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平成２８年第４回浦幌町議会定例会（第２号） 

 

平成２８年１２月１１日（日曜日） 

開議 午後 １時３０分 

散会 午後 ４時０５分 
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            「不育症治療費助成」 

            「子育て応援施設の設置」 
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    ６番  福  原  仁  子     ７番  杉  江     博 

    ８番  河  内  富  喜     ９番  阿  部     優 

   １０番  森     秀  幸    １１番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    特 別 職 

     町    長   水  澤  一  廣 

     副  町  長   鈴  木  宏  昌 

 

    町 部 局 

     総 務 課 長   大  山  則  幸 

     ま ち づ く り 政 策 課 長   山  本  輝  男 
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          町 民 課 長      山  本  浩  宣 

     保健福祉課長   熊  谷  晴  裕 

          産 業 課 長      岡  崎  史  彦 

     施 設 課 長   小  川  博  也 

     上浦幌支所長   小  島  師  紀 
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          診療所事務長      菅  原     敏 

 

    教育委員会 

     教 育 委 員 長 職 務 代 理 者   背  古  宗  敬 

          教  育  長      久  門  好  行 

     教 育 次 長   鈴  木     広 

 

    農業委員会 

     会    長   小  川  博  幸 

          事 務 局 長      前  田     勇 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   神  谷  敏  昭 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   新  川  寿  雄 

     議 事 係 長   中  田     進 
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開議 午後 １時３０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28年第４回浦幌町議会定例会、本日11日の運営について、12月８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、報告をいたします。 

 本日は、委員会の中間報告及び一般質問であります。一般質問は、通告順に阿部優議員、

福原仁子議員、杉江博議員の３名より５項目の通告がなされております。質問順につきま

しては、通告順に指名されるよう議長に申し入れております。一般質問については、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問、

答弁を心がけていただきますととともに、質問者の活発なる質問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 委員会の中間報告 

〇田村議長 日程第２、委員会の中間報告を議題といたします。 

 議会運営委員長から、浦幌町議会第２次議会の活性化にかかわる中間報告をしたいとの

申し出があります。 

 お諮りをいたします。本件は、浦幌町議会会議規則第47条第２項の規定に基づき、申し

出のとおり報告を受けることにしたいと思います。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、議会運営委員会の中間報告を受けることに決定をいたしました。 

 委員長の発言を許します。 

 河内委員長。 

〇河内議会運営委員長 浦幌町議会第２次議会の活性化にかかわる議会運営委員会中間報

告をいたします。 

 お手元に配付してあります中間報告の冊子の議会運営委員長から議長に対しての報告書

１ページをごらんください。本委員会で協議している第２次議会の活性化について、浦幌
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町議会会議規則第47条第２項の規定により中間報告をいたします。 

 １、第２次議会の活性化の視点。１ページに記載されておりますので、要旨のみ報告さ

せていただきますが、平成23年から議会の活性化を協議し、平成25年４月には浦幌町議会

基本条例を施行しました。さらに、さまざまな制度を導入する中で、議会の評価も毎年実

施するなど継続的に推進を進めてきたところであります。昨年の平成27年の改選後におい

ても議会基本条例にのっとり、議会の活性化を進めるため、この４年間を第２次議会の活

性化と位置づけし、町民に身近な議会を目指し検討を行うものとしたところです。 

 議会としましては、より詳細に協議していくことから、次のように視点として５項目を

掲げました。議会の活性化視点５項目、１、地方議会の役割（議員定数・議員報酬）、２、

監視・評価機能の強化、３、調査、研修、政策立案機能の充実、４、議会組織、議会運営

のあり方、５、町民に身近な・開かれた・町民参加の議会。 

 ２ページをごらんください。２、議員のなり手不足への取り組み。１、欠員となった原

因がどこにあるのか、議会制度や社会情勢等も含め、総合的に検証していく。 

 ２、議会基本条例に規定する議会報告会、一般会議、議会モニター会議、活性化講演会

を活用し、広く町民の意見を聴取し、意見交換を重ね、今後の浦幌町のあるべき姿につい

て町民とともに考えていく。 

 ３、議会としては、議会の活性化視点１、地方議会の役割（議員定数・議員報酬）の中

に位置づけし、検討していくこととし、議員のなり手不足についてさまざまな角度から問

題点や課題を抽出する中で解決策を見出したいことから、次の11項目の問題、課題を掲げ、

調査研究、協議を進めてきました。問題・課題項目、１、選挙制度、２、議員報酬、３、

選挙費用、４、議会活動、５、地域割、６、しごと（兼業など）、７、若者・女性、８、後

継者、９、人口減少（少子高齢化）、10、政治の無関心、11、その他。 

 ３、会議、議論の方法及び進め方につきましては、記載のとおりですので、ごらんおき

願います。 

 ３ページをごらんください。４、調査及び審議の経過概要でありますが、第１次議会の

活性化で、平成25年４月に議会基本条例を施行しました。議会基本条例第26条の議会は、

法律等の改正等も踏まえながら、町民意見等や社会情勢の変化等を勘案し、議会の活性化

について継続的に議会運営委員会において検討するに基づき、第２次議会の活性化を進め

ることを決定したところであります。 

 第２次議会の活性化では、第１次議会の活性化の検討項目及び毎年実施している議会の

評価事項などを精査し、議会の活性化視点５項目に位置づけしました。具体的に協議、検

討を進める上で、第１次議会の活性化同様に検討項目を洗い出し、現状と課題を整理する

ところから始め、議会の活性化視点５項目に沿った具体的項目、別紙検討項目として24項

目を掲げ、協議、検討することとしました。 

 また、今回の平成27年４月執行の町議会議員選挙では、議員定数13人から11人に減らし

たにもかかわらず、欠員１名という結果になりました。今回統一地方選挙の町村議会議員
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選挙では、372町村のうち89町村が無投票当選となり、さらにそのうち定数割れとなった町

村は北海道では浦幌町、東京都神津島村、新潟県粟島浦村、長野県南牧村の４町村であり

ました。無投票当選及び定数割れについては、以前から全国的な問題となっており、地方

制度調査会を初め地方議会に関する研究会などにおいて議員のなり手不足の調査研究を行

っている現状であります。 

 議会としては、これまで二元代表制の一翼を担う議会としての権限や機能を充実するた

め、議会の活性化に取り組んできましたが、今後においても引き続き定数割れが生じてく

れば、議会制度自体が維持できなくなると考え、第２次議会の活性化において最優先課題

として位置づけし、議員のなり手不足の検証をすることとしました。議員のなり手不足に

ついては、議会の活性化視点１、地方議会の役割（議員定数・議員報酬）の中に位置づけ

し、検討していくこととしました。 

 第２次議会の活性化については、議員の任期４年のうち前半２年を調査、検討協議期間、

後半２年を具体的な対策の実施期間と定めました。ただし、すぐに対応策を進めることに

より効果が発揮すると思われる事項については、実施期間を問わず取り組むこととしてお

ります。 

 組織体制としては、議会基本条例の規定に基づき、議会運営委員会が中心となり、全体

協議は議員協議会で行い、特に議員協議会では議員間討議を活発に共通認識のもと進める

こととし、議会報告会や一般会議などを通じて町民との意見交換をしていくことを決定し

ました。これまでの取り組みとして、第２次議会の活性化視点５項目の詳細、検討項目24項

目及び議員のなり手不足にかかわる問題、課題11項目について全体協議を進めております。 

 議員のなり手不足について、大学教授との意見交換、議員研修会及び議員のなり手不足

を考える講演会の開催。昨年10月に議会町民アンケート調査として町民2,000人を対象に行

い、30.9％の回収率となりました。議会アンケート調査の分析を行い、議員個々の対応、

議会全体の対応、事務局の対応と３者の立場で対応策を協議し、さらに議会の活性化を推

進することで町民福祉の増進を図ることを決定しました。 

 また、今後の議会の活性化の取り組みについては、３者、議員、議会、事務局が一体と

なって進めることが重要であるとことから、チーム議会と位置づけし、基本政策として１、

対話（気軽に対話できる議会）、２、情報（情報公開・情報提供の推進）、３、機能（議員・

議会の機能向上）を掲げ取り組むことを決定しました。 

 １、対話にかかわる取り組みとして、新たにまちなかカフェＤＥ議会、まちなかおじゃ

まＤＥ議会を企画し、まちなかカフェＤＥ議会は４回開催、まちなかおじゃまＤＥ議会は

１回開催しております。現在協議の途中でありますが、第１次議会の活性化及び第２次議

会の活性化の取り組みが評価され、昨年11月に第10回マニフェスト大賞優秀成果賞を受賞

することができました。今後においては、調査報告及び具体的な取り組み案をまとめ、町

民意見の聴取を図るとともに、平成29年３月に具体的内容を示せるよう進めていくもので

あります。 
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 ４ページをごらんください。５、調査、審議の活動経過でありますが、昨年の選挙後す

ぐにさまざまな会議を開催し、16ページの11月18日まで開催した会議、取り組み内容を記

載しておりますが、第２次議会の活性化にかかわります協議として約１年半が経過します

が、議会運営委員会50回、議員協議会47回を開催し、詳細に協議してきましたので、ここ

に報告申し上げます。 

 続きまして、冊子の次の資料として緑色の合紙以降の第２次議会の活性化検討項目・中

間報告書別紙をごらんください。１ページをごらんください。活性化の視点５項目をさら

に詳細に分類しております。視点１、地方議会の役割（議員定数・議員報酬）では、議員

のなり手不足を協議することから、11項目の問題、課題を掲げ協議しております。詳細は、

この冊子の後段にありますので、後ほど報告させていただきます。 

 ２ページをごらんください。活性化視点の２、監視・評価機能の強化から３ページの５、

町民に身近な・開かれた・町民参加の議会までを24項目に分類し、協議をしてきておりま

す。24項目の内容は記載のとおりですが、４ページのナンバー１、１、行政評価及びまち

づくり計画等の議会評価の検討にありますように、24項目全てで現状、課題を掲げ、現在

協議をしております。 

 この中でも９ページ、ナンバー11、常任委員会などの機能充実、続いて14ページの常任

委員会への複数加入については、議員のなり手不足と関係することから、改善策及び処理

結果まで掲載していますが、第１次議会の活性化協議結果では常任委員会の役割、機能充

実、多様な意見の反映などの観点から、委員会の委員数は最低５人は必要であると結論づ

けました。また、各常任委員会においては、それぞれの所管内容の把握と適正な調査及び

審査に資することから、常任委員会のあり方として求められる任期４年とし、複数加入は

しないことを決定しております。このことから、２常任委員会で議長を除き、各委員は５

人であることから、議員定数を11人とし、平成27年の町議会議員選挙では議員定数13から

11人とし、執行したものであります。 

 第２次議会の活性化においては、欠員が生じたことから議員のなり手不足を検証すると

ともに、再度常任委員会などの機能充実、常任委員会への複数加入を検討する中で、今後

の議会運営のあり方を模索してきましたが、第１次議会の活性化同様に２常任委員会を維

持し、複数加入はせず、委員会の委員数は最低５人は必要であると結論づけました。よっ

て、議員定数11人に対し１人の欠員が生じておりますが、議会は二元代表制のもと多様な

意見の反映により町民福祉の増進が求められることから、今回は議員定数についても現状

維持とすることを決定したところであります。 

 その他の項目につきましては、今後３月までに最終処理結果をここに追加し、最終報告

書の作成をしていきたいと考えております。 

 この検討項目につきましては、全部で17ページとなっておりますので、後ほどごらんお

き願います。 

 続きまして、次の緑の合紙以降の「第２次議会の活性化 議員のなり手不足の検証」検
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証報告書（素案）をごらんください。この報告書につきましては、議員のなり手不足の11項

