っていますので、これは特例的に援助、そして大きな政策

として紙おむつ等々の助成も新たな助成制度として立ち上げさせていただきました。ただ、

これを全て一般町民、高校生まで今現在広げるということについては、いかがなものかな

というふうに思っていますので、今までは進めてきたとおり、中学生、義務教育の子ども

たちの育てる世代の、特に財政の面で負担を軽減させていきたいということで今政策とし

て取り組んでおりますので、高校生まで広げるという考えについては現在ございませんの

で、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 それでは、４点目の答弁の関係で質問したいと思います。 

 貸付金制度などの周知を図っていくということですが、現在この貸付金と奨学金も含め

て実態については委員会のほうで把握しているのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 今の質問でございますが、公益財団の北海道高等学校奨学金の公立・私

立高等学校等生徒奨学事業でございますが、これは無利子ということで、要件といたしま

しても保護者が北海道に住所があると、そういう方につきましては該当になります。公立

高等学校の生徒さんにおきましては、月額１万円から１万5,000円、２万5,000円までと。

浦幌町の場合につきましては、浦幌高等学校が募集停止ということに、廃校になりまして、

平成20年度から私立高等学校の生徒さんと同じように公立学校の生徒さんも３万円、３万

5,000円までの貸し付けを、月額でございますが、無利子で受けることができるようになっ

ております。償還におきましては、１年据え置きで12年以内で償還するという形になって

おりまして、所得要件につきましては、目安でございますが、給与収入４人世帯で768万円

までの方につきましてはこの貸付制度を受けることができるようになっております。また、

大学等でございますが、独立行政法人の日本学生支援機構というものがございまして、こ

れは第１子と第２子の奨学金がございまして、第１子の場合につきましては無利息でござ

います。ただ、成績要件等がございまして、５段階で評価3.5以上、家計の給与収入が780万

円以下という所得要件もございます。第２子につきましては、成績につきましては学校平

均以上ということで、家計の所得要件も1,124万円以下ということで、第１子よりは窓口が

広がっているような状況がございますが、利息的に多少、無利息ではないという制度でご

ざいます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりましたけれども、この周知方法ですね、どのような方法でやられてい

るのかお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 
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〇久門教育長 答弁申し上げます。 

 公益財団法人北海道高等学校奨学会、こちらのほうの活用度が高いので、こちらを中心

に申し上げますけれども、この制度につきましては例年８月下旬から９月中旬にかけてそ

れぞれ財団のほうから学校のほうに周知文書が回ってまいります。それを学校のほうでは

進学だよりといいますか、そういうものを発行しておりまして、その中に詳しく書いて、

中学３年生の全家庭にお知らせをするという仕組みになってございます。これを見た保護

者が応募するかどうかということで、浦幌町内、先ほど実態が聞かれましたが、町内は今

のところここ数年一、二名の応募ということでございます。そういうことで、教育委員会

としましてもただいまのようなご質問をいただいておりますので、こういったことが周知

徹底できるようにいろいろな方策、学校に対する指導ももちろんでございますが、委員会

としてもさらにこの制度を周知できるようなことを推進してまいりたいと、このように考

えております。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 よろしくお願いしたいと思います。 

 先ほども申し上げましたけれども、町には医療技術者の就学資金貸付条例がありますけ

れども、この関係についても医療技術者だけでなく、一般の大学、専門学校生の方々にも

就学資金としてできれば貸し付けしていただいて、先ほども言ったように人口流出とか人

口増になるように地元に戻られて、地元に戻られたら返還義務をなくして、少しでも人口

増につなげるという考えはあるかどうか、その辺について聞きたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 全般にかかわります関係でございますので、また第３期まちづくり計画に

おきます人口減少対策といったようなこともございますので、私のほうから説明させてい

ただきたいと思います。 

 ただいまお話ございました高等学校生徒以上と申しますか、高校生なり、また大学生な

り、また専門学生なりといった、いわゆる義務教育を就学、卒業した者に対してのそうい

う就学援助がないのかといったような根本的なお話だと思います。このことにつきまして

は、先ほど来からご答弁の中でも申し上げているとおり、各種国ですとか北海道ですとか、

また財団等でそれぞれ就学にかかわる支援制度、また貸付制度といったものがございます。

これが利用の範囲においてできるという内容になってございますので、町といたしまして

はこれらの中の重複ということにはなり得ないと。補助金にしても支援金にしても、そう

いった重複措置ということにはなり得ないというふうに捉えておりますし、またその中で

すき間的なものがあるのであれば、これは検討する余地があるのかなと思ってございます。

現在のところ、そういった中では就学にかかわります高校生の、いわゆる１年間就学にか

かわった実績評価の中での３万円の支給と、またあわせて通学にかかわります費用の助成

といった、いわゆるそういった国等の制度がない中でのすき間としての対応をさせていた
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だいていますので、このことについてはご理解をいただきたいと思います。先ほどと重複

しますけれども、あくまで重複の措置のない中での町の財源の有効活用ということを考え

てございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 それでは、医療費の無料化についてお伺いしたいと思います。 

 今までも高校生は義務教育ではないと言われておりますが、大体100％近い方が高校に通

われていると思われます。先ほども申し上げましたけれども、収入もないということから、

この辺の医療費、またインフルエンザの予防接種もそうですが、答弁いただいております

けれども、今後もまちづくり計画の後期の中で検討願えないかどうか。町長からも答弁受

けましたけれども、再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 高校生への医療費の無償化ということでございます。 

 先ほど町長のほうから答弁をいたしましたけれども、経済的な負担だけではなくて、や

はり中学生までというのは義務教育でございます。まだまだ体力的なものも成長過程にあ

るというようなことで、これらの中学生が疾病等にかかった場合に経済的な不安もなくす

ぐ治療をなさって、健全に育っていただけるように願っての措置であるというふうに理解

をしております。そういう観点から、基準として義務教育までというのはやはりそういう

ようなことで子どもたちを育てながら浦幌町の発展を願っていくというような基準という

ふうに考えてございますので、それとこういうような無償制度におきましては義務教育ま

では全ての子どもたちが均等にそういうような疾病にかかったときには恩恵を受けられる

わけでございますけれども、今お話にありましたとおり高校生、最近はほとんどの方がと

いうお話もありましたが、その家庭における経済的な事情によってはやはりすぐ働かなけ

ればいけないという方もいらっしゃいます。そういうような観点も踏まえると、やはり均

等性、公平性が保たれないというのもありますし、そうなると今度は大学生までというよ

うな、どんどん、どんどん広がっていく可能性もあるだろうというふうに思ってございま

す。そういうような観点から、あくまでも先ほど言いました子どもたちを健全に育ててい

く、その一助となるすべということでの対象範囲ということでご理解いただきたいと、こ

のように思ってございます。 

〇安藤議員 これで質問を終了したいと思います。 

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、７番、杉江博議員の質問を許します。 

 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 私は、２項目について通告をいたしましたので、１番目に下浦幌地域の排水

