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開議 午前１０時００分 
     ◎開議の宣告 
○水沢議長 只今の出席議員は、15 名です。 
 14 番、島田議員は、病気療養のため欠席する旨通告がありました。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 議事については、配布しております日程表により進めますので、よろしくお願いいたし

ます。 
 
     ◎日程第１ 議会運営委員長報告 
○水沢議長 日程第 1、議会運営委員長報告を許します。 
 田村委員長。 
○田村議会運営委員長 議会運営委員会報告を申し上げます。 
 去る 9 月 5 日午後より、第 3 回町議会定例会 2 日目の運営について、正副議長の出席を

賜りまして、全委員の出席のもと議会運営委員会を開催し協議をいたしましたので、協議

の内容等についてご報告申し上げます。 
 本日は一般質問、質問者につきましては、2 番、杉江博議員、1 番、森秀幸議員、11 番、

松井泉議員、6 番、野村俊博議員、9 番、高橋利一議員、3 番、福原仁子議員、5 番、河内

富喜議員の以上 7 名の議員各位から、10 項目にわたりましての一般質問の通告がなされて

おります。また、それぞれ項目ごとに質問される申し出を受けております。 
 質問者の質問順位につきましては、通告受付順にご指名くださいますように議長に申し

入れを行っておりますので、よろしくお願いいたします。 
 なお、本日は日程どおり一般質問のみとなっておりますので、議員各位におかれまして

は、活発なる議論を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
 また、9 月 15 日、金曜日、最終日でありますが、9 月 4 日に報告申し上げました同意案

件 2 件、発議案件（所管事務調査申し出）1 件でありましたが、9 月 4 日本会議において、

議案第 74 号 浦幌町在宅福祉支援事業条例の廃止について、文教厚生常任委員会付託の案

件と同意案件 2 件、発議案件、意見書 2 件、所管事務調査 1 件の日程とさせていただきま

したので、ご了解、ご審議いただきますようお願いを申し上げます。 
 以上が議会運営委員会において協議をしました結果内容であります。 
 議員各位のご協賛とご賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、議会運営委員長報

告といたします。 
○水沢議長 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 
○水沢議長 日程第 2、一般質問を行います。 
 通告順に発言を許します。 
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 初めに、2 番、杉江博議員、杉江議員の質問は、1 項目ずつ行う旨申し出がありました

のでこれを許します。 
○杉江議員 私の今回の質問は、冷湿害対応と水の対策に関連して 3 項目にわたり質問い

たしたいと思います。 
 1 項目め、冷湿害に対する対応について。5 月下旬より 6 月にかけての冷湿害による対

策と今後の対応について、緊急的に必要と思われる事項について考えを伺いたいと思いま

す。被害の経過と状況については、7 月 10 日の産業建設常任委員会の所管事務調査に始ま

り、二度にわたる作況被害調査にて十分把握されていると思いますので、省略させていた

だきます。 
 まず 1 点目、町費での心土破砕工助成、道への補助事業要請についてです。補助事業と

して実施できた 3 年前までは、実績として 1000 ヘクタール前後、事業費で 1,800 万円く

らいの実績がございます。自費となってからは、17 年度実績で 580 ヘクタール、1,000 万

円程度に減少し、農家自身が財政的に自己防衛をした状況となっていて、本年の被害状況

を見るとき、沖積土と暗渠未施行地にとっては、致命的な要因になったと考えられます。 
 私たち農業者も、それぞれのルートにて道に対しての要請もしてきているところであり

ます。 
 2 点目、暗渠、明渠に対する増額助成についてであります。施工費の高いことや、春の

とりまとめ時点で、すでに予算を超過して申し込みとなっていることも配慮され、1 点目

の心破事業と合わせて緊急対策費としての措置が講じられれば、より一層の効果も期待で

きるものと考えます。 
 この 2 点については、財政状況の厳しさは、十分理解しているところですが、平成 5 年

以来の厳しい現実に、これら 2 点の緊急支援が必要でないかと考えるところです。 
 3 点目、まことに申し訳ありませんが、通告用紙に占有と記載しましたが、用語では占

用ということのようでございますので、訂正をお願いしたいなと思います。 
 河川敷地占用料の減免扱いについてであります。このことについては、過去に平成 5 年、

道が対応しており、土木現業所長より町長、農業委員会に対し手続きをするようとの通知

により、減額返還請求をしているものです。町もこれに準じて対応されていますが、本年

は、局地的な災害のため、こちらよりの申し出によらなければ実態の把握がされていなく

困難と思われます。河川法施行細則第 9 条第 1 項の規定により、畑で 20％以上の被害率に

より適用されることになっておりますので、当然多くの畑が該当するものと考えます。 
 なお、平成 5 年の実績でありますが、占用料として納めた額は、国、道、町あわせて 830
万円、そのうち減額返還額は 340 万円の実績となっております。またその中で、町への実

績は、納付額 85 万 6,000 円、返還額 18 万 9,000 円です。国に対しての対応はなされてい

なかったようです。 
 なお、17 年度の納付実績ですが、73 万 6,000 円、228 件となっております。この比率

で減額が実現すれば、今年度も 300 万円くらいの減額が見込めるのだろうというふうに予



 - 5 - 

測しております。 
 次に、4 点目でありますが、農地法 22 条での対応についてであります。農地法 22 条は、

「小作料の額が、不可抗力により、田にあっては、収穫された米の 2 割 5 分、畑にあって

は、収穫された主作物の価格の 1 割 5 分を超えることとなった時は、小作農は、その農地

の所有者又は賃貸人に対し、その割合に相当する額になるまで小作料の減額を請求できる

こと」となっております。 
 今年の被害の惨状をみるに、借地についてですから、ごくわずかな件数と思いますが、

間違いなく該当する農地が存在していると思います。過去に対応の実績は無いかもしれま

せんが、できることがあれば行政機関として周知し、お手伝いをしていく、これが本来の

姿だと考えます。 
 以上、4 点について対応と考えを伺いたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 杉江議員の 1 項目めのご質問にお答えします。 
 冷湿害に対する対応についてでありますが、第 3 回町議会臨時会において、異常気象及

び被害の状況等、また農作物生育状況調査、農業技術対策の周知、被害状況の把握、そし

て被害対策の調査検討を進めるべく「異常気象に伴う連絡会議」を設置しましたことにつ

いて行政報告をさせていただき、また、8 月 31 日には町議会産業建設常任委員会、町農業

委員会合同による作況調査が実施され、調査終了後、同日開催された産業建設常任委員会

において委員会調査報告書所見をいただいたところであります。 
 本所見で示されておりますが、町としても農業土地基盤整備、品目横断的経営安定対策

については、特に重要な対策として位置付けており、その対応について現在、関係機関と

協議を重ね、対策の検討を進めているところであります。 
 今後、天候により収穫時には、どのような環境になっているのか気がかりな面もありま

すが、最終的な被害把握については、各作物の収量調査により判明すると思われ、その内

容によっては、具体的な対策についてもその時点で確定できるもので、現時点においては、

基本的な概要方針として各質問項目についてお答えいたします。 
 ご質問の 1 点目及び 2 点目についてでありますが、農業土地基盤整備にかかわっての内

容ではないかと思われ、関連がありますので一括してお答えいたします。 
 冷湿害等の異常気象にかかる被害対策において、農業土地基盤整備が最も有効で即効性

のある対策であり、整備がされているところ、整備が不十分なところとでは、異常気象に

よる悪条件下においては大きな差をもたらすものであり、特に心土破砕事業においては、

一部の地域における道営事業による施行を除き、ここ数年、事業として取り扱ってきてお

らず、その対策は優先度が高いものと判断をしております。 
 暗渠、明渠整備については、町単独補助事業のほか国庫補助事業等の導入を図り、年次

的に進めてきておりますが、本町の広大な農地にかかり高い整備水準を保持することは、
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事業費確保から困難な面がありましたが、既定予算に対して別途、位置付けを図る必要性

があると考えております。 
 本町における異常気象による状況を国・道にご理解を賜り、農業土地基盤整備にかかる

国庫補助事業等の採択要望活動を強く進め早急に実施することを重点に補助事業・町単独

事業の見極めを図り、被害対策事業として取り組むことを基本的概要方針として進める考

えであります。 
 3 点目の河川敷地占用料の減免申請と実行についてでありますが、浦幌町の河川占用使

用料は、浦幌町普通河川管理条例第 8 条第 1 項第 2 号の規定により許可を行い、許可に基

づき占用料は、同条例第 21 条第 1 項の規定により徴収しており、平成 18 年 4 月 1 日現在

における河川占用は、農耕用敷地 34 箇所 107,709.92 平方メートル、採草放牧地 39 箇所

260,724.3 平方メートルの占用使用を許可しています。 
 占用料金の単価は、農耕用敷地で近傍類似の土地 1 平方メートル当りの小作料の標準額

に 100 分の 50 を乗じて得た額とし、採草放牧用敷地は小作料の標準額に 100 分の 30 を

乗じて得た額で算出し、年度末に徴収しています。 
 冷湿害による対策として、平成 5 年度に道河川及び町河川ともに減免措置を講じており

ますが、今年度においても、国、道河川占用地については、基準収穫量に対する減収が、

北海道河川法施行条例第 7 条及び同施行規則細則第 8 条の規定による基準を満たしている

場合における適切な事務対応の要請、また、町河川占用地については、農地法第 22 条及

び浦幌町普通河川管理条例第 21 条第 2 項の規定に適合する場合における減免措置にかか

っては、被害調査把握後、速やかに関係機関との協議・協力のもと被害農業者への経営環

境対策として適切な処理に努めたいと思います。 
 4 点目の農地法第 22 条の適用による賃貸料の減額請求手続きの指導などについてであ

りますが、当該法令条項は、災害等によって契約小作料が、その年の粗収益に対して相対

的に著しく高率となった場合に土地所有者に対し、一定限度まで減額の請求ができるもの

で、これを実施することは、減額負担を土地所有者に求めるものであり、過去の農業被害

対策において実施しておらず、本対策については慎重を期するものと農業委員会との協議

を終えているところでありますので、ご理解を願います。 
 以上、杉江議員の 1 項目めの答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 杉江議員。 
○杉江議員 過去の実績や現況を踏まえ、4 点の質問をさせていただきました。基盤整備

については、答弁の中で既定予算に対して別途位置づけを図る必要性があると考えている

ということでございますから、何らかの措置、提案があるものと私も期待をして、まだ実

態を掴めないという状況もありますから、十分にこのことを見守っていきたいなと思うわ

けです。 
 3 点目の河川敷地占用料の減免の申請でありますが、国に対しては、平成 5 年度実績は
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ないのですが、非常に草地が多い、非常に件数として少ないと思います。国が大々的に災

害があったことを認めて、先ほど申しましたように、向こうの方から通知という形でくれ

ばいいのですが、なかなか国に対しては難しいのかなと。そういう中で、道に対しては、

9 月の納付時期となっておりまして、ほとんどの場合、今 9 月に入って全額納付をする、

それの返還手続をするということになると思います。 
 町の方は、年度末の納付ということになっていると思いますので、納めないで免除をす

るという手続かなと…。このことについては、町の占用料については、できる限り積極的

に早い時期に対応していただきたいと思うわけです。 
 なお、私がこの質問書を準備、提出している間に、道の河川の方については、事務手続

き行っております農民連盟の方で了解を得て、今、手続に入りますという連絡を受けまし

て、このような質問の形になったことをまず報告しながら申し上げたいと思います。 
 いろいろな面で行政のお手伝いもしていただくということになろうかと思いますけれど

も、実はこのことについてはですね、今、ほとんどが青色申告となりました。平成 5 年当

時は、まだ白色申告が多くて、収量調査をほとんど組織で持っておりまして、簡単に調査

できたのですが、今は個人情報の問題もございましてなかなか資料の収集が大変だという

状況になっております。その中で、それぞれの立場で努力されているということをご理解

いただきながら応援をしていただきたいということであります。 
 それから 4 点目の小作料の減額請求の問題でありますが、非常に私は、この答弁には納

得ができません。農地法の精神はですね、農業者の土地所有と権利を守り、また農業生産

の増大を目指して、大きな目標のもとで、非常に優れた近代法律だと私は思っております。

ただいまの答弁聞きますと、減額負担を土地所有者に求めるものであり、農地法というの

は、農業者の利益を優先する、土地を守る、そういう精神だと私は思っているのです。 
 農地法は、昭和 27 年の 7 月 15 日に法 229 条として公布されたのですが、現在の小作料

制度というのは、従前は、物納で年貢と言ったと思います。終戦後ですね、進駐軍が第一

次農地解放を 1945 年の 12 月にやったのです。これは地主の解体だったのです。ご承知の

ように、派閥の解体もやりましたけど、しかし、第一次の農地解放が非常に進駐軍と農民

の反発を買って、次の年の 10 月、1946 年の 10 月に再度やったのです。これはですね、

国が土地を安く買い上げて、市町村の農業委員会が安い価格で小作の方々に売り渡しをし

た、その時に年貢を廃止して、小作料、お金で納めるということを決めたのです。時代劇

の見すぎかもしれませんけども、升の大きさが違ったら困るからお金にしたのかなと、そ

んなことも思うわけですけれども、余談ですけれども、そういう経過を経てですね、地主

が 206 万人いたと言われています。 
 しかし、地主の持っている農地は 200 万ヘクタールです。それで第二次農地解放では、 
牧野や新規の開墾地を 60 万ヘクタール以上開放して、農民に安い価格で買うように分散

をしました。しかし、その後ですね、地主は、非常に不当に安い価格で買収されたとして、

国会活動を展開しまして、1960 年に農地保障法というものを作りまして、その時は野党の
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反対で成立しなかったのですが、5 年後にようやく 1 へクタール 2 万円、最大一人 100 万

円を限度にですね、特殊な国債を発行することでこの地主対策を終えたと言われておりま

す。 
 私は、やはり農地法の最大の精神は、耕作している人間が土地を持つという、これを守

るという精神になっているのです。農地法に最初に書いてあると思います。そういう精神

のもとに、私は、この減額請求は、土地所有者に負担を求めるという考え方は、非常に農

地法の精神から馴染まないなというように、私は矛盾を感じているところです。 
 それぞれの項目について、再質問を申し上げましたけど、ご答弁をいただきたいと思い

ます。 
○水沢議長 農業委員会長。 
○塚田農業委員会長 4 項目めの農地法の関係でございます。 
 賃貸料の減額請求ということでご質問がありました。たしかに法律では、1 割 5 分、15％
の作柄が悪かった時には、請求できるということになっております。これに関しては、杉

