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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30年第２回浦幌町議会定例会、本日15日の運営について６月11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。 

 本日は一般質問のみであります。一般質問は、通告順に７番、杉江博議員、８番、河内

富喜議員、６番、福原仁子議員の３名により４項目の通告がなされております。質問順に

つきましては、通告順に指名されるよう議長に申し入れております。質問者は、通告内容

に沿ってわかりやすい質問を心がけていただきますようお願いを申し上げますとともに、

活発な議論を期待いたしまして、議会運営委員長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇田村議長 日程第２、一般質問を行います。 

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

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

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

時間３分前に予鈴を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お願いいたします。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 初めに、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 それでは、私の質問をさせていただきます。 

大手畜産業者進出の対応ということでお伺いします。大手畜産業者の進出が確定し、農

地関係の手続も進み、工事も春先より順次進んでいるようです。本町にとっては、企業誘

致の観点からも歓迎すべき要素も多く、生乳生産量の増加による輸送や処理の関連企業の

雇用はもとより、従業員の居住、施設投資による固定資産税、法人税、住民税などの財政

効果、一般消費などの経済効果は大きなものがあると考えます。こうした事案に対し、国
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の支援策を含め、浦幌町としてどのような支援策を進めているのか、その現状と将来展望

を含め伺います。 

一方、農地の運用管理においては、既存農家に大きな不安要素もあります。売買価格や

賃貸料の値上がり、農地の利用調整による偏りが起きないか。賃貸農地の再契約が厳しい

条件になってくることも想定できます。既にこの春より作物の作付動向が変動しています。

近隣農家は、農地としてではなく、資産運用として離農が促進される懸念もあるのです。

町の基幹産業として位置づけている農業において、既存農家、特に担い手農家の将来を先

細りさせないための大手事業者とのバランスのとれた農地行政のかじ取りを求められま

す。農地行政を担う農業委員会の見解も伺います。 

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をいたします。 

 大手畜産業者進出への対応についてでありますが、本町に進出される法人につきまして

は昨年の当該法人グループのプレスリリースのとおり、本町において本年春から酪農牧場

を建設し、2019年末までにスタッフ約50人体制で乳用牛約2,400頭を飼養し、フル生産に入

る計画とされ、既に町内において工事が着手されております。このたびの法人の進出に当

たっては、本町の畜産振興はもとより、その波及は多岐にわたることから、本町へもたら

される経済効果に大きな期待を寄せているところであり、本町といたしましてもスムーズ

に計画が進むように産業課を総合窓口として各課が情報を共有しながら庁内における横断

的な相談支援体制を構築し、進出する法人と計画当初より連絡を密にとりながら対応して

いるところであります。 

このたびの進出にかかわる事案については、町独自の直接的な補助事業には該当しませ

んが、設備によっては固定資産税の特例措置の適用が見込まれ、さらに国では農業分野に

おいて畜産クラスター事業を初めとする各種補助事業が用意されており、これら事業の活

用を希望される場合にはこれまで同様に農業関係団体と連携を図りながら相談協力を行っ

ていくほか、町の重点施策である定住を促進するため、民間賃貸住宅建設促進事業などの

既存の各種支援事業の活用など各分野において丁寧に対応してまいります。今後におきま

しても事業の分野にかかわらず、法人の多様なニーズに応えられるよう相談窓口の一本化

など支援体制を構築し、本町への進出につながるよう対応してまいりたいと考えていると

ころであります。 

 なお、農地行政に係るご質問に関しましては農業委員会会長より答弁をいたしますので、

よろしくお願いを申し上げます。 

 以上、杉江議員への答弁といたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 農業委員会会長。 

〇小川農業委員会会長 杉江議員のご質問にお答えいたします。 
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 昨年７月、本町農業委員会委員の改選が行われ、平成28年４月より施行されました農業

委員会等に関する法律に基づく新しい体制へと移行いたしました。この改正では、担い手

への農地集積、集約化、遊休農地の発生防止、解消等の農地利用の最適化の推進について

農業委員会の重点事項として位置づけられたところでございます。 

 ご質問の農地行政についてでありますが、農業委員会で所管しております農地行政、特

に農地の流動化の観点から個人、法人等を問わず、新たな担い手を受け入れることにつき

ましては歓迎すべきものと考えております。一般に個人や法人が農地の売買または賃貸借

等をする場合には、農地法第３条に基づき農業委員会の許可を受ける方法と農業経営基盤

強化促進法に基づくいわゆる農業委員会のあっせんを受けて行う方法がございます。農地

法第３条に基づく方法につきましては、農地の所有者と買い手、借り手との契約に基づき

農業委員会への許可申請が出されるもので、農業委員会の許可につきましても農地法第３

条の許可要件により審査を行い、許可等の決定を行っております。また、農業経営基盤強

化促進法に基づき農業委員会のあっせんを受けて行う方法につきましては、農地の所有者

の意向であっせん申し出が出されるものと考えており、申し出後の農地利用の調整には各

地区権利者調整委員会等において調整を行っているところでございます。 

 したがいまして、杉江議員のご質問にあります売買価格等の値上がり、利用調整による

偏り等が生じないよう担い手への農地集積、集約化を基本に、今後とも適正な農地行政を

進めてまいりたいと考えております。 

 以上、杉江議員へ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 それぞれ町長のほうからと農業委員会の会長のほうからと答弁がありまし

た。 

まず、前段のほうでありますが、先ほど町長の答弁にもありましたけれども、町独自の

直接的な補助事業には該当しませんが、設備によっては固定資産税の特例措置の適用が見

込まれますというふうな答弁でありましたけれども、直接的な補助ではなくて、これは減

免対象というか、そういう対応になるのだろうと思いますが、この辺の対応の裏づけ、こ

れだけでなくてほかにも今までやってきた経緯はあると思うのですが、この支援を行う裏

づけがどのようになっているか。私は、基本的には浦幌町の企業誘致促進条例に準じるよ

うな対応をしていくのが筋かなと思っていますが、その辺のことについてはこの後お伺い

したいと思っていますけれども、前段まずその辺についてお伺いをします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまの件につきまして、町民課に該当する固定資産税に関する件に

ついて説明をさせていただきます。 

固定資産税の特例措置の適用ということでございますが、設備によってということで、

先ほど町長の答弁の中にもございますが、プレスリリースの内容を踏まえてお話をさせて
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いただきますと、再生エネルギーの設備を整えた場合にその固定資産税の課税標準の特例

措置を受けることができます。その内容につきましては、実際にできた上で申請を上げて

いただいた中でその２分の１とか、そういうような特例措置に該当したならばそういう措

置を受けられるということでございます。 

以上でございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 再生エネルギー施設についてですから、このことについては私も聞いてはい

ますが、何年ごろどうするのかということはまだ詳細については把握しておりません。 

先ほども申し上げましたけれども、企業誘致促進条例というのが浦幌町にありますけれ

ども、これにはさまざまな支援措置ありまして、まず１つはこの企業誘致促進条例に該当

するかどうかということなのです。担当の課のほうはご承知だと思いますけれども、鉱工

業とか製造業となっていますけれども、農業関係というものは直接的な文言にはなってお

りません。そういう中で、ただこれだけの大きな施設というか、事業者が来てくれるわけ

ですから、浦幌町が積極的にどんな姿勢で受け入れるかということも大切なことだと思う

のです。この後の質問事項になっています農地行政との関連も含めて、大手だからと独占

的な農地利用がないような、そういう体制はしていってもらわなければならないと。そう

いうバランスのとれた事業受け入れをするためにも支援できるものはしていくべきだと思

っているのです。そういう中で、企業誘致促進条例の中では全部お話ししなくても担当の

方はご承知だと思いますけれども、支援条項として固定資産税の免除とか、それから従業

員５人以上の支援をするとか、施設は２年以内において7,500万円まで支援できるとか、ざ

っと言えばそういうことが入っていますね。こういうことを適用して支援をしていくのか、

これに準じる事項として対応するのかということがあります。文言的には、農業関係とい

うのは入っていません。入っていないのですが、ただ３条の２項でしたか。特に町長が認

めた場合においては、前項に準じて助成の対象とすることができると。どんな条例でも規

則でもこういう条項は入っていると思うのですが、そういうものを適用しながら積極的に

受け入れして浦幌の産業、財政面での貢献をしてもらおうという考え方があるのか、その

辺についてまず伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

議員がおっしゃるとおり、浦幌町におきましては企業誘致促進条例というものを設けて

おります。対象となるかならないかという部分のお話に関しましては、定義の部分で工場、

工業所、ソフトウエア施設、研究施設、観光施設等という定義がございますので、現行の

条例の中では本案件については補助対象にならないというふうに私どもでは判断している

ところでございます。 

それから、３条の２、町長が特に認める場合というふうにならないのかというご質問で
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ございますけれども、条例の趣旨を考えると現段階で担当といたしましては企業等という