対策ということで伺いたいと思います。 

 静内川の排水対策でありますが、平成25年３月に引き続きお伺いします。本件は、既に
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ご承知のように平成24年５月の大雨にて100ヘクタールを超える農地の冠水があり、畑作物

はまき直しや廃耕となった地域で、100ミリを超える降雨があれば常にこうした状況が発生

しております。町は、この件に関し河道掘削による計画断面の確保、立木の撤去、管理道

路の整備、樋門付近でのポンプ等の設置場所の造成について道に要請を行っております。

現状の改善が見られないことから、その後どのような対応をなさってきたのか。道との協

議経過についてもお伺いします。 

 また、国営農地防災事業での取りつけ道路横断管が埋没状態で管径も小さく、無名川の

水が町道横断の際は十分な排水がされておりません。あわせてお伺いをします。 

 ２点目になりますが、生剛地区の旧浦幌川支流と関連する浦幌川堤内排水の改善に関し

てでありますが、これも100ミリを超える雨量で生剛樋門を閉めると下地区では閉鎖時間が

長くなることから統太地区への逆増水が起き、畑地が壊滅状態となっております。町単独

での高低調査をされ、改善の余地もあるとのことで順次立木処理や川底の床ざらいも一部

実施されておりますが、下流の町道横断管、また道の管轄になりますが、堤内排水横断管

に問題はないのか。たび重なる被害が発生していることから、早期の対策をどのように考

えているのかお伺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 杉江議員の１項目めの質問にお答えいたします。 

 １点目の下浦幌地域の排水対策のうち静内川の排水対策についてでありますが、平成

24年５月の大雨による静内地域の農地の冠水被害を受け、その被害解消に向けた対策とし

て河川管理者である北海道に対し、河道内の埋塞土除去及び支障木の伐採並びに静内川第

３樋門への進入経路を確保するための管理道路の整備、ポンプによる強制排水を行うため

の作業ヤード造成について、町が抱える課題や懸案事項を提出する主要懸案事項や社会資

本整備に関する要望を受け付ける社会資本整備要望などにより、平成25年度以降現在まで

継続して要望を続けているところであります。 

 これに対し北海道としては、勝静橋上流における静内川河道内支障木の伐採を一部実施

したほか、本年度においては静内川第３樋門への進入経路である管理用道路の整備につい

て現在実施しているところであります。北海道からは、要望対策に向けての予算確保に努

めるとの回答をいただいており、町としても引き続き強く要望してまいります。 

 また、国営農地防災事業により整備を行いました町道十勝太線の道路側溝を利用した静

内１号排水路の取りつけ道路横断管の排水状況についてでありますが、最下流部にある静

内川第２樋門と最上流部にある取りつけ道路横断管の高さがほぼ同じであるほか、各取り

つけ道路横断管の高さも同様であることから、勾配のない平たんな排水路の改修は困難で

あると判断しており、今後は流下を阻害する支障木の伐採や床ざらいに重点を置き、排水

路の良好な維持管理に努めてまいります。また、大雨洪水時には静内川第２樋門において

ポンプによる強制排水を実施するなど、内水被害の抑制に努めてまいります。 



- 12 - 
 

 ２点目の生剛地区の旧浦幌川支流と関連する浦幌川堤内排水の改善についてであります

けれども、大雨洪水時に樋門を閉鎖することによる内水処理としての排水路整備になりま

すが、最下流の旧浦幌川合流部から浦幌川堤内排水までは町が管理する区間であり、堤内

排水から生剛樋門までは北海道が管理する区間となっております。 

 現況を把握するため実施した測量調査の結果、町が管理する最下流の旧浦幌川合流部と

町道生剛朝日線に位置する横断函渠とでは排水路の基準勾配が確保できないほどの高低差

しかなく、これを改修することはできないほか、この横断函渠の高さと最上流部に位置す

る生剛樋門の高さがほぼ同じであることも判明したため、排水路も大幅な改修は困難であ

ると判断しているところであります。 

 しかし、当該区間の中では土砂が堆積し、流れを阻害している状況もあることから、本

町では平成26年度に下流区間の一部において支障木伐採及び埋塞土除去を実施しており、

本年度も引き続き実施することとしております。また、北海道が管理する区間につきまし

ても同様の状況が発生しており、改善要望を行っておりますが、今後におきましても引き

続き強く要望してまいります。 

 以上、杉江議員の１項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 これらの問題は、幾度となく私も一般質問やら予算、決算での審議をさせて

いただいた経過がございます。 

 ただいま答弁のあった中で、堤内排水処理の問題、大小こそあれ、町内ほかの地域でも

たくさんある問題です。ご承知のように、円山地区、帯富地区、稲穂地区、下頃辺地区、

そして生剛、静内地区、そのほかご承知のように北栄地区は改善されました。また、豊北

地区も対応していただいた後、大きな雨もないことから被害を確認するに至っていない状

況でありますが、現状の対応策ですね、静内２号樋門でのくみ上げがいいのか３号が適当

なのかも含めてポンプ対応するということでありますから、ぜひ万全な対応をとっていた

だきたいと思っているところです。引き続き関係機関に早期の解決を要請するとともに、

町としても状況把握されているわけですから、最大限の対応を準備していただきたいと思

っております。 

 国際農地防災事業での問題ですが、答弁の中でありましたように、ご承知のように静内

地区、ゼロメーター地帯です。ですから、答弁あったとおりなのですが、しかし取りつけ

道路の横断径の小さいということは、終了時からも埋まっていることと含めて、調査すれ

ばわかることなのです。私は、これ何回もここで申し上げています。ですから、そういう

ことも調査されて、町としてできること、解決策検討する必要があるというふうに思って

います。 

 ２点目ですが、生剛の樋門関係です。まず、現状対応として、これはポンプくみ上げの

話全然なかったですが、当然ポンプを用意していただいて、堤内排水を浦幌川本流にくま

なければ問題解決はしません。水は減らないのです。これ報告があったように、レベル差
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ないということでありますから。そういう中で、調査も含めて多少の改善を町単独でやっ