江議員の質問内容は、これらを指導すれというような形だと思われます。今後、対策とし

て、かなりの減収が見込まれた場合には、先ほども町長の答弁の中でもありましたけれど

も、慎重を期するということでございますが、農業委員会といたしましても、考えを新た

にして、やるべき時はやらなければならないというふうに考えております。ご理解願いた

いと思います。 
○水沢議長 施設課長。 
○前田施設課長 町河川の占用料の関係につきましては、町長の答弁にもありましたが、

町河川の占用料の徴収については、年度末をもって精算するということになっております。

今年度の冷湿害の影響によって、どれほど被害があるかどうか、調査の結果をみないとわ

からないということから、これにつきましては、産業課もしくは農民連盟の方の調査を受

けまして、本人申請があった場合については、対応していきたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 杉江議員。 
○杉江議員 先ほど、再質問で聞き落としました。基盤整備について、前向きな答弁をい

ただいたわけですけれども、道に対してもですね、どのような対応があって、どんな見通

しがあるのか、非常に来年度以降の営農に緊急的な対応の要素がございますので、今年度

の事業に間に合うような支援があるのか、ないのか、その辺についてもできる範囲の対応

があった中で、報告できる範囲のものがあれば聞きたいと思います。 
 また、農地法の減額請求できる点でありますが、私もこの件については、道の農業会議

にもどのような対応事例があるのかということで、事実確認をしております。かなり多く

の対応事例がありまして、私は、当然このことは積極的に本町においても対応していくべ

きだと、非常に数は少ないと思います。しかし、できることはやっていく、この姿勢が大
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事かなというふうに思っております。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 1 点目の基盤整備の関係についてでありますけれども、今回の農業被害対策

について、昨日、農協とも協議をさせていただき、その後、道、十勝支庁への要請をさせ

ていただいております。そういう中で、本年度対策についても十勝支庁の対策というもの

が引き出してきておりますし、また次年度以降について、交付金事業による道の事業、国

の事業というものの申請をしていくということで、支庁とも話し合いをしているというこ

とでございますので、今後、その辺が少しずつ明らかになっていくと思いますけれども、

そういう要請活動を行っているということでご理解いただきたいと思います。 
○水沢議長 農業委員会長。 
○塚田農業委員会長 先ほども言いましたように、杉江議員からも農業会議の方へ問い合

わせているということでございますので、こちらの方といたしましても、農業委員会の委

員の皆様の意見も聞きながら、取り進めてまいりたいと思っております。よろしくお願い

いたします。 
○水沢議長 次に、2 項目めの質問を許します。 
 杉江議員。 
○杉江議員 2 項目めの質問をさせていただきます。 
 国営農地防災事業対象外農地への対応について伺いたいと思います。この問題につきま

しては、度々予算あるいは決算の審議の中でもお聞きしている事項でありますが、こうい

う年になりましたので、あえて一般質問という形でやらせていただこうというものでござ

います。 
 事業対象外農地の面積や本年の被害状況の把握はできているのでしょうか、ということ

です。整備の行われていない農地の被害状況がいかに大きいか、こうした事態が発生する

前の対応を望んでいたわけですが、防災事業への計画変更による参加がほぼ望みが無くな

った現時点で、早急に対応策を示すべきと考えます。 
 町は、整備事業の導入に向けて、先ほどの基盤整備事業もそうですが、どのような対応

をしてきたのか。今後どのような取り組みをしていくのか。また、どんな見通しがあるの

か、伺いたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 杉江議員の 2 項目めのご質問にお答えします。 
 国営農地防災事業対象外農地への対応についてでありますが、計画概要では、事業調査

地区面積 4,310 ヘクタール、うち面整備計画面積 2,953 ヘクタール、整備対象外面積 1,357
ヘクタールとなっており、事業主体である帯広開発建設部において、町との情報連携のも

と状況把握に努められていると聞き及んでおります。 
 整備事業の導入に向けては、これまで畜産基盤再編総合整備事業を始めとした草地更新
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事業、国庫補助事業の導入による整備、また国営直轄明渠排水事業、排水事業にかかる国

直轄事業の促進等、そして町単独の基盤整備事業を進めてきております。 
 今後は、本年の異常気象にかかる対策と相まって補助事業の導入、町単独事業について

検討してまいります。 
 以上、杉江議員の第 2 項目めの答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 杉江議員。 
○杉江議員 今までも、先ほど申しましたように、幾度かの質問をさせていただいており

ますが、この問題についてはですね、今、報告がありましたが、なかなか沖積土地帯だけ、

先ほど言われている事業導入もならず、地域の農家は、「どうして事業から外れたのか、ま

た防災事業の追加はできないのか、何かの事業導入はできないのか」という必死の訴えで

あります。 
 過去の議会答弁ではですね、「町単独補助で対応してください」という答弁もありました。

しかし、面積的に沖積土地帯は、非常に特定の人たちが大きな面積を持っているという場

合が多いのです。全体的な補助対象になっていない、沖積土でない土地もたくさんありま

すけれども、面積的に財政負担ができる規模ではありません。町の単独補助で 40％補助で

すから、かつての下浦幌の米びつ地帯と言われた沖積土地帯がですね、息切れ状態にある。 
 先ほども申し上げましたように、本当に今年のような状態にならないうちに、何とか手

を打ってほしかったな、しかしながら、23 年までの国営事業が完了するまでは、たぶん事

業どりはできないのか。また違う形で何らかの方法があれば、また骨を折っていただいて、

先の見通しの立つような対応をしていただかなければ、本年の緊急対策含めてですね、事

業が入るなら暗渠多少我慢して、それまで待とうかということもあると思うのです。非常

に単独補助の場合は、負担が多いわけですから、そのことも含めて再度考えを伺いたいと

思います。 
○水沢議長 産業課長。 
○中川産業課長 下浦幌地区の防災事業地域につきましては、今、杉江議員がおっしゃる

ように、沖積土地帯で白字の部分で対象にならないかとか、先ほど報告いたしましたよう

に、1,300 ヘクタールもあるということで、先ほど町長の方からも申し上げましたが、こ

の冷湿害対策の中で、町単でできる分については町単でやっていくという考え方でありま

すが、今、道の方に、先ほど町長が申し上げましたように、要請をしております。小規模、

国・道の暗渠、明渠に対する補助事業が何とか一定程度要請に応えていただけるのではな

いかという方向性で進んでおります。そういう中で、下浦幌地区の白字についても取り組

んでいきたいという方向性で進んでおりますので、それで救えない場合については、町単

で少ない予算でございますが、その中で事業をやっていきたいというふうに考えておりま

す。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
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 杉江議員。 
○杉江議員 非常に明るい答弁をいただきましたけれども、年度的な見通しについてはど

うなのでしょう。これが本当に一番気になるところなのですが、まだそこまではいってい

ないのか、5 年後の将来展望だとどうもこじつけた答弁かなといううがった見方もしたの

ですけれども、是非見通しがあることなら答えていただきたいなと思います。 
○水沢議長 産業課長。 
○中川産業課長 先ほど、町長からも申し上げましたが、今、申請中でありますのではっ

きり「できます」ということは言えませんが、私どもの方で要請している分について申し

上げたいと、これを何とか実現に向けて努力をしてまいりたいと考えておりますが、心破

につきましては、本年度含めて面積等の関係もございますので、要望として 3 カ年、それ

から明渠につきましては、これからできる部分がありますので、それも含めて 18、19、
20 の 3 カ年で予定しております。それから暗渠につきましては、着手までにいろいろな測

量の問題だとかありますので、来年度、平成 19 年度から 3 カ年ということで、今申請を

している段階でありますので、ご理解をいただきたいと思います。 
○水沢議長 次に、3 項目めの質問を許します。 
 杉江議員。 
○杉江議員 3 項目めの質問をいたします。 
 中浦幌における提内水処理についてであります。この件については、15 年に陳情があり

まして、要望した案件だと思います。中浦幌地域の区長さん方の要望案件でもございます。

その後、どうなったのか。中浦幌の円山地区より帯富地区にかけて、大雨時の内水処理に

困難を極めている地域が数箇所あります。中でも帯富地区については、120～130 ミリの

降水量で民家が床下浸水寸前状態であり、平成 15 年 8 月 9 日、10 日の大雨により庭先ま

での増水をしております。 
 本年 4 月 20 日の 100 ミリ程度の雨と融雪水により、ビートの苗の水没など、浦幌川の

河床高と思われる状況にて排水されない事態は、以前より指摘されているところでありま

すが、実態は承知のことと思います。 
 このことについて、陳情以降、どのような対応があって、どのような回答があったか。

また今後の対応、方針について伺いたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 杉江議員の 3 項目めのご質問にお答えいたします。 
 中浦幌における堤内水処理についてでありますが、ビートの育苗時に一部地域において

異常気象による農業施設にかかわる冠水被害等があり、今後、同様な状況においては被害

が懸念されます。 
 道河川にかかる堤内排水処理も要因の一部としてとらえられると思いますので、今後は、

北海道に関係河川の堤内水処理対策について特段の配慮を願うべく要請してまいります。 
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 以上、杉江議員の 3 項目めの答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 杉江議員。 
○杉江議員 先ほど申し上げましたように、これは陳情案件で当然対応されている事項だ

と思います。この陳情以降の対応で、どのような道との協議があったのか、また見通しが

あるのか。非常に抽象的な答弁でして、どう取り次いでいいかわからないような答弁なの

ですが、しかし、災害についての問題ですから、私も道も財政状況がよろしくないのは、

わかっております。 
 しかし、災害を放置するというわけにはいかないので、そう簡単に河床を下げるという

状況にはならないのだというふうに思うのですが、円山地区においても、たしかポンプの

貸付といいますか、そういうことで一時的な対応をしているというふうに聞いております。

この帯富地区においてもですね、緊急時にはそういう対応ができるような体制にできるの

か。第一の質問は、道との協議の答弁をいただきたいということと、2 番目に緊急的な対

応を、町としてできるのか。あるいは、土木現業所とそういう協議をしながら、土木現業

所がやっていただければ一番いいことですが、具体的な話としてご答弁いただきたいなと。 
○水沢議長 助役。 
○安藤助役 今の道河川の内水の関係でございますが、台風、大雨時には、必ずと言って

いいぐらい町の方で緊急にポンプアップしている箇所がございます。この関係につきまし

ては、土木現業所の方にも主要懸案事項ということで毎年要望をあげているところであり

ます。ただ、回答につきましては、そういう内水の排水については、町の方でお願いした

いということで、ずっと継続ということになってきております。 
 台風、大雨時につきましては、町の方で今までも常室地区、それから円山地区、それか

ら国の方になりますけれども、下頃辺川の稲穂地区、朝日地区、その辺はみんな町の方で

ポンプを持っていって対応をしております。 
 この関係については、樋門が付いているところであります。浦幌川とか下頃辺川の増水

によりまして、樋門を閉めるということもございます。この関係で内水が滞留しまして、

氾濫するということでございまして、その時には樋門の管理者の方から町の方へ連絡して

いただいて、ポンプの手配等をしているところでございます。 
 今後も道、国の方にも要請をしてまいりたいと思っております。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 杉江議員。 
○杉江議員 今申しあげた帯富地区はですね、かつて樋門を閉めたことがない、閉めれた

ことがないという状況のようであります。ということは、川の水と同じ高さで家の軒先ま

で水がくる、閉めれば水没すると、こういう状況は間違いないのです。そういう状況です

から、民家の災害にまで及ばないような対応が是非必要だなと。大概の場合は、水門を閉

めたら内水が溢れるから、ポンプアップしますよということが大概の状況だと思うのです
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が、帯富地区の場合はちょっと状況が違うよということで、十分調査されて道とも協議の

上で、将来的な懸案事項として是非進めていただきたい、進めなければ 150 ミリになった

らどうなるのだろうと常に思っています。今まで私が知る範囲では、先ほどもちょっと 2
年の事例申し上げましたけれども、非常に際どいということは、理事者の皆さん、担当者

の皆さんも十分わかっておられると思います。その辺での、道もですね、話のしようによ

ってのらりくらり先延ばしすれば楽ですから、そんな簡単に「うん」とは言ってくれない

と思うのですが、その辺の対応を是非もっと強力に、災害が起きないうちに何とかしろと

いう、対応ができないものかというふうに思います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 浦幌川を中心に非常に雨が降ると水が出て、農地、民家、北栄地区もそうで

すけれども、そういうところで非常に被害が出ているのも実態であります。私も常に道、

国に対して排水機場の設置を含めて要請しているところでありますけれども、なかなか国

も基準を持っているようで、なかなか手を付けてもらえない現状にあるというような現在

の状況であります。これからもさらに強力に要請活動を続けていきたいと、このように思

っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
○水沢議長 これで杉江議員の一般質問を終わります。 
 次に、1 番、森秀幸議員の質問を許します。 
○森（秀）議員 私は、この定例会におきまして冷湿害に対する今後の対策についてを質

問いたします。なお、只今杉江議員と重なるところもございますが、質問させていただき

ます。 
 今年は、5 月下旬から 6 月にかけ大雨による湿害、350 ミリの降雨がありました。また、

日照不足が重なりました。7 月に入り、記録的に雨量が少なく干ばつ傾向で推移いたしま

した。このため、農作物の生育に厳しい気象条件となり、農業生産額が減収されることが

予測されます。冷湿害、干ばつに強い農業を作るためにも、基盤整備の充実や土づくり対

策が必要であると考えます。 
 そこで、次の点についてお伺いいたします。 
 1 点目として、土づくり対策として緑肥、堆肥切り替え事業の増額予算は、見込めない

でしょうか。2 点目として、品目横断的経営安定対策の対応について、お伺いいたします。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 森議員のご質問にお答えいたします。 
 冷湿害に対する今後の対策についてでありますが、異常気象及び被害の状況等、また、

「異常気象に伴う連絡会議」の設置にかかる説明につきましては、先ほどの杉江議員の答

弁と重複する部分もありますので、割愛させていただきますのでご理解を願います。 
 1 点目の土づくり対策として緑肥、堆肥切り替え事業の増額予算についてでありますが、

工事施工による面整備事業と併せ、「土づくり」そのものにかかわる緑肥、堆肥切り替え対
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策についても災害に強い農業づくりに向けて農業土地基盤整備の一環として講じなければ

