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開議 午前１０時００分 
 
     ◎開議の宣告 
○田村議長 ただいまの出席議員は、13 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。 
 お諮りをいたします。 
 本日、午前 9 時 21 分、強い地震があり、行政において対策をとる必要が生じましたの

で、対策本部を設置し、対応が整うまで暫時休憩したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
 再開時間は、後ほどお知らせいたします。 
 よって、ここで暫時休憩いたします。 
 

午前１０時０３分 休憩 
午後 １時００分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 会議に入る前に、町長より発言の申し出がありますので、これを許します。 
 町長。 
○水澤町長 本日の地震に対しまして、議会休憩をとっていただきましたことに感謝申し

上げたいと思います。本日、9 時 21 分に十勝沖で発生しました震度 5、マグニチュード

7.0 の地震でありますけれども、津波注意報も発令されましたので、災害対策本部を設置

いたしました。職員も海岸線において、積み木などの安全確認等、避難誘導を行うと同時

に、防災無線で町民の方には周知をいたしました。幸い、津波の発生は確認されませんで

した。10 時 45 分に津波注意報も解除されました。 
 現在、70 歳以上の独居老人の方 249 名に対しまして、状況確認を進めているところで

あります。現在、確認がとれた方については、被害の報告はされておりません。直近まで

今、被害状況の確認に努めておりましたけれども、現在のところ、浦幌町内において、人

的、物的な被害の報告はありません。 
 また、災害時の浦幌町の担当であります施設駐隊の少隊長が駆けつけていただきました。

浦幌町内の使用道路の状況確認を今していただいているというところであります。 
 災害本部につきましては、状況確認を最終的にできるまで設置を続けてまいりたいとい

うふうに考えているところであります。 
 以上で、現時点における地震の状況報告とさせていただきたいと思います。 
○田村議長 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
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願いいたします。 
 
     ◎日程第１ 議会運営委員長報告 
○田村議長 日程第 1、議会運営委員長報告を許します。 
 杉江委員長。 
○杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 
 去る 9 月 8 日午後より、第 3 回町議会定例会、本日 11 日の運営について、正副議長の

出席をいただき、議会運営委員会を開催しました。今朝の地震による対応により会議は遅

れておりますが、再度、議会運営委員会を開催し、協議をいたしましたので報告いたしま

す。 
 本日の一般質問は、髙橋利一議員、河内富喜議員、差間勝男議員、二瓶隆議員、森秀幸

議員、福原仁子議員、中尾光昭議員の 7 名より 9 項目についての質問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ので、よろ

しくお願いいたします。 
 一般質問終了後、議案第 88 号、平成 20 年度一般会計補正予算の審議に続いて、認定第

1 号、平成 19 年度一般会計歳入歳出決算審査であります。 
 以上、議会運営委員会において、協議をした結果であります。議員各位のご賛同賜りま

すようお願いを申しあげますとともに、活発なる審議を期待いたしまして、議会運営委員

長報告といたします。 
○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 
○田村議長 日程第 2、一般質問を行います。 
 通告順に発言を許します。 
 初めに、10 番、髙橋利一議員の質問を許します。 
 髙橋議員。 
○髙橋議員 私は、本定例会において、産業交流施設に係る国道 38 号線既設駐車場の取

扱い並びにベジタブルショップの関係について、質問いたします。 
 まちづくり交付金事業を活用し、レストランうらほろ亭周辺に産業交流施設、いわゆる

道の駅を建設すべく本年度予算において、10 月を予定にし、その産業交流施設実施設計の

委託を進めるとのことであり、時期的にもう既に施設の位置、内部の間取り、外観等、ハ

ード面での基本的事項、またその施設の運営についてのソフト面でもほぼ計画が定まって

いるものと思われます。その中にあって、健康湯付近の国道 38 号線の既設駐車場に係り、

新聞報道で帯広開発建設部から「昨年からの協議で将来的な閉鎖は理解いただいている」

とのコメントが出され、また急にその閉鎖について話があったような報道もされており、
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このことについて町民が大きな関心と不安を抱いている状況であります。 
 そこで、この健康湯付近の国道 38 号線既設駐車場の閉鎖に関して、質問をいたします。 
 1 点目、帯広開発建設部から、いつの時点で方向性が示されたのか。 
 2 点目として、その閉鎖により、道の駅建設運営計画にどう影響するのか。また、その

対応は町としてどう考えているのか。以上、2 点についてお伺いします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 髙橋議員の質問にお答えいたします。 
 産業交流施設の建設に伴う国道38号線駐車場の関係でございますが、平成18年7月に第1
回産業交流施設準備委員会を開催して以来、先進地視察、運営方法、施設内容計画、建設

スケジュール等の協議を行い、また、昨年7月から10月までは出品希望者による直売試験

販売を行なってまいりました。 
 本年に入ってからは、直売所出品希望者会議が立ち上がり、運営母体の運営方法の協議

や試験販売の販売実績と来場者の把握を行ってきているところであります。 
 町といたしましては、並行して北海道開発局に対し、施設区域内への安全な進入を確保

するために、交差点付近における国道の右・左折レーンの拡幅改良の要請を進めてまいり

ました。 
 また、産業交流施設とベジタブルショップの共存共栄を考慮し、相乗効果を期待すると

のスタンスのもと、両方のゾーンで運営をしていくとの考えであり、北海道開発局もその

方向に沿って検討をしていると聞いておりました。 
 しかしながら、本年4月に入り、産業交流施設の建設に伴い、北海道開発局から「昨年

度の段階では、道の駅計画の具体性が定まっていなかったため、現在の駐車休憩スペース

との両立の可能性も含めて検討していたが、具体的な国道交差点改良の整備を検討するに

あたり、新たに道の駅が隣接することによる国道駐車休憩スペースの必要性に対する疑義、

双方施設の出入り口が近接することによる交通安全上の問題、また、トイレ施設整備後15
年経過し老朽化してきていること等の観点から、駐車休憩スペースも含めて廃止の方向も

視野に入れざるを得ない状況となった」と申し入れがあったところです。 
 これを受け、町といたしましては、今までの双方による協議内容と町民への説明内容か

ら考えても閉鎖は受け入れられないので、現駐車場、トイレを存続できないか要請をして

きたところです。 
 その後6月に、北海道開発局から「町の意向を受け国道交差点の改良整備は行うことと

するが、「産業交流施設」向かい側になる現在の駐車休憩スペース、トイレ施設については、

「道の駅」開設後閉鎖を視野に考えざるを得ない」との方向性が示されたところでありま

す。 
 2点目の現駐車場の閉鎖による道の駅建設運営計画に対する影響と今後の対応について

でございますが、北海道開発局から示された方向性により、現在の「ベジタブルショップ」
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は運営が出来なくなることが予想されるため、町といたしましては、「道の駅」ゾーンの中

に「ベジタブルショップ」が将来的に移ることができるか経営者の方々とも協議をし、そ

の結果によっては「道の駅」建設計画の内容変更も考えられることでありましたので、話

し合いをさせていただきましたが、ベジタブルショップでは「北海道開発局が閉鎖時期を

明確に示していない中では、今後も現在の場所で運営をしていきたい」という意向である

ため、町の「道の駅」建設計画は、直接的に影響がないものと考えております。 
 以上、髙橋議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
○髙橋議員 帯広開発建設部の新聞紙上でのコメントにおいて、「計画の内容も確定してい