ていただいたという状況になっています。それで、どうしてもこれが物理的な方法で現状

で水の解決できないということですから、これももう生剛樋門で本流にくみ上げるしかな

い。あわせて、農地、非常に低いところが統太に逆増水ということで作物が消える状況は、

たくさんの面積でないのです。ですから、関係の課の方はご承知だと思いますが、今十勝

川の掘削土を埋め立てというか客土をやっていますが、そういう土を使ってある程度改善

する対応、開発ともできないのかということを１つ提案をし、申し上げておきたいと思い

ます。 

 以上について、再度お答えをいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 ただいまのご質問についてご説明をさせていただきます。 

 まず１点目、静内地区の排水路整備に関連することでございますけれども、杉江議員の

おっしゃるとおり、大雨洪水時、ゼロメートル地帯ということで洪水が発生している状況

にありまして、それにつきましては今お答えをさせていただいたとおり、北海道に対し常

日ごろから要望等を行っており、改善の対策について努力をいただいているところであり

ます。あわせまして、町といたしましても本年度におきまして町道十勝太線に係る排水路

整備、その部分について予算措置をいただき、今後実施する予定となっております。 

 今排水路に係る取りつけ道路の管の大きさのお話がございました。最下流に位置する第

２樋門がございますけれども、そこの断面が１メーター50真四角という断面になってござ

います。途中の取りつけ道路の横断管につきましては1,500ミリ、四角いか丸いかの違いは

あるのですけれども、1,500ミリの場所と1,200ミリという管径の構造になっております。

確かに若干の大きさの違いはあるのですけれども、まずは横断函渠を施工するというより

も、流れをスムーズに流すということを優先させていただきながら、今後対策を進めさせ

ていただきたいと思っております。 

 ２点目の生剛樋門の関連でございますけれども、そちらは先ほどお答えさせていただき

ましたとおり、旧浦幌川の合流点、そちらから若干平成26年度に床ざらえを実施しており

まして、本年度におきましては、今の予定ですけれども、堤内排水に到達する部分、ここ

が土砂の堆積が一番深くなっているところであります。その部分を重点的に今年度除却を

していきたいと今現在考えているところであります。あわせまして、北海道が管理する堤

内排水路、こちらにつきましても随時同じような土砂除却ですとか支障物の撤去について

要望しております。 

 あと大雨洪水時によるところでありますけれども、町道の横断函渠がございます。その

部分は、気象状況、大雨状況等を把握しながら、静内地区同様でありますけれども、適時

排水対応を今後も継続させていただきたいと思っております。 

 以上です。 
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〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ただいま詳しく状況説明と対応策についてお話ありました。 

 国営農地防災にかかわる部分の函渠の径の問題ですけれども、詳しく数字言われたので

すが、実はあそこは無名川から流れてきた水をそちらの工事が終わってから横断するよう

に来たのです。ですから、その水を受けれるような規模になっていないと私は思っていま

す。例えば稲穂地区、愛牛地区、それから静内地区の道道縁の１号排水路ですか、非常に

太いのです。大きいのです。ところが、あの横断から下の２号樋門までは、先ほど報告あ

ったように細いのです。これは逆です。もう少し調査をしてください。やれることがあっ

たらやっていただきたいな。それが私の調査している現況です。 

 それと、生剛に関してですが、非常に難しい地域だということの中で過日の対応もお話

ありました。ポンプの話なかったですが、雨が降ったら必ず滞水します。統太に逆水しま

すので、ポンプで必ず上げていただくような対応、これもきちっと静内２号樋門、３号樋

門がいいのか、それも含めて十分対応策とってほしいなと思っています。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 先ほどお話をさせていただきました関係につきましては、最下流の第２

樋門との比較という観点でお話をさせていただきました。確かに杉江議員のおっしゃると

おり、国営農地防災事業で行われました静内方面に向かっての上流部の横断函渠、こちら

についてはもっと大きな断面であるということは私も認識しているところであります。今

後、先ほど申し上げましたとおり、まずは排水路、そちらの流下能力を上げる、そちらに

力を入れさせていただきまして、今後その状況を観察しながら、また検証させていただき

たいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 あと生剛地区、こちらにつきましても先ほどと同様になりますけれども、その状況を見

ながらポンプ排水を行っていくように考えておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 次に、２項目めを質問したいと思います。 

 ２項目め、地方創生資金制度の利用に係る交付金の活用ということでお伺いします。国

は、地方自治体が自由な裁量で予算を執行できるようにと地方創生制度の利用に関する計

画を促していると思います。我が町も交付金対象とならない各種事業が多数ありますが、

特に自主財源での整備が必要な区長会からも要請のある町道整備や雑種家屋の水洗化等を

農漁村地域の環境整備として制度利用する懸案事項の早期実現が必要と思います。第３期

まちづくり後期の計画とあわせて検討する考えはないか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 
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〇水澤町長 杉江議員の２項目めの質問にお答えをいたします。 

 国においては、急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯どめをかけると

ともに、それぞれの地域で住みよい環境を確保し、将来にわたって活力ある日本社会を維

持するためのまち・ひと・しごと創生法が昨年11月28日に施行されました。あわせて12月

27日には日本の50年後の人口を１億人程度確保するまち・ひと・しごと創生長期ビジョン

と今後５年間の目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめたまち・ひと・しごと創

生総合戦略が示され、加えて地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策として地域消費喚

起・生活支援型とまち・ひと・しごと創生法に基づく地方創生先行型に重点を置いた２つ

の交付金が創設されております。 

 本町においても第１回町議会定例会に関連予算を計上し、繰り越し予算として事業を進

めておりますが、地方創生の先行型交付金については地方版総合戦略の早期策定とこれに

関連する優良施策等の実施に対し国が支援するものであり、対象事業としましては地方版

総合戦略の策定と総合戦略に盛り込まれることが想定される雇用創出や人口減少対策など

のソフト事業が対象となっているところであります。 

 また、建設地方債対象事業等のハード事業は、ソフト事業とあわせて実施することによ

り事業ごとに設定する重要業績評価指標の十分な向上が見込まれる場合は対象となります

が、基本的には対象外となっており、ご質問にある町道整備等の事業は本交付金の対象に

はならないものと考えております。 

 少子高齢化、人口減少は、本町においても重要な問題であり、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も子どもを産み育てる環境整備の充実、雇用機会