と思うところであります。 
 緑肥対策については、既に道費補助事業を導入し進めてきておりますが、引き続き今後

も、その必要性から積極的に導入を図り、また、堆肥切り替えし事業についても、町単独

事業としてその継続性を重視してまいります。 
 いずれにいたしましても、各作物の収量調査にもとづく被害状況を把握した上で、関係

機関と協議し、その内容により適切な対策の検討に努めたいと考えております。 
 2 点目の品目横断的経営安定対策の対応についてでありますが、中川農林水産大臣、管

内選出の各道議会議員、農林水産省担当官の来町時に農業被害にかかわる状況について配

慮をいただくよう強く要請を行っておりますが、先般、町農業会館で行われた品目横断的

経営安定対策説明会において、ＪＡ北海道中央会より過去の生産実績に基づく支払いの交

付額算定について、被害年にかかり現在、農林水産省で検討調整中との説明がありました

が、今後、予断は許されませんので、被害状況が交付額算定に考慮されるべく引き続き関

係機関と協力し、要請に努めてまいります。 
 以上、森議員の答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 森議員。 
○森（秀）議員 只今、町長から答弁をいただきました。 
 緑肥対策につきましては、継続性を重視してまいります。また、堆肥切り替えの方につ

きましては、状況を把握した上で関係機関と協議し、その内容に適切な対策の検討に努め

たいというご答弁でございました。 
 冷湿害、干ばつなど、被害時の緑肥・堆肥の効果ですが、これは投入することにおいて

ですね、腐植が増えます。これによりまして、特に湿害の多い粘土地帯ですけれども、粘

土粒子の間にですね、クッション的な役割をするということも聞いておりますので、通気

性、通水性が向上されてくるわけであります。また、この有機質をえさとする微生物が増

えますと、その働きで土壌に団粒構造ができ、土壌が締まるのを防ぐと。どうしても湿害

に当たる農地は、逆に干ばつにもやられ易いというような症状が出ます。この有機質の投

入によりまして、保水、保肥力を高めると思います。 
 このようなことにおきましても、有機物の投入による土壌改善が一番大事なのかなと思

われますし、災害に強い農業、また経営安定のためにもですね、土づくりが重視されると

思います。 
 また、今、農家では、トラクター、タイヤローダーを所有しているところもありますけ

れども、これらのものにつきましては、堆肥を集めるだけのものにしか過ぎないと思いま

す。堆肥の切り替えというのはですね、大型のパワーショベルでですね、移動しているわ

けですけれども、ただの移動ではなくですね、堆肥をすくってですね、たくさんの空気を

入れることによりまして、より良質な堆肥、また堆肥の促進にもつながるということでご
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ざいますので、この堆肥の切り替え事業につきましては、各個人の家ではとても困難なの

かなということも思います。そういう面で、どうか予算措置の増額を要望するわけでござ

います。 
 もう一点の方の品目横断的経営安定対策につきましては、16 年度、17 年度、18 年度の

生産実績に基づく支払い制度になることはご承知だと思います。なかでも、今年は、非常

に冷湿害ということで産業建設常任委員会の方でも 7 月 10 日に管内的にもいち早くです

ね、この作況調査を行いました。かなり 5、6 月の影響がありまして、このままいっても

まともに作物の回復ができないのではないかということも懸念されました。また、中川大

臣、さらには管内選出の各議会議員の方も被害状況を見ていただきました。このことにつ

きまして、冷湿害対策本部の設置ということで、協議をしていただきたいと、産業建設常

任委員会の中でも話が進められておりました。 
 その中で、浦幌は管内的にも非常に冷湿害の被害が大きいと思います。そういった関係

で、政務活動として、今まで国に要請なのですけれども、その点、どのような形の中でな

されてきたのか。また冷害対策本部の今後に向けての考えというのは、どうなのでしょう

か。その 2 点をお聞きしたいと思います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 政務活動について、私の方から答弁させていただきたいと思います。今回の

冷湿害対策については、中川農林水産大臣に来て見ていただいております。その後、農林

水産省からも係官が 1 名浦幌町へ来て、被害状況の実態把握に来ております。その後、私

も上京の機会がございましたので、農林水産省の派遣されてきた係官のところにもお尋ね

して、また経営安定対策室と言いましたか、そういうのが農林水産省にあります。そこに

行って、上司の調査官の方にもお願いし、何とか現状を見ていただいているということで、

しっかりと対策をお願いしたいということをお願いしてきているところであります。その

折にも、塩川調査官ですけれども、中川農林水産大臣から直接この品目横断対策をとるよ

うにと、18 年度の除外に対する対応をとるようにということを直接電話で指示を受けてい

るということを話しておられました。私としましても、機会あるごとにこの対策について、

また農政活動について陳情を行っているところであります。北海道につきましても、ちょ

うどこの時期に出札しておりましたので、それぞれの担当部署を回りながら、被害状況を

訴え、その対策について要請をしているところでございます。対策本部の関係につきまし

ては、課長から説明させていただきます。 
○水沢議長 産業課長。 
○中川産業課長 最初に、緑肥と堆肥の切り替えしの関係でございますが、森議員がおっ

しゃいますとおりで、今回の冷湿害の主な原因は、土の中の団粒構造が潰れて、硬くなっ

たということが大きな原因と考えられますし、有機質の投入がいかに大事であるかという

ことが農家の皆さんにも理解をされたのではないかと思いますし、町といたしましては、

今、町単でやっている部分に、さらに要望等を聞きまして、町単事業としても上乗せをし
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ていきたいと考えておりますので、ひとつご理解をいただきたいと思います。 
 それから、産業建設常任委員会の中で、冷害対策本部を設置していただきたいという要

請でありますが、これは先般も町長と組合長と協議をしまして、今の時点ではかなり管内

でも早くこの面に対しての対策をとれたのではないかと、そういう中で、十勝的には作況

はかなり回復してきているという状況でありますが、浦幌においては、一部駄目なものは

駄目ということでございますので、先ほどから申し上げておりますように、土づくり、基

盤整備に重点を置いて、今後対策をとっていこうということで、とりあえず連絡会議の中

でさらにそれらを詰めまして、最終的に 10 月末、11 月等に収量が把握できた段階で、最

終的な対策本部を作るかどうかという決断をしていきたいというふうに考えております。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 森議員。 
○森議員 土づくりに関しましては、大変前向きなご答弁をいただきまして、ありがたく

思っております。また品目横断につきましては、本当に今年の数字が今後、各農家に配分

される、本当に大事な数字になるかと思われます。どうかその辺のことをですね、最大限

の考慮をしていただくようにですね、強く国へ要請すべきと考えます。以上です。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 森秀幸議員がおっしゃるとおり、来年からの農業政策の変換という中で、16
年、17 年、18 年の生産実績、これが大きくかかわってくる内容のものであります。今年

のような冷湿害の被害が大きい年がカウントされると、これが来年からの所得に直接響く

という内容のものであります。今後も要請活動を行ってまいりますが、昨日、十勝支庁で

支庁長と農政振興部長とお話した時にも、できれば被害があった作物、地域について、全

ての除外をということでお願いをしておりますけれども、なにせまだ国の方針も見えてき

ていないという状況で、支庁長のお話では、北農中央会の情報が一番早いのではないかと

いうようなことを申しておりました。今後、北農中央会にも情報収集に努め、また道議会、

国会議員、中央会等にも要請活動を行ってまいりたいと、このように考えておりますので

ご理解をよろしくお願いしたいと思います。 
○水沢議長 これで森議員の質問を終わります。 
 次に、11 番、松井泉議員の質問を許します。 
 松井議員。 
○松井議員 私は、留真温泉開発事業の前倒しによる建設計画の必要性について、地方自

治の最大の使命である住民の生活安定と福祉の向上の観点から質問いたします。 
 本事業については、先の 6 月定例会における一般質問に対し、町長はまちづくり計画に

おける平成 22 年度の計画を前倒して建設して行うべき、と判断したと答弁されました。 
 その中で、本事業建設にかかる起債償還時期については、町の公債費償還計画では、償

還額のピークを過ぎた、平成 24 年からの償還になると町財政の見通しを述べております。 
 町長は、財政再建を最重要課題として、住民に財政再建のための痛みを伴う上下水道料
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金等、住民のライフラインと福祉に関しての諸料金の値上げを行ってきており、このこと

は町民にとって、日々の暮らしを圧迫し、それでも町のため、いつか暮らしが必ず良くな

るとの思いで耐えている状況であります。一日でも早く、町民の暮らしを圧迫する要因を

解消し、住民の生活安定と福祉の向上を図ることが行政の最大の努力目標であります。 
 本町にとって、留真温泉は貴重な観光資源であり、いずれ着手しなければならない懸案

事項ではありますが、留真温泉開発事業にかかる起債償還については、言いかえると借金

に対する支払能力があり、新たな借金にもお金が向けられるということであり、財政的に

は痛みを伴った町民とともに再建に取り組んできた成果でもあります。 
 この成果について、痛みを伴っている町民に還元するのが先決であり、町民を守る行政

の本来の使命であると思われます。そこで、次のことについて質問いたします。 
 上下水道料金等のライフラインや福祉に関する公共料金の見直しが先決であるべきであ

りますが、これを行わず、計画の前倒しをしてまで留真温泉開発事業を進めるのは、進め

るべき順序が違うと判断しますがいかがでしょうか。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 松井議員のご質問にお答えいたします。 
 ご質問は、町民の生活に密接な水道料等の各種使用料の見直しをせずに何ゆえ今、留真

温泉を建設するのかという趣旨であると思いますが、留真温泉は、ご承知のように昨年の

12 月に燃料の高騰が原因で休館。本年 4 月からの開館を予定しておりましたが、開館する

には多額の修繕費がかかり、また、今後、燃料価格が下がる様子もなく、管理委託業者か

らも現状のままでの経営では赤字累積が大きくなり採算がとれないということで、協議し

た結果、4 月以降も休館することで決定させていただきました。 
 冬期間、休館するにあたり、昨年 12 月の町議会定例会において、阿部議員から「留真

温泉の今後の運営をどうするのか」というご質問に対し、「役場職員によるプロジェクト会

議や町民による検討委員会を設置して再建について考えてまいりたい」旨の答弁をさせて

いただきました。 
 同時進行で、平成 16 年度に創設されたまちづくり交付金事業の活用について、庁内課

長会議と庁内まちづくり交付金事業プロジェクト会議で検討し、留真温泉の整備、産業交

流施設の建設、健康公園通りの改修を計画し、3 億 4,000 万円の全体事業費となりました

が、うち 1 億 3,000 万円が国からの交付金として見込まれる計画であります。残りの約 2
億円については、過疎債を 1 億 6,000 万円ほど予定しており、整備時には約 4,000 万円の

一般財源をもって実施できることになります。 
 平成 19 年度から平成 22 年度の間に事業を行い、起債の償還計画といたしましては、過

疎債は 3 年据置きの 9 年返済で、償還額の約 70％が地方交付税措置されることから、単年

度償還額はおよそ 600 万円となります。 
 現在の起債償還額は、普通会計で年間 14 億円ほどでありますが、償還が始まる平成 24
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年頃には年間約 8 億円の償還額と推計されており、1 年間のおよそ 600 万円ということで

あれば十二分に償還できるという財政的見通しと、当初計画の温泉改築事業には補助の道

は無かったのですが、まちづくり交付金事業の活用により町負担が少なくなるという推計

の下、2 年前倒しをして取り掛かった方が将来的にも町民の福祉の向上のためになると計

画させていただきました。 
 まちづくりと財政健全化をどのように両立させていくかでありますが、町民の皆様には

財政健全化のために負担をお願いし、投資的事業を極力抑えながら執行しております。し

かし、抑えていくだけでは次のステップにはなりません。財政健全化をしながら町の活性

化、まちづくりをバランスよく考えていきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 
 また、公共料金の見直しが先決ではないかというご質問でありますが、上下水道料金に

つきましては、ご承知のとおり簡易水道と公共下水道の特別会計により会計運営をしてお

り、本来、独立採算で行わなければなりませんが、多くを一般会計からの繰り入れにより

運営しており、平成 18 年度におきましても当初予算において簡易水道特別会計へは 1 億

1,147 万円を、公共下水道特別会計に対しても 1 億 4,531 万円を繰り入れしなければなら

ない状況となっております。 
 なお、近年 2 年続けて使用料金を改定させていただいているため、通常 3 年ごとに水道

審議会等の答申をいただき料金の見直しを実施しているところでありますが、平成 21 年

度までは料金の見直しを実施しないものでありますので、ご理解をお願いいたします。 
 その他の公共施設使用料等につきましても、利用者が公平に負担をするという受益者負

担の原則を遵守してまいりたいと考えておりますので、今後は、特別な事が無い限り使用

料等の早急な値上げは考えておりませんので、ご理解をお願いいたします。 
 また、平成 15 年には数年後、赤字再建団体への転落を危惧しておりましたが、行財政

改革の敢行により、協働のまちづくりの住民活動も多く見られるようになってまいりまし

た。この留真温泉開発事業等のまちづくり交付金事業が、今後のまちづくりの礎となるよ

うご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 
 以上、松井議員の答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 松井議員。 
○松井議員 今年の広報 9 月号で、町長は「赤字債権団体にならない宣言」という宣言を

全国自治体ではたぐいをみない異例とも言うべき宣言をしております。その中で、全ての

町民の痛みの上に財政再建化は進められてきたと言っております。平成 17 年度の水道料

金の値上げ等による、まさしく町民の痛みの上による財政再建化であると言って過言では

ないと。 
 このような環境の中で、第 2 期まちづくり計画の中で、観光振興と位置づけている温泉

開発を 2 年前倒しして、平成 19 年から手がけようとしているわけでありますが、生活基
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盤、土地基盤にかかる整備がまだまだ遅れている部分もあり、それらを優先できないのか、

あるいは町民の痛みを多少でも解消できないのか、また財政再建化が進んでおりますが、

観光事業への投資ができるほど、ここ 1～2年で本当によくなったのかどうかというのは、

非常にまだ疑問なところであり、まだ再建途上であるという認識を持っております。 
 先ほど、町長が答弁した中で「投資的事業を極力抑えながら執行しております。しかし、

抑えていくだけでは次のステップにはなりません。」という答弁をしておりますが、まさし

くそのとおりでありますが、それであれば留真温泉と、さらに産業交流施設、健康公園通

り改修工事と、これがまちづくり交付金事業ということでありますが、この事業、一つ一

つとって見ると、あまりにもちょっとかけ離れた部分があって、これが一つだという考え

方は、なかなか難しいわけでありますけれども、個々一つ一つをとって、この事業は駄目

よと、この事業はやりましょうよというような形はとれないものかどうか。その辺が第一

点ですね。 
 それから、その枠組みを変えて、違った枠組みでまちづくり交付金事業を進めることは

できないか、その点についてまずお聞きしたいと思います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 私から答弁をさせていただきたいと思います。ちょっと順序を追って、説明