目にわたり協議してきた内容であり、研さんを積んできた資料を含めた報告書となってお

ります。全部で160ページの報告書となっておりますので、要約して報告をさせていただき

ます。 

 総体的な報告としまして、目次をもってそれぞれに記載している内容を申し上げますが、

目次ａのページをごらんいただき、この報告書の構成としまして、議会制度の現状として、

国が検討してきた第29次から31次までの地方制度調査会、次の目次ｂのページには総務省

が検討した地方議会に関する研究会、全国町村議会議長会が検討した道州制と町村議会に

関する研究会、地方創生に向けた町村議会の対応などの分析をするとともに、浦幌町や浦

幌町議会の現状などの資料も含め研さんしております。 

 目次のｃのページ以降は、11項目に分類して協議した内容が35ページ以降に掲載してい

るものであります。 

 35ページから126ページまでが11の問題・課題項目の資料及び協議内容、対応及び処理結

果でありますが、127ページをごらんください。127ページの検証結果のまとめとして、129ペ

ージから133ページまでが35ページから126ページの対応及び処理結果だけをまとめたもの

であります。浦幌町議会としての現時点での対応策であります。 

 主な代表的なもののみ報告をさせていただきますが、129ページ、１、選挙制度、３、投

票率の低下と選挙権18歳以上に伴い被選挙権の年齢引き下げの必要性として、被選挙権に

ついても18歳以上とするよう国に求めていきます。 

 ６、補欠選挙の要件緩和の必要性として、現在は補欠選挙の要件として、同一の地方公

共団体の他の選挙の際に補欠選挙ができる、つまり町長選挙にあわせて補欠選挙ができる

とされていますが、浦幌町では町長選挙も議員の選挙も同日であるため、それはできませ

ん。これを例えば衆参両議院議員選挙の際にあわせて補欠選挙をすることで、４年間の欠

員状態をなくすというもので、公職選挙法の改正を国に対して訴えていくものであります。  

 130ページをごらんください。２、議員報酬ですが、議員報酬の基礎となるものがありま

せん。そこで、浦幌町議会では議員の活動日数を抽出し、町長の活動日数と比較し率を求

め、町長の給料にその率を乗じることで議員報酬の基礎とする考え方であります。町長も

議員も町民から直接選挙によって選出される公選職でありますから、これらを鑑み、浦幌

方式として議員報酬の基礎的考え方を正式に今回確立しました。これを参考に議員報酬と

して、議員のなり手不足を解消する一つの解決策として取り入れるべきかについては、さ

らに検討を重ねてまいります。 

 ３、選挙費用ですが、都道府県選挙や市議会選挙までは選挙公営として、例えば選挙用

ポスターや選挙カーの費用は公費負担となっておりますが、町村議会議員選挙ではありま

せん。今後若い方や女性が選挙に立候補しやすい環境整備からも、町村選挙においても選

挙公営の拡大が図れるよう国に対して求めていくものであります。 

 131ページをごらんください。６、しごと（兼業など）についてですが、サラリーマンな
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どが議員として活動できるためにナイター議会や日曜議会に移行してはどうかという意見

が地方制度調査会などにもあります。本町議会では、単純に平成27年の議会に出席した日

83日を参考に、ナイター議会に全て移行した場合は109日出席することになると分析しまし

た。26日間増加するわけでありますが、多い月は15日間出る月もあります。このほか、町

の行事、地域での行事、また議員報酬算定の際に見えない議会活動として、定例会等に出

席する部分での事前の自己研さんの日数を考えると、平日に仕事が終わって、さらに議会

に出る日が月に15日となると現実的ではないと判断したところであります。 

 このことから、やはり現状の日程の中で議会活動をしていくことが必要で、職場や周り

の協力をいただきながら、議員活動をすることが必要であると考えます。ただし、その環

境整備については人口減少の観点からも働き方や社会保障制度の整備は必要であるため、

国に対して要望していくものであります。 

 132ページの若者・女性についても議会制度の位置づけと社会的認識度の向上、専業、兼

業問わず議員報酬のあり方、休暇、休職、復職、働きながら議員活動できるなどの労働環

境やそれに伴う社会保障制度の充実、家庭、地域がサポートできる体制、少子高齢化対策、

女性活躍社会のための法的及び基礎的整備などを図るよう国に対して求めていくものであ

ります。 

 ８、後継者については、議会全体としてできることとしては、現職議員や議会が後援会

や地域で後継者問題を提起し、促していくとともに、議会制度などの情報提供を積極的に

行い、町民の方々で議員を輩出していただくことが必要であります。 

 これらの対応策のイメージとして、134ページをごらんください。社会、国、議会、町民

それぞれの役割として、一つの解決策で議員のなり手がふえるというものではないため、

この４つで今報告書にあるような対応策を一つ一つ取り組むことが議員のなり手不足の解

消の一筋の光となるのではないかと考えるものであります。議員のなり手不足は、町全体

として今後の浦幌町のまちづくりをどのように進めるのか、それは現在の二元代表制のも

とで進めなければならないものであります。 

 137ページ以降は報道の記事でありますが、参考にしていただきたいと思います。 

 以上が現在まで調査研究、協議してきました第２次議会の活性化の中間報告の内容であ

りますが、今後としましてはまず議員のなり手不足検証結果報告については１月中旬から

パブリックコメントを実施します。また、パブリックコメント期間中の２月には議会報告

会を町内４会場で開催し、この議員のなり手不足について町民の皆さんと意見交換をして

いきたいと考えております。 

 検討項目につきましては、引き続き協議を重ね結論を出していきたいと考えています。 

 来年の３月定例会には、第２次議会の活性化として検討項目及び議員のなり手不足にか

かわる最終報告を予定しており、これをもって任期前半の協議期間を終了することになり

ます。 

 ４月以降につきましては、任期残り２年となりますので、協議してきた内容を実際に行
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動として、議会として取り組む期間となりますので、24の検討項目の改善に向けた議会運

営をするとともに、議員のなり手不足については次の選挙に向けて欠員とならないような

取り組みをしていきたいと思いますし、町民の皆さんにおかれましても二元代表制のもと、

議会がどうあるべきか、これからのまちづくりを議会、議員を通じてどのようにしていく

のかを踏まえながら、次の選挙に向けて考えていただきたいと思います。 

 いずれにしましても、町長と議会は車の両輪です。本会議や委員会などでけんけんがく

がくの議論をし、議会は言論の場でチェック機能、政策提案、政策提言機能を発揮しなが

らも町と対峙することが必要でありますが、町も議会も最終的な目的は住民福祉の向上で

あり、二元代表制のもとでよりよいまちづくりをしていくところにあります。昨年の選挙

後から第２次議会の活性化をスタートさせ、１年半が経過しますが、議会としましてもさ

らに検討、改善を重ねながら進めていきたいと思います。 

 以上をもちまして第２次議会の活性化にかかわる議会運営委員会中間報告といたしま

す。長時間にわたりありがとうございました。 

〇田村議長 これで委員会の中間報告を終わります。 

 

    ◎日程第３ 一般質問 

〇田村議長 日程第３、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分前には予鈴を１回、終了では終了鈴を２回鳴らしますので、議員並びに理事

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

いをいたします。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 初めに、９番、阿部優議員の質問を許します。 