部分では農業の法人は含まれていないというふうに思ってございますので、今の段階とい

いますか、この条例によります定義で申しますと該当にならないということで判断をして

おります。 

以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 私も個別の事項で先ほど申し上げました町長が判断すればという条項が入っ

ていますよということを申し上げました。それで、今課長の説明がありましたように、総

体的に見れば農業関係の法人を立ち上げても対象にならないのかなというふうには思いま

す。ただ、町が何らかの支援措置をしようと思えば、条例でも規則でも要綱でも適用でき

るようにできるのですから、やろうとする姿勢があるかどうかなのです。この辺のことに

ついて、私は非常にいつになっても聞こえてこないなということで思っておりまして、細

かく調べれば企業誘致促進条例は適用はなかなか難しいなというふうには思っておりまし

たが、町がそれを乗り越えて適用するための対策をとったかどうかということです。ほか

のことでもありますけれども、例えば賃貸住宅の対応ですけれども、これも３月に条例を

改正して企業が賃貸住宅、利用する事業に貸すのも対象にするよということで補助対象に

なっています。しようと思えば、こういうふうに改正をしてすぐ対応できるわけですから、

その辺のというか、今回のこの事案について、今答弁にあった以外のことについて、通告

書にも書きましたけれども、今後将来的にも含めて町長に伺いたいのですが、何らかの支

援措置をしていく、検討していく余地がないのか伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまの杉江議員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。 

現行の条例からして、拡大的に企業誘致という部分では広げた考えで進めていったらど

うかといったような内容かと思います。現行の条例につきましては、ご存じのとおり製造、

工業、そういった業種について対応すべきにしようといった思いの条例の構成になってご

ざいます。その背景といたしましては、やはり農業分野、先ほどの町長の答弁にもござい

ましたとおり、農業分野におきましては国、道においてさまざまな補助金が用意をされて

いて、その活用が図られるといった状況にございます。ただ、製造業等におきましては補

助金という中の対応というのはなかなか少ないと。そういった中で、企業誘致からしては

固定資産税の税にかかわる優遇的な対応といったようなことも含めて対応したいというこ

とで条例の構成を見ております。そういった部分といたしましては、農業分野においては

補助金の活用をしていただいて、その活用ができない業種にかかわっての対応ということ

が念頭にございますので、その意味で条例として整理がされているということではまず１

点ご理解いただきたいと思います。 



 － 8 － 

また、先ほどのお話がございました民間賃貸住宅建設促進事業、先ほどの町長の答弁が

ございましたその事業にかかわってのご質問だと思いますけれども、このことにつきまし

てはそれぞれの業種にかかわって直接的な生産活動の中ではなくて従業員の福利厚生、そ

ういった面で必ずしも業種に限ってその対応をするということではなくて、福利厚生でご

ざいますから、全般にわたってそういったことも対応できるだろうということで、その部

分として建設事業の補助金の交付につける要件を拡大したということで考えてございます

ので、このことについてもそういった内容であるということについてご理解をいただきた

いと思います。 

戻りますけれども、農業分野における各種補助事業、これに対する当然補助残ですとか、

補助対象にならない、そういった事例もあるかと思いますけれども、ただそこになります

と相当複雑な要素も占めておりますので、なかなかそれに対応するというのはどんな想定

というか、事例があるか、相当数になると思いますので、ここはなかなか把握が厳しいと

いったことがございますので、現行でございます先ほどの町民課長からも説明させていた

だきました今般の臨時会において町税条例の改正を見た中でもそういった部分として対応

ができるといった再生エネルギーの活用にかかわっての対応といったことも考えてござい

ますので、今般についてはこの条例の中での対応ということについては先ほどお話しさせ

ていただきましたとおり、製造業、工業等にかかわった内での過去からの背景があるとい

ったことでご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 いろいろ説明の中で、先ほど町民課長からありました再生エネルギーの施設

についての固定資産税の減免というお話がありました。全体的な施設に対する固定資産税

の減免対応というのは念頭にないのでしょうか、その辺について確認をします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 固定資産税の減免措置という部分につきましては、基本的には法的に申し

上げますと過疎対策特別措置法の中で企業にかかわっての、誘致的には高いわけでありま

すけれども、ここの中でのいわゆる減免措置というのがまず１点ございます。それに基づ

いた中での根拠とした中で、町の企業誘致の促進条例もその法律の趣旨等を根拠としてそ

の条例の整備を図っているといったことがございますので、その過疎対策特別措置法にお

きましても製造業、工業等に対するいわゆる法律の適用ということがなってございます。

また、この法律につきましても恒久的な法律ではなくて時限立法的な要素も高いですし、

今後どうなるかという部分もございますけれども、いずれにいたしましてもそういった固

定的な対応ということではなくて、一時的な企業対策という部分が恐らく法の根拠にある

だろうと。そういった中で、また加えて業種的にも製造、工業といったことが法の適用と

いったことになってございますので、それらを根拠とした中でも条例対応をしたいという

ことになってございますので、現行のところはご質問にもございましたほかの設備、建物
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等についての固定資産税の対応ということについては法的なことも含めた中では難しいの

かなと思っているところでございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 質問の初めに申し上げましたように、支援をしようと思えば条例、規則、要

綱、これは変えながら対応していけるわけですから、今の副町長の説明ですとこれ以上の

町としての独自の支援策は進められないという意味でよろしいのですね。私はそのように

解釈しておりますけれども、それでそういうこと、例えばせっかくこういう事態になった

のですから、私は農業関係のこの企業誘致促進条例が対応できないというのは、やっぱり

ちょっと想定外だったから入っていなかったのかなということを思っています。ですから、

今は条例の内容について質問する場所ではありませんけれども、関連して申し上げればこ

ういうことも対応できるようにしていくべきだなというふうに思っています。 

それから、企業誘致促進条例では施設に対して２年間以内で7,500万円とか、従業員に対

する１人50万円でという、そういうものもありますけれども、実際に町が積極的に対応で

きるような範囲の、これはきっとバブル期に大盤振る舞いでつくった条例みたいに私は見

えるのです、言葉は悪いかもしれませんが。そういう面では、常に対応していける内容の

条例にこれを機会にやっていけたら、やってもらえたらなというふうに思っています。条

例改正の審議ではありませんけれども、ちょっとこの辺について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。 

 町長。 

〇水澤町長 このたびの農業法人の進出ということでのご質問でありまして、町としてそ

れ以外の対策はないのかというのが杉江議員のご質問だろうというふうに思います。この

進出企業につきましては、当初計画時から農業関係団体等も含めて町の担当窓口、そして

町全体での取り組みとしていろんな相談をさせていただいております。進出企業の要望等

につきましてもお聞きをしながら対応をしてきたつもりであります。今言われているよう

に企業誘致の促進条例につきましては、これに該当しないということは当初からお話を申

し上げておりまして、農業団体のほうも当然これは承知をしているということでありまし

た。そのほかに町としては何ができるのかということでもいろいろな検討を重ねてきたと

ころでありますけれども、社員住宅の建設についての条例でも変更をさせていただきまし

たし、そのあっせん等々についてもそういういろいろな相談をさせていただいておりまし

た。今後そのほかにないのかということでありますけれども、私どもとしては農業団体の

進出については国の補助が大変厚いものがありますから、それが異常に厚い中で自治体と

してそれに上乗せしたものができるのかどうかということも今後検討する余地はあるかも

しれませんけれども、今のところはなかなか見つけられないというのが現状であります。

また、さきにこのたびの今度の進出企業だけではなく、既にもう進出して肉牛として進出

している企業もありまして、その際にもいろいろお話しさせていただきましたけれども、
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現状として町でできるものについてはどうしても限られてしまっているというのが現実で

ありまして、今後農業経営団体のほうで町に対しての要望が出てきた場合については、そ

の要望に真摯に耳を傾けながら対応できるものは対応してまいりたいというふうに考えて

おりまして、そういう面では今のところ新たな法人のほうからの特に要望、強い要望が今

のところはないという現実であります。今後どういう形になるかは、今企業がどんどん工

場を含めて、社宅も含めて事業を進めていますから、その際に町への要望があるとすれば、

これについてはできることはいろいろ考えてまいりたいというふうに思っていますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 １点確認をします。 

最初の町長答弁にありました中で酪農クラスター事業、私も畜産関係の国のそういう事

業については余り詳しくないのですが、ここに書いてあるクラスター事業で支援を受けら

れるような可能性があるのか、そういう対応として今手続をやっているのか、そのことだ

けちょっと確認しておきたいと思いますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、ただいまの畜産クラスターに関してのご質問にお答えさせて