させていただきたいと思います。このまちづくり交付金事業についてでありますけれども、

この事業は平成 16 年に新設された事業であります。昨年、この事業が新設されているこ

とを知りました。急激な行政改革により、沈滞した町をこの事業活用により活性化を図り

たい、また補助の道のない町の懸案事項の解決にならないかということで、四方面から検

討を開始いたしました。 
 昨年の 8 月に検討資料を取り寄せ、昨年の 9 月から庁舎内の職員によって検討を開始い

たしました。この中には、留真温泉、老朽化した公共施設の解体、見えるとおり公営住宅

ありますし、それから町道の補修、海上保安庁の公宅の購入、古くなっている葬祭場の改

築、生活介護施設整備事業、産業交流施設、また防災対策強化事業、また公共施設の耐震・

調査・改修等、この町懸案事項について検討を進めたところでございます。新設の事業と

いうことで、直接札幌の開発局へ行ってくださいということをいわれましたので、直接、

札幌開発局まで行って、この協議を進めてきたところであります。 
 まちづくり交付金という趣旨から対象にならないものもありました。また基幹事業、提

案事業による補助率の変動もあり、それらを調整した結果、最大 40％の交付金がもらえる、

それに近づく留真温泉、産業交流施設、町道の整備ということで開発と協議の結果、そう

いう取り組みになったわけであります。 
 19 年度の事業採択に向けた庁内協議も取りくみながら、留真温泉町民検討委員会、地域

産業研究ネットワーク会議から産業交流施設の準備委員会として、現在、町民の中で検討

を進めているところでございます。 
 留真温泉につきましては、平成 14 年 12 月に留真温泉検討委員会報告書というものがご
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ざいます。これは町民による検討委員会ですけれども、その報告書によりますと、15 年に

基本設計、16 年に新築工事となっているわけであります。浴場、レストラン、宿泊等も含

んでおります。そういう報告書ができております。 
 私は、財政の見通しがつくまで手をつけませんとしてきた内容であります。まちづくり

計画では、22 年建築となっておりますが、昨年 12 月休館、また本年度 4 月から休館を継

続の段階で将来計画の提示というものが必要だったろうと今思っているところであります。

まちづくり計画の 22 年は、補助金なしの町の単独費ということになっております。まち

づくり交付金事業で 4 割補助が見込めるため、2 年間前倒しということで考えたところで

ございますが、あるところで私答えております。説明会をしている中でいろいろなことを

言っているわけですけれども、この後にまだ質問があると思いますけれども、なお、まち

づくり交付金事業の期間を 19 年から 22 年と定めております。20 年建設を計画しており

ますが、状況によっては柔軟に対応できるものと考えております。つまり、この 19 年か

ら 22 年、最終であれば 22 年でも構わないというふうに私はとらえているところでありま

す。しかし、町民の検討委員会に示す中では、年度を区切って、どの年度でもいいよとい

うことはできません。年度を区切って提示していかなければならない、そういう形で 2 年

前倒しの 20 年ということで提案をさせていただいているところでございます。 
 それから、赤字再建団体にならない宣言、私は、町民と協力をしてこの急激な行政改革

を進めたという中では、正に大きな成果が出たと思っております。そういう中では、町民

とともに赤字再建団体にならないこれからも努力をするぞという意味で力を込めて、宣言

をさせていただいたところでございます。もちろん再建途上であることは言うまでもあり

ません。 
 しかし、この 17 年度の決算の状況、18 年度の交付税の状況、それによる 19 年以上の

骨太の方針による交付税の推計、燃料の高騰の状況、それから税源移譲等の関係も加味し

た状況で、財政計画を見直しました。後期まちづくり計画の財政計画を今回見直しました

ところ、後期まちづくり計画の原案の中では、平成 22 年度基金は 1 億円という残高であ

りましたけれども、今回の見直しによって行政改革効果が大きく出て、9 億円から 10 億円

の基金が残るという推計が出ております。それを基にして考えると、今、これに手をつけ

ていけるという判断ができるのではないかなと思っております。そういう中で、町民の痛

みの上で成り立っている行政健全化、ここで手を緩めて今やっているものを料金を下げる

とか、団体に対する補助金を元に戻すとか、上げるとか、そういうことをしてしまうと、

もとのもくあみになってしまうと、私は考えております。特に 17 年、18 年、19 年は、本

当に厳しいということで前倒しをしながら重点対策として進めさせていただいております

ので、何とかこの危機を乗り切り、将来誇れる町を後世に残す第一歩にしたいなと、この

ように考えているところでございます。 
 それから、まちづくり交付金事業につきましては、先ほど説明のように、開発と十分協

議しながら、どれが取り入れるか、取り入れないか、基幹事業、提案事業のバランスをと
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りながら協議をしている内容であります。19 年の採択ということで、ほぼ私の今の取り組

みの中では、19 年でこの内容であれば採択していただけるだろうというふうに考えており

ますが、これをばらばらにした場合はどうかということは、実は協議していないというと

ころであります。これをまた始めるとすれば、一からの出直しの協議になるのかどうかと

いうことでございます。 
 それから、留真温泉単体ではまちづくり交付金事業の対象になりません。今回、この計

画に乗せなければ、補助のない単費でやらなければならない、補助金を見込めないという

ことになります。それが得なのかどうなのか、どうしても松井議員もこの事業は必要な事

業というふうにおっしゃっています。それを、今手をつけないで単費だけでやることが、

町民の負担になるのか、ならないのかということも考えながら、私は、今回提案させてい

ただいている内容でございますので、ご理解をいただきたいと思います。なお、補足の部

分がございましたら、担当課長よりさせていただきます。 
○水沢議長 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 先ほど、それぞれの事業をばらばらにしたらどうだろうかと

いう話がございました。今、町長の方からもいろいろお話がありましたけれども、留真温

泉整備をやめた場合、また産業交流施設整備と健康公園の舗道改築だけで、交付金事業の

対象になるかということを調べてみましたので、報告させていただきたいと思いますけれ

ども、正式には北海道開発局の担当職員と協議をしなければなりませんけれども、産業交

流施設整備と健康公園舗道改築の 2 事業でも採択は可能だとは思われますけれども、そう

いう中で、留真温泉整備と舗道改築 2 事業では、単独で採択は難しいと思われます。もし、

前段の 2 事業を交付金事業で申請した場合、留真温泉は町単独費での整備となり、一般財

源と起債で建設しなければなりません。 
 起債については、過疎債の対象にはなりますが、町の負担は現在の計画と比較すると、

およそ 3,400 万円の負担増になる見込みであります。また、まちづくり交付金事業は、従

来、補助事業のメニューにない事業も提案事業として取り上げることができ、交付金額に

ついても最大 40％として算定される新しいタイプの補助事業ですので、前段の 2 事業ほと

んどが基幹事業ですが、交付金が最大でも 40％しか交付されません。しかし、提案事業、

全体事業費の 28％まで算入させても、交付金は 40％交付されますので、通常補助メニュ

ーのない留真温泉の整備をまちづくり交付金で整備したいと計画したものです。それで三

つを揃えて申請しているところでございます。以上でございます。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 松井議員。 
○松井議員 細かく説明していただいておりますけれども、まだ納得できないところがあ

りますが、この関連につきましては、あと 3 名の議員がそれぞれ個々について質問をして

いただくということになっておりますので、あと 1 点だけ私は強調しておきたい。 
 上下水道料金について、私は質問の中でピックアップして申し上げておりますけれども、
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この上下水道料金のうち、特に水道料金についてこれが受益者が適正に負担しているのか

どうかということについては、適正な負担を十二分にしている、あるいは過分にしている

という認識を持っているわけで、この辺のところをいずれの時点かでできるだけ早く下げ

るべきだという主張を改めてさせていただきたいと思うわけでありますけれども、その根

拠は何かということを 2 点ほど申し上げておきたいと思いますが、まず今年度の簡易水道

の予算書でありますけれども、これについてこの中の公債費の部分、総額が 3 億 1,244 万

になっております。その中の公債費部分、これが 2 億 1,397 万 9,000 円ということで、約

3 分の 1 が要するに借金の返済が 3 分の 1 ということになっているわけであります。それ

で、使用料、手数料、分担金、負担金ですね、これが総額で約 2 億円ということになって

いるわけです。なぜこれを持ち出したかと言うと、先ほど、答弁の中でですね、当初予算

において簡易水道会計分へ 1 億 1,147 万を繰出していると、これは独立会計と説明ではあ

るのですけれども、これは独立会計で一般会計から繰出しなしでは、簡易水道はなり得な

いのだということを申し上げたいのは、公債費のうち、これは建設にかかる公債費である

と、その支払いであると、それにあてるための公債費が 2 億円あるということでですね、

そのうち、約 50％は交付税でみますよという国の規定があるわけです。その 50％にあた

る部分がこの予算でみるところの繰入金と、1 億 1,147 万、先ほど説明あった金額ですね。

これを入れているわけで、なんら簡易水道に対して過大な繰入をしているわけではないと

いうこと、まずそれを 1 点申し上げたい。 
 それから、水道料の金額の決め方ですけれども、最もこれは原則、基本になるのは、給

水原価がいくらになっているかということでありまして、この給水原価、これはいろいろ

な場面で、議会でも示していただいたし、審議会の中でも示していると思いますけれども、

この給水原価の出し方については、浦幌においてはこの給水原価の出し方というのは、ち

ょっと間違っているのではないかと私は認識しているわけなのですけれども、給水原価の

中に、公債費そのものをそのまま入れていると、この辺が大きな問題ではないかと。公債

費を 2 億円入れるということになると、3 億円の中の 2 億円ですから、非常に大きなウエ

イトを占めるわけですよね。そのウエイトを占めた部分を元に基づいて、原価なんぼです

よと、400 数十円だったと記憶していますけれども、そういう計算は間違いではないかと。

というのは、水道料についてはですね、建設債というのは、基本的には建設にかかる費用

というのは、給水原価には入れるべきではないという方針が出ているはずなのです。私も

そのように聞いております。 
 それから、建設にかかる費用のうち、何を入れるかというと、公債費にかかる利息、そ

れから公の会計ですから、原価償却という形はないわけですけれども、原価償却にあたる、

いわゆるその公債費に係数を掛けなさいと、だからストレートに公債費をそのまま入れる

ということには、どこの会計もなっていない、そういうことで給水原価を考えた場合、お

そらく 2 分の 1 以下、3 分の 1 近くになってしまうのではないかと、そうすると、浦幌の

場合、給水原価と使用料というのは、イコールになるかあるいは小さくなってしまうので
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すよ。ということは、払い過ぎではないかと、このことをもう少し精査していただきたい、

いろいろな会計がありますけれども、必ずこれでやらなければならないという水道会計は

ないようでありますけれども、実際限りなく給水原価に使用料が今のところは近いという

ことで、これを早急に下げるべきではないかということを主張したかったわけでありまし

て、これは留真温泉にかかる前に、早急に見直しをかけていただきたいということをお願

いしておきたいのですけれども、そのことについて答弁願います。 
○水沢議長 施設課長。 
○前田施設課長 水道会計に一般会計の繰出金の関係でありますけれども、繰出金の関係

については、一般会計が企業会計に繰出しできる額というものがある程度決められており

ます。それにつきましては、17 年度の決算でございますけれども、17 年度の簡易水道の

一般会計の繰り出しが 1 億 2,834 万 7,000 円ということで繰出しをしております。この一

部について、地方交付税が入っているということでなっております。その決算から言いま

すと、交付税措置がされているという金額につきましては、1 億 1,516 万 2,000 円という

決算になっております。残りの 1,318 万 5,000 円、これについては、普通町単独費という

形になっております。 
 それから、給水原価と使用料の関係につきましては、昨年も決算の時にお話をしている

と思いますけれども、給水原価につきましては、日本の下水道協会で制定されております

水道料金算定要領の中で、浦幌町は使用しておりまして、その算定の中につきましては、

資本費を入れるということでございます。その資本費につきましては、支払い利息、維持

管理費、企業債償還金という形でなっておりまして、これによって浦幌町の会計を運営し

ておりまして、公債費を入れております。原価につきましても、そういう形で出しており

ますのでご理解を願いたいと思います。 
○水沢議長 町長、答弁願います。 
○八木町長 松井議員からは以前も水道料金の関係でご質問いただいております。私ども

も精査をしながら、進めさせていただいておりますけれども、今、指摘のように、加重分

があるということであれば大変なことでございますから、私どももこれから十分注意しな

がら進めさせていただきたい、このように考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 
○水沢議長 これで松井議員の一般質問を終わります。 
 お諮りいたします。 
 ここで暫時休憩いた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〕 
○水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、暫時休憩いたします。 
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午前１１時４９分 休憩 
午後 １時００分 再開 

 
○水沢議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 なお、議場は大変暑いようですので上着を脱ぐことを許したいと思います。 
 それでは、6 番、野村俊博議員の一般質問を許します。 
○野村議員 私は、今定例会において、財政の健全化の現状と今後の財政の見通しについ

て、現在計画されておりますまちづくり交付金事業について、町長の考えをお伺いしたい

と思います。 
 現在、我が町の財政状況は、その内容の判断基準として示されている経常収支比率、公

債費負担比率、また起債制限比率のどれを見ても、その基準を上回り、非常に厳しい状況

となっております。新聞報道等のその内容は、管内他町村との比較を見ても明らかであり、

財政の硬直化は深刻な状況であります。 
 このような厳しい状況の中、国は平成 19 年度より 21 年度までの第 2 期三位一体改革を

推進する考えであり、新型交付税の導入や国庫補助負担金などの廃止が予想されます。本

町の財政収入の約 55％を交付税に依存している現状の中、来年度以降の不透明な状況で、

新規の起債を伴うまちづくり交付金事業の展開には大いに疑問を感じるところであります。 
 今後も、現在推進している行財政改革を推し進め、財政の健全化の見通しが判断された