 ９番、阿部議員。 

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

た一般質問について、項目について質問させていただきます。 

 高齢ドライバーに対する交通安全対策と交通手段の確保ということであります。昨今急

に目立ち始めました高齢ドライバーによる交通事故が大変危惧されているところでありま

す。そこで、質問させていただきます。平成27年度に策定されました浦幌町老人福祉計画

によれば、平成29年度には69歳以上の高齢者人口は1,948人であります。高齢化率38.57％

に達するものと推計されております。なお、平成28年12月１日現在浦幌町内の運転免許証

所持人数は3,447人で、うち65歳以上は1,129人であります。さらに、75歳以上の高齢の方

のドライバーにつきましては426人と聞いております。浦幌町内において現在まで大きな事

故の報告はございませんが、今後において安全性が心配されるところであります。そこで、



 － 10 － 

次の２点について伺います。 

 急増している高齢ドライバーによる交通事故に対し、浦幌町としてどんな安全対策を考

えておられますか。 

 ２、平成29年３月から道路交通法が改正となり、運転免許証更新の際に認知機能検査が

義務づけられます。その際、運転免許証が更新されない場合、または高齢者が運転免許証

を自主返納した場合において、交通手段が確保できない高齢者が生じるものと思われます。

このような高齢者に対し、町内及び町外への移動に当たり補助制度などを導入する考えは

ないか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 阿部議員のご質問にお答えをいたします。 

 高齢ドライバーに対する交通安全対策と交通手段の確保についてでありますが、全国的

に交通事故の件数は年々減少傾向にある一方、65歳以上の高齢者が占める割合は増加して

おります。さらに、近年では事故の被害者だけではなく、加害者になるケースもふえてお

ります。その背景には、高齢者人口の増加とともに高齢による安全運転に必要な記憶力、

判断力及び視力や反射神経の低下などが影響していると言われているところであります。 

 このような状況下において、来年３月には道路交通法が一部改正となり、75歳以上のド

ライバーに対する認知機能のチェックが強化されることになります。現行制度では、認知

機能検査では認知症のおそれがあると判断された場合、特定の違反歴がなければ医師の診

断を受ける必要はありませんでしたが、改正後は違反歴がなくても診断を受けなければな

りません。また、信号無視や一時不停止などの規定の違反をすると、臨時認知機能検査が

実施され、認知症や認知機能の低下のおそれがあると判断された場合は臨時に実施される

高齢者講習の受講が義務化となります。 

 １点目の高齢ドライバーに対する交通安全対策につきましては、歩行者を含めた事故防

止啓発活動を行っておりますが、高齢ドライバーに特化した対策は行っておりません。今

後につきましては、今回の道路交通法の改正について周知を図るとともに、寿大学等の高

齢者の団体に対して警察の協力を得ながら啓発を進めてまいります。 

 また、心身機能の低下や運転の弱点を自覚し、それをカバーするための自動車教習所な

どで実施される安全運転講習会や運転適性検査がありますので、これらを自主的に受講し

ていただくよう広報紙等により周知してまいります。 

 ２点目の運転免許証が更新されない、また自主返納された高齢者への町内、町外移動に

対する補助制度の導入についてでありますが、免許の更新ができなかった方及び自主返納

により自家用車での交通手段の確保ができない方の移動につきましては、来年１月から運

行するコミュニティバスや既存の公共交通機関であるＪＲや本別浦幌間の生活維持路線バ

スを利用していただきたいと考えておりますが、それに対する補助制度の導入については

ありません。 
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 以上、阿部議員への答弁といたします。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今私の質問に対してご答弁いただきました。少しこの件につきましても質問

させていただきます。 

 まだ来年１月から、このバス運行という新しい交通手段ができるということであります

けれども、そのバスの移動に対する全貌は11月、12月の広報紙によりましてされておりま

すけれども、それだけでは若干わかりにくいという方がおられます。これをさらに高齢者

全般を含めましてもう少し啓蒙するお考えはないか伺います。 

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 コミュニティバスに関するお問い合わせということで、私の

ほうからお答えさせていただきます。 

 ただいま阿部議員からおっしゃられたとおり、コミュニティバスの啓発につきましては

広報の11月号、それから12月号でそれぞれこれから１月から運行に当たっての路線ごとの

ご紹介をさせていただいています。また、広報１月号におきましてもこれから具体的な車

両のデザインとか、それから患者輸送バス等の路線を再編、統合する形になりますので、

そういった形のご紹介をしてまいりたいというふうに考えています。また、今回のコミュ

ニティバスにつきましては、現在運行されております患者輸送路線バス、それから留真バ

ス、これに加えまして市街地循環バスということで運行してまいりますけれども、現在患

者輸送バスを利用されている方々にも車両に乗り込みまして、こちらの乗り方とか、デザ

インとか、運行時間等は特には変更ございませんけれども、こういった形でお知らせする

ような形で現在予定を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 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ご丁寧なご答弁をいただきました。そこで、もう一点伺います。 

 その先であります。例えば本別町内、それから帯広市内に参ります際に、ちょうど福祉

車両等の運行もされているということは当然あるのだろうと思いますけれども、その中間

におきまして移動する車両といいますか、移動手段が若干確保しにくいのではないかとい

う点から、以前私質問させていただきましたが、タクシーとか、そういうものを利用する

際の補助手段等もちょっと考えていただきたいなということを質問したことがあるのでご

ざいます。その中でやはり今回すごく運転が生きがい、もしくはそれが本当に足として使

われている場合におきまして、いきなり先ほど言われました認知機能の検査で更新されな

いと。それから、もう自分で自主的にだめだといった場合において、何か手段が欲しいな

という方が恐らくおられると思います。そのきっかけとなるべくことで私今回質問してお

りますので、その点につきましてちょっとお考えをいただけないか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問についてお答えさせていただきたいと思います。 

 以前におっしゃったとおり、公共的なバスだけではなくて、個人利用が直接図られるタ

クシーの利用についてどうかというようなご質問だったというふうに思います。また、改

めてというようなご質問だと思いますけれども、先ほどの説明のとおりでありまして、コ

ミュニティバスを運行した中で、まずはそのことについてご利用をいただきたいというこ

とが１点でございますし、また先ほど町長の答弁にございましたとおり、本別浦幌間にお

きましては生活維持路線バスが従前より運行してございます。そういった形で、いわゆる

ＪＲも含めて公共交通機関が町内ございますので、この公共交通機関、そして新たに加わ

りますコミュニティバス、これらを含めた全体の公共交通機関の利用をお願いしたく、そ

してこのことについては先ほど来説明させていただいていますとおり広報、または患者バ

スのご利用に当たられている方々については直接お話をさせていただいて、利用を図って

いただきたいということで進めてまいりたいと思ってございますので、このことについて

はそういった形で進めたく、現在も計画を進め、そして明年１月から始まるということも

含めましてご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今るる説明があったのでありますけれども、今まで本当に便利で使われてき

ました運転免許証及び自家用車、これが急激に目の前からなくなるということは、高齢の

方にとっては耐えられないということで、やはり出て歩く機会が減るという危惧がござい

ます。そういうことも含めまして、これから介護保険制度もいろいろとあると思いますけ

れども、その中身を見てやはり出るきっかけをつくっていただける、単に生活維持路線、

それからコミュニティバスだけでは足りないのではないかなというふうに思います。気軽

に使える部分というのは、わがままだというのはわかりますけれども、そういう中身の中

で考慮いただけると、私も今後いろいろな件の中で、私どもも恐らくそういう時代に入っ

てくると思いますけれども、一考いただけるようなお考えはないか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのお話、質問の中では、比較的個人利用が容易にできるタクシー

の利用という部分だというふうに思われますが、先ほど来説明させていただいております

とおり、公共交通機関、コミュニティバスも含めた交通機関を利用していただきたいとい

うのが第１点でございます。 

 まず、１点的には自主返納された方々におきましても、ご高齢ということの中にありま

しては、やはり健康面としては健常な方はそういった公共交通機関を多く利用していただ

くというのが第１点でございますし、そういった中では健康増進も図られていくのかなと。

いわゆる玄関から玄関とまでなりますと、ある面では健康的にはどうなのかなと。やはり

歩くことが困難でない方につきましては、またそういった健常者の方についてはできる限
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り歩きながら、そして公共交通機関も利用していただくということが健康増進につながる

のだろうというふうに思ってございますし、またご心配されております自主返納にあって

も、病的な関係、例えば介護を必要とする方々がそういった形での自主返納ということに

なった場合どうなのだという意味合いもあろうかと思います。このことにつきましては、

認知の度合いによっては外出支援サービスといったことの助成制度も設けておりますの

で、そういった介護にかかわる健常でない方々に対する支援、従前から持っておりますの

で、これら含めた中で総合的に進めることができるというふうにも判断してございますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今副町長のほうから細かい説明があったのですけれども、私の心配はどちら

かといいますと、そのなってしまうまでの間、もし自主返納、自分ができたと、わかった

と。危ないからやめようといった時点で、それから自主返納かかわったとき、そのときに

既に例えば福祉課等による、それから町民課のほうに私はこういうことになったのだけれ

どもという形があるのは、まだ健康な人だと私は思います。その人たちに対していかがな

ものかなと。例えばであります。留真温泉でも行ってみませんかというような形の中で、

利用していただく券などを今100円の割引券がありますけれども、それよりもう一つ増した

中で、出て歩く機会をふやせるような形の中の考慮をしていただく。これは、高齢ドライ

バーに特化したことではないと私は思います。本来私80歳以上という、例えばの話ですけ

れども、年齢にしたかったのでありますけれども、今回高齢ドライバーということの方に

対する処置ということの中で伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 阿部議員の質問で、お年寄りを大切にしようという気持ちというのは本当に

大切だろうというふうに思います。免許がなくなったために外出ができないということに

なれば、それは大変なことでありますけれども、私どもといたしましては循環型のバス、

コミュニティバスを来年１月から発進をすることになりました。できるだけ多くの皆さん

に利用してもらいたいと思いますし、どこでも手を挙げていただければとまって乗車でき

るような形をまず進めていきたいというふうに考えていますし、そういう面では町内循環

型のバスは気楽に使ってもらいたいなというふうに思っているところであります。 

 ただ、町内から町外へ出るという問題については、例えば直営のこと、先ほど本別方面

というふうにありました。本別方面についても今まで生活維持路線バスを走らせておりま

すので、これの利用について促進を図っていただければありがたいなというふうに思いま

す。 

 また、帯広方面についてはＪＲということであります。今いろいろ問題になっているの

は、やはりＪＲをどのように使って活用していこうかという問題です。これをＪＲの運行

形態に合わせた時間帯もあわせた活用をぜひお願いをしたいなというふうに私どもとして
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は思っていますし、ＪＲ路線をどうやって維持していくかということも大きな問題ですか

ら、そういう面では公共交通路線、これを違う面で大切にしてもらいたいなというふうに

思っているところであります。 

 また、もう一点、福祉的な部分、これについては免許証を返上するということだけでは

なく、例えば留真方面に行くということについては、今までの留真に行くバスはずっと出

ていますから、そういうものを利用していただきたいと思いますし、福祉施設とは別に、

これは福祉施設とは、交通路線とは別な問題としてもこれからは町の政策として十分取り

上げていかなければならないということは阿部議員が指摘されているとおりだというふう

に思います。これは、路線とはまた別問題として今後とも福祉政策としては、町としては

順次進め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。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 町長より心優しい答弁をいただきました。私といたしましては、自分たちも

これから、ここにいる全員でありますけれども、やはりそういう状態になっていくのだろ

うと。やはり出かけるチャンスを何とかして維持していきたいと。なるべくなら人のお世

話になりたくないというのが常である。その中で先ほど言いました、ちょっときっかけと

しましてやはり温泉の利用も図りたいなんていうことを考えておるわけでありますけれど

も、そういうことで先ほどこういうことはどうなのだろうということを申しました。 

 それから、ＪＲの利用促進、もちろんそうであります。その中で例えば帯広、釧路へ行

かれた先の一方の足の、その先の足です。利用できるチャンスがあれば、またそういうチ

ャンスもふえてくるのかなということで私は質問したわけでありますので、その点につい

ても町長、何かちらっといいことを言ってくれたようなような気がするのですけれども、

もう一度確認させていただきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 再確認ということでありますけれども、私が先ほど申し上げさせていただい