ない中、閉鎖する時期も決まっていない。皆さんでよく話し合って、解決してほしい」と

もあり、実施設計の委託発注を間近に控え、町が進めようとしている本事業について、帯

広開発建設部の理解によっては影響を及ぼすことも考えられます。 
 また時期も含めた駐車場の閉鎖に関しては、現在、この駐車場で自助努力により 10 数

年営業を続け、雇用面、一次産業振興面で町の活性化に寄与しているベジタブルショップ

においては、大きな不安を抱え込むこととなります。そこで質問をいたします。 
 1 点目、計画の内容も確定していないとはどのようなことか。 
 2 点目として、駐車場閉鎖に関して、ベジタブルショップとの協議を行ったのか。行っ

たとすれば、いつの時点でどのような協議を行ったか。 
 3 点目として、駐車場の閉鎖について将来的なことであり、その時期までベジタブルシ

ョップが現在の場所で営業を継続するのが望ましいという考え方もあると思うが、町とし

て営業継続支援の考え方はないのか。以上、3 点についてお伺いします。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 お答えいたします。 
 まず 1 点目の、計画の内容が決まっていない中でということで、これは新聞報道の中で、

これは開発建設部の道路課のコメントとして載っていた内容だというふうに思うわけです

けれども、道路課の方で答えた内容ですので、その真意ははっきりわかりませんけれども、

ただ、推測するにはですね、基本的には道の駅の建設をしていくという計画については、

変わっておりませんし、それについては方向が決まっているということでありますけれど

も、その内容が決まっていないという部分については、ちょうどベジタブルとの話し合い

の最中ですので、それによっては配置の問題等、変更が出るという部分も含めて、そうい

うことを言われているのか、あるいは、詳細にわたる計画の内容、例えば運営の方法です

とか、あるいは建物の平面の内容とか、そういうことを含めて言っているのか、そういう

ことでちょっとわからない部分もあるのですが、いずれにしても、基本的な内容について

は、町はやっていくという方向には変わりありません。 
 ただ、その内容については、一部これから決めていくという部分もあります。というの
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は、実施設計等でこれから具体的な形でやっていくわけですけれども、そういったことも、

これからやっていくということですので、そういう部分で言われているのではないかなと

いうふうに推測されます。 
 2 番目のベジタブルショップとの協議の内容でございますけれども、6 月 19 日に最終的

に、先ほど町長が答弁いたしましたように、開発の方から道の駅が開設後、閉鎖を視野に

考えざるを得ないという申し入れがありました。そうなりますと、当然、ベジタブルに影

響が出てくるわけでございますので、それを受けまして、7 月に 2 回ほど、まず協議をさ

せていただきました。 
 協議の内容といたしましては、一つには、道の駅の整備について理解をいただきたいと

いうことが 1 点と、二つ目に、こういった開発の方向性が示されたので、それを受けてこ

ういう機会に運営体制、今、出品者会議という運営母体を作ろうとしておりますけれども、

そういう運営母体に入ってやっていただける考えはないでしょうか。なければ、もう 2 点

目としては、例えば、移設等は考えられないでしょうかというお話をさせてもらいながら、

いろいろと協議をさせていただきました。 
 町といたしましては、基本的に道の駅を作るという考えの中では、ベジタブルショップ

もですね、町といたしましては、一緒にですね、道の駅の中のゾーンで運営、あるいは直

売所という形でやっていただきたいというのが基本的な考えでありまして、これは道の駅

の計画が示された時から、ベジタブルショップの方にもお話をさせていただいた内容であ

りますので、こういった機会をとらえながら、基本的にはそういうこともお話させてもら

いながら、協議をしてきたということでございます。 
 それで、2 回ほどやりまして、その後、ベジタブルさんの方でちょっと時間がほしいと、

町民の方々からのご意見も聞きたいので、時間がほしいということで、私どもとしては、

その返答を待つということで約 1 カ月間経過したということであります。 
 町の方としてもこれから進める計画等もありますので、いつまでも待てないということ

で 9 月の 8 日に協議を再度こちらの方からお願いしまして、お話合いをさせていただきま

した。その中で、ベジタブルショップもいろいろと内部で非常に苦慮する内容であったと

いうふうに思いますけれども、結論としては、北海道開発局が閉鎖時期を具体的に明示し

ない中では、今後も現在の場所で運営をしていきたいというお話でございました。 
 そういう中で、今後も運営していきたいというベジタブルショップさんの考えであると

いうことでありますので、そうなりますと、非常に今後の私どもの計画にも大変な大きな

影響が出てくると、いつまでもこういう形で進めていくわけにはいかないということで、

その後、開発局とですね、そういった今の状況をお話させてもらって、このままでは計画

が進まないということで、ご相談をさせていただきましたところ、開発さんの方もですね、

いろいろと考えていただいたのかなというふうに思うのですが、そういう中で、ベジタブ

ルショップのある駐車場については、今後、当面、駐車場の利用状況の推移を見ながら、

その中で判断をしていくというようなご返答をいただきました。 
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 道の駅ができたら、すぐ閉鎖するというような状況ではなくてですね、今後そういった

利用状況の推移ですから、そういった車の台数の減少とか、そういうことを見ながらとい

うことだというふうに思いますけれども、そういった見解をいただきましたので、ベジタ

ブルショップさんの方にもですね、まず代表の方にその旨お話をさせていただいたところ

でございます。 
 次に、3 点目のベジタブルの営業の継続支援の考え方、先ほども答弁の中でおおむね述

べさせていただきましたけれども、そういった協議の中で、ベジタブルさんもですね、何

回となく内輪で協議をされて、いろいろと 10 年間のそういったご苦労の話も聞きながら

ですね、町としてもなんとかしたいということで、先ほど言いましたように、開発さんの

方に町からも再度要請を申し上げて、先ほどのような回答を得たということでございます。

以上でございます。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○髙橋議員 今、副町長の答弁ですね、ベジタブルショップについては、ある程度のまた

先の見通しと言いますか、そういう中では、町の働きの関係、大変頑張った状況だと思っ

ております。そういう中でですね、平成 18 年 6 月 6 日に実は第 1 回の地域産業研究ネッ

トワーク会議が役場 3 階で行われております。その際にですね、農業生産者の方、ユーエ

ム、ＮＰＯ、ベジタブル、食堂経営者の皆さんが参加され、前八木町長より留真温泉、道

の駅的な物産館を建設して参りたいという旨の話がございました。参加された方々よりい

ろいろな質問を含めた協議がされたと記録があります。 
 その際、ベジタブルショップの所のトイレはそのままかとの問いに対し、八木町長より

そのままだと答えがあったと記録に残ってございます。 
 そのことを踏まえですね、ベジタブルショップの 13 人の仲間たちが協議をし、ソフト

クリームの機械、さらには冷蔵庫・野菜保冷庫、各機械の更新をし、約 300 万円を先行投

資されたと聞いております。私は、この段階でも大きなリスクを背負ったと言っても過言

ではないと思うわけでございます。 
 今回、私自身、一般質問をする際ですね、いろいろな調査をする中で、1 点感じたこと

がございます。それは何かと言いますと、庁舎内各課の連携、連動性が若干欠けているこ

とがある。厳しい言い方ですが、今後ですね、町内の一次産業から五次産業にいたるまで、

さらには老若男女、町民のために頑張っていただきたいと思うわけであります。さらにま

た、今後事業の取り組みで大きな決断、さらには軌道修正が必要とも考えますが、最後の

質問になりますが、答弁をお願いいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 答弁調整のため、暫時休憩いたします。 
 

午後 １時２３分 休憩 
午後 １時２４分 再開 
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○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 髙橋議員の質問にお答えさせていただきたいと思います。ベジタブルショッ