時の段階で、事業の優先順位を考慮し、実行に移すべきではないかと考えております。町

長は、この硬直した財政状況を今後どのようにして改善していくのか、考えをお伺いいた

します。 
 次に、町長は、町民に対し、財政の見通しがついたら温泉の建設を進めるのが基本姿勢

であると公言していますが、市町村合併が破綻し、自立の道を選択せざるを得なくなり、

行政も町民も一丸となって財政の建て直しに努力してまいりました。町民にとっては、水

道料金等、公共料金の負担増にもじっと我慢をしてきているのが現状であります。まちづ

くり計画を前倒ししてまで、事業を推進しようとすることよりも、まず、住民負担の軽減

を優先すべきではないかと考えますが、町長の考え方をお伺いいたします。 
 次に、計画されている事業自体は、地域の振興、商工業の発展、観光を中心としての振

興策、また町民の健康と福祉の増進など素晴らしい内容の事業であります。しかし、この

事業の推進に対して、どれほどの町民が理解を示し、賛同の意を表しているか、この内容

について、どのような方法をもって町民に周知し、理解を得ようとしているのかお伺いい

たします。 
 最後に、町長は、今回の計画されている事業の着手にあたり、「検討委員の意見を踏まえ、

実施の可否を判断し、無理な計画であれば手をつけない」とのコメントを出しております

が、今回のまちづくり交付金事業は、まちづくり計画の大きな計画変更であり、総体的に

は、今後の我が町がどのようになるかという問題であると思います。他の事業の見直しや
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今後予想される新たな負担を伴う事業等の導入も視野に入れなければならないと思われま

す。どのような基準をもって判断を下すのか、町長の考えをお伺いしたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 野村議員のご質問にお答えします。 
 1 点目の硬直した財政を今後どのように改善していくかについてでありますが、既に新

聞報道されているとおり平成 16 年度の財政状況において本町は、経常収支比率、公債費

負担比率、起債制限比率の指標で財政硬直化の要注意水準であり、平成 17 年度の財政状

況においても、広報 9 月号に掲載いたしましたとおり経常収支比率は若干改善されたもの

の、依然として財政硬直化の要注意水準を超えている状況にあります。 
 更に、地方債の発行に関し、従来の許可制から協議制への移行に伴う新たな指標である

実質公債費比率についても、18％を超えているために、従来同様、起債の発行には北海道

知事の許可が必要となっております。 
 この財政硬直化の背景には、平成 12 年度 40 億 1,735 万 7,000 円交付されていた普通交

付税が、平成 17 年度には臨時財政対策債を含めて 31 億 7,658 万 4,000 円と 8 億 4,077 万

3,000 円もの減額がされたことと、公債費償還額が平成 13 年度以降本年度まで 13 億円を

超えるといった状況が大きく影響しています。この危機的な状況にある町財政の正常化を

図るため、町民の皆様、町議会議員の皆様のご理解とご協力をいただきながら、行政改革

や財政再建に邁進してまいりました。 
 その結果、平成 17 年度普通会計決算においては、実質単年度収支が 2 億 3,060 万 7,000
円の黒字となり、平成 19 年度以降の公債費償還額は年々減少していく見込みとなってお

ります。 
 今後におきましても、浦幌町行政改革集中改革プランに基づき、継続可能な財政運営構

造の確立を目指すとともに、少ない財源をより効果的、効率的に配分し、町民の皆様が安

心して暮らしていけるまちづくりを推進してまいりますので、ご理解をお願いいたします。 
 2 点目の事業の展開よりも住民負担の軽減を優先するべきではないかとのことにつきま

しては、先ほど、松井議員の答弁で申し上げたとおりでありますので、ご理解をお願いい

たします。 
 3 点目の住民の意見の集約をもって事業推進を行うべきであり、どのような形で判断す

るのかについてでありますが、留真温泉の整備につきましては、第 2 期まちづくり計画の

基本計画において、留真温泉の整備に向けた支援を掲げており、昨年策定した後期 5 カ年

計画では、温浴施設の改築について町単独費での建設を平成 22 年度に計画しております。 
 また、平成 14 年 12 月に留真温泉町民検討委員会が、「町民一人ひとりの健康と福祉の

増進のために」「地域産業の活性化のために」「留真の湯を町の顔とするために」と、平成

16 年度の新築計画を当時の町長に報告書として提出しております。 
 現在、休館するに至った経過につきましては、何度も申しておりますが、原油の高騰と
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施設の老朽化であります。私は、何とかこの有効な資源、財産を町民の福祉の向上のため

に活用いたしたく、今回、補助の道を探り、財政を含め、ある程度の方向性が見えたこと

から町民の皆様に提案をさせていただいたところです。 
 また、産業交流施設につきましては、平成 15 年 3 月に策定した浦幌町都市計画マスタ

ープランの分野別の方針に、「森林公園近傍の国道沿道に「道の駅」の設置を検討し、国道

の通過交通をまちの活性化に結びつけます」と掲げられております。 
 本施設は、町の地理的特異性を利用して、農林水産業、商工業の枠を超えて、町民が交

流し、浦幌町の地場産品をＰＲすることによる情報発信基地としての位置づけと町の活性

化を目的として、留真温泉整備とあわせてまちづくり交付金事業により建設をするもので

す。 
 現在は、それぞれ町民検討委員会や準備委員会において検討いただいておりますので、

町が示した素案に対するご意見をいただきながら進めてまいりたいと考えております。 
 また、町民一人ひとりのご意見を伺うため、9 月 1 日から 9 月 29 日まで町民意見提出

制度であるパブリックコメントを行っておりますので、これらのご意見等を参考にしなが

ら判断をしてまいりたいと考えております。 
 4 点目の事業着手にあたっての判断基準についてでありますが、現在計画しているまち

づくり交付金事業は、平成 19 年度から 22 年度までの 4 カ年により整備をするもので、留

真温泉整備は 20 年度、産業交流施設整備は 21 年度に実施を計画しているものであります

が、本事業は概ね 3 年から 5 年の間で実施しなければならない事業でありますので、計画

期間の延長や事業費、実施年度の変更などは、町民検討委員会や準備委員会等町民の皆様

のご意見をいただきながら判断をしてまいりたいと考えております。 
 なお、今後における財政推計上、地方交付税が大幅に削減され、推計している金額と大

きな誤差が生じ、本事業の遂行に重大な支障が生じる場合には、適切に判断をしてまいり

たいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 
 以上、野村議員の答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 野村議員。 
○野村議員 町長の答弁において、単年度収支決算が黒字であり公債費償還額が年々減額

していくという内容であります。そのとおりでございます。まちづくり計画の前倒しの事

業の推進を予定されております。22 年度に調査に入る葬祭場改築の前倒しも大きな事業と

して入っていると思いますけれども、その辺の必要性については、考えておられないのか。

また、まちづくり計画に組み込まれていない内容で、今年度実施されました各学校の耐震

診断の結果によっては、大きな財政負担を伴う事業を展開しなければならないと思ってお

ります。 
 また、医療費、介護保険など国の制度の改正によりまして、自治体の負担が増額されて

くる問題、基幹産業である農業においての農業政策の見直しの中で、多額の費用を要する



 - 27 - 

であろう農地、水、環境保全対策事業など、総体的に考えますと、今後の浦幌町の大きな

展開の問題であります。今回のまちづくり事業の申請を急がず、浦幌町総合振興計画審議

会に答申を求め、その答申をいただいた中で実行、推進すべきだと考えますが、考え方を

お伺いいたします。 
 また、町民のための事業ということでの実行計画でありますけれども、果たして町民の

コンセンサスを得られているかということにつきましても、大きな疑問が残るところであ

ります。今回のまちづくり交付金事業の内容の公表により、町民からの意見を参考に事業

の推進の判断を行うという答弁でありますが、いわゆるパブリックコメント制度導入を図

り、その利用をするとの考えであります。しかし、この事業の内容の説明が、非常に少な

く、また、これに対する意見収集の期間も 1 カ月という短期の間で、どれほどの意見が寄

せられるのか、非常に危惧するところであります。町民との対話を大切にする町長として、

今後の大きな判断材料とする、町民とのコンセンサスを具体的にどのような形で行うのか、

再度お伺いしたいと思います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 私から答えられる部分については私から、それ以外、補足については課長か

らさせていただきたいと思います。留真温泉の前倒しの関係ですけれども、松井議員の答

弁でも行いましたとおり、22 年と計画としておりますけれども、22 年までの間で流動的

に考えていきたいというふうに考えております。22 年であればまちづくり計画に乗ってい

る時期ということで、また町民にも理解していただけるのではないかなと、このように考

えているところでございます。 
 それから、松井議員の答弁でもさせていただいように、今、野村議員がお尋ねのように、

いろいろなことを網羅しながら検討させていただきました。主に補助事業で取り上げられ

ないものについて検討させていただきました。補助事業で取り上げられるものについては、

またそれぞれの道があるというふうに考えて、それらの懸案事項を検討した結果、この 3
点ということに落ち着きました。葬祭場についてのお尋ねですけれども、私も実はこの制

度で取り組めるのであればということだったのですけれども、まちづくり交付金という性

格上、馴染まないのではないかなと言われればなるほどなと言って下がらざるを得なかっ

たというところもございます。 
 なお、この葬祭場については、広域で考えていきたいなというふうに今考えながら、隣

の町の町長とも話をしながら進めていきたいなと、まだ具体的になっておりませんけれど

も、話をかけているところでございます。 
 それから、パブリックコメントに関しましては、関係課長から説明をさせていただきた

いと思います。最初に、無理な計画であれば手をつけないということでのご質問に十分な

お答えになっていなかったと思いますので、ここで説明させていただきたいと思います。

たしかに私は、無理な計画であれば手をつけないということを何度も言っております。後

期まちづくり計画の中の財政計画は、非常に厳しいものであるというふうに考えておりま
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す。22 年度で基金の残高が 1 億円という非常に厳しいものでありました。16 年、17 年度

取り組んだ行政改革の効果が出れば、改善されていると思いつつも、厳しい状況にありま

した。そういう中で、私はこのように話をしてきたわけであります。そのままの厳しい状

況であれば、手をつけられないだろうというふうに考えておりました。 
 今月の 1 日に管理職会議で示させていただきましたけれども、後期まちづくり計画を 17
年度決算に合わせて、そして 18 年度の補正予算、交付税の動向、税源移譲の関係、燃料

費の高騰等、今考えられることを見直しの中に入れながら推計していきますと、22 年には

基金残高が 10 億円前後ということになるわけでございます。いつの時点で、これを判断

していくかということになりますけれども、その一つの点はクリアできるのではないかな

と、このように考えているところでございます。 
 それからそれぞれの財政推計による財政指数、非常に悪いものがございます。おっしゃ

るとおりです。しかし、ずっと見ていきますと、公債費の減っていく 19 年、またさらに

減る 20 年、こうなっていくと非常に危険ラインをクリアしていくという状況が出ており

ます。今、言われている実質公債費比率につきましては、17 年度 20.2 ということですけ

れども、21年度には 16.4ということで危険ラインをかなり下回ると、22年に至っては 14.8
ということで、3.2 ポイントも下回るという状況にあります。他の指数についても、それ

ぞれ改善が見込めるという数値が出ておりますので、それらを踏まえながら判断をさせて

いただきたい、このように考えておりますのでよろしくお願いいたします。 
○水沢議長 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 町民のコンセンサスのとらえ方ということで、先ほどご質問

がありましたのでお答えいたしたいと思います。町民の皆様のご意見を伺うために、9 月

1 日から 9 月 29 日まで町民意見提出制度パブリックコメントを行っております。町ホーム

ページ上で公開し、あわせて役場の担当課、上浦幌支所にてまちづくり交付金事業等の計

画書を縦覧しておりますけれども、現在のところ、資料をお持ちになった方は 2 名であり

ます。また、ホームページ閲覧のカウント数は、機能上、確認ができませんのでご了解し

ていただきたいと思いますけれども、周知につきましては、広報の 9 月号とホームページ、

それから新聞等を活用させていただきながら案内させていただいております。今後、それ

らに寄せられた意見等を参考にしながら、判断してまいりたいと考えております。あわせ

て、広報、区長会議、機会あるごとにご案内させていただいておりますけれども、希望さ

れた地域、団体にお伺いして出前講座を実施してまいります。すでに中央寿大学と厚内寿

大学の交流会が実施されるわけなのですけれども、その場、百数十名集まるのですけれど

も、その場でまちづくり交付金の流れを紹介していただきたいという要請がございます。

まちづくり交付金担当職員をですね、派遣いたしまして講義を行いたいと考えております。

今後もですね、周知には力を入れてまいりますけれども、なにせ広報、新聞等だけの周知

では、なかなか住民に徹底できませんので、議員の皆様も機会がありましたら、地域の皆

様にですね、出前講座を利用していただくようにご案内していただきますようご協力方お
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願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 今、課長から説明のとおりであります。できるだけ町民に説明をし、町民と

も対話をしていきたいという姿勢にはかわりはありません。出前講座、いろいろなものを

とらえながら行いたいと思いますけれども、住民説明会という形での取り上げ方はいかが

なものかなと、やはりこちらから声をかけても、団体から声がかかっても、どちらの方法

をとっても出前講座的に説明会を開いていくという方法がいいのではないかなということ

で、私もとらえているところであります。たくさんの希望があることを願っているわけで

あります。 
 それから、パブリックコメントが行われるということで、それらを踏まえながら、財政

の推計状況も見直しがされたということも踏まえながら、またまちづくり交付金の関係も

ございますので、このまちづくり計画を作った総合振興計画審議会には、いつかの時点で

説明をしていきたいと、このように考えております。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 野村議員。 
○野村議員 具体的な細かな内容につきましては、また同僚議員の質問の機会があると思

いますけれども、最後に、もう一点だけ確認したいと。まちづくり交付金事業の財源措置

でございます。 
 先ほども詳しく説明いただきましたけれども、この事業を推進するにあたり、過疎債の

導入を検討されていると。この中には、70％の交付税措置で、実質負担は年間 600 万だよ

と、午前中の説明の中にもあったかと思います。町長の説明の中には、あたかも町の負担

額が年間 600万円で済むような繰り返しの説明で終始しているのが見受けられるわけであ

ります。実際、総額総工費 3 億 4,000 万円の事業であり、本町の実質的な持ち出しは、1
億 2,000 万円になろうかと、こう思うわけです。 
 内容的に言いますと、一般財源負担約 4,400 万円、地方債償還額の残りの 30％、約 4,900
万円、償還に伴う金利 1.9％の 12 年の金利を計算しますと、2,400 万円、トータル約 1 億

1,600 万、約 1 億 2,000 万が、実施的にこの事業をやることによって、かかることは事実

であります。先ほども答弁の中で申したとおり、現状の我が町の財政の厳しさは、町長も

行政も議会も町民もみんな理解しているところでございます。内容的な事業は、先ほど私

が申し上げたとおり、決して反対の立場ではございませんけれども、このような財政状況

の中、急いで行わなければならない事業なのかどうか、その辺を将来的な町の財政の好転

を望みながら、町民と一丸となって努力し、将来的なまちづくりを再度見直しし、そして、

この事業について考えることも必要だと考えておりますけれども、再度になりますけれど

も、町長の考え方をお伺いしたいと思います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 ご指摘のとおり、総額の負担ということになれば、そのようなことになりま
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す。600 万と申し上げているのは、過疎債を借りた場合の年間の償還額ということで、説