たのは、お年寄り皆さんが本当に気楽に外出できなくなるということについては大変問題

があるというふうに思っていますから、コミュニティバスを気楽に使ってもらう体制をこ

れからも構築していく必要があるということで、ぜひ利用していただきたいということと

路線バスも気楽に使っていただきたいと。それとあと、循環バスは留真温泉もずっと回っ

ていますから、そういう面でのご利用もお願いをしたいということを申し上げました。 

 また、ＪＲについては、今ＪＲの路線廃止といういろんな問題がありますから、駅の廃

止も含めてぜひ公共交通については利用促進を図ってもらいたいなというふうに思ってい

ます。ただ、その後帯広に着いてからの足の問題というのは、これはまた別な問題であり

ますから、これについて今言及するということはできませんけれども、お年寄りの皆さん

の動きやすい環境づくりというのはいろんな面でこういう交通関係だけでない部分があり
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ますから、こういう面については福祉政策の中でいろいろ取り組んでまいりたいというふ

うに思っていますので、先ほどの繰り返しになりますけれども、答弁とさせていただきた

いと思います。 

〇阿部議員 優しい答弁をいただきましたので、これで私の質問を終わらせていただきま

す。 

〇田村議長 これで阿部優議員の一般質問を終わります。 

 次に、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。 

 １点目、不育症治療費助成について伺います。妊娠はするけれども、流産や死産を繰り

返して２回連続した流産や死産があれば不育症と診断され、結果的に子どもを持てない場

合を不育症の可能性が高いと言われています。しかし、原因はそれぞれでありますが、検

査と治療によって85％が無事に出産までたどり着くと言われています。 

 近年晩婚化が進む中、妊娠の確率が低く、少子化の一因にもなっています。35歳では25歳

女性と比較しても約50％の妊娠率となり、40歳を超えるとさらに低くなってしまいます。

不育症の治療費は高額なため、公的な支援が必要です。厚生労働省では、平成24年度から

自治体が相談員を配置する場合、国が半分を助成すると発表し、不育症への支援が広がり

つつあります。そこで、少子化対策として男性の不妊治療費助成を実施していただきまし

たが、新たに女性への不育症に対し治療費の助成をする考えは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 福原議員の第１項目めのご質問にお答えします。 

 不育症治療費の助成についてでありますが、不育症とは繰り返す流産や死産、あるいは

生後１週間以内の早期新生児死亡を不育症と定義されており、胎児が育たない不育症の原

因としては染色体の問題や子宮や胎盤の機能に影響を与える病気が背景にあるなどさまざ

まであるとされております。不育症については、原因不明の部分も多く、検査や治療につ

いても指針が定まっていないため、病状によっては医療保険が適用されない検査や治療を

行う場合も不育症で治療されている方には大きな負担になっていることが厚生労働省の調

査研究でも明らかになっております。また、子どもを望む夫婦が１年以上妊娠しない状態

を不妊症と定義されますが、不妊症の場合、不育症もあわせ持っている方がおられること

もわかっており、両方の治療を並行して行う必要があることも想定されます。 

 本町の不妊治療費助成に関しては、平成16年度より浦幌町特定不妊治療費助成事業を実

施しておりますが、今年度より少子化対策の一環として特定不妊治療費助成額の増額及び

新たに男性の不妊治療費助成も実施し、事業の拡充を行いました。今後においても子育て

支援の充実を目指し、子どもを望む夫婦の経済的負担の軽減を図るために不育症で治療さ

れている方の治療費助成の実施についても調査研究してまいります。 
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 以上、福原議員への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 私のただいまの質問の中で、相談員のことをお聞きいたしました。浦幌町は、

不育症の相談員は配置されているかどうかお伺いしておきたいと思います。 

 また、配置されていないのであれば、配置する気があるのかないのかお伺いしておきま

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 ただいまの福原議員のご質問にお答えします。 

 現在町は、特に不育症の相談窓口は設置しておりません。不育症は、まだ一般的に知ら

れておらず、また研究段階でもあるようですので、専門的な相談対応が行える主治医の産

婦人科の先生や、それから専門医にご相談されるのが適切と考えています。そこで、町と

しては特に不育症の相談窓口の設置は行わないと判断しております。 

 またなお、北海道では旭川医科大学を不育症の相談窓口として対応しております。電話、

それから面談相談と毎週火曜日午前11時から午後４時という時間で開設しておりますの

で、町民の皆様には広報紙等でこの北海道の相談窓口の周知をしていきたいと考えており

ます。 

 以上、説明を終わります。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 厚生労働省でせっかく相談員を配置する場合は国が半分を助成しますという

ことを平成24年におっしゃっているのです。これを利用しない手はないと思います。現状

でしたら、不育症という言葉がふなれというか、実際に自分が病気になっているのも気づ

かない方もいらっしゃるのではないかなと思います。それで、ぜひこのことを町の行政の

ほうとして不育症のＰＲ、相談も兼ねてＰＲをしていただいて、お子さんのできない方、

それからすぐ流産してしまう方にやはり相談窓口を開いていただいて、温かい手を差し伸

べていくのが行政の仕事ではないかと思いますので、このことを今答弁がありまして、開

かない、開くつもりはないような感じでしたので、再度ちょっとお聞きしておきたいと思

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 相談窓口の質問に対してですが、この相談窓口というのはやはりか

なり専門な高度な専門医師でないと相談に対しての適切な相談対応はできないということ

でございます。そこで、町は北海道が旭川医科大学を専門相談開設場所として指定してお

りますので、やはり専門的な相談につきましては北海道が開設している相談窓口で相談し

ていただくのが適切ではないかなと判断しているところです。 

 以上で説明を終わります。 
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〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 その病気をお持ちの方は、羞恥心もあるかと思って、なかなか口に出して言

えないと思います。それで、公の広報紙でも構わないのですから、そういうお悩みの方は

保健福祉課に電話いただくか、そこから旭川や何かのほうにお知らせをしてあげるとかと

いう、そういう段取りというか、順番ですか、そういったものが必要だと思うのです。相

談員を置かないということであれば、それはそれでやむを得ないと思いますが、管内では

既に新得、清水、芽室町なんかも、これ相談員があるかどうかは確認していませんが、不

育症の治療費の助成を始めております。こういったところの行政窓口を参考になさって、

浦幌町もぜひともこのことを早急に開くというか、町民の皆さんに周知していただきたい

というふうに思っております。 

 それで、答弁の中で不育症で治療されている方の治療費助成の実施について調査研究を

してまいりますというふうに答弁を今いただきました。いつの時点で実施していただける

のか、そしてよその町ではもう既にやっているところもあるということで、これは早急に

実施していただけるかどうか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。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 先ほどの町長の答弁でございましたとおり、不育症で治療されている方の治療費助成の

実施について調査研究してまいりますといったことについての改めてのご質問だったとい

うふうに思いますけれども、このことにつきましては先ほどの保健福祉課長のご説明にも

ありましたとおり、いろんな状況の中で今後調査を進めていきたいと。また、ただいまご

指摘ありました自治体によっては既に助成金の制度を設けているといったことでございま

すけれども、このことにつきましてもどういった内容のものが該当して、どのような形で

の助成金の支出、交付というか、そういったことも含めて調査をしなければならないかな

というふうに現在のところ判断してございます。といいますのは、先ほどの話にもござい

ましたとおり非常に専門性の高いものだということで、原因によっては染色体の異常、ま

た免疫の異常等々、なかなかこれは産婦人科の医師、専門の方々がやはりそういった分で

判断するものが相当なものだろうというふうに推察されます。新しい報道記事の中にもた

しか日高管内におきましては産婦人科医の医院がやはり閉院に至るといった状況もあり、

産婦人科医そのものが全道的にいっても少ないといった状況であります。こういった中で

実際に不育症にかかわってどのような判断をしていくというのが非常に難しい部分がござ

いますので、また相談についても先ほど来のご説明していたとおりでございまして、こう

いったことも全てどのようにつながりを持って、相談から治療費の助成といったことが一

連の流れでどのようにつながって、最終的には町の交付金でございますので、そういった

ことも調査をしながら詳細を詰めていかなければならないのかなというふうに思ってござ

いますので、このことについてはケースがいろいろあるというようなことも踏まえており
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ますので、今現時点でどの時点で助成金の交付の手続に入るのだということにつきまして

は、この調査をもちまして判断させていただきたいということでご理解いただきたいと思

います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 専門性が要求されて、本当に難しいことだということで、旭川の専門の医大

しかないということで、状況はわかります。でも、多分たくさんいるわけではないと思う

のです。それで、調査をしてから実施を云々ということになれば、今現在悩んでいる方お

一人でもいるのであれば、私は早急に手を差し伸べてあげれないかなというふうに思うわ

けです。 

 このことを平成24年の４月から制度を利用して、全国で子育て一番宣言をしている町が

あります。そこでは、合計特殊出生率が1.92ということで全国一なのです。やはり行政の

姿勢で、本当にこの町では赤ちゃんを安心して産めるなということがわかれば子どもさん

もふえていくということが数字上ではあらわれています。その町では、少子化対策として

この制度を始めたときから不育治療について保険適用外の経費に限らず、保険対象の自己

負担についても助成の対象としている町ということで、もう全国的に有名なのです。そう

いうことを率先して平成24年からやっている町もあります。調査して云々というのではな

くて、私は早急にこれは簡単に調べられると思いますので、よろしくご配慮をしていただ

きたいというふうに思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員ご指摘のとおり、町としては不妊症治療等についても積極的に進め

ていきたいというふうに考えておりますし、男性の不妊症についても制度を充実させたと

いう状況であります。そういう面では、この不育症についてもご指摘がありまして、今調

査研究というのは実態をどうだとか、そういうことではなくて、今それぞれほかの進んで

いる４町で、十勝管内でもやっていますから、そういう町の制度を研究したいということ

で調査研究ということであります。保険適用云々についても不育症の原因によって大きく

適用になるかどうかということも違うようありまして、私どもご質問いただいてからいろ

いろ研究、調べさせていただきましたけれども、なかなかわかりづらい部分があるという

ことであります。ただ単に自己負担分をどれだけ助成すればいいのかというような制度を

つくるのではなくて、本当に悩んでいる人たちにとって役に立つ制度をどういうふうに構

築していけばいいのかという面での研究や調査を進めさせていただきたいということであ

りますので、そういう面では患者さんの実態調査云々ではなくて制度をきちんと精査した

上でこの制度を新たに助成制度をつくってまいりたいということでありますから、そんな

時間をかけて云々ということでは決してありませんので、できるだけ早急にこの制度は設

定していきたいというふうに思っております。 

〇田村議長 福原議員の１項目めの質問を終わります。 
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 続きまして、福原議員の２項目めの質問をお願いいたします。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 次に、子育て応援施設の設置についてお伺いいたします。 