プのトイレ、また駐車場の存続につきましては、当初からこの道の駅を計画していた時か

ら、ゾーンとしてお互いに頑張って浦幌町の特産品等の販売を、また情報発信をしていこ

うということから立ち上げております。 
 また、開発局とも最初に答弁しましたとおり、その話でずっと進めてきたわけでありま

す。しかし、今年度に入りまして、新しい所長等が変わりまして、方向転換がなされたと

いうことで、大変、そういう面では町も苦渋をいたしました。 
 それで、こういう開発局の関係の中で、再度ベジタブルショップさんには、道の駅のゾ

ーンにきて、一緒に道の駅ゾーンの中でやる考えはないのかということで、お話をさせて

いただいた、そして協議をしていただいたという内容であります。もともと町としても、

別々なゾーンでやろうというふうに考えておりましたけれども、開発局がそういうことで

ありましたので、再度お話をさせていただいたということであります。 
 しかしながら、ベジタブルショップの皆さんは、やはり自分たちは自分たちの道がある

ということで、最終的には今の場所でできるだけやっていこうというお考えの中で、道の

駅ゾーンに移るということは、今は考えていないという返答をいただきました。 
 私どもは、強制的に移っていただくということではありませんので、その結論をいただ

いた中で、それでは、やはり共生できるものはないのかということで、再度、開発さんに

お話をさせていただきました。今、ベジタブルショップさんが自分の今の場所で営業を続

けていきたいという希望なので、ぜひその希望を叶えるような方法はないのかということ

で協議をし、また要請をいたしました。 
 その結果、先ほど、副町長がお話をいたしましたとおり、道の駅が開設したら即閉める

という考えを示していましたけれども、当面、車の流れを見ながら考えていきたいという

ことで、即閉鎖という道はなくなったのかなというふうに考えているところであります。 
 そういう意味では、町としましては、もともとの自分たちは自分たちの道の駅のゾーン

で、この道の駅の計画を進めていくという考え方に戻ったというふうな観点で今とらえて

いるところでありまして、最初の計画どおりに進めていきたいというふうに思っていると

ころであります。 
○田村議長 これで髙橋利一議員の一般質問を終わります。 
 次に、7 番、河内富喜議員の質問を許します。 
 河内議員。 
○河内議員 私は、本定例会において、国の療養病床再編の流れにおいても、町立診療所

の医療型療養病床 10 床の存続は必要であるという立場から一般質問をさせていただきま
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す。 
 先般、国の医療費適正化計画、2008 年度から 2012 年度の 5 カ年計画の中で、療養型病

床の再編・削減案が示されています。 
 療養病床全体 35 万床について、2012 年度までに 22 万床に削減するという内容であり

ます。15 万床まで削減する当初案より多少緩和されたものの、国民の反発を恐れ、存続数

をアバウトに積算することで、国全体の目標数値を下げたものだと私は考えております。

内容は、依然厳しいものであります。 
 療養型病床には介護型と医療型がありますが、介護型の療養病床 12 万床は廃止もしく

は医療型か介護療養型老人保健施設へ転換を進め、当町のような医療型療養病床 23 万床

については、15 万床に削減・転換する案であります。介護型からの玉突き参入分も当然考

えていかなければならないわけでありますから、この数値は厳しいと考えざるを得ません。 
 最近、管内の病院でもこの流れを受けて、療養病床の廃止もしくはリハビリ病棟や一般

入院病床への転換が進んでいます。介護型の療養病床は介護保険で、医療型の療養病床は

医療保険で賄われていますが、看護師の配置に差はあるものの、支払われる医療報酬はほ

ぼ同額とされています。 
 国は、医療費の 5 カ年削減目標を 2,200 億円としており、そのターゲットとして療養病

床の再編、削減になっているわけであります。一番の問題点は低い診療報酬にあります。

それでなくても地方のほとんどの病院は厳しい経営を強いられているわけですが、療養病

床における入院基本料の内容は、各種治療・検査のほとんどが 1 日いくらの包括点数でく

くられています。各項目においても特別加算はほとんど認められていません。また入院日

数が 180 日を超えた患者には、入院基本料の 15％減額も適応されています。 
 国は、医療費の削減を図るために、医療と介護の住み分けをさらに図りたいようであり

ます。たしかに住み分けできる人はいます。しかし、どちらも必要な高齢者は現実的には

いるわけであります。在宅介護・在宅医療といっても限界があるわけで、このままこの案

が進められるとしたら、ある推計では医療・介護難民は最悪 11 万人発生するとされてい

ます。 
 町立診療所の医療型の療養病床を廃止した場合、医療・介護難民がわが町でも生まれる

可能性があります。高齢者やその家族が悲惨な状況にならないように、また適切な治療が

受けられるように、町として医療型療養病床は存続すべきであると考えます。 
 特に近年、後期高齢者医療制度の導入・介護保険制度の見直し・老年者控除の廃止・定

率減税の廃止によるところの住民税の負担増など、すべての面で高齢者への環境が大変厳

しくなっています。高齢者からは「私たちは早く死んだ方がいいのかなぁ」という疎外感

に満ちた言葉すら聞こえてきます。 
 町の政策として対応できるものであれば、多少の負担があっても対応すべきであると考

えますが、理事者の考えをお伺いします。 
○田村議長 答弁願います。 
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 町長。 
○水澤町長 河内議員の質問にお答えいたします。 
 町立診療所における医療型療養病床の存続についての考え方でありますが、ご質問にも

ありましたように、国では医療費適正化計画に基づき療養型病床の再編・削減を計画して

おります。これは、現在全国に所在する医療型療養病床23万床及び介護型療養病床12万床

については、医療の必要性が高いものと低いものが存在しており、医療の必要性の高いと

される約22万床については引き続き医療型療養病床として存続させ、医療の必要性の低い

ものについては老人保健施設、ケアハウスなどの居住型介護サービス施設等に転換を推進

するものです。 
 本町の町立診療所におきましては、入院病床は一般病床9床及び医療型療養病床10床の

合計19床ございます。 
 一般病床は、医療の必要性が非常に高い方を対象とした病床でありますが、一定期間を

経過すると患者も快方に向かい、医療の必要性が低下することを想定し、診療報酬点数表

では入院から7日、14日及び30日を経過するごとに入院料を減額して算定することとなっ

ており、一方、医療型療養病床では、退院が可能となるまでの入院期間中、入院料は一定

に算定できることとなっております。 
 なお、病院の場合は、一般病床、医療型療養病床ともに入院日数が180日を超えると入

院医療費の患者負担額は、一定割合増額されることとなっていますが、診療所では一般病

床、医療型療養病床ともに入院日数が180日を超えても入院医療費の患者負担額が増額す

ることはありません。 
 北海道では、医療型療養病床及び介護型療養病床をもつ医療機関に対し、今後の意向に

ついて調査しているところでありますが、回答のあった363医療機関には、医療型療養病

床17,211床、介護型療養病床6,070床の合計23,281床がありますが、老人保健施設等への

転換と回答したのは、現在のところ36医療機関で、医療型療養病床2,084床中718床、介護

型療養病床2,255床中1,783床にとどまっている状況で、各医療機関ともその対応に苦慮し

ている状況がうかがえます。 
 本町におきましては、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、グループホーム、特定施

設入居者生活介護など高齢者介護の基盤は整ってはおりますが、河内議員のご指摘にあり

ますとおり、町立診療所の医療型療養病床は、存続すべきであると認識しているところで

あり、今後の医療制度改革などにより、どのように変容していくか不明確ではありますが、

現状どおり維持してまいりたいと考えております。 
 以上、河内議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 河内議員。 
○河内議員 大変前向きな答弁をいただいたものと考えております。 
 実は、私がこの質問をする経緯になったのはですね、管内では福祉の町として知られて
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いる町があるわけですが、その町ですらこの流れに乗って、療養病床を大幅に削減してい