いただきます。 

畜産クラスターに関しましては、農業関係団体で組織します畜産クラスターの協議会の

ほうで浦幌町の畜産クラスター計画というものを策定をします。その中には、当然中心的

な経営体ですとか担い手の経営体が入っていなければなりませんので、この中に入ってい

る法人でなければ、個人法人でなければだめだということになっております。その中で、

計画主体は私ども協議会なのですけれども、その後それに応じた補助の部分というのはま

た国で予算を別に用意をしておりまして、それが省力化につながるですとか、生産性増加

につながるという機械を導入した場合については、今回の補助でいいますと２分の１にな

っておりますけれども、それを点数化をされて浦幌町については何千万円の補助金を見ま

しょうと、その中で配分がされるという形になってございまして、希望される機械につい

ては要望調査を行いながら上部機関に出しておりますけれども、その審査を受けながら配

分されるされないというのがそこで決まりますけれども、そのような制度になっておりま

す。 

以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 それでは、次の農業委員会に対する質問に移りたいと思います。 

 農業委員会の会長のほうから、農地行政にかかわるさまざまな手続について細かく説明

がありました。事務的な手続の問題でなくて、農業委員会としての姿勢をちょっと聞きた

かったなと思っているのですが、既に農業委員会さんは私らより状況把握はしていると思
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うのです。質問通告書にも書きましたけれども、現に昨年の秋ごろから農地価格の変動が

起きています、明らかに。地域でお話は耳に入ってきますので、うわさでなくて多分真実

だろうと思って聞いている部分がたくさんありますから、そういう中でここにも書きまし

たけれども、大手が力に任せて３条申請をたくさん出してくるよというようなことになら

ないように、これは今農業委員会も農業者の選挙でなくて町長が推薦して議会で承認する

農業委員さん、制度もそのようになりました。ですから、本当に独立した農業委員会の農

地行政の番人かといったら、これはもう最高責任は町長にありますから、農地行政の問題、

それから先ほどから質問している産業振興というような問題も含めて町長の責任がやっぱ

り重たいと思うのです。そういう中で、農業委員さんには既に起きている農地価格、賃貸

料、それから調整でのいろんな問題が出てくると思うのですが、その辺のことについて農

業委員としての考え方、改めて伺ってお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。 

 農業委員会事務局長。 

〇佐藤農業委員会事務局長 私のほうからただいまの杉江議員のご質問にお答えさせてい

ただきたいというふうに思います。 

 農業委員会会長のほうからただいまご答弁申し上げましたように、農地の取得につきま

しては大きく分けまして農地法３条による申請を出されて許可を受ける方法と農業委員会

の調整、いわゆるあっせんを受けて行う方法があるということを申し上げたとおりでござ

います。農地法３条に基づきます許可を受けて農地を取得するというような場合には、先

ほど会長のほうからご答弁申し上げましたように、あくまでも農地の所有者と受け手の中

で協議を進められて、合意に基づきまして農業委員会のほうに申請がなされるものという

ふうに考えておりまして、そのことにつきましてはやはり所有者の意向等を尊重せざるを

得ないかなというふうに考えております。３条の許可につきましては、いろいろな許可要

件がございまして、農地の耕作目的以外での権利の取得の禁止、いわゆる全部効率利用要

件ですとか、それから年間150日以上の農作業従事が求められている農作業従事要件等がご

ざいまして、またそのほかにも地域調和要件というのがございまして、その中では価格等

も許可要件になっておりますので、その辺につきましてはただいま総会の中で慎重に審議

をしながら決定を行っているというようなことでございます。 

また、権利者調整委員会等におきまして、あっせんの申し出があった場合には権利者調

整委員会の中で調整を行っているわけでございますけれども、その中では農地の取得後の

経営面積ですとか、それから効率的な利用が見込むことができるのかどうか、また集団監

視することができるのかどうか等を総合的に判断をいたしまして調整を行っているところ

でございます。したがいまして、１法人あるいは１個人に偏ったといいましょうか、その

ような調整はもちろんできないわけでございまして、権利者調整委員会の中で総合的に判

断をしながら調整を行っているということですので、ご理解いただきたいなというふうに

思っております。 
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〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 手続については、私も農業委員経験者でございますから十分わかっているつ

もりでございます。 

それで、実態といいますか、ご承知だと思います、農業委員さんは。特に下浦幌の場合、

土地条件のよくないところも生産法人を設立してもらってそれを耕作してもらってきたと

いう経緯がございます、ご承知だと思いますけれども、法人を設立して。そういうことに

かかわって、なりわいとしてやっておられる方もたくさんいるのです、そこにかかわって。

今、言い方は悪いかもしれません。力に任せて３条申請がたくさん出てくれば、調整能力

の範囲も超えますね、はっきり申しまして。ですから、そういうことにならないように先

ほどからこちらのほうで、前段のほうで審議しておりました地元の業者としてできる支援

はしながら農地のあっせん、利用についてもやっぱり協調できるところを探ってほしいな

というふうに思うのです。都合のいいところはいい値段で代替で使いたいと、条件よくな

いところはあっせんでできたと、そういうことができるだけならないような農業委員会と

しての考え方、それから町としてもそういうバランスのとれた農地の利用ができるような

体制に支援策は支援策で考えていってほしいということなのです。片方だけ都合のいいこ

とを言って、農地利用をこれは都合悪いということではなくて、基盤強化による調整を主

体に農地利用を進めれば今担い手が来る、あるいは今後ともそういった農地を集約されて

しまうような農地行政にならないような対応をしていただきたいと思っておりますので、

その辺について伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 農業委員会事務局長。 

〇佐藤農業委員会事務局長 先ほども農業委員会の会長のほうからご答弁申し上げました

けれども、担い手への農地集積、集約化、それから遊休農地の発生防止、解消等の農地利

用の最適化の推進について、農業委員会の重点事項として位置づけされております。本町

の基幹産業であります農業、そして特に大切な農業、農地を守る、担い手への農地集積、

集約化を基本といたしまして、今後とも適正な農地行政を進めてまいりたいというふうに

考えております。 

〇杉江議員 終わります。ありがとうございます。 

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、８番、河内富喜議員の質問を許します。 

 ８番、河内議員。 

〇河内議員 通告書に基づき一般質問をいたします。 

 新潟市の小学校２年生の痛ましい事件は、記憶に新しいところであります。事件は、ま

ちの大小に関係なく起きているのが現況であり、その際特に防犯カメラの証拠性が大きな

意味を持ち、事件解決につながる場合がふえております。現在映像の証拠性にまさるもの

がないのが現実であり、設置することで犯罪抑止につながることも全国の事例から明らか
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になっています。 

また、ほとんどの市町村では、防犯カメラの設置に当たってはプライバシー保護のため

のガイドラインも同時に制定されています。現在札幌市では、国際化が進む中で2020年ま

でに170町内会に2,000機、内容としては上限16万円、３分の２の補助によるものでござい

ます。公の空間に500機の防犯カメラの設置を進めています。住民のための安全、安心のセ

ーフティーネットの整備は、今や全国的な住民ニーズになっていると考えます。また、近

年帯広警察署長も就任に当たって、第一に防犯カメラの設置促進を掲げています。防犯カ

メラの設置については、平成26年12月７日の第４回定例会でも一般質問をさせていただい

ておりますが、今回次の３点についてお伺いをいたします。 

１点目、我が町では防犯カメラの設置は一部を除き進んでいないのが現況であるが、住

民の安全、安心のセーフティーネットとして今や防犯カメラの設置は必要不可欠であり、

町の広聴活動によるホームページに掲載されていた町民の声を謙虚に受けとめ、今後段階

的に整備拡充すべきと考えるが、いかがお考えですか。 

２点目、警視庁が2000年に制定し、2014年に改定した安全・安心まちづくり推進要綱に

防犯カメラが追加され、まちづくりの必須な要素になっているが、行政としてこの要綱、

目的に基づき連携した防犯対策の必要性についてどのようにお考えですか。 

３点目、町がみずから行わなくても自治会や防犯協会等の組織が行う防犯活動やその対

策に対して独自の補助制度を設けている自治体も存在します。我が町としてもこのような

制度を創設し、防犯カメラの設置を促すべきと考えるが、どのようにお考えですか。 

以上、３点について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 河内議員のご質問にお答えをいたします。 

 １点目の防犯カメラの段階的整備拡充についてでありますが、町の公共施設では人的監

視が難しく、物的被害があった場所に一部設置している現状ですが、町内においてはＡＴ

Ｍ設置の金融機関を初め、事務所や店舗等で防犯用として設置されているところがあると

思われます。本町では、下校時における防犯指導員による防犯パトロール、イベント時に

よるＰＴＡ等の皆さんによる夜間パトロールやさまざまな見守りネットワーク事業など町

民総ぐるみで児童生徒が事件に巻き込まれないように防犯対策を継続実施しています。最

近実施の大都市における町内会対象の防犯カメラの設置に関するアンケートでは、補助制

度があった場合に設置すると回答した33％より設置しないと回答した51％の町内会が多い

という結果が示されました。これは、プライバシー保護が重要である、住民の理解が得ら

れない等の意見によるもので、町民の声でも回答させていただいたとおり、現在のところ

はプライバシー保護等の観点から積極的に設置する考えは持っておりません。 

２点目の警察庁が制定した安全・安心まちづくり推進要綱についてですが、この要綱は

警察庁生活安全局長名で各都道府県警察の長に宛てた犯罪を取り締まる警察組織としての
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推進事項であり、追加事項として特に犯罪が多い地区における防犯カメラの設置推進を図