 安心して子育てができる環境づくりの一環として、乳幼児連れの方が各種イベントなど

に参加する場合、赤ちゃんのおむつがえや授乳など安心して外出できる環境づくりのため、

子育てを応援する施設が必要であると考えます。そこで、次の２点についてお伺いいたし

ます。 

 １点目、公共施設などにおむつ交換台ベビーシート、椅子、授乳スペースの確保できる

場所や施設の設置をする考えはないかお伺いします。 

 ２点目、ふるさとみのり祭りなどイベントの際、おむつ交換台ベビーシート、椅子、授

乳スペースを備えた移動式テントについて導入する考えはないか、この２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いたします。 

 子育て応援施設の設置についてでありますが、急速な少子化を背景に子どもを取り巻く

環境が変化する中、安心して子育てができる環境づくりは町にとって重要な施策であるこ

とから、第３期まちづくり計画後期実施計画の最終年度である平成32年度に認定こども園

の整備を計画しているところであります。 

 １点目の公共施設などにおむつ交換台ベビーシート、椅子、授乳スペースの確保できる

場所や施設の設置についてでありますが、現在町の公共施設では保健福祉センターほか２

施設におむつ交換台ベビーシートを設置し、図書館に授乳スペースを確保して来場者にご

利用いただいているところですが、設置等をしていない公共施設もございます。しかし、

乳幼児連れの方が町の事業に参加する際、参加しやすい環境を整えるため、事業の開催時

に公共施設の空き室をおむつ交換や授乳スペースとして一時的に確保し、利用いただいて

いる施設も既にございますので、今後も公共施設の空室などを有効に活用し、子育てをし

ている方々が安心して外出できるよう子育て応援施設の設置について配慮してまいりま

す。 

 ２点目のふるさとのみのり祭りなどのイベントの際に授乳スペース等を備えた移動式テ

ントの導入についての考えでありますが、各種イベントにおける来場者への配慮は大切な

ことであると考えますが、ふるさとのみのり祭りは浦幌町観光協会の主催事業であるとと

もに、その他のイベントについても実行委員会体制で主催されるなどイベント自体の実施

主体がさまざまであり、イベントに来場される皆様に対するこのような取り組みにつきま

しては主催者それぞれ検討される内容であると認識しているところであります。 

 以上、福原議員への２項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 
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〇福原議員 １点目のことについてお伺いをいたします。 

 きのうの新聞にも掲載されていましたが、町が町内の商業施設などの民間事業所に補助

を出し、授乳室の整備を計画するという記事が出ておりました。この町では、既に福祉セ

ンター、コミュニティセンター、病院など７カ所にもう設置済みのおむつ交換、授乳スペ

ースがあります。そのほかにまだこういう温泉施設にも町が補助を出して設置をするとい

うことで、非常に格差が大きいというか、浦幌町も福祉センター、それから図書館等に授

乳スペースを置いておりますということが答弁の中にありました。この施設は、道の保健

福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課というところにある赤ちゃんのほっとステー

ションに届けられているかどうか、ちょっとお知らせをお願いいたします。 

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 ただいま福原議員のご質問にお答えします。 

 各町内にある授乳スペースだとかおむつ交換台ベビーシートですか、そういうような施

設が赤ちゃんほっとステーションに設置届け出されていないかどうかというようなご質問

だと思うのですけれども、町はただいま説明いたしました施設等の設置関係は赤ちゃんほ

っとステーションには届け出しておりません。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 私も調べてみました。そうしますと、61ページにわたって道内各地でこの赤

ちゃんのほっとステーションに届けられているのです。これを一目で、どこの地区にどの

ようなものがあるかということが全部わかるようになっております。これは、もう公共施

設であろうが、商業施設であろうが、全部この一覧表の中に61ページという膨大な資料で、

十勝の分だけプリントアウトしてもこれだけありました。10ページぐらい。それで、浦幌

町の名前が何ぼ探してもなかったものですから、これは赤ちゃん連れて歩く、車で歩く方

もこういうものを見て移動手段として動いていると思いますので、ぜひともほっとステー

ションに浦幌町も届け出をし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 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの質問にお答えします。 

 赤ちゃんほっとステーションの届け出という質問でございますが、赤ちゃんステーショ

ン、どういうような内容かというところを再度こちらのほうで調査いたしまして、浦幌町

に届け出る施設があるというような判断をしたのであれば、赤ちゃんほっとステーション

のほうに届け出したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 去年の話で申しわけないのですけれども、27年８月30日受理の浦幌の町民の

声の投書で、町立診療所に授乳スペースを設けてほしいという投書があったと思います。

待ち時間中に赤ちゃんに泣かれたときにどこで授乳をしたらよいのか困ってしまったとい
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う投稿がありました。そのときはどのような対処をしたのでしょうか、お伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 ただいまのご質問に私のほうからご説明させていただきます。 

 議員おっしゃられましたとおり、昨年の８月に町立診療所におきまして授乳スペースを

設けてほしいと、待ち時間中に泣かれたときなどどこで授乳したらいいかわからないとい

うような町民の声がございました。当診療所で回答は、９月30日にホームページのほうに

回答を出させていただいております。また、広報には12月号をもって周知をさせていただ

いているところでございます。 

 内容でございますけれども、当診療所におきましては専用の授乳スペースはございませ

ん。診療所自体がコンパクトなつくりをしておりますので、余っている部屋もないという

ような状況で、それならどうするのだというお話になりますけれども、当診療所におきま

しては従来から空き部屋、病棟のほうでベッドがあいている場合は病室を使いますし、あ

と外来のほうにおきましては内視鏡室があいていれば内視鏡室をお使いいただくというよ

うな形で、空き部屋を利用しまして提供させていただいているところでございます。ただ

し、質問のあった時期に施設内におきましてそういう利用ができるという告示をしており

ませんでしたので、この町民の声があった時点で施設内におきましてもこういうふうに利

用できますよと、受付に申し出をしていただければ空き部屋を提供しますという形で掲示

をさせていただいているところでございます。 

〇田村議長 福原議員に申し上げます。 

 ただいまの発言については、通告内容の範囲を超えておりますと判断をし、通告内容に

従って質問するようお願いいたします。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 失礼いたしました。同じ授乳のことだからよろしいのかなと思ってお聞きし

てしまいました。 

 では、今年のことについて、２点目に入ります。今年のみのり祭り会場でも授乳場所が

なくて、若いお母さんが困っていました。私たちの着がえの場所で授乳していきましたが、

今はイベント会場でもおむつ交換及び授乳スペースの子育て応援マップを作成して乳幼児

連れの親子が安心してお祭りを楽しむことができるように応援してきているのが現状で

す。本当にたくさんの企業やら事業所などが参加して、北海道でも一、二の大きなイベン

トとして非常に名の通ったお祭りでございます。ぜひともこの会場に貸し出し用の移動式

赤ちゃんの駅という名称で、赤ちゃんの授乳、それからおむつの交換のスペースを設ける

ような、宣伝を含めてやっていただきたいというふうに思っております。ぜひイベント会

場に設置をしていただきたい。先ほどの答弁ではできないというようなことでしたが、そ

れでは本当の大きなイベントが泣くのではないかと思います。 

 それで、大きなイベントにはこのように赤ちゃん授乳、おむつ交換の場所ということで、
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マップをつくってやっております。テントは、このようなかわいい赤ちゃんマークのつい

たテントでございます。お金は少しかかりますが、本当にこの町に来てお祭りが楽しかっ

たと思えるようなことをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問についてお答えをさせていただきます。 

 イベントにかかわって赤ちゃんの交換台ベビーシート、椅子、授乳スペースを備えた移

動式のテントにかかわってのことでございますけれども、先ほどの町長の答弁の中でござ

いましたとおり、できないということではなくて、主催者がそれぞれ違う部分がございま

す。実行委員会または観光協会といったそれぞれのイベントについては主催者が異なって

いるということで、このことにつきましては主催者の判断がされるところであると認識し

ているというような形での答弁だったというように思います。 

 そんな中にありまして、ただいま申し上げましたとおりそれぞれイベントにおいては主

催者が異なっているという中でございます。また、そのイベントにおきまして主催者の中

ではそういったことも議論に多少あったというふうなことも聞いてございます。ただ、こ

のことにつきましてはやはり現在のある施設の有効利用ということで、施設の空きスペー

ス、また空き部屋、そういった施設について利用を図っていこうというようなことでの話

もあったというようなことも聞いてございます。そういった部分で、また主催者からもそ

ういった要望も現在のところはございません。今後は、そういった形の中では子育てにか

かわる部分についてもイベント開催にあっては配慮が要るのではないかといった意味合い

だったと思いますので、このことについては機会がありましたら各主催者にその中で配慮

すべき部分としてのご検討ということについてはお話をさせていただくことができるのか

なというふうに思ってございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 主催者と副町長がおっしゃいました。主催者が事務局が町の職員なのです。

私もこの会議に出ていまして、ちょっとご相談を申し上げましたが、全然取り上げていた

だけませんでした。町が大きな補助を出してやっているイベントです。これは、本当に副

町長の言うとおりだとしたら大変申しわけないのですが、私は行政の力がたくさんあるの

ではないかなと思います。この私が今参考にしている子育て応援マップ、これも行政でつ

くっています。これもお祭りだけのマップなのですけれども、こういうことをやれる町も

あるのです。浦幌町ができないということはないと思います。行政の力は大きいですので、

そこら辺を子育てに優しい浦幌町ということで、ぜひともお考えをしていただきたいとい

うふうに再度お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 イベントに対して授乳スペース、またおむつ交換スペースを設置したほうが