るという流れを見ました。また、管内でも最近に何町かこの流れの中で、療養病床を返還

してきているということがありましたので、今回、わが町の医療型の療養病床は、なんと

か存続する方法で努力していただきたいという意味合いもありまして、ご質問をさせてい

ただいたわけであります。 
 それぞれ医療体制の条件のクリア、診療報酬の低さも問題になっていますので、その辺

にメスを入れるということもわからないわけではございませんが、医療費の削減のために

高齢者にそのしわ寄せを転嫁する、これはどう考えても私は間違っている。高齢者に対し

てやはり畏敬の念をもって、国・行政は当然配慮していくべきではないかなと、私なりの

持論を持っているわけであります。 
 また、残念なのは、報道においても、このことについて社会問題としてとらえられてい

ない流れが最近あるなと、私なりに大変危惧をしているところであります。 
 浦幌の場合、存続していただけるということでのご答弁をいただいたので、今さらくど

くど申し上げることもないわけでありますが、例えば、国は、今後、在宅医療を充実させ

ていくと言っておりますが、当然、これから高齢者が増えるわけでありますから、このこ

とは将来を見据えての判断だと思います。 
 しかし、わが町の今の医療体制で、それが現実的に可能かといった場合には、私は難し

いと思います。医師を初め、スタッフを増やさなければできないと考えます。それであれ

ば、町が判断されたように、現在の医療体制の継続を、医療病床を存続させる方がむしろ

現実的であると私も考えるわけであります。 
 1 点だけ再質問として確認したいと思いますが、医療型療養病床の再編には、先ほども

申し上げたように、国の目標数値がありますが、存続についての最終判断は、国・道がす

るものか、あくまでも個々の病院の判断が尊重されるものか、その点について確認をさせ

ていただきたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 私の方から説明させていただきます。 
 再質問ございました医療療養の再編の最終的な国・道の判断、それとあくまでも個々の

病院で判断していくのかという関係でございますが、医療療養病床の再編は、国・道が判

断するという点に関しましては、国・道が作成する医療費適正化計画に基づいて、数値目

標が作成されるものであります。そういうことで、医療型病床の再編にかかる強制力、そ

ういうものはございませんが、医療機関の設備及び人員基準、また診療報酬の点数などが、

国が定めておりますので、その辺を考慮すると、厳しい状況になってくると予想されます。 
 しかしながら、この個々の病院が判断するということでございますが、これらについて

は、やはりその先ほど申し上げました、収入となる診療報酬、経費、病棟の維持費、いろ

いろなものを緩和した中で判断しないと考えております。 
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 先ほど、町長の方から答弁したとおり、原型では高齢者の方が安心して暮らせるような

ことの中で、町立診療所の医療型病棟については、維持してまいりたいと思っております。

ただ、国が今後いろいろな形で診療指導、減額またはいろいろなそういう診療報酬の改定

がなった場合、収入システムのコスト、いろいろな面で財政的な問題を含め、一般病床の

転換ということもやはりあることも予想されます。 
 しかしながら、現在の段階では、19 床という形は維持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ます。以上でございます。 
○田村議長 再々質問を許します。 
 河内議員。 
○河内議員 今、課長の方から大変わかりやすくご答弁いただいたわけですが、当然、国

の考え方を無視した中で、独自の政策を突き通すということは、なかなか難しい。これは

やはり、どうにもならないところもあるのでしょうが、私は、その辺はですね、町の政策

として、踏ん張ることができるのであれば、できるだけそういう形に、やはり考えていっ

ていただきたいなと考えるわけであります。 
 ある人からですね、聞いた話ですけど、病院の経営のことだけを考えたらですね、入院

施設の無い小さな規模のクリニックが一番儲かるそうであります。しかし、町立診療所の

場合ですね、採算面も当然考慮しなければならないが、やはり町民の医療福祉、高齢者の

医療福祉ということでの観点から総合的に判断していく必要があると思います。 
 そういった点で、今後のいろいろな国の流れもあると思いますが、その辺についての町

長の考え方を最後にお聞かせ願いたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 町立診療所の 19 床のベッドの確保については、最初に答弁したとおりであ

ります。ただ今、医療型と一般のベッドがそれぞれ制度違いますけれども、特に個人の負

担にかかわる点でありましては、診療所の場合、180 日を超えても 15％の個人負担が増え

るということにはなっておりません。 
 そういう意味では、個人負担という面では、一般病床と療養病床という点では、それほ

ど変わらないのかなというふうに思いをしているところであります。ただ、診療報酬につ

いて、違いが出てまいります。今後、国又は道がどのように社会的入院という問題点を解

決していくのかということになってくるだろうと思いますけれども、現在のところ、各病

院に何床減らせとか、そういう強制的な割り当てがきているわけではありませんので、今、

現在の診療報酬等との関係では、この 19 床、10 床と 9 床を続けていきたいというふうに

思いますし、できるだけ町民負担にならない中で、この診療所体制を継続していきたいな

というふうに考えているところであります。 
 ただ、将来的に国がどのように制度返還をするかということは、今、明確になっており

ませんので、将来にわたって未来永劫、このような形を続けていけるかどうかということ
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は、当然わかりませんけれども、できる限りはこの形を続けていきたいなというふうに考

えているところであります。 
○田村議長 これで河内富喜議員の一般質問を終わります。 
 次に、6 番、差間勝男議員の質問を許します。 
 差間勝男議員の質問は、1 項目ずつ行う旨通告がありましたので、これを許します。 
○差間議員 私は、今定例会において、2 項目にわたり質問をしたいと思います。町長よ

り明快な答弁をいただくように、よろしくお願いをしたいと思います。 
 1 項目め、スクールバス及び患者輸送車委託契約問題についてであります。 
 スクールバス及び患者輸送車の委託契約は、毎年入札により行われている。1 年ごとの

入札であるため、運送会社は次年度の保証はない状況であります。 
 過去には、ようやく地元で立ち上げた運送会社が町外に去った例もあります。 
 せめて、指定管理者制度のように 2、3 年運送会社が余裕を持って経営のできる、契約

期間にできないものかお伺いをしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 差間議員の質問にお答えいたします。 
 スクールバス及び患者輸送車に係る委託契約期間についてでありますが、現在の業務委

託につきましては、浦幌町建設工事請負業者指名委員会において、指名競争入札に参加す

る資格を有する者の名簿に登載された者のうちから委託業者を指名し、入札を執行してお

りますが、委託業者指名にあたりましては、契約の適正な履行の確保を図ることができる

範囲内において、地場産業の育成に努めることになっており、町内に事務所等のある業者

を指名しております。 
 契約期間につきましては、浦幌町長期継続契約を締結することができる契約を定める

条例に基づき、3月に入札を執行し、4月からの1年契約としております。 
 契約期間を単年度から複数年とし、運送会社が余裕をもって経営のできる契約期間にで

きないかとの質問でございますが、スクールバス運行委託業務につきましては、平成19
年度に中型バスで運行していた路線が、生徒数等の減少により平成20年度には小型バス