の新規創出、居住環境の整備充実の３つの重点プロジェクトを柱に対策を進めております。 

 本年は、第３期まちづくり計画が中間年を迎えたため、基本計画の見直しと後期５カ年

の実施計画の策定作業を進めておりますが、重点プロジェクトとの整合性を図りながら、

地方みずからが多様な地域社会を形成するとの考え方のもと、浦幌町人口ビジョン及び浦

幌町総合戦略を年内に策定し、人口減少克服と地方創生を推進し、活力あるまちづくりを

進めてまいりたいと考えています。 

 以上、杉江議員の２項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 再質問であります。 

 ただいま説明ありましたように、ハード面の事業採択が困難だということは予想される

ことですが、26年の補正でも地域住民生活等緊急支援のための交付金として住宅建設等補

助金が採択になっております。住民への補助はよくて、自治体直接の事業はだめだという

ような解釈なのかなというふうに見ているのですが、過疎債などで対応できない事業への

ダブル交付ではありませんから、しっかりと国にも理解される説明をして制度の利用がで

きれば仕事は民間が実施するのですから、地域活性化の要素にもなるなというふうに考え

てご質問をいたしました。 
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 町長は、執行方針で浦幌町に住んでよかった、幸せだと思えるまちづくりを目指してと

述べられました。そのためにも、市街地だけでなく、小さな集落に住みたい若い世代がい

て、地域を守っていきたいと考えている住民がおります。家の前が砂利道路でほこりが立

ち、窓があけられないという意見、これは議会だより「まちの声」にも寄せられました。

若い奥さんです。また、浦幌に仕事を見つけ結婚し、小さな子どもを抱え、自前の住宅を

持てない若い夫婦が地域の雑種住宅に住み、トイレを水洗化してほしいという訴えをして

いるのです。その中で、こういう質疑の中で地域の区長会の回答でも含んでおりますが、

公営住宅に住んでくださいという回答になっております。そういう問題ではないだろうと

私は思うのです。重要な地域問題でもあり、人口減少対策に何か逆行しているような感じ

を受けます。地方創生先行型交付金の利用に向けた施策を地方から積極的に発信して、田

舎も住みやすくしていくべきだという思いがありますが、答弁お願いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本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。 

 人口減少対策と、それから定住促進ということは我が町の懸案事項でございます。今回

地方創生法が施行されまして、地方人口ビジョン、そして総合戦略を策定してまいります。

この中で並行して第３期まちづくり計画の後期計画の実施計画を来年度から５カ年計画と

いうことで進めてまいりますけれども、これまでも浦幌町に定住促進と人口減少を克服す

るということで３つの重点プロジェクトをもとに進めてまいりました。ご承知のように、

子どもを産み育てる環境の整備充実と、それから雇用機会の新規創出、そして住環境の整

備充実ということで進めておりますけれども、ただいま議員からご質問のありましたハー

ド事業につきましては、残念ながら今回の後期の中では充当することがかないませんけれ

ども、第３期まちづくり計画を進める中でこれまで同様、住環境の整備等につきましては

力を入れてまいりたいと考えておりまして、再度全体的な住宅対策という位置づけの中で

調査研究に、それから検証しながら進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 制度の交付金が使えなくても、第３期まちづくり計画の後期計画にも検討し

ていくという説明でありましたけれども、ご承知のように私今これ養老地域のことを言っ

ています、住宅に関しては。ご承知のように、あの地域は公営住宅ないのです。ですから、

地域が、そこに住んでいる人たちが田舎に住みたいと言って若い夫婦が複数組住んでいま

す。何とかそういう人たちのために住環境を整備して、浦幌は住んでよかった町と町長言

われるような、そういう環境のためにぜひ支援をしてほしい。実は、吉野のある事業所に

就職した若い方が浦幌で住環境合わないから豊頃から通っているという事実があります。

下のほうもそういうことにならないように、ご承知のように大きな法人、酪農法人抱えて

たくさんの人たちが働いていただいているけれども、今後もそういう状況が生まれるかも
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しれない。そのためにも田舎を大事にしていただきたい。あえて田舎と申し上げますが、

そういうことで住環境を整えていただきたいということは常々思っていることです。 

 それから、もう一点、道路の問題ですが、これは議会広報の住民の「まちの声」という

ことで寄せられた意見であります。これも南浦幌の地域の方です。若い人が町外から来て

結婚して、目の前が舗装でない。ほこりが上がる。そのことを書かれておりまして、そう

いうこともやっぱりどんどん、これも目の前、対象になるのは町道の多分交付金対象にな

らない、過疎債対象にならないような小さい道路です。そういうことの状況も把握されて、

十分対策を講じてほしいものだということを思っているのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員ご指摘のとおり、それぞれの地域で問題を抱えておりますし、町民

の多様な意見というのは当然アンケート調査等でもお聞きをしているところであります。

町としては、できるだけ町民の声に応えていきたいというふうに考えているところは当然

でありますし、また今後このように取り計らっていきたいというふうに思っているところ

であります。まさに地域によっては雑種住宅しかない、公営住宅はちょっと遠いというか、

離れているという環境もあるというふうに聞いておるところもありますけれども、雑種住

宅の問題については常に以前からもお話ししたとおり、公営住宅、町営住宅をまず整備を

最優先に進めているという状況でありまして、そういう面では水洗化の進行は進んでいる

というふうに考えておりますけれども、雑種住宅はあくまでもその状態のまま住むのであ

ればお貸しするという状況の制度でありますので、そこはぜひご理解をいただきたいなと

いうふうに思っているところであります。 

 また、この雑種住宅について、今後そのまま置くのかどうか、売買も含めて考え方を今

後整理してまいらなければならないなというふうに思っていますので、それはまた制度さ

え確定すれば提案申し上げていきたいなというふうに思っているところであります。 

 また、道路の整備につきましては、まさに浦幌町、これだけ広大な730平方キロメートル

あるわけでありますから、町道も物すごく長い長大路線というふうになっています。そう

いう面では、年間計画を立てながらそれぞれ整備を進めてきているところでありまして、

全部が全部一気にできないというのがまさに残念というか、町財政、そのほかの予算等々

も含めて順次やらざるを得ないというのが実態であります。そういう面では、決して地域、

地方を田舎というか、それぞれの地域をおろそかにしているのではなくて、やはり町民全

体を不公平感のないような整備をこれからも進め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。決してないがしろにしているということでありませんので、その辺はご

理解をいただきたいなというふうに思っています。 

 まさに私も執行方針の中で申し上げました。本当に町民の皆さんが幸せだと思えるまち

づくりというのが、これは町政、行政として基本的な考え方でありますので、町民の皆さ

んの多様なニーズ、そしてそれにお応えするような町政執行をこれからも進めてまいりた
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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。 

 次に、３番、差間正樹議員の質問を許します。 

 ３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。 

 住宅リフォーム補助制度の広がりを。住宅リフォーム補助制度は、平成23年７月１日か

ら始まり４年経過しております。この制度の目的は、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とあります。住民