明をしているところであります。もちろん、建設時にも一般財源は必要でございますから、

そのようなことになります。そういう中で、私としては、先ほど、説明しましたように、

これを必要な事業であるという野村議員も反対の立場ではない、必要な事業である。この

必要な事業を、この事業を使ってやるのか、この事業を使わずに単費で過疎債だけを頼り

にやるのか、その差が先ほど課長から説明したとおり、三千数百万の町民負担が増えると

いうことでございます。そういうことであれば、やはり有利な制度を使って建設していく

べきではないかと、取り組んでいくべきではないかというふうに考えているところでござ

います。20 年の関係につきましては、22 年に延ばしても、私は皆さんの意見ということ

でとらえられるのであれば、それは構わないというふうに考えております。どうかご理解

をよろしくお願いいたします。 
○水沢議長 これで野村議員の一般質問を終わります。 
 次に、9 番、高橋利一議員の質問を許します。 
 高橋議員。 
○高橋議員 本定例会における私の一般質問にあたり、先の同僚議員の質問及び、後に質

問される同僚議員の質問内容と関連する点があろうかと思いますが、同じく関心度が高い

ものであります。質問いたします。 
 留真温泉開発事業における施設運営管理について、現在、町が進めようとしている留真

温泉開発事業は、第 2 期まちづくり計画の中で、観光振興策の事業として平成 22 年計画

を前倒しして実施しようとしていますが、観光事業の運営については、老若男女を問わず

多くの客層を対象とするため、客のニーズにより臨機応変に対応しなければならず、専門

家でもその収益計算の計画は非常に困難だと思われます。 
 町民の痛みにより成り立つ事業であり、その計画執行にあたっては、町は重大な責務を

負うことは明白な事実であります。そこでお伺いいたします。 
 まず 1 点目でございます。施設運営について、指定管理者制度をもって進める計画との

ことですが、その運営にかかる指導管理について計画立案者である町の役割をどのように

考えているのか。 
 2 点目でございます。最高責任者である町長は、自身、施設建設後、その運営管理につ

いてどのような姿勢で臨まれるのか。以上、2 点について質問いたします。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 高橋議員のご質問にお答えします。 
 留真温泉開発事業における施設運営管理についてでありますが、浦幌留真温泉は、本町、

開拓の歴史と共に歩み、時には開拓で疲弊した身体や心を癒し、時には都会の喧噪を逃れ

て来た人々の心を和ませ、自然味溢れる癒しの湯としての名声を築いてきました。 
 浦幌留真温泉が、本町の観光資源・町民の保養施設として果たす役割を考察し、また、
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温泉を活用した各種の起業化の可能性を検証しつつ、あわせて温泉整備計画を具現化する

ことを目的に留真温泉町民検討委員会で議論を深めている状況であります。 
 1 点目の施設運営を指定管理者制度で進める計画に対し、町の役割をどう考えているの

かということについてでありますが、まちづくり交付金事業では、温浴施設と交流施設の

整備を計画し、施設運営については、指定管理者制度により実施する予定であります。 
 施設の運営につきましては、民間活力の導入と町の活性化、老人福祉の向上、町民の健

康増進を考慮した意欲ある団体及び企業等にお願いをしたいと考えております。 
 町といたしましては、多くの町民がゆっくり、寛げるような交流スペースの確保と温浴

施設の充実を図り、経費の節減については、高騰する灯油燃料に代えて、浦幌町新エネル

ギービジョンで計画されている太陽光発電・木質ボイラー等の新エネルギーを取り入れる

べく検討中であり、あわせて、お湯の循環についても、今までの源泉かけ流し方式を一部

循環方式に切り替え、大幅な燃料節減を図るべく検討中であります。温泉経営で日帰り客

のみの経営は非常に難しい面もあることから、将来的には維持管理費の少ないコテージ方

式の宿泊施設を建設することも考え進めているところであります。 
 施設運営につきましては、今後も、留真温泉の特性を生かし、安定的経営をするための

手段、方法等については、さらに、町民検討委員会の中で多くのご意見、アドバイス等を

いただきながら進めたいと考えております。 
 2 点目の施設建設後の運営管理についての姿勢についてでありますが、先ほども申し上

げましたが、一般公募による指定管理者制度により、民間活力の導入と、福祉向上、町民

の憩いの場としての役割を果たせる温泉づくりをモットーに、経費の節減に努め、町民の

健康と福祉向上に向け、町として最低限の支援等についても、今後の推移を見ながら対応

してまいりたいと考えております 
 以上、高橋議員の答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 高橋議員。 
○高橋議員 町長は、留真温泉開発事業について、昨年 12 月定例会における同僚議員の

一般質問において、「単に改築では済まない難しい将来計画だろう」と答弁しております。

本当に難しい将来計画であろうと思いますが、事業計画について、議会への提案を必要と

せず、町政執行者の権限として、その事業執行における責任を負う範囲であり、交付金事

業の申請が終わった後で、町が関連予算を提案することと判断されているのか、お伺いし

ます。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 高橋議員、お尋ねの関係についてでありますが、まちづくり計画を進めてい

く中で、今までの計画等についてもそうでありますように、今は議会との間に緊張感を持

って、そして的確な論議ができるように、そしてまた町長も姿勢を持って挑めるようにと
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いうことで、このような場で真剣な論議がなされるわけであります。私どもといたしまし

ても、それらを踏まえながら、決して議会と執行者の緊張感をしっかりと保てるような、

そのような審議、そのような提案というものが必要であるというふうに考えているところ

でございます。 
 今回、補正予算で提案している旅費の関係につきましては、まだまだ開発と詰めるもの

がございます。それから新エネルギービジョンの関係で調査をするという関係もございま

す。そういう中で、補正予算をお願いしておりますけれども、今、お尋ねの関係につきま

しては、そのような形で進めさせていただきたいと、このように考えておりますのでよろ

しくご理解をお願いいたします。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 高橋議員。 
○高橋議員 交付金事業の申請が終わった後で、町が関連予算を提案するということは、

その間、事業計画についての全責任を町が負うものととらえますが、町民が財政的な状況

から共に再建に努めようとしている現状において、本事業計画については、非常に重大な

関心を寄せており、また建設する施設の収益はどうなるのか、町民に負担はないのかなど、

多くの不安を抱いているのも周知のことであります。 
 事業申請までにおいては、詳細にわたる事業の計画内容、町民にとって温泉施設がもた

らす恩恵を享受できる事業計画の正当性、そして施設建設後における運営について、町は、

どのように関わりを持ち温泉運営の安全性を確保するのか等、これらのことを明確に町民

に説明するのが町民に対しての町長として当然の責務であると思います。 
 建物は不動産であり、一旦建設すると、その運営によっては建物と負債だけが残るとい

うリスクを伴う危険性も秘めております。温泉運営にかかり、指定管理者制度の導入を図

るとのことでありますが、町が作成した収益計算で果たして一般公募に応じる方がおられ

るのか、全国の自治体において、そのことについて問題視されているということもあると

聞き及んでおります。 
 町として、事業申請を進めると判断するのであれば、単に改築では済まない、難しい将

来計画であるがゆえ、なおさら町長として、計画策定及び事業執行運営にかかる責任姿勢

を明確に示すべきであると思いますが、この点について改めてお伺いいたします。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 先ほど、お答えした議会と執行者側との、町長発しの論議ができるというの

がこの場所でございます。その中で、高橋議員から今ご質問いただいたわけですけれども、

私は、常々話をしてきている内容の中に、一つのことでまちづくりはできませんと、バラ

ンス良い対策が必要ですよということを言ってきております。行政改革も財政健全化も一

つのことに手をつけただけではできません。バランス良く皆さんの協力をいただかなけれ

ばならないですよということを言い続けてきております。 
 現在、計画している留真温泉、物産館、まちづくりにつきましては、産業振興、福祉、
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他にもいろいろな角度から見る要素が必要だというふうに考えております。またそれぞれ

に町民の価値観があって、この施設は必要だ、この施設はどうだろうというそれぞれの想

いというものがあるというふうに考えております。それを町政として総体にバランス良く

とらえていくのが私の役目だというふうに考えているところでございます。もちろん、町

民への説明責任として、広報等でも説明しておりますけれども、出前講座等を通じて皆さ

んのご理解をいただくように、説明をしていきたいと思いますし、是非、町民の中からそ

ういう要望がたくさん上がってきて、毎日でも説明に歩けるような、そんな関心を持って

いただきたいなと思っているところでございます。 
 また指定管理者として委託していくわけですけれども、今行っている浦幌町の管理施設、

パークゴルフ場もそうですけれども、収支があっているものは模範牧場だけでございます。

他のものほとんどについて、町が支出をして管理をしているというのが現状であります。

それぞれに考えていただきたいと思いますけれども、この施設、留真温泉は一銭も出さな

いで、それで町民の理解を得ていけるのか、それではパークゴルフ場はどうなのだという

ことになるわけであります。やはり町民それぞれ望んでいることが違います。パークゴル

フ場の利用者もたぶん年間ちょっと今忘れましたけれども、おります。ここの留真温泉に

ついても 2 万人近くの利用者がいたわけであります。それぞれに町民からの要望というも

のは、それぞれに対する要望というのがあって、運営していくものであります。それらを

先ほども言いましたように、バランス良くとらえながら、町民に提案しながら、理解をい

ただいていくという姿勢をとっていきたいと思っておりますので、どうかご理解をいただ

きたいと思いますし、また、この議会の場所で議員各位からご指摘、ご指導いただきます

ように、心からお願い申し上げたいと思います。 
○水沢議長 答弁調整のため、暫時休憩します。 
 

午後 １時４８分 休憩 
午後 １時４９分 再開 

 
○水沢議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 町長。 
○八木町長 明確にお話すれば良かったのですけれども、今、ご指摘をいただいたとおり

なのですけれども、私は、この留真温泉で採算が合うかどうかということだけを問われれ

ば、非常に厳しいというふうに私は考えております。どのぐらいの赤字が見込めるのか、

また委託料としてどのぐらいつけることによって、町民の理解が得られるのかということ

をしっかりと精査していかなければならないだろうと思っております。指定管理者で指定

した以上は、それ以上の赤字は負担いたしません。今もそうです。パークゴルフ場、指定

管理者で委託しておりますけれども、特別な災害については見ますけれども、一般的には

みないという形で数百万円つけて、パークゴルフ場は委託をしております。 



 - 34 - 

 そのような形で、この留真温泉についても町民の福祉向上のために理解いただける金額

がどのぐらいなのかということも考えながら、委託をしていかなければならない、それが

最大リスクがどのぐらいなのかということにも繋がると思っております。私は、古い施設

の中でも 1 万 7,000 人から 1 万 9,000 人のお客さんが来ていたと、新しい施設になれば決

してこれを割ることはない、もっとお客さんは増えるだろうというふうに思っております。

もちろん早く改築されることを望んでいる方もたくさんおられます。そういうことを考え

ていくと、当初は、たぶん採算が合っていくのではないかなというふうに私は考えており

ます。3 年後、4 年後経過した時が問題なのだと、その時にどういう対策をとるか、町民

の福祉向上のために、また町民の方々の利用促進するために、老人の方々の利用を促進す

るために、どのような対策をとるかということも大切だと思っております。今後の福原議

員の答弁の中にもある部分もありますので、そのぐらいで答弁にかえさせていただきたい

と思います。 
○水沢議長 これで高橋議員の一般質問を終わります。 
 次に、3 番、福原仁子議員、福原議員の質問は、1 項目ずつ行う旨申し出がありました

のでこれを許します。 
 福原議員。 
○福原議員 最初に、男女共同参画社会の実現について、お伺いいたします。 
 平成 15 年 6 月の第 2 回定例議会に「男女平等参画社会をめざしたまちづくりについて」

お伺いしましたところ、「平成 16 年度中に策定という方向で考えていきたい。」との答弁

でした。 
 その後、平成 16 年 12 月に「進捗状況と庁舎内の姿勢や環境づくり、また、全町的な取

り組みや啓発の推進をどのようにしていくのか」をお伺いしましたが、「隣町との合併協議

を行っているが、この事業は合併後において再編する内容のもので、一時中断し、一定の

結論が出た後になります。」とのことでした。そして、平成 17 年 2 月に十勝東部合併は破

綻し、現在に至っております。 
 そこで、次の点についてお伺いいたします。1 点目、男女共同参画社会の推進、その後

の経過と今後の取り組み方。2 点目、本町における現在の男女参画状況。以上を質問しま

す。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 福原議員の 1 項目めのご質問にお答えします。 
 1 点目のこれまでの経過と今後の取り組みについてでありますが、平成 16 年 12 月の町

議会定例会においてご質問があり、その際、答弁させていただきましたように、当時は、

豊頃町との合併協議を進めていたため、男女共同参画社会実現に向けての取り組みを中断

した形となっておりましたが、ご承知のように、昨年 2 月に合併協議が終了いたしました。 
 その後、17 年度において、8 月に庁舎内に職員 10 名による浦幌町男女共同参画推進条
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例庁内検討委員会を設置し、この間 7 回の委員会を開催しており、あわせてまちづくりワ

ークショップを開催するとともに、さまざまな場面における男女の意識や実態を調査し、

町が取り組むべき施策の基礎資料とするべく、町民 500 人、51 事業所を対象とした男女

共同参画に関するアンケート調査を実施いたしました。 
 本年 3 月には、庁内検討委員会から「浦幌町において男女共同参画を力強く推進させる

ために、条例が速やかに制定されることを切望する」との答申をいただいたところであり

ます。 
 これを受け町といたしましても、先般、町民 20 名による浦幌町男女共同参画推進条例

に関する町民懇話会を設置し、第 1 回の会議を行ったところであります。 
 今後におきましては、町民懇話会において、昨年実施した町民アンケート調査をもとに

現状や課題を把握・分析し、月 1 回程度の会議を開催するとともに、町民の皆様に周知し、

男女共同参画意識の高揚と条例の制定に向け努力してまいります。 
 2 点目の本町における現在の参画状況についてでありますが、毎年、内閣府男女共同参

画局が実施する調査において、平成 18 年 4 月 1 日現在、審議会等の数 24、委員総数 281
人、うち女性登用委員数は 63 人となっており、女性の割合は 22.4％という状況でありま