による運行となった事例もあり、児童数等により運行距離が変わることも想定されます

が、議員ご指摘のように、来年度に2カ年の複数年契約が出来ないか検討をしてまいり

たいと考えております。 
 また、患者輸送車運行委託業務につきましては、市街地以外に居住している町民の方の

医療機関への通院や保健福祉施設等への通所等のため運行しているものであり、将来的に

利用する方が大幅に減少しない限り路線等の変更も考えられないことから、来年度に2カ
年の複数年契約を試行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。 
 以上、差間議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
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 差間議員。 
○差間議員 この契約等につきまして、ちょっと聞いておきたいことがございます。これ

は、入札をして、入札業者が 1 年間、いわゆるスクールバス、患者輸送バス等が町内を走

っているわけでございます。この間ですね、いわゆる安全点検、運転手さん方が万が一体

調を崩された場合とか、いろいろな内容が入札時あるかどうか。そしてですね、そういう

場合、あるいは、そういう運転会社が浦幌町にこういうわけで、今回はこの方、運転でき

ないとか、そういうような事例があるかないか、これを聞いておきたいと思います。 
 まず、そういう例があればどういうふうに対処しているか、これは子どもさんとか、患

者輸送、人命にかかわることですので、そのような事例があるかないか。またあった場合、

どのように対応してきているか、例があったらお知らせしていただきたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
○上村保健福祉課長 患者輸送バスの方は、保健福祉課の担当でございます。入札が決定

後、その運転者の免許証、運転経歴、事故歴、そういうものをとっております。そういっ

た形では、今までその方が乗れないような状況に至ったことはありません。 
 万が一、そういうような状況になりましたら、業務契約している会社として相談して、

その方が代替で運転してもらう、誰かその会社から出してもらう、病気等でその方が運転

できない場合については、その会社の責任において運行していただくということになって

おりますので、よろしくお願いします。以上でございます。 
○田村議長 施設課長。 
○賀下施設課長 今の質問にお答えさせていただきます。今、課長の言われたとおり、ス

クールの方も同じなのですけれども、事故については、一応契約の中では、すべて請け負

った業者の方で責任をとることになっております。また、運転者が体調を崩して変わった

という事例は今まではありません。また、あった場合については、先ほど課長が言われた

同じようなケースで、代替者を立てていただくということになっております。以上です。 
○田村議長 次に、2 項目めの質問を許します。 
 差間議員。 
○差間議員 2 項目めとして、国道 336 号線の進捗状況と道道直別・昆布刈石間の今後に

ついて、お聞きしたいと思います。 
 現在、昆布刈石の一部の工事が中断され、数年がたち現在どのような状況になっている

か。また広尾の十勝港に決まった家畜飼料コンビナートが整備されている中、国道 336 号

線は、釧路・根室方面への飼料輸送ルートとして大変重要視され、今までとは違う展開が

あるのではないかと思うわけであります。 
 町長は、今まで国道 336 号線問題を政務活動の中で取り上げ、陳情等運動をしてきてお

りますが、特に国道 336 号線の残り昆布刈石から直別間の道道を国道へ昇格させ、道路整

備をすることが大事かと思いますが、町長の考えをお聞きしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
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 町長。 
○水澤町長 差間議員の2項目めの質問にお答えいたします。 
 国道 336号線の進捗状況と一般道道直別共栄線の直別から昆布刈石間の今後の整備の方

向性についてお答えいたします。 
 国道 336 号は、釧路港と十勝港を陸路で結び、また道東と道央及び道南方面を結ぶ幹線

道路として、地域の経済・産業振興に重要な役割を果たしており、また、国道 38 号の代

替路としての役割を兼ね備えた重要な路線であります。 
 一般国道 336 号浦幌道路の未整備部分の進捗状況につきましては、未供用区間約 3.7 キ

ロを残すまでとなっております。 
 しかしながら、終点側の道路用地の取得に係る用地交渉で、地権者との交渉が難航して

いるため事業が中断し、完成が遅れている状況でありました。本年 8 月に最終の用地交渉

が行われましたが、残念ながら決裂したとのことであります。 
 今後は、帯広開発建設部では、本ルートをあきらめ、大幅な設計変更を行い、新たなル

ートを求め、早々に用地交渉に入ることとなり、事業完了は当初計画より大幅に遅れます

が、平成 23 年度完成を目指すとのことであります。 
 本町といたしましても、帯広開発建設部、帯広開発建設部広尾道路事務所と連携を図り

ながら早期完成に向けて協力して参りたいと考えております。 
 次に、一般道道直別共栄線の厚内・昆布刈石間の今後の方向性についてですが、本年 2
月に厚内トンネルが開通し、今後、大型車両の通行量の増加が予想されるところでもあり

ますが、同線の厚内地区は、たびたび低気圧による越波被害があるほか、道路や橋梁の幅

員も狭く曲線部も多いため通行上非常に危険であり、地域からも災害や交通事故の発生に

ついて、大変危惧されている路線でありますところから、国道昇格も視野に入れながら事

故防止や災害防除の観点から道路の拡幅や急カーブ等の線形の見直しを道に強く要望して

参りたいと考えております。 
 なお、国道昇格につきましては、地方分権改革推進委員会による 8 月の中間報告による

国の出先機関の「組織の見直しの方向」にも見られるように、国道の一部が地方へ管理移

譲される可能性もあり、先般、国土交通省から都道府県へ移管を検討する国道の候補が発

表され、国道 336 号が対象路線となっている旨の新聞報道もありましたが、特に 3 桁国道

は予断を許されない状況であります。 
 今後も国の動向を見ながら要望活動を展開してまいりたいと考えておりますのでご理解

願います。 
 以上、差間議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 差間議員。 
○差間議員 厚内トンネルが完成するまでに、それの西側あわせて道路を開通するという

当初の目的であったわけでございますし、たしか土現だと思いましたけれども、トンネル
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が完成した時点で、これは国道に格上げをするという当初の説明もあったわけでございま

す。 
 しかしながら、用地買収が決まらず、もう数年になりますけれどもね、私も場所はしょ

っちゅう行って見るのですが、既に道路を作った箇所が雨で流れている、また路線を変更

するとなれば、かなりの時間もかかるでしょうし、早くせめてトンネルの十勝太間の道路

が早く完成してほしいという考えが当初からあったわけでございます。 
 残念ながら、三桁国道、これは数年前、手をかけないとかなんとかという話ありました

けれどもね、当時の 336 を考えてみますと、苫小牧―釧路が 4 時間のトラックが走れると

いう計画もあったわけでございますけれどもね、こういう状況になって、残念ながら、ど

ういう意味合いで、こういうふうになっているのかわかりませんけれども、なんとか早く

中途半端な道路ですからね、今後、町長の政務活動の中でなんとか頑張っていただきたい

と、そういうふうに思っております。 
 また、8 月土木現業所より厚内川の橋梁、これについての説明会があったと聞いており

ます。地元の方々も今までの橋ではなく、ずっと下流に下がった位置で橋ができるという、

供用開始が 24 年とも言われていたと、そういうふうに聞いております。 
 それとオコッペから浜ずっと通ってくる場合、町長、一番知っていると思いますけれど

も、カーブ等、橋の狭いところ何カ所かありますよね。今後、それらを含めた中で、橋を

架けるということは、平成 24 年と聞いておりますけれどもね、今の道道の海岸より、こ

の間をどうなるのだろうという、土木現業所はまだ触れているかどうかわかりませんけれ

ども、これについて、町長が聞いているとすれば、その点をお聞きしたい。 
 なお、こういう道路ですから、地元の人というのは、いろいろと騒ぐと、こういう話が

出てくるわけであります。また中には、私の家は、今の道路より南側にあると、きっと立

ち退きを要請されるのではないかという希望というか、どういうことかわかりませんけれ

ども、実際そういう話が出てきておりますので、その辺、町長考え聞いていることがあれ

ばお聞きしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 まず 1 点目の 336 号の進捗が遅れているという点でありますけれども、まさ