にも一定の関心を持たれながら進んできており、この制度に交付する補助金も当初から年

を追ってふえ、町長も執行方針の中でこの制度の継続を述べておられます。この制度を利

用して、自宅を改修する住民にとっても、もちろん建築業者などにとっても、そして町内

商店街に与える波及効果を考えるとき、この制度に対する住民の関心と期待は当然ながら

今後大きくなっていくことと思われます。しかし、この制度が始まって４年を経過し、い

まだ交付される補助金が予算金額に達していない状況の中で、さらにこの制度を住民にア

ピールし、要綱の目的を進めるためにも住宅リフォーム補助制度の金額よりも小規模の修

繕工事にも補助が必要と考えます。住民にとってより身近な修繕、例えば台所回り、暖房

設備、気密性保持のための窓回り、すぐにでもできそうではあるが、なかなか決心できな

い。そんなとき、町が後押しすれば決心できる。そんな小規模修繕に対しても補助の枠を

広げる、またはその部分に新しい補助制度をつくる、そういった考えはないか質問いたし

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１項目めの質問にお答えいたします。 

 住宅リフォーム補助制度の広がりについてでありますが、本補助制度は町民が安心して

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７月１日に施行いたしました。また、平成24年４月には申請者

となる補助対象交付者について居住予定者や住宅所有者の承諾を受けた者を加えるなど、

制度の拡充を図り運用してまいりました。これまでの実績として平成23年度は22件655万円

であったものが平成26年度で28件、916万9,000円と順調に実績が伸びており、４年間で計

106件、総額3,100万8,000円の補助金を交付してきたところであります。さきにも述べまし

たが、本補助制度の目的として定住人口の確保並びに地域経済の活性化をうたっているよ

うに、一定規模以上の住宅改修に対する補助制度として創設した背景から補助対象工事の

下限額を設けさせていただきました。 

 以上のことから、現段階においての本制度の拡充や新たな制度の創設は考えておりませ

ん。他自治体でも同様の補助制度はございますが、本町における制度内容は比してなお優
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位な制度であると認識しているところであり、一人でも多くの方にご利用いただけるよう

今後も周知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 ３番、差間議員。 

〇差間議員 再質問いたします。 

 今町長からご説明ありましたように、この制度が補助金の金額がこのようにふえてきた

この背景には、確かに町民はこの制度について関心をより強く持ってきている、そのあら

われだと思います。しかし、私どもが町民の皆さんから相談を受けますと、やはり私たち

はこの制度にはちょっとひっかからないね、もうちょっと補修する部分が広がってくれれ

ば50万を超えるのだけれども、さといってこの補助をもらうためにその対象を広げるとい

うわけにもなかなかいかないと。ただ、やっぱり今はもう春になってきましたが、冬の間

いろいろな住宅の中の問題、そういったものをその家に行ってみますと、窓ガラスに厚紙

を当てたり、いろいろな状況で寒さをしのいだりしております。こんなことをして生活し

ていくのであったら、いっそのこと町を出ていって子どもたちのお世話になろうかなとか、

いろんなこともやっぱり考えているようです。 

 私がここで申し上げたいのは、町長もやはり定住人口の確保、地域経済の活性化という

ことでこの制度をつくった、そういうことだと思います。今後まちづくり計画も第３期の

後期になっていくと思います。町内の建築関連業者の方たちともいろいろお話はしている

のですけれども、もっと小さい規模で修繕、こういったことで町民とつながることができ

れば、いわゆる元請の方に依頼されてやる仕事のほかに、私たち自身が直接町民の住宅に

出向いて、またはそういった方から依頼を受けて相談を受けて、その工事にも向かってい

ける。やっぱりその住宅リフォーム補助制度の考え方をもう少し広げたような、こういっ

たもう少し小さい規模の修繕にまで今後乗り出していく気持ちはないのでしょうか。再度

質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 本補助制度につきましては、平成23年度より施行いたしまして、平成28年３月までの制

度と現在のところなってございます。その中で、先ほど申し上げましたとおり106件という

件数、大きな伸びを示しているところでございます。補助制度の創設された発端といたし

まして、一定規模以上ということで先ほどお答えさせていただきましたけれども、少額の

修繕工事、こちらにつきましては各個人の方々にご負担いただきながら対応させていただ

き、本補助制度、これに適用される場合におきましては、長く住んでいただける、そうい

ったある一定規模以上の住宅改修、そちらを対象とさせていただく制度としてつくらせて

いただいたものであります。その中で、今後都市計画の中でどのようになるかは現在のと

ころ今後検証をさせていただき、今後このまま後期におきましてもこの制度を継続させて
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いただきたいということで現段階では考えておりますので、ご理解をお願いいたしたいと

思います。 

 以上です。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 補足を若干させていただきたいと思いますけれども、差間議員が言われたと

おり、このリフォームについては定住をしていただくということが大前提でありまして、

そういう面では住宅の長寿命化といいますか、長く住める住宅を確保するということが大

前提であります。そういう面では、小規模修繕については最初から考えがなかったという

ことでこの制度をつくりました。やっぱり浦幌町に長く住んでもらうためには、大規模工

事、長寿命化、長く住める家を建てかえるのではなくて改修しながら住んでもらう、そう

いうための事業だというふうに認識をしているところであります。１人１回ですから、特

に小規模の修繕で使ってしまうと大きな工事を使うときに対象にならないということもあ

りまして、やはり使うとすれば町民の皆さんがやらなければならないという決心をつくと

議員が言われましたけれども、まさに決心がつかない工事に対して後押しをする、こうい

う制度をこのリフォーム補助の中で行っていきたいというふうに考えてつくった制度であ

ります。そういう面では、日常的な補修工事については対象にならないというふうには、

逆にそういうものではなくて、もっと大きな工事、長寿命化に向けての家の改築工事、そ

ういうものにこの制度を使っていただきたいというふうに考えているところであります。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 住宅リフォーム補助制度について、外れて質問が広がってしまいましたが、

ただいまの回答の中で言葉尻を捕まえるようですけれども、検証させていただきながらこ

の事業について、なかなか検討まではいかなかったのですけれども、今後ひとつ小規模の

事業に対して町が乗り出していくということに対して期待申し上げながら、この質問を終

わらせていただきます。 

 次の質問に移らせていただきます。牛乳で乾杯条例を。全国的な牛乳消費量の減少、円

安による飼料価格の高騰、農家の高齢化の加速など酪農業を取り巻く環境が厳しさを増す

中でも、やはり新規参入、後継者の確保、法人化などいろいろな努力がされております。

根室管内中標津町から始まった牛乳で乾杯条例は、こんな中でも牛乳生産をする他府県に

広がりを見せ、牛乳消費量回復に対する一つの希望の動きとなりつつあるのではないでし

ょうか。浦幌町においても各種団体が牛乳で乾杯を取り上げ行っているようですが、いま

だ盛り上がり、継続性に欠けているようです。 

 そこで、町として牛乳で乾杯条例を制定し、牛乳生産を応援し、牛乳消費の回復を消費

者、家庭や地域にアピールするべきではないでしょうか、質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員の２項目めの質問にお答えいたします。 
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 牛乳で乾杯条例についてでありますが、近年の酪農を取り巻く環境は高齢化や後継者不