 － 23 － 

いいというお考えです。それはそのとおりだろうなというふうに思います。ただ、これは

イベントの主催団体は先ほど答弁させていただいたとおりそれぞれ町でありませんので、

直接の団体は主催者が違いますので、その主催者を代弁して私どもがいいとか悪いとかい

う話はできないということでご答弁をさせていただきました。 

 ただ、必要だろうというのはそれぞれ団体、もちろん先ほど福原議員ご自身で言われた

とおりご自身が参加している会議でありますから、当然その中でいろんな論議があってし

かるべきだろうというふうに思います。その中で例えば専用のテントとかというのではな

くて、空きスペースがあればそこを活用してやるということも当然これは主催者の知恵で

ありますから、知恵と判断の中でできる部分があるのかどうかということもその会議の中

で検討あってしかるべきではないのかなというふうに思います。それがある場所というこ

とを周知するイベントのチラシとか、そういうものに対してその場所をしっかり周知する

ということは当然必要だろうと思いますから、その場所があるかどうかはイベントの主催

者の考え方の中でしっかり把握してもらえればいいのではないかというふうに思います。

そういう面では、私主催者でありませんけれども、サポートできるもの、助言できるもの

は当然助言していきますけれども、ぜひ会議に参加している議員の発言も含めてそういう

楽しいイベントを図ってもらうようにお願いをしたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 町長の話も大変よくわかります。私がネックになっていると思うのは、大き

なイベントの事務方というか、そういったものが町の職員だということで、何か進言して

もそこで却下されてしまうのです、簡単に。その辺なんかももう少し何かやり方があるの

ではないかなというふうに思っていますが、いかがでしょうか。もう一度聞いておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問についてお答えをさせていただきたいと思います。 

 事務方とのお話だということでございますけれども、このことについては特定の事務に

かかわる意味合いだとも思いますので、そのことについては個別の案件という中で説明は

控えさせていただきたいということはまず１点ご理解いただきたいと思います。 

 先ほど町長からの答弁ございましたとおり、主催者の中ではいろんな議論がされるとい

う中にありまして、ただいまのご質問、ご指摘について今後こちらからのお話をする場面

がございましたらお話をさせていただきたいというようなことで先ほど答弁させていただ

いたとおりでございますので、そういった中で子育てにかかわっては施設の有効利用も含

めて何が最も適切なのかということについては主催者とお話をさせていただく部分があり

ましたらということでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 私も少子化を解消するためにちょっとした温かい行政側の姿勢というか、そ

ういったもので非常に町の雰囲気というか、若いお母様方も安心して住めるような町にし
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ていただきたいという思いから今回の質問をさせていただきました。 

 以上で終わります。 

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。 

 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 ３時０５分  休憩 

午後 ３時１７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。 

 

    ◎発言の訂正 

〇田村議長 阿部議員より発言訂正の申し出が議長にありました。 

 先ほど阿部議員から一般質問で、運転免許証の所持人数3,447人のうち、79歳以上のドラ

イバーと言いましたが、75歳以上の誤りですので、発言の訂正をさせていただきます。 

 

    ◎日程第３ 一般質問（続行） 

〇田村議長 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 通告に従い、質問をさせていただきます。２項目にわたり通告をさせていた

だきましたので、まず１項目めから始めたいと思います。 

 １項目め、災害対応の検証ということでお伺いをいたします。今年は、夏場の３カ月に

及ぶ天候不順と８月の４回に及ぶ台風の襲来を受けました。本町は、大きな洪水こそ発生

しませんでしたが、農地の湿害により畑作だけでも前年対比23億円超の減収と言われてい

ます。山林の風倒木被害は処理計画も見通しが立たない状況であり、漁業においては各漁

とも不漁続きで、１次産業の痛手が顕著な年となりました。こうした大雨や十勝川増水避

難等の各種災害対応について改めて検証し、今後に備えるべきと考えます。そこで、次の

５点について伺います。 

 １点目、樋門管理について指導や報告はどのようにされているか。 

 ２点目、排水用のポンプや発電機の準備はどのような体制で行われていたのか。 

 ３点目、十勝川増水による避難指示区域及び住民への周知は適切であったか。 

 ４点目、避難所の情報源確保や環境対応は適切であったか。 

 ５点目、災害時の通信網の確保については、どのような対応を講じているのか。 
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 ５点伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員の１項目めのご質問にお答えいたします。 

 ８月17日から23日の１週間に３つの台風が北海道に上陸し、道東を中心に大雨により河

川の氾濫や土砂災害が発生しました。また、８月29日から前線に伴う降雨があり、その後

台風10号が北海道に接近し、十勝川水系の全21水位基準観測所のうち、茂岩観測所等12カ

所の水位が観測史上最も高い水位となり、本町では愛牛地区等に避難指示を発令しました。

過去に経験のないほどの豪雨や暴風等が北海道を直撃し、各地に大きな被害をもたらしま

した。本町でも道路、河川、山林、農地等に甚大な被害が発生し、現在一刻も早い復旧、

復興に向けて総力を挙げて取り組んでいるところであります。 

 さて、質問１点目の樋門管理については、北海道管理河川に設置されている125基の樋門、

樋管は北海道から本町が管理の委託を受け、関係地先の方々を管理者として委嘱し、年間

５回の定期点検及び出水時における巡回、臨時操作等の管理を行っていただいています。

管理者の方々に対しては、毎年３月に樋門、樋管の管理にかかわる内容等の通知により定

期点検の方法、出水時における巡回、臨時操作について指導を行い、実施の際には樋門、

樋管点検整備記録表、巡回、臨時操作記録表により報告をいただいています。また、出水

時の緊急事態においては、個別に連絡、連携を図り、情報共有に努め対応しています。 

 ２点目の排水用ポンプや発電機の準備態勢については、本町では発電機５台、水中ポン

プ10基の機材を保有しており、日ごろから機材の定期点検を実施し、水防活動に備えてい

ます。また、気象庁から提供される気象情報等の収集に努め、大雨警報の発表が予測され

る場合には、警報発表前に北栄団地、朝日浦幌太樋門へ排水ポンプを設置し、以降は町内

を流れる河川の巡回や国土交通省等から提供される雨量や水位、流量などの状況把握に努

め、緊急的な排水ポンプの設置に対応できる体制を維持しています。 

 ３点目の十勝川増水時における避難指示区域、住民への周知方法については、浦幌町地

域防災計画等により定められた水害の危険性がある区域として、大平、愛牛、豊北地区が

対象となっています。また、伝達方法は防災行政無線、広報車両等により周知を図ること

とし、このたびの避難指示等の伝達に関しては適切に実施されたものと考えています。 

 ４点目の避難所の情報源確保については、地上デジタルテレビ放送が主な手段となって

おり、台風10号の際には私が避難所を訪問し、状況説明を行いました。また、避難所の環

境対応について、このたびの避難は日中であり、短時間であったことから、特段の配慮等

は行いませんでしたが、長期化した場合には高齢者や障がい者、乳幼児等の災害時要配慮

者にも優しい避難所づくり、男女共同参画の視点に配慮した避難所づくりが必要だと考え

ています。 

 ５点目の災害時の通信網の確保について、大規模災害発生時には、固定、携帯電話など

基本となる通信サービスの途絶が想定され、台風第10号の際には一部の携帯電話キャリア
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に通信障害が発生しました。本町では、非常用通信手段として衛星携帯電話、庁舎や浦幌

消防署等の無線通信、車載型等の移動無線通信を利用することとし、これら全ての通信が

途絶した場合にはアマチュア無線局を利用することとなっています。現在十勝管内の各市

町村においても災害対応の検証が進められ、新たな課題が生まれてきています。本町でも

このたびの災害を教訓とし、出水時の適切な樋門操作等の周知徹底、排水ポンプ等の事前

設置による水防活動の迅速かつ的確な実施、防災情報伝達手段の確保、避難所における通

信手段や各種マニュアルの整備、水防資機材等のさらなる充実に努めてまいります。 

 以上、杉江議員への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 まず、１点目の樋門管理の関係でありますが、私も定例会、予算、決算の質

疑や一般質問で幾度となくこの話をさせていただいておりますが、125基の樋門、樋管の管

理に73名でしたか、委嘱されている管理者の方がおられる。非常にご苦労さんなことだと

思います。雨が降れば家を留守にもできない。夜を徹して回って歩いている姿をお見かけ

をしております。本当にご苦労さんとお礼を言いたいと思います。 

 そういう中で、今年も９月の定例会でも質疑がありましたが、常室地区での床下浸水の

ような状況も発生しました。特にご承知だと思いますが、円山から下、ざっと考えても円

山地区、常室、帯富、それからたくさん降れば稲穂の下頃辺西２号ですか、それから生剛、

静内の２号、３号、養老樋門、これらはもう常に発電機、ポンプが必要な状況になるとい

うことは今までもずっと前提としてあるのです。たまたま今年は、最高90ミリちょっとで

終わって、時間も長く降ったということで、急激な増水は上浦幌のたくさん降った状況で

本流が増水しました。そういう中でも樋門を閉めれば、下のほうは滞水が起きるという状

況であったと思います。そういう中で樋門の管理について、少なくても今申し上げた８つ、

そのほか朝日浦幌太とか、北栄もそういう状況下にありますが、ここ２カ所はかなりの施

設、機械の準備をされていると。このことも含むのですが、それぞれ管理されている方々

と報告もらう段階で、その管理状況に何か問題ないか、状況改善できる方法ないか、そう

いうことの聞き取りや調査のようなことも当然項目に入れて今後やっていただければ、も

う少し現状回復できるのではないかなというふうに思うのです。その方だけでなくて地域

の方のご意見もらうこともいいですし、そういう対応はどうなのかなと思います。 

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お答えをさせていただきます。 

 今台風におきまして今議員のおっしゃられましたとおり、これまでの議論の中でおおむ

ね８カ所に及ぶ樋門の設置が必要であろうという場所についてはこちらも当初から把握を

させていただいておりました。今台風におきまして実際に設置をさせていただいた場所に

つきましては、今北栄団地、それと朝日浦幌太樋門、それと常室の３カ所になります。そ

のほかの場所につきましては、地元の管理を委託させている方々と実際連絡をとった場所
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もございますが、巡回に当たりましてこれまでもこういう豪雨時のみならず、そういった

対応を過去に加えてお願いをしたということもございました。後、樋門の巡回報告等も来

るのですけれども、そういった中でもそういった対象の方からは巡回のご報告をいただい

ているところであります。 

 設置しなかった場所、下浦幌方面ですとか、そういったところは町職員みずからの対応

等も含めてその増水状況を見きわめまして、設置が必要になればすぐに設置をするという

ような体制をこちらとしては維持をしていたというふうに認識をしているところでござい

ます。今後におきましてもそういった対応が早急にできますよう、改めて樋門管理者の方々

と連携、協議をさせていただきまして、周知徹底を加えて対応に努めてまいりたいと思い

ますので、どうぞご理解をお願いします。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 今後今お話しした内容について対応されていくということですから、慢性化