に当初計画より大きく遅れることになりました。ただ、これは最初に答弁いたしましたと

おり、用地買収がはかどらなかったということで、開発建設部もかなりの交渉をしたよう

でありますけれども、結果的には地権者の方との交渉が決裂したという内容になっている

ところであります。 
 そして、その中でいよいよ決裂したので、路線変更を行いながら、今度はきっちりやっ

ていくということで、平成 23 年の完成を目指すということでありますから、これ以上は

遅れることはないのかなと思っているところであります。 
 今後は、用地測量等も含めて行っていくという計画になっているところであります。 
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 次に、直別共栄線の厚内市街の直線化でありますけれども、駅前通を通らない直線化を

するということで、今、住民説明を行いました。その中で、いろいろなルートがありまし

たけれども、住民の理解を得ながらルートの確定をし、そして、今後測量に入っていくと

いうことで、24 年の完成ということで、今、差間議員が言われているとおりであります。 
 これも着々と実行されていく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、市街の他の地区はどうなのだということがありますけれども、当初、トンネルが完成

した後、厚内橋の直線化をするということを行いました。 
 土現としましても、順次一緒にできないということでありまして、今後は、この直線化

が終了した後、次に、直線危険箇所の改修にもかかっていただけるのかなというふうに思

っています。ただしこれは、あくまでも、まだ決まっているわけではありません。今後、

この要請を続けていきたいなというふうに考えているところであります。 
 今、はっきり他の地区のことについては、申し上げられない段階でありますので、この

直線化が進む段階で、要請活動も続けていきたいというふうに思っているところでありま

す。 
○田村議長 再々質問を許します。 
 差間議員。 
○差間議員 今、町長の考え方、厚内地区の橋以外、整備等については、まだまだ時間が

かかりますのでね、今後等も地元の声をきちっと反映をさせていただいて、やはり交通事

故のないような道路にしていただきたい。 
 これは土木現業所あたり、一番よく中身については把握していると思いますので、今後

とも一つ町長の方からも要請活動きちっとしていただいて、地元の声を反映していただく

と、そういうことでよろしく頼むという地元の声であります。それ最後に一言お聞きした

いと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 当初、道道を国道に格上げするというお話を含めながら、要請活動を行って

いきたいということを申し上げておりました。先ほど、お話をしましたとおり、今、国の

地方分権改革推進委員会が開発局から検討を要する国道の道への移管という路線が発表さ

れました。 
 北海道においては、2 路線、国道 278 号線、これは国道と森間の間の国道でございます

けれども、そこと 336 号線、二つがこの検討対象になったということであります。ただ、

これは総額すべて延べ国道は 3,827 キロありますけれども、そのうち、今回すべて出てき

たのは 108 路線、3,306 キロということでありまして、維持管理に 1,785 億がかかるとい

う内容でありました。財源の問題もありまして、これが予定どおり移管されるのかどうか

というのは、大変厳しいものがあるのかなというふうに思っていますし、開発の道への移

管ということも道の全体の意見として開発局は残すべきだということで、陳情を重ねてい
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るところであります。 
 そういう意味では、今こういう状況の中で、国道昇格ということを第一にあげて、申請

をしたらいいのか、それとも道道の段階で順次直していく方がいいのかということが、大

変どちらがいいのか、判断に迷う部分もありますけれども、いずれにしましても、危険箇

所については、早急にやっていただかなければならないということでありますので、住民

の皆さんの意見を聞きながら、それぞれ危険箇所のないように、道路安全上、確保してい

きたいと、その要請を続けていきたいというふうに考えているところであります。 
○田村議長 これで差間勝男議員の一般質問を終わります。 
 次に、2 番、二瓶隆議員の質問を許します。 
 二瓶議員。 
○二瓶議員 私は、本定例会において、産業交流施設（道の駅）の審議状況について伺い

ます。 
 私は、道の駅について昨年の 9 月、12 月、そして今年に入り 3 月でも審議状況を質問し

て参りましたが、いずれも理解できるものではなく、担当者の窓口さえも見失う思いがあ

りました。 
 道の駅、計画当初では、現状のこのような燃料の高騰により、社会状況が急変すること

は、予測もできなかったことと思いますが、その中で車社会に大きな影響を与え、通行車

両が減少しつつあります。 
 実施設計を発注する時期において、いまだ計画内容が示されておりません。産業交流施

設について出店者との協議は十分されたことと思いますが、通年販売の品目、建物の内部

配置、管理運営にかかる経費等の問題など、どのような内容で進められているのか伺いま

す。よろしくお願いします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 二瓶議員の質問にお答えいたします。 
 道の駅構想につきましては、平成18年7月に産業交流施設準備委員会を設置し、平成19
年12月までに計7回の協議を行い、「道の駅に係る運営予算、経営方法、施設構造、間取り

等については、その施設において直接運営に関わる出品を希望している方々に検討してい

ただくことが、より現実的である」との協議結果を受けて、平成20年2月、直売所出品希

望者会議を立ち上げ、計6回の会合と先進地視察研修を行い、6月30日の会合において予算

（案）、運営組織の規約（案）及び運営規定（案）等について決定し、報告を受けたところ

であります。 
 今後につきましては、報告されました予算書（案）等につきまして産業交流施設準備委

員会に諮り、承認後、運営母体となる組織の設立に向けた作業が進んでいく予定でありま

す。 
 そのため、ご質問の通年販売品目等につきましては、運営組織が設立後、個々具体的に
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決定していくものと考えております。 
 なお、町といたしましては、この運営組織のオブザーバーとして参画し、支援していく

考えであります。 
 以上、二瓶議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 二瓶議員。 
○二瓶議員 先ほどの同僚議員のベジタブルの関連と重複する点もあろうかと思いますけ

れども、質問をさせていただきます。 
 当初、計画されていた道の駅、この建物は当然ですが、建設地付近の整備、当初、町民

説明会で話されたドックラン等の計画もあったかと思いますけれども、多少の見直しはあ

るとしても実施設計を間近にし、時間的に余裕のない中で、今後どのような計画で進めら

れるのかまず伺います。 
○田村議長 答弁願います。 
 産業課長。 
○前田産業課長 私の方から今後のスケジュールについて、答弁したいと思います。先ほ

どの町長の答弁にありましたけれども、出品希望者会議が 6 回開催されまして、その中で

道の駅の構想、直売会の規約、試験販売等、予算案等々協議をさせていただきました。 
 現在、先ほど申し上げましたけれども、規約と予算案が報告されて町に出されておりま

す。それを受けて、今後のスケジュールでございますが、今後さらに今月に入りまして、

出品希望者会議を開催したいというふうに考えております。 
 内容につきましては、交流施設の間取り等の協議を決定をさせていきたいというふうに

考えております。その後、それを受けまして、産業交流施設準備会を開催しまして、今ま

でに出品希望者会で決定された事項について、協議をさせてもらい、承認をいただくとい

うことになろうかというふうに思います。その後、承認をしてもらった後においては、出

品者の募集を再度したいというふうに考えております。 
 これにつきましては、世話人会ということで立ち上げていただきまして、世話人会の方

で出品希望者を募りたいというふうに考えております。その募集をした後に、出品希望者

が集まった段階で、その者たちの中から役員等を選出いただきまして、正式な運営母体の

設立ということで考えております。 
 時期につきましては、10 月をめどにということで考えております。その母体ができあが

った時点で町の産業交流施設の実施設計発注という形をとっていきたいというふうに考え

ています。 
 これにつきましては、今の予定では 10 月の末ということで、現在進めております。そ

の後、この実施設計の発注の工期が来年の 2 月をめどにということで考えておりまして、

この実施設計の内容等につきましては、先ほど申し上げました運営母体等と協議をしなが

ら、詳細な中身を検討していきたいというふうに考えております。 
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 その後、来年度に入りまして、4 月に補助申請等を行いまして、5 月以降をめどに産業