るものとして通達しているもので、2014年に改定された要綱では安全・安心まちづくりの

推進に必要な資機材として防犯灯、防犯ベル等に加えられました。防犯カメラ設置が犯罪

抑止の有効な手段の一つであると認識していますが、犯罪が多発する環境にない本町では

プライバシー保護を心配する町民の声等を考慮したとき、早急に対応すべきではないと考

えております。 

３点目の防犯カメラ設置等の補助制度についてですが、先ほども述べさせていただいた

とおり、防犯カメラ設置についてはプライバシー保護等の観点からも慎重に対応していく

必要があり、地域コミュニティによる人間の目による監視行動を優先すべきものと考えて

おります。また、行政区における防犯活動を支援する補助制度については、今後市街地区

等の行政区長さんとの意見交換を通した中で調査してまいりたいと考えているところであ

ります。 

 以上、河内議員への答弁といたします。 

〇田村議長 暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５２分  休憩 

午前１０時５３分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

８番、河内議員。 

〇河内議員 現在こういうような認識でおられるということでご回答いただいたわけです

が、ここで一番大きな要素になっているのはプライバシーの保護というようなことが全て

の答えの中に背景としてあるのかなというような認識をさせていただいたところでござい

ます。また、その犯罪については浦幌町においてはまだまだ起こるような状況ではないと

いうようなご認識もこのご回答からいただいたのかなと受け取っております。 

防災でも、また火災でもそうでありますけれども、そういったものを防ぐに当たっては

やはりあるという前提のもとにそういったものを備えていかなければならないというのが

私は考え方としてはまともな考え方でないかなと思っております。そういうような点で、

私も今回の質問をさせていただいた経緯がございます。また、広聴活動における町民の声

の中にも心配されてどうなのだと、防犯カメラについてもっと設置を考えたほうがいいの

ではないかというような町民の声も上がっているわけです。そういった中で、従来の質問

の答えにほぼ変わらないお答えをしているということについて大変疑問に思っておりま

す。 

そこで、何点かお聞きしますが、例えば広聴による町民の声の回答では通学路の防犯活

動については現在月に10日程度、下校時に車両による防犯パトロール等で対応していると。

その他のイベントとか、そういうことが起きたときにはその都度警備を担当、いろいろ配
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慮しているというようなお答えでございますけれども、それでは十数日、下校時の防犯パ

トロールで対応しているということですが、そのパトロールをしていない日についてはど

のように安全性を確保しようとしているわけですか、まずその点について１点お聞きしま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまの件につきまして説明させていただきます。 

下校時にパトロールということで、防犯指導員２名で車両による市街地区の巡回、啓発

活動を行っております。月10日程度ということで、昨年度の実績で言いますと118日間実施

いたしまして、実施している時間は14時から16時の２時間ということで実施させていただ

いております。月10日程度ということですから、残りの日数の防犯の活動といいますか、

対策はどうなのだということのお話であるかと思いますけれども、確かに車による巡回と

いうことを行っておりますが、と同時に啓発ということで放送を行いながら各市街を回り

ながら町民の皆様に注意喚起を行っております。そういう意味で、その以外につきまして

は町民の皆様による自発的な注意喚起に基づいた防犯意識を高めていただくという意味も

込めて月10日ということで実施させていただいておりますので、それ以外はということは

こちらのほうで防犯指導員が動くという形ではございませんけれども、それぞれの啓発に

よる意識高揚を図った上でそれぞれ対応していただくという考えでございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 今の説明では、なかなか納得できないようなところが多いですね。大切な子

どもたちにできるだけ安全、安心のセーフティーネットを一重でも二重でも三重でもやは

りやってあげられるのであれば、それはやってあげるべきであろうと私は考えますが、そ

の辺についてどのようなお考えをお持ちですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 下校時の対応につきましては、通年ではございませんけれども、保護者

の方とか地域の方々のボランティアによる４月に行う下校時の見守り隊といいますか、そ

ういう方々もご協力をいただいて行っていただいております。また、地域の皆様による見

守りといいますか、ネットワークといいますか、直接子どもたちではございませんけれど

も、地域ネットワークという高齢者の方とか、そういう方々の見守りネットワークもござ

いますので、そういうものにつきましては通年といいますか、行っている部分もございま

すので、総合的に防犯対策というふうに考えております。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 私が前回、３年前に同じような質問をしているわけですけれども、その後私

も随分この防犯カメラについては報道等、いろいろな場面で防犯カメラがネックになって、

事件の決定的な証拠とか要件になっていると、要素になっているということを非常にかい
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ま見ているわけです。当然全国の自治体においてもやはり、先ほどは2014年のこの警察庁

の要綱、安全・安心の要綱については非常に防犯的に注意が必要だとか、そういった意識

の高いところをそういった前提としているものであるというような考え方に立っていると

いうようなお答えでしたけれども、私は先般、今看護師が闇サイトの事件に巻き込まれて、

29歳の主婦ですか、連れ去られたということも、あれも防犯カメラでいろいろなことが明

らかになった中で犯人が非常に自首するようなところまで来ておりますけれども、まだ捕

まっていない犯人もいるわけですけれども、その事例を挙げたらまあまあ全てが防犯カメ

ラということでの対象になっている。例えばコンビニの防犯カメラを警察が捜査のために

そういったものを使っている場合もありますし、またマンションだとかアパートだとかの

防犯カメラの普通の民間の設置されたものをいろいろ警察がそういった調べることによっ

て一つの手がかりを得ているというようなことがもう事例を幾つ挙げたらいいのでしょう

ね。もう相当な件数があると思います。ですから、私は３年半前にこのことを聞いたとき

よりは、そういった防犯カメラの必要性は非常に高まっていると思いますけれども、そう

いった認識はないのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまの件につきまして説明させていただきます。 

先ほど町長の答弁の中にもありましたが、防犯カメラの設置が犯罪抑止の有効な手段で

あるということは十分認識をさせていただいております。また、今お話があったとおり犯

罪捜査の重要な手がかり、また証拠になるということも十分認識はさせていただいており

ます。ただ、本町におきまして設置する必要性が高いかどうかという話になりますと、統

計のお話になりますけれども、犯罪数の統計で言いますと平成27年までは町内におきます

犯罪数が２桁ございましたけれども、28年、29年は１桁ということで、当然人口数が減っ

ておりますから件数も減っているということがございますけれども、そういうような状況

でございますので、直ちに防犯カメラの設置が必要かどうかということを問われた場合に

は、すぐ対応すべきものではないというふうに今のところ考えているところでございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 必要でないということでの今そういった背景があるのだよということでの犯

罪件数が大まかな点で示されたわけですが、先ほど札幌市の場合もやはり国際化というこ

とが大きな１つ背景にあるのかなということで、浦幌においても国際化が進むということ

は、私は今こういったことについてはよりやはり対応していくべきでないかなという考え

を持っております。そういったことに対しての考えはありますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 今お話がございました札幌の事例を挙げてご質問されたというふうに思

いますけれども、札幌の人口は196万人、本町の約410倍でございます。また、観光客数を
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調べてみますと昨年度の上半期だけで1,000万人を超えていると、そういうような大都市で

ございます。本町がその大都市と比較して同じ目線で考えるべきかどうかということを問

われた場合に、同じ目線で一律対応すべきことにはなかなかなりづらいのかなというふう

に考えておりまして、今後そのような状況が本町に生まれてきたら、当然そういうことも

考慮すべき課題かとは思いますが、現時点におきましてはそのような状況にはなかなかな

いのかなと。また、札幌の場合は人口増がまだ進んでおりまして、本町の人口以上の人口

数が毎年ふえているということで、不特定多数の方がどんどん、どんどん市内にふえてい

るという状況もありますので、そういう背景があって今回のような札幌市が措置をとった

のかなというふうに想定しております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 今札幌の場合は観光面でのということでございましたけれども、浦幌の場合、

今後あれですか、観光以外で国際化に対応していかなければならないということは考えら

れませんか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 私の考える範囲では、観光客の国際化ということが１番目に想定されま

すが、それ以外につきましては現状ではなかなか難しいというか、想定するものがないと

いうふうに考えております。 

以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 大変苦しい答弁だなと私なりに理解をさせていただいております。私は、や

はり今後そういった状況が起きた場合には、こういったことをちゃんと進めていただきた

い。それは、やっぱり町民目線に立ってやっていただきたいということを申し上げておき

たいと思います。 

あと、この中でプライバシーの保護ということについて随分うたっているわけですけれ

ども、プライバシーの保護というのはやはりガイドラインとしてどこでも機能しているわ

けです。ということは、先駆的に取り組んだところについては、もうプライバシーの保護

と防犯カメラの設置というのはセットなのです。必ず防犯カメラを設置するときにはプラ

イバシーの保護をガイドラインとして設けるというのは、これは前提なのです。それで、

お聞きしますけれども、防犯カメラを設置したところでプライバシーの保護に関する何か

問題があったとか、漏れてしまったとか、そういったこと等が問題になったところを認識

していますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまの件につきましてお話をさせていただきますが、プライバシー
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のガイドラインを作成したところで何か問題があったかどうかの把握をしているかどうか