して見落としていることが往々にしてあります。ぜひそういうことを地域の人と見直しし

て、少しでも改善できる方法をとっていっていただきたいというふうに思います。この問

題は以上でよろしいです。 

 ２点目の排水ポンプ関係ですが、これらについては先ほども申し上げました場所につい

て町長から答弁あったとおりの内容を把握はしておりますが、今年７号台風のときに既に

農家の方からもうポンプないのだと言われたということを聞いております。これだけ準備

して、十勝管内中一斉にでしたから、浦幌だけリースのポンプや発電機も準備できなかっ

たのか、どういう状況だったかわかりませんが、今年は７号台風で、その後はもう諦めた

と、もう頼まなかったと、こういう状況になっています。ですから、そういう状況になら

ないように、事後処理ばかりお金かけるのでなくて、事前にできることをやって少しでも

災害状況を減らす努力をしていただきたいなと。長い間かけて、これ発電機やらポンプを

準備してきていますけれども、まだ万全がどこの時点だかわかりませんけれども、もう少

し対応できる状況になれば農地被害も早目に処理できるのでないかと。いいますのは、ご

承知のように下流域は早く閉めて遅くしか樋門をあけれないのです。長い時間滞水します。

一時間でも早く排水できるような体制を南浦幌は特に望んでいます。そういう対応につい

ていかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 ただいまのご質問でございますけれども、農地にかかわりましてさまざ

まな方からポンプ排水の要請というものは複数件ございました。その中で町の保有をして

いる発電機及び排水ポンプについては、所定の場所に配置をしておりましたので、そうい

った意味でないというお返事をその場ではさせていただいたのだというふうに今認識をし

たところでございます。ポンプ設備の配置と同時に、私たちのほうも複数箇所ふえるであ

ろうということも想定し、リース会社さんのほう、町内には２カ所ございますけれども、
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そちらのほうにも設備の把握について情報の提供をいただきました。そのタイミングがど

うであったかということは、早い、遅いはあるのですけれども、ただいま議員がおっしゃ

ったとおり、帯広方面、芽室、清水方面、そちらのほうの被害が甚大であったということ

もあり、残数は確かに少ない状態でございました。その中でもそれに対応できるべく、今

残っている機材の把握、確保には努めてまいりました。今後におきましては、より一層の

リース会社との連携も含めてそういった対応が可能となるような体制を極力努めてつくっ

てまいりたいと思いますので、ご理解をお願いいたします。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 私何回も先ほどの１点目、２点目についてここで質疑をさせていただいてい

ます。ただ、先ほども言ったように万全ということはどこまでだかわかりませんから、そ

の状況によってわからないのですが、今答弁あったようにできるだけの対応、町の所有の

ものだけでは絶対足らない事態が発生すると思います、これは。ですから、リースも対応

できるような対応をいち早くやっていただくということでは、今説明あったとおりの対応

ができていれば不足したということにはならないのですが、以前もなくて、円山のほうか

ら順次もう水がはけたので、持っていきますというような、そういう対応があったのです。

現状だって似たようなことが起きていると思います。ですから、もう少しこれの準備を町

でも予算をつけてやっていただけたらなと。災害のことですから、何回も申し上げますが、

どこまでやって十分かはわかりません。しかし、目の前にそういうことが何回か起きてい

る状況の中で私は申し上げておりますから、その辺の対応をできればやっていただきたい

ものだなというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 我々も幾度となくそういったお言葉、ご指導なりをいただいております。

我々もそのたびにでき得る限り努力をしているつもりではございますが、今後におきまし

てもさらに重ねてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 それでは、３点目の避難指示の問題ですが、これは答弁にはありました災害

対応のマニュアルに沿ってということでありますが、避難指示区域、豊北、愛牛について

は当然だと思います。それから、吉野の大平地区、これも当然ですが、どんなふうに把握

されて、どんな基準でこの避難指示の区域を決定されているか。実は、養老地域において

一部の豊北やら愛牛より十勝川にずっと近い方が避難指示を受けていないです。これは、

どういう判断だったのか、その辺のところを説明いただきたいのですが、適切に対応され

たというふうに答弁になっていますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 
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〇大山総務課長 今のご質問に対して私のほうから説明させていただきます。 

 まず、先ほど話ありましたように、防災計画にのっている地域ということでございます

が、それにつきましては北海道開発局から出されています浸水想定図をもとにしてその地

域を決めさせていただいております。また、今回の大雨に関する洪水につきましては、茂

岩地区にあります観測所の水位が上昇したということに伴います避難指示をさせてもらっ

たものでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 私がお聞きしたいのは、ちょっと個別なことになるからなかなか発言難しい

のですが、先ほども申したように養老地区において周りより十勝川に近い方が避難指示を

受けていないということに関してどうなのでしょうというお尋ねをしたのです。どういう

基準で外れているのか、ただ道のマニュアルで絵に描いて、そこにたまたまありますけれ

ども、地図や浦幌町が出したマップで名前が書かれていなくて、宅配便さんが名前がない

のですけれどもという場合も中にはあるのです。しかし、行政はそれを把握していなけれ

ばだめですよね。そういう中でこの養老の１軒がどうして外れたのか、そこのところを聞

きたいです。全然対象として考えていなかったのか、そこのところはっきりしましょう。

今後の対応があります。大事な問題です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 今ご指摘のことにつきまして、あくまで先ほど言いました愛牛と豊北の

地域と大平ということで、その図面だけでございまして、養老のその地域の、本当は個人

名がわかればあれなのですけれども、それはまた別にお聞きしたいと思いますけれども、

それについては入ってございません。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 行政が把握していないのでは、それは避難指示出るわけはないですよね。把

握していないのだから、今後同じことがあったらどうするのですかと聞いても当然同じ対

応だと思うのです。しかし、もう少しやっぱり現地、現状を把握されて、ここは対象にな

らなかったらおかしいよなというものは道のマニュアルではなくて自分たちが、地元の自

治体が判断する、その努力は必要だと私は思います。非常に今の答弁は残念です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまの杉江議員のご質問について、私のほうからお答えさせていただ

きたいと思います。 

 総務課長から説明がございましたけれども、まず開発局さんからいただきましたいわゆ

る浸水予測図ということの中で、これは増水される出水の量等、またそこ土地、土地の標

高、そういったものから算出されているというふうなことでは理解しておりますけれども、
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ただそういいましても現状はどうなのだという部分についてのご指摘だというふうに思い

ます。このことにつきましては、改めてそのマップにかかわってご指摘あった分について

はまた再確認させていただきたいなというふうに思っております。 

 先ほど来の説明の中でお話しさせていただきましたとおり、現状といたしましては開発

局さんが出されております洪水対策にかかわります浸水予測マップ、これによるものとい

うことでさせていただいていますことをまず１点ご理解いただきたいと思います。と同時

に、重複しますけれども、また現状の中での把握ということにつきましては図面と食い違

う部分も中にはあるなかという部分もございますので、改めてこのことについては確認さ

せていただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 今副町長説明なされましたから、そういう対応を今後していただかないと、

現に当該の方も、それから養老の区長さんも心配されている事態です。はっきり申し上げ

ます。ぜひこのことの検証をしっかりやっていただきたい。今後の対応に備えていただき

たいということです。一言いただきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問についてお答えをさせていただきます。 

 確かに大きな災害を問わず、災害に遭った中でそれぞれ現状の分としての対応が、検証

をやはり今後の糧になるというふうにも捉えておりますので、今回につきましても実際の

現状と、また予測されているそういったデータ等含めまして改めて確認をさせて、今後の

対応に生かしていきたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 次に、今までの１、２、３点までのことを総体として１つ、実はきのうまで

ぜひこれは町長に頑張ってもらわなければならないなと思っていたのですが、きのう開発

建設部の今後の災害に対する、今年の災害に対する対応について発表になりました。実は

2009年の夏ですが、2009年といえば浦幌も６月の21日から23日まで136ミリでしたか、降っ

たと。大変なことになりました。偶然同じ年に開発局が十勝川水系整備計画というものを

出して市町村にも閲覧といいますか、意見を求める開示があったのです。これその後2009年

から20年、30年かけて整備する計画で1,600億円という発表になりました。その中に浦幌町

もご承知のように浦幌十勝川の堤防かさ上げ、これ６メーターですか、終わりましたね。

今河床の掘削ということでやっているか、終わったかの状況にあるということ。それから、

下頃辺川の掘削ということで、これ完了しました。それから、浦幌川の河床の掘削、これ

はまだ終わっていないようで、この議論をしている中でも第１橋の200メートル下流から掘

り始まっていますが、どこまで行ったのだか、私も確認できておりません。しかし、円山

まで行くということですが、その辺のことが改善できれば大分条件も改善できる。このこ
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ととは別に先ほど申し上げた今年の災害で、上流部の河川の整備をする。整備されたら、

全部十勝川へ入ってきたら池田、豊頃、浦幌の十勝川もつのだろうかと。町長、頑張って

くださいよと本当は言いたかったのです。ところが、きのう発表になった、おとといは勝

毎に出ましたけれども、整備計画で総体の350億円の中で163億円ですか、とりあえず十勝

川に向けてやるということで、一番申し上げたいのは豊頃、幌岡地区で6.9メートルの掘削

を今年度から始めると。本当に安心しました。町長もこの辺の災害対策について町村会等

でいろんな協議やらお話聞いていたり、発言されていると思うのですが、そのことについ

てちょっと報告を受けたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 十勝川の河川全体での話だと思います。まさにこのたび特に十勝を襲った台