交流施設、トイレ、広場の整備、駐車場含めた発注をしていきたいというふうに考えてお

ります。工期につきましては、9 月以降の工期ということで、考えておりまして、できれ

ば来年の 9 月以降にオープンできればと考えております。 
 このようなスケジュールで当面考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
○田村議長 再々質問を許します。 
 二瓶議員。 
○二瓶議員 いずれにしても、本町にとって道の駅建設は、一大事業であり、実行するか

らには絶対に成功するという確信のもとに進めていただきたいと思います。 
 町民に心配や不安を与えることのないように、進めていただきたいわけでございますが、

しかし、現状極めて不安定な社会状況の中で、先ほど、髙橋議員からもお話あったように、

庁舎内での各課の連携がいささかなりともちょっととれていないのかなという現状も見え

隠れする中で、本当にいいものか、進んでいくのだろうかと、そんな心配もございます。 
 そういった中では、やはり何と言っても、立派な課長さん方がたくさんいらっしゃるわ

けです。そういった方ともお話合いをされ、知恵をいただき努力されていると思いますが、

理事者として職員の想い、町民の想いを十分理解にされていると思いますが、さほど時間

に余裕のない中で、多少無理はあってもこのまま進めていくのか、計画の見直しも含めて、

先延ばしの考えも多少なりともあるのか、その辺をきちっと答えていただければ、最後の

質問とさせていただきたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 二瓶議員の質問にお答えしたいと思います。 
 庁舎内の連携がとれていないのではないかという心配をしていただいているようであり

ますけれども、大変心配をおかけしていることについては、私の不徳のいたすところかな

というふうに思っています。決して、そのようなつもりはないというふうに自負している

ところでありますけれども、いかんせん、一つのプロジェクトというものを作っているわ

けではありません。全体のそれぞれの担当課が、それぞれ知恵を出し合いながら、この道

の駅を成功させようということで、連携しながら進んでいるという内容でありますので、

ぜひご理解をいただきたいというふうに思っています。 
 まさに、このまちづくり交付金事業につきましては、3 点セットでありますけれども、

それぞれが熟知した事業でありますけれども、まさに浦幌町の活性化にぜひ結びつけてい

きたいというふうに取り組んでいる事業であります。ただ、いろいろこの配置の問題もあ

りまして、このところスケジュールが遅れていたということで心配をかけている部分があ

るわけでありますけれども、今、課長の方から申し上げましたとおり、このスケジュール

については、今後、淡々と進めていきたいというふうに思っていますし、ぜひ町民の皆さ

んのそれぞれの思いが叶えられるような施設にしていきたいというふうに思っているとこ
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ろであります。 
 ぜひそういう意味では、今後、鋭意努力しながら町民の皆さんのご意見もこれからもま

たいただくということになると思いますし、当然、議員の皆さんのご意見もいただくとい

うことになると思いますけれども、この道の駅、ぜひ成功させるように、全町挙げて頑張

っていき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。 
○田村議長 これで二瓶隆議員の一般質問を終わります。 
 次に、4 番、森秀幸議員の質問を許します。 
 森議員。 
○森議員 私は、本定例会において公営住宅等の今後の整備について、町長の考えを伺い

ます。 
 公営住宅は、昭和 47 年度から 293 戸建設され、改良住宅も、昭和 49 年度から 175 戸

建設されています。 
 また、平成 7 年度より、高所得向けの特定公共賃貸住宅が 21 戸建設されています。現

在、公営、改良住宅の入居率は、86％と聞いています。しかし、建設年数が 30 年を超え

る住宅が増えてきています。また水洗化の未整備のところがあります。そこで次の 3 点に

ついて、伺います。 
 1 点目として、建設年数が 30 年を超える公営、改良住宅が増えていますが、今後の整備

はどのように考えているのでしょうか。2 点目として、水洗化未整備住宅の今後の対応を

伺います。3 点目として、所得に応じて家賃が高額になる場合、住宅の状況に見合った家

賃設定が、できないものでしょうか。以上、3 点お伺いいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 森議員の質問にお答えいたします。 
 1点目の建設年数が30年を超える公営、改良住宅の今後の整備についてでありますが、

今現在におきまして、公営住宅等町営住宅管理戸数は、総数489戸となっております。こ

れらの公営住宅等につきましては、構造別に耐用年数が決められており、耐火構造は70年、

簡易耐火構造2階建は45年、簡易耐火構造平屋及び木造は30年となっております。この内、

耐用年数の30年を経過している住宅が64戸あり、最も古い住宅としては、北栄団地の28
戸で経過年数が36年となっております。また、北栄団地の住宅については、老朽化が著し

いこともあり、現在入居者募集を停止しており、11戸が空家となっております。 
 このようなことから、老朽化の改善策として、平成22年度に浦幌町住宅マスタープラン

を作成し、計画的な建てかえにより、居住の安定を図ってまいります。 
 2点目の水洗化未整備住宅の今後の対応についてでありますが、平成9年度から公共下水

道処理区域外において、主に個人住宅を対象として個別排水処理施設整備事業により、合

併処理浄化槽を設置し、現在もトイレの水洗化を実施しているところであります。 
 今後は、処理区域外における公営住宅等及び教員住宅についても、快適な住まいとして、
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トイレの水洗化が必要と考えておりますが、水洗化整備費には多額の費用を要することか

ら、設置後の入居者の需要状況及び家屋の老朽化による建てかえを十分勘案しながら、次

期まちづくり計画の中で年次計画による整備を検討してまいりたいと考えております。 
 3点目の所得に応じて家賃が高額になる場合、住宅の状況に見合った家賃の設定ができ

ないかとのことでありますが、公営住宅等の毎月の家賃は、公営住宅法第16条により、毎

年度、入居者からの収入の申告に基づき、入居者の収入及び公営住宅の立地条件、規模、

建設時からの経過年数に応じ、家賃が算出され、限度額も設定されております。 
 公営住宅等の入居者の内、高額所得者における収入超過者につきましては、引き続き3
年以上入居している場合には、公営住宅法第28条により住宅の明け渡しをしていただくか、

特定公共賃貸住宅への転居あるいは公営住宅法施行令第8条に基づき家賃が割り増しとな

り、実質上、家賃の値上げとなりますが、これらのどちらかを選択しなければならなくな

ります。 
 町が事業主体として建設し、管理している公営住宅等は、住宅に困窮する低額所得者に

対して低廉な家賃で賃貸し、健康で文化的な生活を営むに足ることを目的として整備して

おりますので、収入超過者における家賃の算出についても、今申し上げましたように公営

住宅法及び同法施行令に基づき行っているものでありますので、ご理解願います。 
 以上、森議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 森議員。 
○森議員 ただいま、町長から耐用年数が 30年を経過している住宅が 64 戸ありますよと、