足による搾乳農家の戸数が年々減少していく中、先行きが不透明な状況は改善されず、労

働時間の過重、飼料費の高騰等により規模拡大も伸び悩んだことから、生乳生産量は減少

傾向で推移し、生乳生産基盤の弱体化が懸念されております。特に本年５月に農林水産省

が国内の生乳生産量の減少から品薄となるバター１万トン及び脱脂粉乳5,000トンの追加

輸入を発表するなど、その影響に顕著にあらわれております。 

 本町においても、この５年間で搾乳農家戸数は約25.3％、経産牛頭数は約11.7％減少し

ている厳しい状況の中ではありますが、搾乳農家の皆さんの生乳増産への努力により、平

成26年度の生乳生産量は約３万4,800トンで前年度と比較しますと約0.5％の減少にとどま

り、減少率は鈍化している状況であります。しかし、生乳の増産に当たっては、搾乳農家

の皆さんの努力にも限界があり、引き続き生乳を安定的に生産、供給していくために浦幌

町農協と連携し、本年度から３年間、優良な後継牛の確保並びに乳量増産及び搾乳牛群の

産乳力を向上させることを目的とした生乳生産基盤強化対策事業を実施することとしたと

ころであります。 

 また、本町での牛乳、乳製品消費拡大への取り組みといたしましては、浦幌消費者協会

の主催でホクレン農業協同組合連合会の事業を活用した町民に対する料理講習会が毎年実

施されており、牛乳、乳製品の知識、調理方法等の普及、啓発が行われております。 

 道内自治体では、地域の牛乳やお酒などの振興を目的とした条例が制定されている例が

ありますが、本町においては生乳生産量が伸び悩む中、酪農の経営安定と生産基盤を強化

し、生乳の供給拡大を図っていくことが現状第一に取り組むべき対策と捉え、当面牛乳で

乾杯条例を制定する考えはございませんので、ご理解願います。 

 しかしながら、ご指摘のように地域社会で生乳生産を応援し、多くの方々に酪農の応援

団となっていただくことは、厳しい環境の中、日々努力されている搾乳農家の皆さんのや

る気ややりがいなど生産意欲の向上はもとより、相互理解によって消費者と生産者が食で

つながっていくものと認識しており、農業関係団体や消費者団体とも連携を図りながら、

広く町民の皆さんに酪農への理解を深めていただくため各種情報を発信してまいりたいと

考えております。 

 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 ３番、差間議員。 

〇差間議員 管内でも、質問の中でも申し上げましたが、酪農家においては高齢化等で離

農予定の農家も出てきております。やはり農家を取り巻く環境の厳しさの中で、管内ＪＡ

も独自の乳価助成、これは今、日本全体を覆っている生乳不足というのですか、そこから

くるバターを緊急輸入すると、そういった動きに出ております。これは、消費者にとって

よりも、生産農家にとっては全く悪い影響を与えるような結果にもしかしたら今後なって

いくかもしれない。生産力の落ちた農家が国内に取り残されて、輸入がふえていくといっ

た事態になるかもしれない。そんな中で、やっぱり各ＪＡは独自の乳価助成にも乗り出し
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ております。これは、浦幌町においてもＪＡと連携しながら、各種施策を今までも当然行

ってきております。このことは、農業を守る、それだけではなしに私たちの地域を守る。

本当に大事な施策だから行ってきていると思います。生産力の落ちた状態を放置するので

はなくて、やっぱり経営の安定に向かいながら生産基盤を強化していく、こういったこと

をやはり町も向かっていると思います。農業の関係団体、消費者団体とも連携を図りなが

ら、広く町民の皆さんに酪農への理解を深めていただく、こういったふうに町長も今述べ

ていただきました。私は、牛乳で乾杯条例をつくるということは、これを起爆剤として牛

乳のいろんな加工方法についても、いろんな消費方法についても、もっともっと町民の知

恵が盛り上がるだけではなしに、町自体もＪＡ、農家と連携しながらいろいろな動きが生

み出されていくのではないかと思ってこの質問を今回いたしております。再度、牛乳で乾

杯条例は今後つくっていく方向にはないのかどうか、ご質問いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいまのご質問につきましてご説明させていただきます。 

 おっしゃられましたとおり、酪農基盤を守るということは大変重要なことでございまし

て、浦幌におきましても、答弁のとおり搾乳農家さんの減少ですとか乳量の減というもの

は顕著にあらわれております。そういったこともありまして、先ほどお話ありましたよう

に、浦幌農協ではプレミアム乳価ということで、増量があった分について１円、５円を上

乗せするというような制度がありましたし、町といたしましては搾る環境をつくるという

ことで、最初から雌牛がおなかの中に入っている牛を購入した場合の助成ということで、

そういった基盤のほうを整備、それで搾った分については農協が整備ということで、基盤

なり経営のという部分の安定化につなげていこうということで制度設計をしています。 

 お話のありました牛乳乾杯条例に関しましては、今申し上げましたとおり、町といたし

ましては酪農の経営安定と生産基盤に向けた対応をイの一番として実施したいというふう

に考えておりますけれども、おっしゃっていますとおり消費者や地域にアピールしていく

ということは大切なことだと思っております。また、牛乳は栄養価の高い飲み物というこ

ともありますので、そういった部分の啓蒙につきましては町長が町政執行方針の中にも述

べられていましたが、食育推進計画を策定するということで準備を進めてまいりたいとい

うふうに思っていまして、どのような方策があるのかということはその中で関係部署とも

協力しながら検討してまいりたいと考えているところでございます。 

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。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 通告に従いまして、項目別に一般質問をさせていただきます。 

 １項目め、消費者被害防止ネットワークの構築について伺います。近年多発する消費者
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被害は、電話等で未公開株や名義貸し、老人ホームへの手付金などを勧め、お金をだまし