す。ちなみに、17 年 4 月 1 日現在では、審議会等の数 25、委員総数 273 人、うち女性登

用委員数は 65 人で、女性の割合は 23.8％でした。調査時点での委員会数が基礎となるた

め女性登用数については、若干減となっておりますが、今後においても各審議会等で任期

が到来し、任命する際には、女性の登用について努めてまいりますので、よろしくお願い

いたします。 
 以上、福原議員の 1 項目めの答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 福原議員。 
○福原議員 庁内検討委員会の答申、ワークショップ、また町民懇話会と非常に前向きな

答弁をいただきました。 
 我が町も御多分に漏れず、行政改革が進んでおります。他の町村でも推進をされている

と思いますが、十勝管内町村では、登用率 36.4％、30.6％、28.5％と、非常な勢いでアッ

プしてきております。しかし、我が町では、15 年は 25.5％、16 年は 24％だったものが、

17 年に 23.8％、18 年には 22.4％と報告され、現実的には減ってきております。 
 平成 13 年度から 22 年度までの、第 2 期まちづくりの計画の中に、「公職委員への女性

登用の推進は、30％以上というふうにうたわれております。男女共同参画意識の啓発によ

る男女共同参画社会づくりの推進」と、施策の中に明確に述べられていて、今後、どのよ

うにされていくのか、実現可能な答弁を再度お願いいたします。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 登用率が下がっているというご指摘をいただきました。私もできるだけ登用

していきたいという姿勢には変わりはありません。現実を聞いて、非常に反省をしながら
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今後、登用に努めてまいりたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 
○水沢議長 次に、2 項目めの質問を許します。 
 福原議員。 
○福原議員 続きまして、まちづくり交付金事業についてお伺いいたします。 
 すでに、先輩議員 3 名の方が細部にわたり質問をされていますので、私は、別の角度か

ら質問をさせていただきます。 
 現在、町が進めている留真温泉、産業交流施設の建設後の管理、運営方法と具体的な収

支状況等についてお伺いいたします。 
 留真温泉と産業交流施設の重複する部分がありますので、収入と支出の部分をまとめて

申し上げます。収入の部で、入浴料金の売り上げ・自動販売機の売り上げ・売店売り上げ・

その他の月別収入見込みと 3 年間の見込み収入額をお伺いいたします。支出といたしまし

て、燃料代・電気代・上下水道料・入湯税・賃金・商品仕入れ・消耗品及び備品購入費・

維持管理費（環境整備費を含みます）、車両費・除雪費・その他の月別支出と 3 年間の見

込み支出、二つの施設についてお伺いいたします。 
 また温泉建設後に、指定管理者制度を適応させたい、とのことでありますが、該当者の

見込みはあるのか、また赤字が生じた時は、町としてどのように対応していくのか、この

点をお伺いしたいと思います。 
○水沢議長 答弁願います。 
 町長。 
○八木町長 福原議員の 2 項目めのご質問にお答えします。 
 まちづくり交付金事業についてでありますが、1 点目の留真温泉、産業交流施設の建設

後の具体的な収支状況等についてでありますが、まず、留真温泉の 3 年間の収支見込みに

つきましては、現時点で町民検討委員会に提案している内容は、年間収入が 1,539 万 2,000
円、支出が 1,489 万 8,000 円で、純利益 49 万 4,000 円を見込んだ内容となっております。 
 年間収入の内訳ですが、入浴料として大人一人 600 円の 23,400 人分で 1,404 万円、子

供一人 300 円の 2,600 人分で 78 万円を見込み、売店売上げとして一人当り 500 円の 2,600
人分を見込んだ上で原価費 80％を除き 26 万円、自動販売機売上げとして一人当り 120 円

の 10,400 人分を見込んだ上で原価費 75％を除き 31 万 2,000 円を見込んだ内容となって

おります。 
 支出の内訳ですが、人件費としてフロントマネージャー一人 300 万、パート 2 名で 240
万円の合計 540 万円、広告宣伝費として月額 1 万円で 12 万円、シャンプー・石鹸等の消

耗品代として月額 4 万円で 48 万円、通信交通費として月額 8 万円で 96 万円、上下水道料・

給湯暖房費・電気料の水道光熱費として 520 万円、入湯税を含む租税公課費として 213 万

8,000 円、その他雑費として 60 万円を見込んでおります。 
 なお、収支状況につきましては、今後の入浴料収入、料金の設定も含めてそうです。燃
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料費、建物の規模等により異なることも考えられますが、現状での提案内容ということで

ご理解を願います。 
 次に、産業交流施設の収支見込についてでありますが、現在、産業交流施設準備委員会

で立地や建物の構造並びに今後の経営運営組織や運営母体について検討中であり、収支見

込等については、今後、協議する予定であります。両施設とも、月別、及び 3 年間の収支

見込については、今後、具体的提案をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を願

います。 
 2 点目の温泉建設後の指定管理者制度の適応についてでありますが、先ほど高橋議員の

答弁で申し上げましたとおり、一般公募で実施する方向で考えておりますが、現状では該

当者等の見込みはありません。また、赤字の補填等の考え方については、高橋議員の質問

に対する答弁のとおりであります。 
 以上、福原議員の 2 項目めの答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 福原議員。 
○福原議員 只今、留真温泉の具体的な収支状況について報告がありましたが、本当に実

現可能な収支なのか、甚だ疑問に思います。支出の経費のかかる分については、人的・建

物の管理費、燃料等ある程度把握ができますが、先ほど、先輩議員のところでも報告があ

りましたが、2 万 2,000～3,000 人の入浴客があった、この時点ではたしか人口減もあまり

なかったのではないかなと考えています。この入浴料金の 2 万 6,000 人の集客ターゲット

は、どこにあてていくのか本当に危惧しているところでございます。 
 先ほど、先輩議員の答弁の中で、コテージ方式の宿泊も検討するということもありまし

たが、規模は違いますが、ここに十勝管内のある町の温泉施設の収支金額と入浴客数と、

9棟のコテージの平成7年から17年までの利用数と収支金額をグラフに表してみましたの

でごらんになっていただきたいと思います。見えないかもしれませんが、ここの赤い線が

0 なのです。ここのマイナスの 1,000 万から 6,000 万までここに書いております。毎年、

初年度マイナス 3,365 万円、一番多い時が平成 17 年度 5,105 万円の赤字、累計が 4 億 3,251
万 8,000 円という累計赤字です。この青い部分、全部マイナスの数字というふうに考えて

いただいていいと思います。これが温泉の経営の一般会計から持ち出している、これは 7
年度から 17 年度までの推移です。 
 次に、温泉の入浴者数ですが、平成 7 年度、188,391 人で、一番良いときで平成 8 年度

196,797 人、現在、ずっと入浴者数が減ってきておりまして、17 年の入浴者数は 114,254
人というふうにずっと下がってきております。74,000 人ぐらい入浴者数が減ってきている

ということがはっきりしております。それとコテージの方でございますが、コテージも同

じ年に建てられて、いろいろと苦心をされてやっております。かなり管内では、コテージ

の利用数は、良い方ではないかというふうに考えております。一番多い時で、平成 11 年、

1,558 棟の利用がありました。現在は、17 年度で 850 棟ということで、本当に半分に減っ
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てきております。というのが、十勝管内のある施設の状況でございます。非常に小さいグ

ラフで見づらかったと思いますが、累積赤字 10 年間で 4 億 3,251 万円、この金額が一般

会計から持ち出されていますし、建設費の償還も継続していると思われます。 
 また、何箇所か温泉施設に電話をし伺ったところ、特にここ数年 3～5％の落ち込みが続

き、その上、燃料費の高騰で採算ベースに合わない、建設後、2、3 年はお客もくるが、あ

とはさっぱりである。また地元の住民は、約 10％の利用しかない、ということでした。 
 以前とは違い現在では、社会情勢も経済状態も変化していまして、全般的に温泉事業は、

入浴客が減少し、ほとんど赤字に転落しているのが現状です。これからは、ますます人口

の減、高齢化社会、医療費や税金などの公的負担金の増額、燃料費の高騰など、どちらを

向いても住民にとって明るい話がありません。たしかに、財政健全化を図るために、八木

町長は寝食を忘れ、町政をつかさどってきました。しかし、町民は、少ない年金の中から、

また何か負担が増えるのではないかと、びくびくしながら生活しているのが現状でありま

す。 
 私は、今、条件の良くない時代に、温泉事業に着手する時期ではないと思いますし、ど

うしても建設するならば、先ほども申し上げましたが、町から離れた場所での建設では、

地元利用者が少ないと予想され、町民に負担をかけない 26,000 人という入浴客の集客の

ターゲットをどこに当てて、運営していくのかお伺いいたします。 
 また、純益 49 万 4,000 円を見込んでの黒字計画でございます。管理委託の金額は、こ

の黒字で必要ではあるというふうに考えて、管理者なんかすぐ見付かるような数字を提示

されておりますが、この点、もし万が一の場合は、どのように考えていくのかお伺いいた

します。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 多岐にわたる質問ですので、答弁漏れがございましたら指摘していただきた

いと思います。その時点で、また追加で答弁をさせていただきたいと思います。 
 どこの町のかということはわからないのですが、18 万人、平成 17 年度も 11 万人とい

う来客者と留真温泉のように、17,000 人、19,000 人という現実の中での比べ方は、比べ

ようがないのかなと心配しておりますし、管理の方法についてもどのような方法で管理し

ているのかということによって、経費の見積もりは大きく違うのではないかと思っており

ます。17 年の 12 月から休んでいるわけですけれども、灯油が上がらない状況の中で、こ

の留真温泉は約 300 万の赤字ということでした。灯油が上がった分を赤字に加えるという

ことで、年間 600 万ぐらいかなというふうに想定いたしました。そういう中で、私、赤字

を作りたくないものですからやめたわけなのですけれども、もちろん灯油の値上がりもあ

りましたけれども、施設の老朽化というのも大きな原因でございました。そういう中で、

お湯を沸かす方法ですね、かけ流しということで、どんどん燃料代がかかると、それから

ここは、健康湯の場合は、ろ過循環方式です。低い温度から作っていても、ずっと安い燃

料代で済んでいるというのがございます。そういうのを考えていき、また、もし有効な新
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エネルギービジョンで使えるものがあるということを考えていくと、最低赤字額というの

は大体想定できるのかなと、その最低赤字額というのが先ほど高橋議員の答弁の中でもお

答えしたように、住民が福祉向上として認めてもらえる金額なのかどうかということだと

思います。福祉向上のために、いろいろなところで使っております。私もこの留真温泉、

ただ収支が合うだけの観光施設なのか、また、町民の憩いの場として福祉向上のために、

この温泉を使ってお年寄りの方々も元気を出していただきたいという想いを持って作れる

ものなのかという視点の置き方というのもあろうかと思います。そういう視点をみながら、

やはり町民の福祉のためにという想いも私は持っているわけであります。 
 それから、積算の根拠、入浴料 600 円で果たしてどうなのだろうという考え方当然のこ

とだと思います。入浴料の設定の仕方、また燃焼の仕方、建物の規模によって管理の仕方

によって、収支というのは大きく変わるのではないかなと思っております。私は、やはり

最低限小さな施設で管理運営費もかからない形で、この産業交流館についてもそうですけ

れども、外にテントを張ってもいい施設は普段の運営コストを抑えられるようにというこ

とで考えながら今設計をしているところでございます。 
 それから、コテージ方式の考え方でありますけれども、コテージ方式だと使わない時に

冬の間温めなくてもいいということで、ホテル方式だと全体を温めなければならないとい

うこともございます。廊下も含めてですね。そういうふうにすると、ランニングコストは

少しは軽減されるのではないかなということ、それらを考えながらコテージ方式と決まっ

たわけではありませんけれども、そういうふうにすると、少しでもランニングコストを抑

えていけると、それから、浦幌町に企業を持っている企業に対して、この協力を要請して

おります。その感触の中では、非常に良い感触を得ているという想いを持っておりますし、

今月中に部長がいらしてその点についても懇談したいということをいただいておりますの

で、なんとか、その企業の協力というものもいただければ、また明るい方向に向かって展

開できるのではないかな、そのように考えながら進めているところでございます。そうい

うことで、可能な収支か疑問であるということでございますけれども、大いに疑問を持っ

ていただきながらこれからの協議の中でしっかりとした計画を立てていかなければならな

いなと思っております。 
 集客ターゲットですね、これはなかなか難しいのですね。留真温泉の現在の場所の良さ

というのがあります。秋の紅葉は非常にきれいだということで、現在の位置の良さという

ものがございます。それからお湯は、吹き出た時が温泉であって持ち運ぶと温泉効果が下

がると言われております。やはりあそこの場所で作りたいなと思っております。そうする

と集客ターゲットはどうなのだと、町民は不便ではないかということになるわけでありま

すけれども、やはり第一には町民に利用していただきたいという想いが第一であります。

それから旅行者と他の管内の人にも利用していただきたいと思っております。人口が減っ

ていく中で、利用者が減るのではないかというご指摘のことも、本当にそのとおりだと思

いますけれども、また人口が減って、高齢化していくということを考えると、高齢化社会
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の中では高齢者はお風呂が好きだということもありますから、なんとかその辺にも期待を

込めながらいきたいなというふうに考えているところでございます。やはり町民の方に一

番利用していただきたい、そこがやはりターゲットとして絞りきれないと思いますけれど

も、そういうふうに考えています。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 福原議員。 
○福原議員 私が調査しましたところでは、本当に十何万人の入浴者数がいても、なかな

か 10％強ぐらいの地元の方の利用がない、それからもう一箇所もそういうような町民の利

用が少ないのですよねって、無料券みたいのを出していないのですかってお聞きしました

ら、以前は出していたけど、厳しい財政になってきたらそれも廃止になって、スタンプ方

式の割引をしているというお答えをいただいて、これも一つの手かなというふうに聞いて

おりました。本当に、人口が減っていく中で、町民の方に是非とも入っていただきたい、

高齢者の方にも是非とも利用していただきたいという町長の気持ちはわかるのであります

が、やはり高齢者には車もない、それこそ年金の中からの細々の負担をしてまで温泉に行

く気持ちにはなれないという声が本当に多いので、私はこのようなことを聞きました。 
 最後に、お聞きいたしますが、温泉事業も大変結構なことなのですが、我が町の基幹産

業である農業・林業・水産業の一次産業に付加価値をつける施設などの建設をし、将来的

に生産性を高めていく投資的な事業で、まちづくりにふさわしいことを考えて、事業をす

る考えはあるのかないのか、お伺いしたいと思います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 お答えさせていただきたいと思いますけれども、私も昨年閉館する前の 9 月