という問いだったと思いますけれども、私のほうではそういう課題等を把握はしておりま

せん。 

以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 ということは、町民の方は恐らくはそういったガイドラインをしっかり設定

した中で防犯カメラを設置すれば、プライバシーはきちっと保護されるのだということを

理解されていないのではないかなと思うのです。ですから、前向きにそういったものを考

えてやるのであれば、まず住民にプライバシーの保護はこういったことで担保されるので

すよということを前提としてやはり考えていかなければならないのではないか、もっとや

はり行政としてその辺をきちっとポイントとして捉えていかなければならないのではない

かと思うわけです。その上で、防犯カメラの設置については考えていくということが私は

筋道ではないかと。もう最初から住民がプライバシーについて不安を持っているから、ど

このまちですか、大きなまちではこういった統計が出ているから、防犯カメラについての

ニーズはないのだというような捉え方というのは、ある一面を見てこうやって言っている

だけの話です。ですから、私がこうやって資料で調べてあるのですけれども、これは大手

の警備会社が無抽出で500名の方にアンケート調査をとった資料ですけれども、やはり防犯

カメラが設置されていると安心と感じますか、これは聞き方にもよるのでしょうけれども、

ここにこの回答として男の方は59.6％がやはり防犯カメラがあると安心できると。女性に

至っては71.2％です。やっぱり女性と男性というのは感覚が違うのだなと。やはり女性は

家庭、子どもたち、そういったものを身近に感じているから、こういった安心できるとい

うような数字が出ているのかなと思うわけです。やはりそういったことも含めて、それは

どのデータをとるかによっていろんな答えがあると思いますけれども、私はプライバシー

の保護についてはそういったガイドラインをきちっとやれば守られるのだという前提でこ

ういったことについて取り組んでいただきたいと思いますが、そのことについていかがお

考えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 プライバシーの保護を理由に防犯カメラの設置をしないということはど

うなのかという問いだったかなというふうに考えておりますけれども、現在防犯カメラの

設置について、各行政区とか区長さんあたりからそういう要望はこちらのほうに届いてい

ないという現実はございます。ただ、防犯カメラ、そういうような要望がたくさん出てき

て設置する必要性が出てきたならば、確かに今言ったようなプライバシー保護のガイドラ

インの件につきましては当然検討すべき内容だとは思っておりますけれども、現時点にお

いてそのような多くの方々、広く意見が出ているというふうに認識はしておりませんので、

現時点では今のところ考えていないところでございます。 
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〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 このことについて、先ほど町長からお答えをいただいているのですけれども、

非常に浦幌町が国際的な流れの中で、いろいろそういった防犯については考えていかなけ

ればならないというようなことも私は心配している。それらも含めて、町長の防犯カメラ

の設置についての考え方について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 河内議員が犯罪対策に対して大変心配されるということはよくわかります。

また、新潟県の小学校の子どもの事件についても国民全体が胸を痛めているところだろう

というふうに思いますし、日々の暮らしの中で起きてはならない犯罪が残念ながら起きて

いるということも事実だろうというふうに思います。 

また、今河内議員から言われている防犯カメラの設置の第一の目的は、見られていると

いう意識の中で計画的な犯罪を諦めさせて犯罪を未然に防ごうというのが第一目的であり

ますし、第二の目的は犯罪が発生した場合、犯人の特定に役立つということが防犯カメラ

の大きな目的だろうというふうに、それは議員がご指摘になっているとおりだろうという

ふうに思います。 

先ほどもお答えをいたしましたけれども、特に警察庁の安全・安心まちづくり推進要綱

の中では、防犯カメラは特に危険の多い地区についての推進が重要だということでの認識

だろうというふうに思いますし、特にそういう面では大都市のような人間関係の希薄なと

ころ、また犯罪が多発する地帯についてはその必要性が増してくるのだろうというふうに

思っていますし、今議員が言われたようにアンケートでいえば大都市住民の危機感はそこ

にはあるのだろうなというふうに思っているところであります。ただ、浦幌のように治安

が比較的というか、よく、また特に繁華街とも言えるような場所、また特に犯罪が多い地

区とか場所が現在ない、そういう町の中で計画的な犯罪を抑止するために防犯カメラを設

置する必要があるのか、またあるとすれば犯罪はいつどこで起きるかわからないわけであ

りますから、町全体を防犯カメラでカバーしなければならないと。防犯カメラは定点観測

でありますから、全ての地区をカバーしなければならないということになります。そうい

う意味では、町中を防犯カメラで監視の目をめぐらすということになりますし、そういう

面ではどうなのかなというふうに思っているところであります。特に先ほど通学路の問題

も言われましたけれども、通学路も長大でありまして、そこに全て防犯パトロールではな

く防犯カメラで子どもの安全を守るということが可能なのかどうかといえば、これはまさ

に不可能だろうなというふうに、特に広大な浦幌町の町内においては無理だろうなという

ふうには私は感じているところであります。 

また、ガイドラインの話もされましたけれども、防犯カメラについてはガイドラインを

つくったとしても町民のモニターで誰が見ているかわからない、またいつどこで映される

かわからない、プライバシーが守られないというそういう不安、心の不安についてはどこ
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まで行っても解消はされないだろうというふうに思っているところであります。 

また、これは防犯カメラは抑止ということでありますけれども、議員が言われるように

防犯カメラがあっても重大な犯罪は起きているというのが現実であろうというふうに思っ

ています。私は、今現状の浦幌町において防犯カメラが全てのセーフティーネットとして

必要不可欠であるという河内議員の指摘については、私はそういう現在どうしても必要で

あるという認識については持っていないということでありまして、基本的に町民を常に監

視する社会、また監視される社会を構築するということについては町民の抑圧感とかプラ

イバシーの問題、そういう観点からしても安心して暮らせるまちづくりには望ましいもの

ではないというふうに考えているところであります。 

浦幌町としましては、犯罪の起きないまちづくりを常に希望しているわけでありますけ

れども、これまで同様、安全、安心なまちづくりについては浦幌町としては常に防犯パト

ロール等々で町民の皆様と総ぐるみで安全なまちづくりをこれからもつくってまいりたい

というふうに思っておりますので、ご理解をぜひお願いをしたいなというふうに思います。 

また、札幌の行ったアンケートにおきましても特に設置場所がどこなのだということで、

アンケートを見ますとやはり繁華街とかそういうところでありまして、通学路とかそうい

うところに設置するという必要性については残念ながら15％の回答率だというふうに認識

をしているところであります。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 町長の考えはわかりました。 

私は、質問の中で段階的にということの言葉を使わせていただいております。これは、

やはりあくまでも全町を全て理想的には網羅すべきであるけれども、住民のニーズ、例え

ば独自の制度をつくった場合には町内会のコンセンサスが得られなければそこにはつけら

れないわけですから、そういった制度をつくっても住民が必要ないと感じるところにはつ

けなくていいわけです。だから、例えば国のそういった制度もございますし、利用できる

ところと利用できないところがございます。これも含めて、例えば国の制度、町の例えば

公空間の整備、公園だとか、そういう通学路だとか公的なもの、公的なものは公空間とし

て町が整備すべきである。また、町内会については住民のコンセンサスを得ながら、十分

ガイドラインも説明した中で、理解した中で、うちの町内にはつけさせてくださいという

ようなことがあればつければいいだけであって、全然そんな監視社会だとかなんとかとい

う意味合いでこのことを私は確認しているわけではないわけです。ですから、今後もうち

ょっと、考え方がちょっと時代に合っていないというか、全くその辺をもう少し私は時代

のニーズ、また背景というものを十分、また住民の意識というものも十分考えた中で進め

ていただきたい。特に女性がどうこのことについて感じているのか。これは、私が先ほど

も言ったように男性と女性はやっぱりこういったものに対する安全の意識というのは違い

ます。その辺を十分わきまえて、今後このことについてまたいろいろ考えていただくとい

うことにご期待を申し上げて質問を終わりたいと思います。 
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 終わります。 

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。 

 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、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。 

 暫時休憩いたします。 

 

午前１１時２１分  休憩 

午前１１時３５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 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、浦幌町男女共同参画についてお伺いいたします。本年３月に浦幌町男女共同