取る詐欺、コンビニでの還付金詐欺や振り込め詐欺、またパソコンや携帯電話の架空請求

など、悪質で巧妙な商法や特殊詐欺が横行しています。特に高齢者等の被害を防ぐために、

2003年12月に北海道消費者被害防止ネットワークが設立されました。市町村や警察、消費

者団体、町内会、社会福祉団体、学校、郵便局、金融機関、商工会、コンビニ、小売店な

どあらゆる団体の加入を促進し、定期的に会議を開き情報交換をして、未然に被害を防止

するのが目的です。 

 そこで、次の２点についてお伺いいたします。１点目、町民を見守り、消費者被害を防

ぐために消費者被害防止ネットワークを構築する考えはあるかどうかお伺いします。 

 ２点目、安全で住みよい地域社会の実現を図ることとは、具体的にどのようなことを指

すのか。 

 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。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員の１項目めのご質問にお答えいたします。 

 １点目の消費者被害防止ネットワークの構築についてでありますが、北海道では平成

15年12月に道民を悪徳商法等の被害から守ることを目的として北海道消費者被害防止ネッ

トワークを設立されております。同ネットワークは、行政、警察、消費者協会等の40の関

係団体から構築され、これらの団体を通じて被害情報の提供や相談の受け付けを行ってお

りますが、他方、活動母体として各地域に消費者被害防止ネットワークの設立を働きかけ

ており、現在道内52の地域で同様のネットワークが設立されております。 

 本町においては、町民みずからの生活の安全確保と地域安全活動の推進に寄与すること

を目的として、各地区連合行政区長会の地域代表、消費者協会や女性団体連絡協議会等の

各種団体、町内金融機関や産業団体等の企業関係、町、警察等の行政関係の代表者で構成

する浦幌町生活安全推進協議会において犯罪、交通事故等の防止対策、啓発活動の推進、

関係団体との連携及び情報交換、生活安全確保のための環境整備等について町を挙げて積

極的に活動を行っているところであります。 

 近年社会環境の急速な変化により、町民を取り巻く生活環境が複雑かつ多様化する中で、

全国的に高額な特殊詐欺や悪徳商法等の被害が後を絶たない状況であることは周知の事実

であります。本町といたしましても、今後悪徳商法等被害防止のための活動を生活安全推

進協議会の重要な位置づけとして、構成組織の実務担当者による組織化を図り、機動的に

取り組んでまいります。 

 ２点目の安全で住みよい地域社会の実現を図ることの具体的な内容についてですが、１

点目で答弁いたしました活動内容を踏まえ、浦幌町生活安全推進条例に基づき、犯罪、交

通事故による被害等を未然に防止するため、町民の自主的な安全活動の推進と生活環境の

整備及び支援策を今後とも充実させることと捉えております。 
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 以上、福原議員の１項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ただいま答弁がありましたように、浦幌町には浦幌町生活安全推進条例があ

りまして、その中で協議会が開かれているというか、ご報告がありました。目的の第１条

の中に、「この条例は、犯罪、交通事故による被害等を未然に防止するため、町民の自主的

な安全活動の推進と生活環境の整備及び犯罪被害者等への支援を行うことにより、安全で

住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする」とあります。この条例の中に交通安全

防犯協会がうたわれておりますが、この協議会に入っていないようですが、何か理由があ

ってこの生活安全推進協議会に入っていないのかどうか確認をさせていただきたいと思い

ます。 

 また、昨年釧路町の消費者協会を訪問し、研修、交流をしてきましたが、時代の変容に

沿った目的と内容で情報の速やかな共有化などが実施されていました。設立をしていくと

いうことですので、いつの時期に取り組んでいただけるのか、設立の時期を確認しておき

たいと思います。 

〇田村議長 福原議員、一問一答方式ということで１問ずつ質問されるようお願いいたし

ます。 

 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 今の浦幌町の生活安全推進協議会、これの発足といいますのは、もともと

は交通安全、それから防犯というようなそれぞれの協議会がございます。これらをもとに

浦幌町に住んでいらっしゃる皆さんを全体的な組織の中で連携を図って守っていこうとい

う形の中で設立したというふうに認識をしてございます。現在も防犯指導員さん、それか

ら交通指導員さんというような中でそれぞれの部署において活動をいただいているという

ことでございます。そんなようなことで、私どもといたしましてはこの生活安全推進協議

会が本当の浦幌町の町民の住んでいらっしゃる生活をあらゆる面から守る組織である、母

体であると、このように認識をしてございます。 

 町長の答弁で申し上げております消費者の犯罪被害者等に対する組織化でございます。

機動的に取り組んでいきたいと、このようなことを申し上げてございます。先ほど申し上

げております生活安全推進協議会は本当に代表者の方で構成されている組織でございます

けれども、やはり現実最近の商法等、巧妙かつ、また悪質な手口が横行しているというよ

うな実態を踏まえまして、やはり現実的に行動のできる体制、組織、そういうものを構築

していかなければいけないだろうと。その中で、例えばいろんなそういう電話が来たとき

に、さてどのようにその方が対応するべきか、どこに相談をすべきかであるとか、例えば

そのような行動の中で金融機関等で預金をおろしたとかいろんなことがあるときに、やは

り目配り、気配りのできる、そういう職員体制もやはり構築をしていきたいと、こういう

ようなことで現実的にその対象方法について考えられる組織、そして行動のできる組織を
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つくっていきたいということであります。いつつくるのだという話でありますけれども、

これについては早くやりたいと、このように考えてございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 早く取り組んでまいりたいというご答弁をいただきましたので、非常に期待

をしております。 

 実務担当者の方のまとまったもので、今も推進協議会で年に１回総会を開いて、現状で

したらなかなか詳しく情報交換することがありません。それでは、やはり現代の時代にマ

ッチした細やかな情報の交換をしていかなければ、振り込め詐欺とか高齢化している社会

に対して対応ができていかないと思いますので、その辺を実務担当者の方の組織化を私は

図っていただきたいということで、今課長のほうのお答えの中にも含まれておりましたが、

再度お願いをしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇泉町民課長 ちょっと言葉足らずだったかもしれません。実務レベル、要するに機動力

のある、本当に対処のできるような組織を図りたいと、こういうことであります。今構成

されている推進協議会の中からどういう方々を、当然警察の方も入らなければいけないで

しょうし、行政機関もいろんな形の中で入ってこなければいけない。そういうような中で、

あらゆる人たちの中でいろんな情報を交換したり、例えば助成的なものもまた必要なのか

もしれませんし、そういうようなことをあらゆる観点から検討しながら対処に向けて早急

に対応してまいりたいと、このように考えてございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 ２点目の安全で住みよい地域社会の実現を図ることとは、具体的にどのよう