から 11 月まで毎週 1 回自分に役目を課しながら通ってみました。いろいろな方とお会い

するのですけれども、町内の方はお年寄りの方が圧倒的でしたね。それからオートバイで

来る旅行者は若い方にお会いすることもございました。しかし、やっぱり町内のお年寄り

の方というのが特に多かったというふうに私も感じております。そういう中で、そういう

ふうに利用していた方々にとっては、やはり改築というのは待ちわびているのではないか

なというふうに推察するところでございます。 
 それから、今お尋ねの関係でありますけれども、例えば、今物産館を計画しております

けれども、生産性と言われると別な面で検討していかなければならないと思いますけれど

も、物産館については、やはり趣旨のとおり異業種、農林水産業から商工会、いろいろな

方が交流しながらそこでやはり今は物販も認められるというふうなことが最近出てきたよ

うでございますから、それらも含めながら活性化を図っていきたいなというふうに考えて

おります。生産性の建物となると、また別な角度で検討していかなければならないという

ふうに考えております。 
○水沢議長 これで福原議員の一般質問を終わります。 
 次に、5 番、河内富喜議員の質問を許します。 
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 河内議員。 
○河内議員 私は、浦幌高校存置と上浦幌地域の通学確保について、一般質問をさせてい

ただきたいと思います。 
 本年度示された道教委の指針素案では 1 学年 3 学級以下の高校は 2008 年度以降、統廃

合やキャンパス化の対象校とされ、現在 1 学年 1 学級である浦幌高校の存置が大変厳しい

状況におかれています。これは新聞報道その他で町民の皆様方も随分と知っていることだ

と思います。 
 町内から交通機関で 1 時間以内に通学できない通学困難地域を抱えていることもあり、

町の国・道関係機関等存置運動期成会と浦幌高等学校振興会は、5 月に道教委に浦幌高校

の存置を求める要望書を提出し、地元道議への存置要請もしてきたところでありますが、

いまだに原則以外の明確な基準を示されておりません。しかし、今秋以降高校再編の形が

徐々に示されてくるものと考えます。 
 これからが浦幌高校存置活動の正念場であると言えます。行政を含め地域一丸となった

取り組みが求められているのではないでしょうか。 
 そこでお聞きしたいと思いますが、1 点目、今後重要な要素とされているのは、地元中

学生の卒業予定者数の推計と地元出身者の入学比率が 50％以上占めることであります。こ

れらの条件がクリアできない場合は、存置は非常に無理であると考えますがいかがでしょ

うか。 
 2 点目、2007 年までは通学困難地域を抱えていることから 1 学級 10 人未満の状態が 2
年間続かない限り再編の対象にならなかったわけでございますが、今回の再編においては、

学生数の存置条件は維持できるのかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。 
 3 点目、今後地域で取り組める運動として署名活動や、近隣・地元中学生への浦幌高校

のアピールが計画されているようでありますが、行政が支援できるものとして上浦幌地域

学生の通学確保があると思います。このことについてどのように考えているか、以上 3 点

についてお伺いをしたいと思います。 
○水沢議長 町長。 
○八木町長 河内議員のご質問にお答えします。 
 浦幌高校存置と上浦幌地域の通学確保についてでありますが、北海道教育委員会が本年

8 月 1 日に公表した「新たな高校教育に関する指針」の概要については、去る 8 月 18 日

開会の第 3 回町議会臨時会で教育委員長から行政報告されたところです。 
 この指針は、本年 6 月に発表された新たな「高校教育に関する指針」（案）をもとに全

道で開催された意見を聞く会を経て策定されたもので、平成 20 年度から実施されること

になっております。 
 この指針策定の背景には、高校進学率向上の中、生徒の能力、適正、興味、関心、進学

希望などが年々多様化するのに対し、全道の中学校卒業者数は、昭和 62 年の 90,257 人を

ピークに平成 12 年 67,180 人、平成 15 年 59,783 人、平成 19 年には 53,600 人と激減す
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ることにあります。 
 そこで、1 点目の地元中学校卒業予定者数の推計と地元出身者の入学比率が 50％以上占

めるという存置の条件についてでありますが、まず、本町中学校の本年度以降の卒業予定

者は、平成 18 年度 64 人、平成 19 年度 58 人、平成 20 年度 51 人、平成 21 年度 50 人、

平成 22 年度 46 人、平成 23 年度 49 人、平成 24 年度 44 人であります。この数字は、上

浦幌中学校と浦幌中学校の卒業予定者数を合計した数字ですが、浦幌中学校だけを見ると、

平成 18 年度 47 人、平成 19 年度 47 人、平成 20 年度 44 人、平成 21 年度 42 人、平成 22
年度 37 人、平成 23 年度 40 人、平成 24 年度 35 人となります。 
 次に、地元出身者の入学比率が 50％以上占めるという存置の条件に関してですが、この

条件は、指針で示されているものではなく、道議会文教委員会の質疑の中で地域キャンパ

ス校の設置基準として明らかにされたもので、「近隣校への通学時間が、公共交通機関を利

用しておおむね 1 時間以上かかり、普通科高校で地元の中学卒業生の半数以上が進学する

場合を一つの基準として検討していく考えである」と答弁しているものです。 
 浦幌から近隣校への公共交通機関を利用した通学時間は、池田高校総合学科へは列車で

32 分と 1.9 キロメートルの徒歩時間、幕別高校普通科へは列車 1 時間 04 分と 1 キロメー

トルの徒歩時間、帯広柏葉高校普通科へは列車 1 時間 21 分とバス 8 分の 1 時間 29 分であ

り、道教委の示した基準では、池田高校総合学科だけが 1 時間以内の通学時間ということ

になります。 
 また、地元中学校からの入学比率が 50％以上という点に関してですが、過去 5 年間の地

元中学校から浦幌高校への入学率は、平成 13 年度 21.7％、平成 14 年度 24.1％、平成 15
年度 23.4％、平成 16 年度 15.7％、平成 17 年度 31.8％で、いずれも 50％に達していない

のが実情です。 
 道教委の示している 50％というガイドラインが、どの年度の数字を採用するのか、ある

いは数年間の平均値を採用するのかなど、細かな考え方は明らかにされておりませんが、

いずれにしても極めて厳しい数字であることは明らかであります。 
 2 点目の通学困難地域の特例維持の関係についてでありますが、指針では、第 1 学年 2
学級以下の高校のうち「地理的状況等から再編が困難であり、かつ、地元からの進学率が

高い場合は地域キャンパス校化を図ります」とあり、続けて「第 1 学年 1 学級の地域キャ

ンパス校については、5 月 1 日現在の第 1 学年の在籍者が 20 人未満となり、その後も生

徒数の増が見込まれない場合は、再編整備を進めます」としています。 
 ここには、平成 12 年 6 月に策定された「公立高等学校配置の基本指針と見通し」にあ

った「近隣の高等学校への通学が不可能又は極めて困難な場合、1 間口校については、原

則として存続を図ることとするが、5 月 1 日現在の第 1 学年の在籍者が 2 年連続 10 人未

満となり、その後も生徒数の増加が見込まれない場合は、統廃合の検討を行う」旨の記述

はなく、指針の中では離島のみにこの規定が適用されているところから、10 人未満、2 年

間という条件は継続されないものと思われます。 
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 3 点目の上浦幌地域からの浦幌高校への通学手段確保の問題についてでありますが、こ

れについては、平成 16 年第 4 回町議会定例会で河内議員から一般質問をいただき、「上浦

幌地域から浦幌高校へ入学ということであれば、何らかの対策により、振興会を通じて通

学の足の確保を図りたい」と答弁したところです。 
 上浦幌地域から浦幌高校へ進学してくださることは、おそらく浦幌高校創立時からの願

望であったと思われます。上浦幌地域が本別町と地理的に隣接しており、様々な点で密接

な関係を持ってきたことはこれまでの推移を見れば明らかであります。 
 しかし、町内に所在する高校を維持存続するという今日的課題から考えますと、一人で

も多くの町民が浦幌高校進学を選択され、勉学に励まれることは、一般町民にとっても大

きな希望であります。そうした観点からしますと、上浦幌地域から浦幌高校へ進学される

方がいた場合、何らかの方策をとることは今日的課題と言うことができます。したがって、

中学生の進路動向を把握しながら、関係者やご本人の希望をお聞きし、どんな対応が可能

なのか、具体策を検討することが必要と考えております。 
 また、いずれの方策を講じるにいたしましても、本年度の上浦幌地域の受験者が浦幌高

校を選択肢の一つとして検討され、進学先として選択くださることを強く希望していると

ころでもありますので、関係者のご協力をお願い申し上げます。 
 以上、河内議員の答弁といたします。 
○水沢議長 再質問を許します。 
 河内議員。 
○河内議員 3 点目の上浦幌の通学確保につきましては、ご指摘のとおり 16 年第 4 回定例

議会において、前向きなご答弁をいただいたところで、今後もこの考え方を継続して協力

したいということでのお約束をいただいたわけですから、大変厳しいとは思いますけれど

も、今後関係者の努力のもとで一人でも実の上がるような形でこのことが実現することを

ですね、心から私も期待しています。 
 1 点目についてお聞きした中で、地元からの入学比率が 50％以上、これも現在の状況を

継続するということは、なかなか難しいという前提で地域キャンパス化の中での条件とい

うことでも大変厳しい条件が、この 50％以上を占めるということであるわけですけれども、

この数字を見ますと、平成 13 年度からの数字を 17 年度までお示しいただいたわけですけ

れども、一応、昨年は 31.8％と、まだまだ 50％には厳しい状況でございますけれども、

上向きにはなってきているということで、今後振興会を始め学校関係者の努力の中で、何

とか 50％をクリアできるような形へ我々含め、努力していかなければならないなと考えて

おります。それと、10 人未満 2 年間という条件は、離島のみに適用されるためにおそらく

今後の学生数の確保ということで言えば、大変厳しい 20 人を切らないという形での条件

がやはりクリアできなければ、存置は難しいのかなという考えであります。 
 1 点、ご確認いたしたいと思いますけれども、素案を見ますと、今回から前年に公表し

ている高校の配置計画は、実施の 3 年前に公表する仕組みに改めるということが示されて
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おりますけれども、例えば、浦幌高校の場合、これらの適用の絡みということで考えた場

合、どういうような判断ができるのか、その辺についてお伺いしたいと思います。 
 現在、管内ではこの再編の対象校が浦幌含めて 7 校あります。対象町村では、大変な危

機意識を持って、これらのことについて地域衰退になり兼ねない、教育が後退するという

ことで、存置活動が活発化しているわけでありますが、特に浦幌高校の場合は、この 7 校

の中でも一番厳しい条件であると、存置については、誰もが認識されていると思います。

そんなことで、例えば、今後ですね、キャンパス校になるということが唯一の道のような

わけですが、他の町村ではいろいろその辺について生き残りを模索しているというところ

もあります。 
 例えば、ここに道教委の十勝支庁での意見を聞く会の中で、農業高校と連携型中高一貫

教育に取り組む学校については、基本的には現状維持であるというようなことも示されて

おりますし、何かトップだとか、そういった特別な専門性を求めるような、作ることで、

今後、学校として生き残れる可能性というのは、見出せないものかどうか、その辺も含め

て 2 点お聞きしたいと思います。 
○水沢議長 教育次長。 
○後藤教育次長 まず前段の方の話ですけれども、今回の新たな高校教育に関する指針と

いうのは、平成 20 年度から適用されるものでございます。3 年云々というのはですね、平

成 12 年度に策定されました公立高等学校配置の基本指針の中で、毎年度その高校の募集

定数ですとか、学級数が決まるのですが、その学級数を決めるのが 3 年前ということでご

ざいまして、今回出されました高校教育に関する指針と直接的に関連するものではありま

せん。 
 それから 2 点目の今回の高校教育に関する指針の中で、農業高校と中高一貫教育につい

ては、除外すると、適用外ということで、基本的には現状維持という方針が出されました。

農業高校については、農業振興という政策的なことがあるのだろうと思います。それから

中高一貫教育は、現在、十勝管内では鹿追町と広尾町が中高一貫の教育をしております。

この中高一貫教育、校として認められるための条件として、これも地元の中学校から高校

へ 50％以上が進学するという条件がございますので、浦幌高校については該当しないとい

うことになります。 
○水沢議長 再々質問を許します。 
 河内議員。 
○河内議員 今、ご説明のあった中ではなかなか活路が見出せないのかなというような答

弁なのですけれども、いずれにせよ、浦幌高校は特に大変厳しい状況にあるということで

あります。しかし、可能性がある限りですね、今後、地域一丸となった取り組みを是非で

すね、行政にも求めたいと思います。そのことを最後に、確認させていただきたいと思い

ます。 
○水沢議長 町長。 
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○八木町長 私の方からお答えさせていただきたいと思います。御存じのように、春先に

十勝支庁の教育局、北海道の教育庁ということで、この浦幌高校の存続について要請をさ

せていただいているところであります。また、それとは別に出札のおり教育庁へよりまし

て、存続の方法というものを探りながら、いろいろな意見を聞き、意見の交換をしてきた

ところでございますけれども、現状は非常に厳しい状況にあるという認識をしております。 
 9 月 4 日に浦幌高校振興会の臨時総会がありまして、そこに私と大谷教育長出席させて

いただいて、今後の取り組みというものも含めて協議をさせていただきました。まもなく、

その取り組みがまとまって、発表されることと思いますけれども、これをやれば大丈夫だ

という有効な手段がないというのが現状であります。妹背牛高校の例をとりますと、人口

わずか 3,000 か 4,000 人の町で存続について 11 万人以上の署名が集まったと。しかし、

それを持って教育庁に提出したけれども、覆えなかったというのが現状でございます。そ

れを見ていくと、非常に厳しい状況にあるなと思っておりますけれども、振興会、ＰＴＡ

一体となって、また町民にもお願いしながら、この存続について活動を続けていきたいと、

このように考えておりますのでよろしくお願いいたします。 
○水沢議長 これで河内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 
○水沢議長 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 
 お諮りいたします。明日から 9 月 10 日までの 2 日間、議事の都合により休会いたし、

11 日は午前 10 時に本会議を開催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〕 

○水沢議長 異議なしと認めます。 
 よって、明日から 9 月 10 日までの 2 日間、休会することに決定いたしました。 
 なお、9 月 11 日は、午前 10 時から本会議を開きます。 
 
     ◎散会の宣告 
○水沢議長 本日は、これをもって散会いたします。 
 

散会 午後 ２時４９分 