参画基本計画が策定されました。本町における男女共同参画の実現に向けた総合的な施策

の指針として位置づけるものであると記載されています。そこで、次の４点についてお伺

いいたします。 

１つ、基本目標の１、男女共同参画の実現に向けた意識の変革とありますが、この意識

の現状をどのように把握しているか。把握の方法とその結果について確認をさせていただ

きたいと思います。また、施策の方向が１から４まで示されていますが、主な事業として

町民グループ活動支援、町民や企業と協働した子育て支援、主体的な男女共同参画推進活

動への支援、地域子ども育成事業、ドメスティックバイオレンスの防止事業、児童虐待防

止事業、虐待防止等強化事業とありますが、それぞれにどのような支援事業なのか、その

内容を具体的に伺います。 

２、基本目標の２、働く場において男女が対等に参画し、女性が活躍できる社会とあり

ますが、施策の方向１について主な事業として企業の取り組みに向けた支援や人材育成へ

の支援を行うとありますが、その内容を具体的に伺います。 

３、基本目標の３、地域において男女がともに支え合い、安全・安心で住みよい地域社

会とありますが、施策の方向１から３までについて、主な事業として男女共同参画地域づ

くり事業、主体的な男女共同参画推進活動への支援、諸団体の長への就任率向上に向けた

支援、災害時ボランティア活動への支援とありますが、それぞれの内容を具体的に伺いま

す。 

４、計画の推進体制と進捗管理は浦幌町課長会議にて行うとありますが、以上３点の事

業や支援について10年間の計画期間の中での実施における具体的なタイムスケジュールを
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お伺いいたします。 

以上、４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１項目めのご質問にお答えします。 

 浦幌町男女共同参画基本計画は、平成11年に男女共同参画社会基本法が制定されてから

18年が経過し、男女共同参画の取り組みが進んでいることを受けて、本町においても女性

も男性も一人一人がみずからの意思でさまざまな社会活動に参画する機会を確保しながら

活気あるまちづくりを推進するために本年３月に策定をしたところであります。 

１点目の基本目標１、男女共同参画の実現に向けた意識の変革の意識の現状の把握方法

とその結果についてでありますが、本町では男女共同参画の意識を広く町民に浸透させる

ため、男女共同参画講演会の開催や町広報紙で啓発を行ってまいりましたが、町役場職員

の研修も兼ねた参加人数は平成27年度が115名、平成28年度が95名、平成29年度が119名と

なっており、ほぼ横ばい状態となっております。このうち、町役場職員を除いた参加人数

は平成27年度が45名、平成28年度が23名、平成29年度が55名と全体の４割程度で推移して

いることに加え、各種審議会委員や行政区長における女性の参画割合が依然低いことから、

実質的な男女共同参画の意識が定着していないものと考えているところであります。 

施策の方向で示している主な事業の町民グループ活動支援及び主体的な男女共同参画推

進活動への支援は、笑顔輝く地域づくり支援事業の活用を推進するとともに、町民や企業

と協働した子育て支援では保育事業により仕事と育児の両立を図り、地域子ども支援事業

は青少年の多様な体験機会の拡大や豊かな心の育成事業を実施するものであります。また、

ドメスティックバイオレンス防止事業、児童虐待防止事業及び虐待防止等強化事業は従前

同様、北海道や警察機関、児童相談所、町関係機関との連携により相談と支援体制の充実

を図りながら早期発見とアフターケアに対応するものであります。 

２点目の基本目標２、働く場において男女が対等に参画し、女性が活躍できる社会の企

業の取り組みに向けた支援や人材育成への支援内容についてでありますが、企業の女性活

躍推進の取り組み支援として、より多くの女性が能力を発揮できるようリーダーとして期

待される女性を対象とした研修の機会を確保するため、ワークライフバランス講演会を開

催し、無理なく働き続ける環境づくりの支援を行ってまいります。また、北海道が実施し

ている女性のチャレンジ支援講座の開催案内を町広報紙で周知するとともに、企業が独自

に講座を開催する場合、北海道女性の活躍支援センターの協力により講師の派遣を支援し

てまいります。 

３点目の基本目標３、地域において男女がともに支え合い、安全・安心で住みよい地域

社会の具体的な事業内容についてでありますが、男女共同参画地域づくり事業は男女共同

参画講演会の開催により町内における男女共同参画の意識の向上を図るものであり、主体

的な男女共同参画推進活動への支援については町民による主体的な活動を支援するため、
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笑顔輝く地域づくり支援事業を活用してまいります。また、諸団体の長への就任率向上に

向けた支援及び災害時ボランティア活動への支援は、町広報紙やまちづくり出張説明会に

おいて男女共同参画基本計画策定の意義と理解を深めることで女性が参画しやすい環境づ

くりの支援を行ってまいります。 

４点目の10年間の計画期間におけるタイムスケジュールについてでありますが、本町で

はこれまで講演会の開催や町広報紙などで男女共同参画の意識啓発を行ってまいりました

が、今後は浦幌町男女共同参画基本計画に基づき、年度ごとの推進管理を積み重ねながら、

中間年である５年目を目標に事業を展開してまいりたいと考えているところであります。 

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 国の基本計画が示されまして18年目、ようやく浦幌町の男女共同参画プラン

が策定されました。非常に今までの形とは違った具体的な内容でいろいろと策定がされて

いるということで、非常に大きな一歩ではないかということであります。10年間の間にい

ろいろと見直しを図りながら推進していくということでございます。 

意識の現状の把握方法をお伺いしたのですが、具体的に参加人数とかなんとかというふ

うに書いてありますが、意識の把握というか現状と、それからこれからのいろいろとやら

なければならないようなものは具体的に考えているかどうかということを１点目お伺いし

ておきます。 

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 ただいまのご質問でございますけれども、１点目の意識の現

状と結果に関してのご質問だったというふうに考えますけれども、答弁の中で平成27年度

からのまちづくりの男女共同参画講演会の参加者の実績を踏まえながらということでご説

明させていただいておりますけれども、具体的に申し上げますと先ほど職員を除く一般の

方々の参加者数につきまして平成27年度が45人、そして平成28年度が23人、そして29年度

が55人ということでお答えさせていただきましたけれども、内訳的にいきますと27年度で

あれば男性が13人、そして女性が32人、同じように28年度は男性が７人、女性が16人、そ

して29年度は男性が18人で女性が37人ということで、それぞれ男性、女性、人数は微妙に

出入りはあるのですけれども、この中でもこちらの受け方としてなかなか参加人数がふえ

てきていないというのが実態であります。 

また、意識的なことに関しましては平成18年に庁内の検討会議とか、それから懇話会を

設置したときに全体の町民に対してのアンケートを行っているわけなのですけれども、そ

ういったものは今回は行っておりません。ですので、こういった講演会への参加人数を踏

まえながら、そのような形ということで認識をしているところなのですけれども、今回計

画を策定しましたので、今後進めるに当たりましては中長期的な形でそういった町民に対

してのアンケートだとか、そういった中で現状を把握してまいりたいというふうに考えて
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いるところでございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 一生懸命やられているということは伝わってはきておりますが、町民の意識

の向上がなかなか図られないということなのです。それで、何が原因で意識の向上が図ら

れないかということは行政サイドとして考えたことがあるかどうか、ちょっとお伺いして

おきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問ですけれども、非常に難しい部分があると

いうふうに捉えております。先ほども説明のとおり、いろいろな講演会等への参加につき

ましては職員研修も兼ねておりますので、会場を埋まるぐらいの人数の方々がご出席され

ておりますし、参加された方々からはいろんなご意見や評価もいただいているところでご

ざいます。ただ、これ以外の方々につきましては、これまでも町の広報紙とか、そういっ

た形では啓発しているのですけれども、なかなか見えないところがございます。そういっ

た形で、答弁の中でも説明しているところなのですけれども、まちづくり出張説明会とか、

実際地域へ出向いた中でさらに踏み込んだ形でご意見をいただく必要があるというふうに

考えておりますので、現時点では何がということが特定できないというか、お答えできな

いというのが現状でございますので、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 ６番、福原議員。 

〇福原議員 町の説明会や何かに意識の向上を図るような説明を本当に具体的にしていけ

るのかどうか、ここでちゃんと確認をしておきたいと思うのです。どのような形で町民に

意識の、ふだんの生活の中でもこの男女共同参画というのは、もう当然のことながら女性

の中では意識しなくても本当にいろいろな場面で共同に参画しているという意識を持って

いると思うのです。それをこういうふうな講演会ですとか、いろんなものに対しての意気

込みというかが感じられないというか、日常の生活の中に原因があると私は思っているの

です。男性の社会進出というか、職場を兼ねてのいろんなことに対しての陰の協力という

のですか、女性の。そういったものが非常にウエートを大きく占めていて、男性が社会活

動をするために女性が犠牲になっているというその自覚というのですか、そういったもの

が私は足りないのではないかなと思うのです。多分家庭の中で夫が仕事に行くといったら

全面、いろんなものを女性が男性に対して靴下から、着る物から、あれから、これから、

食事から何からと全部用意して、そのほかにいろんなことで男女共同参画社会を目指せと

言われてもなかなかする時間がないというか、そういうところで本当に家庭の中からの男

女共同参画を変えていかないと、日本古来の形として女性が尽くすことに生きがいは感じ

てはいないのですが、その辺の尽くすことにとられる時間が多いので、やはり家庭の中か

らしっかりとこういったものを問題を提起してやっていっていただきたいと私は行政に伝

えておきたいのですが、その点についてどのように考えているかお伺いしておきます。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問ですけれども、今回の基本計画につきまし