風、この台風も含めて特に10号の大雨、洪水ということで、大きな被害を受けました。我

が町は人災にかかわる部分はございませんでしたけれども、特にほかの町では新得、清水、

芽室、大きな被害を受けた地があります。そういう面では、十勝は全体が今河床が上がっ

ているのではないかということが大きな問題になっておりまして、まず河床掘削を進めな

ければこの次の台風には対応できないだろうということも含めて、十勝全体での川をもう

一度防災見直しをしようということで、特に町村会全体でそういう要請を進めて、そして

また今十勝全体がそういう組織をつくって災害を進めていこうということになりました。

そういう面では、新聞でも報道もあったとおりであります。これは、町村会でも特に現状

を復旧するだけではなくて、現状でなくて改良工事としてやっていこうと。つまり現状復

旧してもまた同じものが起きるということは、そうではなくてもっとよりこれだけの雨が

降っても対応できる改良工事を進めていかなければならないということでの意見統一とい

うか、そういう要請を今後していくということになりまして、そういうことも含めて河床

掘削工事もまずやっていこうということになったところであります。特に浦幌は、雨に弱

い町というふうに昔から言われていますけれども、それぞれその中で昔からの経験を積み

ながら、堤防の構築等を進めてまいりましたけれども、本当に想定外とは許されない最近

の気象状況でありますから、十勝全体でそういう災害に強い十勝をつくっていくというの

が全体の計画の中で進められるだろうというふうに思っているところであります。特に浦

幌川では、まだまだ完全に進めていませんけれども、終わっていませんけれども、これは

道に対する要望、国に対する要望も今順次進めて、河床もそうですけれども、堤防整備も

進められているということでありますから、これも当然今後とも要望を含めて整備を進め

ていただくよう要望をこれからもしていきたいというふうに思っています。そういう面で

は、今十勝全体での組織が立ち上がりましたので、この組織の中で十勝全体の本当に防災、

災害に強い十勝をつくっていくということで、十勝全体で同じ方向づけを持って行ってい

くことになるだろうというふうに思っているところであります。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 
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〇杉江議員 大変詳しい説明をいただきまして、ありがとうございます。 

 ちょっと時間なくなりましたので、４番目、５番目、議長に怒られるかもしれませんが、

まとめてお聞きをします。細かなことは別として、避難所の環境問題、これは実際に利用

してみなかったらわからないこといっぱいありますね、先ほどの答弁の最後のほうにあり

ましたように。ですから、できれば南浦幌でも避難訓練をやって、いろんな実態が把握で

きれば改善できてくるなというふうに思っているところです。まず、この点について１点。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 今のご質問に対して説明させていただきます。 

 確かに言われたとおり、避難所の運営というのは非常に難しいというふうに考えてござ

います。今までここ何年かでいいますと、久しぶりにうちのほうも本部を設置しながら、

避難所を実際に運営したということになってございます。その中で今回につきましては、

日中の期間だけであったということの中で、それぞれ細かな問題はあったのかもしれませ

んけれども、最後できたのかなと思っております。ただ、実際に今後は今現在考えている

のは職員の側もそうですし、やっぱりそういうことの訓練というか、学習をしていきたい

なというふうには考えてございます。なかなか同じ人間がそこに、町のほうも対応できれ

ばいいですけれども、職員が異動したり、かわったりする場合もございますので、それに

ついては考えているところでございます。 

 また、地域として避難訓練等が要望あればしていきたいですし、うちのほうとしてもや

っていただきたいと考えてございますし、今後地区ごとでやるのならどういう形がいいの

か、いろんなことをやっています。今年も各高齢者施設においてそういう避難訓練ではな

いですけれども、学習会に呼ばれたことの中で説明をさせてもらうというのはありますし、

各地区ごとでも構わないと思っておりますし、そういう中ではうちのほうからも声かけは

させてもらいたいと思いますけれども、地区、行政区ごとで対応のものがあれば言ってい

ただきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ぜひ実施できる方向で検討していただければと思います。特に地震は、冬期

間は学者たちも１月、３月に大きな地震が多いと言われております。そんなことも含めて

検討していただけたらということで、時間ないので、次に進ませていただきます。 

 通信網の確保ということでございますけれども、これについて非常に今年の避難の連絡

につきましては風が強かったということもあって、家の住宅の裏から広報車が来たら聞こ

えなかったとか、あるいは区長さんが全戸回ってくれたとか、本当にご苦労していただい

たと思いますが、いろんなことで区長さんが全戸回るなんて当然無理なことが発生すると

思います。ですから、避難訓練していただければ自主防災組織の結成のきっかけになるか

もしれないということも含んで、複数、もう一点お話ししたいのは、ぜひ４月の区長会の
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ときに区長さんごとに、区長さん毎年区長会４月にありますよね。メルマガの登録をして

もらってください、区長さんには。非常にメルマガの利用度が低いのです、多分。ですか

ら、区長さんにとりあえず皆さん、登録してください、面倒くさくないです。職員ついて

やれないかということで、これ１点です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 通信網の確保というのは、非常に大事だということで考えてございます。

今回の避難指示、勧告につきましても、防災無線等、あと区長さんに電話して、区長さん

に大変ご迷惑はかけた部分はあろうかと思います。また、それにあわせまして消防のほう

にも戸別訪問をお願いもしております。あわせて、高齢者とか要支援、必要な部分には担

当課のほうで回らさせていただいたということをやってございます。なかなか今回みたい

なことになると伝わらない部分があるかと思いますけれども、広報車だけでなくてそれ以

外の手段も当然考えていかなければならないということで、区長さん、行政区に頼るだけ

ではなく、消防団なり職員なりも含めて戸別訪問等を考えておりますし、できれば今あり

ましたように自主防災組織をつくっていただいて、その中で進めていただければありがた

いなと思います。 

 また、４月のメルマガの話でございますが、メルマガもそうなのですが、北海道防災情

報システムのほうにも登録をしていただきたいというふうに考えてございます。その中で

町が出す避難情報についても配信されるということになりますので、それもあわせて今後

行政区長会もそうですが、広報等でも当然ＰＲをさせていただきたいというふうに考えて

ございます。 

 以上です。 

〇田村議長 杉江議員の１項目めの質問を終わります。 

 次に、２項目めの質問をお願いします。 

 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 時間ないので、ちょっと急いで質問させていただきます。 

 ２項目めです。特定空き家の対応ということでお伺いします。空き家の放置を取り締ま

るための法律、空き家対策特別措置法が2015年５月から施行され、自治体が有害空き家と

判断した場合、空き家の固定資産税の特例措置が対象とならなくなります。さらに、自治

体が所有者を特定し、強制的に解体を命じられる等の対応ができることとなりました。こ

の法律では、市町村に対し、対策計画の策定に努めるよう求めています。法律、たしか６

条だったと思います。 

 浦幌町においても屋根が抜け落ちている物件や動物のすみかとなり、衛生上の問題箇所、

景観上を含めた対象となる物件が散見されますが、自治体によって判断基準の幅があるよ

うです。しかし、安全管理の面で危険と判断できることは事実であり、町のイメージにも

影響を及ぼしています。老朽化した危険な特定空き家についてどのような対応をしている
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のか、また今後どのような対処をしていくのか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員の２項目めのご質問にお答えします。 

 特定空き家の対応についてですが、平成27年５月に全面施行された空家等対策の推進に

関する特別措置法における特定空き家の定義とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安

上危険となるおそれがある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切

な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環

境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をい

います。保安上危険な空き家等については、除去、改修等により問題解決を図っていく必

要がありますが、特定空き家対策についてはその発生を抑制する取り組みが重要でありま

す。空家等対策の推進に関する特別措置法には、空き家の所有者等は周辺の生活環境に悪

影響を及ぼさないよう適切な管理に努めるものとされていることから、これまでその対応

につきましては現況を把握するための安易な調査と苦情や要望があったものに対し指導を

行ってまいりました。 

 特定空き家が発生する要因としては、所有者等の管理意識の低さや経済事情、所有者等

の不在が主な原因となっていると思われます。空家等対策の推進に関する特別措置法及び

国が示した「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針に基

づき、特定空き家等に関する判断を行う際に用いる参考資料として、本年６月に北海道が

市町村による特定空家の判断の手引を作成したことから、それを受け、さらには先進地の

取り組みを調査し、特定空き家の対応に努めてまいりたいと考えております。 

 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 今報告がありましたように、それなりに対応するということでありますが、

対策の策定、先ほどちょっと申し上げましたが、法律の６条だったと思います。市町村に

は、それを策定するようにという条項が入っております。私の調べた内容では、全国の市

町村のほぼ８割が18年度中にそれができるだろうというふうに言われております。浦幌町

ができていないということであれば、やっぱり全国レベル以下ではちょっと恥ずかしいと

思いますので、その対応をぜひ大至急やって、今後の対応に備えていただきたいというこ

とが１点です。 

 それから、時間ないですからもう一点やらせてください。この空き家の処理ですけれど

も、先ほど答弁にありましたように経済事情もあってすぐ取り組めない方も当然いると思

います。しかし、通告をしたり、相談した中で対応できるということになれば、少なくて

も公に除却契約というものをきちっと結んで、何年何月何日までに終わらせますよと。契

約に従えない場合は、段階ありますけれども、固定資産税の免除になっている特例措置に

なっている分、６倍になりますよ、３倍になりますというのを期限を切って通告したり、
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そういう手続をきちっとやっていっていただきたいなと。そうしないと、これは進まない

です。複数質問で申しわけありませんが、ご説明お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長 

〇山本町民課長 ただいまの杉江議員のご質問にお答えいたします。 

 １点目の計画の策定につきましてどうだというお話でございましたが、計画の策定はま

だ行っていないところであります。必要に応じまして作成してまいりますが、計画の策定

の前に行える通知などにつきまして、現地調査の確認とともに指導を先に行ってまいりた

いと考えております。 

 また、２点目の対応につきましてのお答えでございますが、そちらも現状を確認しなけ

ればわからないところではありますが、一度に除却命令まで行っていきたいところではあ

りますが、改善指導から順番に、そして一定の期間を設けながら勧告、命令をするという

ことになってございます。そのため、期間がかかることにはなりますが、所有者への通知、

指導を行うことにより、空き家の管理意識を高めていただけるように対応してまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ２年前の私のこの件の質疑で、答弁として市街地区で４戸あるという報告で

した。今回市街地区だけでなくて、当然全町集落いっぱいあります。吉野だ、十勝太だ、

厚内、上浦幌もあります。集落それぞれを少なくても、農村部までとは言いませんけれど

も、その辺のことまで手を伸ばして町内の対策計画をつくって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。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 ただいまの以前に調査した中での空き家の該当につきましては、通知に

よる指導、また本人との面談によりまして状況の改善を図っていただけるということもい

ただきましたので、ほかの案件につきましてもそのような形で周知から、そしてまた対応

していただけるようにこちらも対応してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 以上で質問を終わらせていただきます。時間の配分が悪く、複数の、一問一

答に終始できなかったことをおわび申し上げながら、終わらせていただきます。 

〇田村議長 これで杉江博議員の一般質問を終わります。 

 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 
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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 ４時０５分 