なことを指すのかということでご答弁をいただきました。未然に防止するために今後の生

活環境整備と支援策と、具体的にどのように考えていらっしゃるのかお伺いをしておきた

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 この支援策、生活環境の整備だとか支援策という部分につきましては、も

ともと生活安全条例の中にあるものを再度充実させるということでありますから、例えば

啓発活動と巡視活動と、それから被害者等の関係について、やはり巡視活動等も十分に回

数をふやしたり、そういうことをしていくという考え方でおります。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 わかりました。 

 次に、２項目めの質問に入りたいと思います。公共施設利用料金について伺います。公

共施設利用料金の減免制度は、昨年４月より開始され、65歳以上の町民に大変喜ばれ、利

用者が多くなってきていると思われます。４公民館のうち中央公民館主催の行事の利用者
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は、年齢を問わず一番多いと思われますが、若年層、特に子育て世代の利用者のお父さん、

お母さん方が減免制度の適用外になっております。子どもと一緒に芸術文化やスポーツに

親しみ、施設を利用し、子どもの将来の芽を伸ばしてこそ子どもを産み育てる環境の整備

充実につながると思います。さらなる公共施設利用料金の無償化を実施できないかお伺い

いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員の２項目めの質問にお答えします。 

 公共施設利用料金についてでありますが、浦幌町高齢者等の公共施設免除利用に関する

要綱に基づく施設使用料の免除については、高齢者の方や障がいをお持ちの方が公共施設

をより多くご利用していただくことで、交流を通じた心の健康や体の健康づくり促進を目

的として昨年度から実施しております。施設利用料免除対象施設は、浦幌パークゴルフ場

や公民館など全30施設で、特に総合スポーツセンターや浦幌パークゴルフ場は前年度に比

べ利用者数が増加しています。各施設における年齢別利用者数等は把握しておりませんが、

当該制度の導入により対象者の公共施設の利用促進、経済負担軽減及び社会参加の促進が

図られているものと考えています。 

 減額、免除制度の考え方でありますが、これまでの減額、免除制度は高齢者の方や障が

いをお持ちの方、中学生以下の子ども等は免除、学校教育、社会教育、社会福祉及び公共

的団体等の登録団体等は５割減額を適用しております。受益者負担の原則の観点から、あ

くまでも高齢者の方や障がいをお持ちの方などの社会的弱者への配慮といった政策的で特

例的な措置として、その適用については真にやむを得ないものと限定しております。 

 公共施設利用料金を無償化にすることで施設利用率の向上など一定の成果を期待するこ

とができるものと考えますが、しかし一方では施設利用者が応分な利用料金負担をしなけ

れば施設の維持管理等にかかわる経費の全額を町の一般財源で賄うことになり、施設利用

者と非利用者間に不公平感が生じることになります。受益者負担の原則に基づいて、特定

の人がサービスを受ける場合には、応分な負担を求めることが町民間の公平性の確保につ

ながり、重要であると考えております。このため、現時点において子育て世代を対象とし

た公共施設利用料金の無償化を行う考えはありません。 

 減額、免除制度については、今後もその時々の社会情勢等の変化に照らし、常に政策目

的の必要性等を検証しながら、制度の創設、見直しを図ってまいります。 

 以上、福原議員の２項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 このことは、２月９日に実施した議会報告会のときにある公民館で要望事項

として出されたものです。高齢者の施設使用料の無料化がされ、高齢者対策がされている

が、これからは若い人、特に子育て世帯にも手厚い対策を考えてほしいと要望がありまし

た。町側には全町民対象の無料化のお願いをしましたが、高齢者のみとなり、再度要請を
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していくということで今回の質問になりました。同僚議員の質疑の中にもありましたが、

答弁をいただきましたが、利用する人の受益者負担ということであればやむを得ないので

すが、公共施設ということの観点から見ますと、収益を上げるのが多分目的ではないと思

いますが、町民の利用を目的として立てられたのだと思います。このことについて再度お

伺いして、終わりたいと思います。公共施設は、収益を上げるために建設されたものでは

ない。町民の利用を目的として建てられたものと私は思っておりますので、答弁をお願い

いたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまの福原議員のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 先ほど来同様の質問の経過もございまして、町長の答弁からあった中身も踏まえた中で

のことということでご理解いただきたいと思いますけれども、町の公共施設の、いわゆる

受益者負担の原則の中にあっては、過去の経過から顧みますと、行政改革の中では平成

15年、16年の中でその使用料の改定ということも踏み込んだ中では進めてきました。この

背景には、やはり合併協議は２度の破綻によって自主自立の道を歩まざるを得ないという

ことの中で、その使用料についても聖域なき改革という中で進めてきたということが１点

ございます。これには、やはり受益者負担の原則をそのまま通していこうという考えがご

ざいます。これは、ご指摘ございました、その受益者負担をもって収益があり、それをも

って運営するということは到底そのような額にはなってございません。利用料金について

も100円単位のことから1,000円までの単位といった中で、いろんな公共施設の運営管理費

については予算等でご存じのとおり、そのような財源には到底至っていない。ただ、先ほ

どからの答弁の中でございますとおり、やはり施設において5,000人以上の町民の方々がそ

れぞれ全員がその施設について負担管理をしているというのが管理運営の原則でございま

す。その中において使われる方がやはり特定されているといったことであれば、使われる

方についても受益者負担ということで応分の負担をしていただくと。ただ、それをもって

運営するということではございませんけれども、やはりそこの中で公平負担ということの

原則をわかっていただきたいということの分で成り立ってございますので、この中にあっ

ては65歳以上、障がい者の方々の無料につきましては、今回の減免措置については町にお

いては医療関係でいきますと、やはり健康増進を図っていただきたいという観点から減免

という措置の対応にしました。これは、65歳以上の高齢者の方々の中で、特に浦幌町にお

いては全道、全国においてまだ平均寿命が低い状況にございます。また、医療費にかかわ

っては、逆に多くかかっているといった状況にございます。そんな中で、やはり健康増進

として公共施設を使った中で、ある面ではそういった部分の抑制の効果も期待できるとい

ったこともございますので、今回そういった形で踏み切ったということは従来から説明し

ているとおりでございます。こういった総合的な判断の中で進めてきたということであり

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 
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〇福原議員 終わります。 

〇田村議長 これで福原仁子議員の一般質問を終わります。 

 以上をもちまして一般質問を終結いたします。 

 

    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 ここでお諮りをいたします。あすから６月14日までの２日間、議事の都合により休会と

し、６月15日午前10時から本会議を開きたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、あすから６月14日までの２日間、議事の都合により休会とし、６月15日午前10時

から本会議を開くことに決定をいたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午前１１時５２分 