ては基本目標の１が男女共同参画の実現に向けた意識の改革ということで、これは家庭に

かかわるものでございます。また、基本目標２は仕事にかかわること、そして基本目標の

３は地域活動にかかわることということで、この３つを備えた中で男女共同参画を進めて

いくという基本計画でございます。 

ただいま福原議員のご質問の中では、女性の中ではというお話がございましたけれども、

先ほど講演会の参加者についてもご説明させていただきました。この中でも男性、女性、

それぞれ一般の方も出席されておりますけれども、私たちが分析した中でいうと男性が少

ないという認識もあれば、女性も人数的にはどうなのかと。出席している人数でいうと、

確かに一般の方で女性が男性より多いのですけれども、女性もそれでは100人とか、そうい

った大きな数字は集まっていないというのが現状でございます。この中でいきますと、男

性、女性にかかわらず、やはりそういった意識とか、そういった活動をしていくというも

のをそれぞれの気持ちの中で持っていただいたり、ふだんの活動の中でもそういったこと

を心がけるということが大事だというふうに考えております。先ほど出張説明会というお

話をさせていただきましたけれども、それも地域のいろんな事情等によりまして全ての地

域に入ることはできませんので、これまでも広報等でいろんな啓発をしておりますけれど

も、なかなか今まで取り組んでこれなかったのですけれども、そういった男女共同参画に

ついての特集とか、そういったものも打っていくというのが今回の計画に基づく事業とい

うふうに捉えていますので、そういった形で進めていければ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 ６番、福原議員。 

〇福原議員 すばらしい計画ができましたので、本当に具体的に、今までと同じ方法だと

この計画は本当に絵に描いた餅みたくなります。変わった視点で、また新しい試みで女性

の参画の実現に向けた意識の変革というのでしょうか、ものを私は希望していきたいと思

います。これからも長い目で、10年間というスパンですから、本当にすぐきょう言ったか

ら、あしたからできるというわけではないのでしょうが、やはりその努力目標を掲げて実

現に向けて行政のほうもやっていただきたいというふうに思っております。 

２点目の基本目標についてのことについてお伺いをいたします。働く場において男女が

対等に参画し、女性が活躍できる社会というふうにうたってあります。企業の取り組みの

ことなのですが、今まで企業が主体的に対等に参画して女性が活躍する社会を目指して独

自の方法で勉強をした経緯があるか、それと実績が何かあるかどうか、ちょっとお伺いを

しておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 
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〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問ですけれども、町内の企業におきまして男

女共同参画とか、そういった支援講座的なものを行っているかというご質問ですけれども、

それについては実績がないという状況でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 行政を飛び越えてというか、山林関係なんかは女性が機械や何かを使ったり

というか、本当に従来なら考えられないような山ガールというのでしょうか、そういった

方も対等に参画して、北海道でない方が参加しているということは、非常にまたそのとき

においては魅力があるから、多分そういう場で活躍していらっしゃるのではないかと思い

ます。行政で支援しなくても企業がきちっと女性のチャレンジを支援しているということ

について、行政は何か補助的な支援みたいのはしてきたのかどうか、ちょっとお伺いして

おきます。 

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お答えいたします。 

企業のほうに女性を採用することに当たっての支援等あるのかということでございます

けれども、特にそこに限ったという支援措置はございません。 

以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 必要に迫られれば、行政の支援を受けなくてもきちっと企業では取り組むこ

とができるということがこれで証明されました。本当に行政としては、何かもっといろん

なところで行政の立場を活用してほしいというか、そういったことの思いもあるかと思い

ますので、今後もいろんな場面での企業の女性活躍推進において、行政として何か別な視

点でやっていっていただきたいなというふうに思っております。講座ばかりを開いていっ

てもなかなか理解度が浸透していかないと思いますので、現状を把握しながらしっかりと

体制も考えていってほしいというふうに思っております。 

３点目の基本目標３において、地域において男女がともに支え合い、安全・安心で住み

よい地域社会ということでお伺いしております。ここでも先ほども出てまいりましたが、

笑顔輝く地域づくり支援事業を活用してまいりますというふうにご答弁をいただきました

が、これはあくまでも町民による主体的な活動を支援するということでなかなか、お金を

出してやるから何かをすれという態度がありありと見えるのです。そうではなくて、やは

り講演会や何かを聞いて一番そういう男女共同参画の実現に向けた意識の高いのは、町の

管理職も含めた町の職員がたくさん参加しておりますので、どこの町村を見ても官が主導

していろいろとプランもそうですし、それから条例もそうですし、本当に町民向けにもい

ろいろなことをやるにしても行政が主になってやっているというのがよその状態を見てい

るとそのような感じがいたします。浦幌町は、なかなか行政はいろんなことをやって、本

当にずっと同じことをやって向上率が上がらないとか意識が改革されないとかとおっしゃ
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っていますけれども、ここ本当にいろいろと変革を求めるというよりもやっぱり町民に地

域社会の具体的な内容についてという投げかけというのでしょうか、そういったことは考

えているかどうかお伺いするのと先ほど笑顔輝く地域づくり支援事業ということで答弁い

ただきましたけれども、これはいつまで活用していくのかどうかお伺いしておきます。 

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 ただいまのご質問ですけれども、まず１点目の笑顔輝く地域

づくり支援事業でございますけれども、こちらのほうは平成22年度から取り組んでいる補

助事業でございますけれども、基本的には個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現という

ことで、それぞれ地域の団体等が実施する公益的な事業に対して町が支援するというもの

でございます。支援内容でございますけれども、先ほど金額的なことが議員からお話があ

りましたけれども、支援内容としましてはこういった対象事業に対する経費の補助もあり

ますけれども、そのほかにも町広報紙を使った掲載の協力とか、それから公益性を高める

団体との連絡調整を町が一緒に行うとか、またそのほかには町有施設の利用とか、単に補

助金だけではなくて町として、行政としてできるものということで支援をこれまで行って

きておりますので、今回男女共同参画の中でもいろいろなサークルとか、それから地域で

行う場合は補助金だけではなくて、そういった意味で支援をしていきたいというふうに考

えているところでございます。 

また、関連してなのですけれども、この笑顔輝く地域づくり支援事業につきましては、

もともと町が進めている町民と協働のまちづくりということで、官民一体となって町民の

方々のご協力をいただきながら進めていこうという事業が発端でございます。男女共同参

画につきましても今回基本計画ができまして、それぞれ先ほどの説明のとおり広報紙やま

ちづくり出張説明会の中でも啓発活動を行っておりますけれども、その中でこういったも

のを理解していただく中で町も一緒にそういった事業とか取り組みに関しましてはかかわ

っ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いうふうに思い

ます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 今まで平成18年、国で制定し、それから道でも３年後ですか、制定しており

ます。ようやく浦幌町も大きな一歩を踏み出したということで、一生懸命これからやって

いただけるのだと非常に期待をしております。 

４点目の10年間の計画、プランの中で、いろいろと模索をこれからされていくのだろう

と思います。実施のタイムスケジュールのことをお伺いいたしました。５年目を目標に事

業を展開してまいりたいというふうに答弁がございました。５年目を目標にということで、

これからのことですから、推理すると言ったら申しわけないのですが、考えますと、今ま

でと同じような状態でやっていくと意識の向上はなかなかしていかないのではないかとい

うふうに思います。それで、やはり課長会議において進捗管理をしていくというふうにプ
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ランの最後のところに書かれております。この結果によりまして、政策の効果や取り組み

を検証した上で必要な見直しと改善を図ることにより進捗管理を行いますということで書

いてあります。これを同じような状況にならないような努力をどのようにしていくか、ち

ょっとお伺いしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問でございますが、これまでの説明と重なる

部分がございますけれども、これまでは広報紙での啓発や、それから男女共同参画講演会

の開催というものが主でございましたけれども、今回改めましてこの家庭、仕事、地域と

いうものをそれぞれ基本目標に掲げながら計画を策定しましたので、まずはこの基本計画

に従いまして先ほどもご説明申し上げましたけれども、広報紙での特集を組んだり、地域

のまちづくり出張説明会の中で細かく説明してまいりたいというふうに考えているところ

でございます。５年目を目標ということで今進めておりますけれども、課長会議の中では

いろいろ毎年毎年の中の進捗管理を行ってまいりますけれども、この５年をめどにいろん

なものが少しずつ見えてくるのかな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 ６番、福原議員。 

〇福原議員 今までほとんど推移が見られなくて、意識が向上していかないということで

浦幌町の場合は推移しております。よその町村を例にとりますと申しわけないのですが、

男女共同参画推進課という課がございまして、それによっていろんなものを進めていると

ころもあります。そういうところは、女性の登用率も30％以上はとっくに超えていまして、

本当にいろいろと頑張っていらっしゃるし、まちも本当に活気があるすばらしいまちにな

っているのが十勝管内でも多々見られます。それで、そういった推進課、それからそのよ

うな画期的な方法で課長会議で提案していただきながらやるような気持ちというか、政策

はとれるかどうか、最後にここのところで確認をしてお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。 

 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。 

それぞれいろんな事業を進めているのはご存じのとおりだと思います。その事業を進め

るに当たって専門、専門、専門職員を配置しながら、専門の課を設置しながら、そして住

民の負託に応えていくというのが本当に理想な部分だろうというふうに思います。ただ、

ご存じのとおり本町の人口と、また職員数と財政規模等々を含めた中で、職員数について

はこの浦幌町の規模において果たして適正なのかといったようなご指摘もいただいている

のも事実でございます。そういう中にありまして、現在の課を設置している中にあって新

たな課を設置して設けるということについては、新たな人員配置といったことも考えられ

る対応になるだろうと。ただ、冒頭申し上げましたとおり現状の財政規模、また人口、そ
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して職員数と定員管理と、そういったことから新たな課の設置ということには本当に非常

にこれはでき得ないだろうというふうに思ってございます。職員は、本当に日夜努力して

頑張って仕事に励んでおります。その中で、少数の中で効率的な事業を進めるため、いろ

んな事業を各課、各課の中で進めております。また、各課の中でこなし切れないものにつ

いては、横の連携をとりながら進めているというのも現状でございます。そして、ある面

では男女共同参画というのは協働のまちづくりであるというふうにも認識してございま

す。協働のまちづくりは、行政が一方的に行うものではなくて、町民の方と一緒になって、

そして議会もご同意をいただきながらまちづくりを進めていくというようなことで理解を

してございます。その中にあって、職員は少数の中で日々励んで効率的な仕事をこなして

くということを、そして町民の方の財政負担にならないような事業を進めてまいりたいと

考えてございますので、ご理解を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 よく現状はわかりました。でも、課として独立させるのではなくて、兼任と

いう方法もあります。給料や何かもそのまんまで責任を持ってもらう課、今はまち政の中

の一つとしてやっていただいているのですが、横断的というのですか、いろんな課の方が

入っていただいて、教育委員会も含めて、福祉も含めて、全部の課でそういう男女共同参

画推進課と言ったほうがいいのですよね。そういうふうに職名を併用して記載していただ

くような方法も私はとれるのではないかと思います。やはりそうやって意識づけていくと

いうことが行政は一生懸命だから私たちも頑張らなくてはということで、やっていくまた

意識が変わっていくのではないかというふうに思っていますので、その辺なんかも考慮を

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。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問にお答えを申し上げたいと思います。 

各課横断的な対応をしてほしいということだろうというふうに思います。このことにつ

いては、進捗管理については課長会議をもって対応するということを基本計画の中にうた

ってございますので、その中でご理解いただきたいと思います。また、課長会議において

そういった協議事項については、それぞれの課の中でおろしてまいりますので、これは当

然各課、各課の中で認識として捉えますので、これは必然的に横断的な対応というふうに

なっていきますので、その部分については課長会議で行っていくということでご理解をい

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 従来の方法ですから、なかなかこの意識の向上も生まれなかったのではない

かなと。そういうふうに課として設置して、よその町村ではきちっとしたことをやってい

るところがやはり意識の向上も高いということですので、申し添えていただきたいと思い

ます。 
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１項目め、終わります。 

〇田村議長 次に、福原議員の２項目めを許します。 

６番、福原議員。 

〇福原議員 ２項目めについてお伺いいたします。 

理学療法士の配置についてお伺いをしていきたいと思います。少子高齢化と叫ばれてか

ら久しいが、この現象は日本中で起こっています。以前浦幌にも理学療法士が採用されて

いましたが、高齢化率の上昇とともに病気やけがなどのリハビリテーションの専門職とし

ての必要性が年々高まってきていると認識しています。そこで、次の２点についてお伺い

いたします。 

現在の高齢化率と町内外でのリハビリ診療を受診している人数及び関連性をお伺いいた

します。 

２、今後基本動作の回復や維持、障がいの悪化の予防、防止のための専門職を配置する

考えはないか伺っておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員の２項目めのご質問にお答えします。 

理学療法士の配置についてでありますが、リハビリテーションはけがや病気などにより

身体等の能力や機能が低下した状態から改善するよう働きかけること全般を指しますが、

本町においては町民の健康増進、介護予防及び予防医療を目的に平成15年４月から平成

17年10月まで理学療法士１名を配置していたところであります。 

１点目の現在の高齢化率についてでありますが、本年５月31日現在においては40.7％に

なっています。 

次に、町内外の医療機関によるリハビリ診療を受診している人数については、医療保険

でリハビリにかかわる受診者数を調べることができないのでお答えできませんが、介護保

険サービスにおいて居宅サービスの訪問、通所リハビリテーションを利用している方につ

いては23名、介護老人保健施設に入所され、在宅に向けてリハビリを受けている方は20名、

合計43名の方に対しまして介護保険サービスを提供しています。また、リハビリテーショ

ンを受けられている方の疾患等との関連性については、疾患別に脳血管疾患15名、整形疾

患14名、認知症10名、その他がんなどの疾患が４名となっています。 

２点目の今後町の専門職として配置する考えはないかについてですが、本町において理

学療法士を配置していたころに比べ、介護保険サービスの訪問や通所によりリハビリテー

ションのサービスを提供する事業所がふえたことにより在宅ケアが充実したこと、また介

護予防事業においては協力医療機関から理学療法士を派遣していただき実施しており、今

後においては介護予防の取り組みの機能強化を図るため、通所、訪問、地域ケア会議、サ

ービス担当者会議等へリハビリテーション専門職の関与による自立支援に資する事業を進

めるに当たり、引き続き協力医療機関との連携により実施する予定であることから専門職
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配置の必要性はないと考えているところであります。 

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 ただいまあと５分しかないというベルが鳴りました。５分ですよね。あと３

分ですか。多分時間超過すると思いますけれども、議長、よろしいですか、時間超過して

も。 

〇田村議長 制限時間を超える可能性があるということでございますので、会議規則第

61条の６項、ただし書きの規定によって特にこれを許可いたします。 

〇福原議員 ありがとうございます。 

私の理学療法士の配置の質問なのですが、先日まちなかカフェＤＥ議会ということをス

ーパーのところで行いました。そこのところで、うちの主人が３カ月ごとに病院を転々と

して、リハビリを受けられる施設を探しながら病院を回っていますと。それは、帯広市内

でないとないというふうなことで、奥さんが見舞いに行ったり、洗濯に行ったりするのが

つらいと、大変だということでお話がありました。浦幌ではできないのかと言ったら、リ

ハビリの理学療法士がいないので、なかなか病院も扱ってくれないしということで苦慮し

ておりました。そこでいろいろとお話をさせていただきまして、浦幌町の現状はどうなの

かということ、以前にいたのですけれどもという話になりましてお伺いをしているわけで

ございます。 

先ほど答弁の中にありました潜在的なリハビリテーションを受けている方の受診者数を

調べることができないということで答弁がありましたけれども、なぜできないのか、ちょ

っとその仕組みを教えていただきたいと思います。というのは、リハビリに通院している

方がかなりいるのです。骨を折って行っている方、それからそうやって入院しながらリハ

ビリを受けている方、それとほとんど手ですよね。それと足とかを折って、そのかかった

病院に行かなかったらリハビリが受けられないというようなことも何件か聞いておりま

す。現状は、施設に入っている方も全く医者から回復の見込みがないということで、下半

身というのですか、麻痺していても何の処置も受けられないで施設に入っているという方

もいらっしゃいます。そこで、私は何とか理学療法士という方がいればリハビリを受けら

れるのではないかなということでこの質問をしておりますので、先ほどのなぜお答えがで

きないのか、皆さんにわかっていただきたいということでお伺いをしておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 ただいまの件につきましてご説明させていただきます。 

なぜ答えることができないのかということでございますが、医療保険での受診者数とい

うことでございまして、毎月レセプトが本町のほうに届きます。件数が2,000件以上ござい

ます。その内容につきましても病名といいますか、リハビリということではなくて病名で

のレセプトということで、その中で具体的にリハビリ何名ということがそれでは判別がで
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きないということがございまして、そのような統計をとってはいないということでござい

ます。 

以上でございます。 

〇田村議長 福原議員、１回だけ許可いたしましたので、一般質問は既に制限時間を超え

ておりますので、終了させていただきます。 

〇福原議員 これで終了ですか。質問は受け付けないの。 

〇田村議長 受け付けないです。 

〇福原議員 わかりました。 

〇田村議長 後ほどまた担当者のほうから聞いてください。 

〇福原議員 非常に大事な質問だったのですけれども、打ち切られましたので、また再度

いつかのときに。 

では、終わります。 

〇田村議長 以上で福原議員の一般質問を終結させていただきます。 

 

    ◎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17日までの２日間、議事の都合により休会と

し、６月18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17日までの２日間、議事の都合により休会とし、６月18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 午後 ０時２６分 