またこのうち北栄団地の住宅が最も古く、経過年数が 36 年経っているものが 28 戸あると

いうような内容の答弁をいただきました。 
 この老朽化の改善対策として、平成 22 年度に浦幌町住宅マスタープランを作成すると

いうようなご答弁をいただきましたけれども、この内容というのはですね、具体的にどの

ような内容なのか、説明をいただきたいこととですね、住宅の建てる経費と申しますか、

例えば、簡易耐火構造 2 階建の住宅あたりは、1 戸建てるのにどれくらいかかって、町の

手出しがどれぐらいかかるというようなことを質問させていただきたいと思いますし、も

う 1 点はですね、耐火構造の平屋建て、そちらの方も金額と町の手出しがわかれば、わか

る範囲で結構でございます。教えていただきたいと思います。 
 また水洗化についてでございますけれども、水洗化未整備のところは、特に下水道完備

の行われていない、特に郡部が多いのかなというふうに思っております。地域で言います

と、厚内、十勝太、常室、美園、貴老路の地域でございます。 
 水洗化になっていないところはですね、非常に衛生面でも良くないことは町長もご承知

のことと思いますが、この水洗化にするにはですね、整備費用に多額の費用がかかります

よというような説明でございましたけれども、快適な入居している方は、快適な住まいを

目指すということもございますし、住民の側に立ったらですね、今どき水洗化になってい
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ないというのは、非常に入居している方もいろいろな気持ちと申しますか、複雑な気持ち

をしているのかなというふうに思ってございます。この辺のことにつきましてもですね、

再度ではありますが、町長の考えを伺いたいと思います。 
 最後の質問の住宅の状況に見合った家賃設定でございますが、これにつきましては、収

入が上がれば、当然家賃も上がってきます。家賃が高額になった場合、今住んでいる住宅、

もう 30 年ぐらいになろうとする住宅とですね、やはり、水洗化になっていないよと、そ

ういう方でございましたけれども、高額の家賃を払うには、やはりその辺の住宅の状況を

もう少し見てもいいのではないかと、ましてですね、公営住宅、改良住宅につきましては、

あくまでも低所得者の方の対象とした住宅であります。当然、収入が上がれば、家賃の方

も上がっていくでしょうけれども、上がった時にはですね、やはり条例によりまして、そ

こを出るか、または割り増しの料金を払うというような内容でございます。 
 しかしながらですね、特に郡部は、高所得者向けの賃貸住宅もございませんし、やはり

周りにもですね、家を建てるべき宅地もございません。そんな関係でですね、もっと緩和

策というものはないだろうかなというようなことで、今回、一般質問をしたわけでござい

ます。 
 答弁の中にですね、住宅の方の料金、家賃の設定につきましては、立地条件、規模、建

設時からの経過年数に応じて家賃が算出されますよというようなご答弁をいただきました。

もちろん収入というのは、大きく加算されることなのかなと思うのですけれども、立地条

件、また経過年数ですね、その辺につきまして、どれくらいの割合で算出されているのか、

この辺のことも答弁をいただきたいなと思っております。 
○田村議長 答弁願います。 
 施設課長。 
○賀下施設課長 質問について、答えさせていただきたいと思います。まずマスタープラ

ンの内容ということなのですが、公営住宅を建てかえするということになると、補助事業

を受けなければなりません。この補助事業を受けるために、まずこのような住宅のマスタ

ープランを作成して、計画を立てて、それから建てかえの実施ということに入っていきま

す。それで、そのマスタープランについては、まず目的と方法ということがありまして、

目的については、浦幌町の住宅行政の基本的方向、指針を総合的、体系的に整理し、国の

定める公共賃貸住宅建てかえ促進 10 カ年計画、それから浦幌町まちづくり計画との整合

を図りながら、公共賃貸住宅を中心とするまちづくりの課題を把握し、総合的な住宅団地

の整備計画を策定するということになります。これが目的となります。 
 それから、その方法としては、庁内で副町長を中心として委員会を作成し、実務担当者

により作業部会によって検討されることになります。その課題としては、公営賃貸住宅整

備の課題、それから再生マスタープラン基本構想、これはまちづくりの基本目標だとか、

公共賃貸住宅整備の基本方針、それらをもとに作成されます。 
 次に、再生マスタープラン基本計画というものを作り、それから重点的な団地の再生基
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本構想を決めていきます。このような段階でマスタープランの作成を行い、次年度に向け

て建てかえの計画を進めていくということになります。 
 それから、先ほど概算の中でですね、住宅建設費ということで答えさせていただきたい

と思いますが、簡易構造ではなくて、木造平屋建てということでお願いしたいのですけれ

ども、よろしいでしょうか。木造平屋建て 3ＬＤＫ、1 棟 4 戸ということで概算したとこ

ろ、建設費 6,400 万、交付金、国庫交付金なのですけれども、45％、10 分の 4.5 というこ

とで、これは 1,600 万すべてにかかる補助ではなくて、減額されて、その中で補助要綱が

ありまして、約 1,300 万に対しての交付金ということで、2,300 万、起債については、2,900
万、一般財源は 1,200 万というような建設費がかかってきます。耐震化の関係でしょうか。 

〔「耐火構造」の声あり〕 
○賀下施設課長 今の部分については、木造ということでご理解願いたいと思います。 
 公営住宅の家賃の設定なのですけれども、これについてはかなり難しい係数の方法、立

地条件、規模とか年数ということで、かなりここで説明できるような係数とはなっていな

いものですから、複雑に係数づけがされていまして、それで家賃が決定されるものとなっ

ております。それで、今、水洗化とかその高額の方の割り増しとかという部分はですね、

一応条例上、先ほど町長の方から説明もありましたように、高額所得については、公営住

宅法の施行令第 8 条に基づいて割り増しされるような条文があります。 
 実際に入られている方については、法律に基づいた設定の仕方をしていますので、こち

らの方でその事情に応じて設定をするということはできないので、ご理解願いたいと思い

ます。 
 水洗化については、今、公営住宅について下水道処理区域内については、それぞれ公共

升というものがありまして、そこにつなげればいいのですけれども、区域外については、

浄化槽をそれぞれ設置しなければならず、浄化槽 1 個につき、基本的には個別排水という

ことで、5 人槽で 150 万程度かかります。1 個の水洗化について、トイレを改造、排水設

備も含めて 50 万、1 棟でいくと約 200 万の金額がかかってきます。合わせると、例えば 1
棟 4 戸だとすれば 800 万という、概算ですけれども、そのぐらいの規模となります。以上

です。 
○田村議長 副町長。 
○門馬副町長 4 点目の住宅の状況に見合った金額に設定できないのか、あるいは水洗化

をもっと進めるべきではないかという最後の分、私お答えさせていただきます。 
 先ほども町長の答弁にもありましたけれども、公営住宅というのは基本的に低所得者の

人に対する公営住宅、これは国の政策でやられておりまして、一定額の所得の人に対する

住宅政策ということでやっているわけでありまして、それを上回る、収入の超過された人

については、基本的にはその公営住宅から出ていただくというか、基本的にはそういうこ

とになるわけでありまして、当然、入った時に、その所得がですね、まだ一定の水準で公

営住宅に入れるという方が例えばいらっしゃると、ところがご夫婦で働いていたり、収入
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が増えてその基準を超えてしまうという方がたまには出てくるわけですけれども、そうい

う方を収入超過者と言うわけでございますけれども、そういった場合に、割り増し料とい

うことで、当然、年々何年かをめどに、1 年で上積みするのは大変なので、4 年くらいか

けて、少しずつ割り増し料かけていくということになるわけですよね。そうすると、入っ

た人は、当然最初安かったのに、なんで住宅料こんなに増えるのだというような話が当然

出てくるわけでありまして、ただそれは、先ほど言ったように住宅政策の中ではそういう

措置を取らざるを得ないということがまず 1 点あるということで、ご理解いただきたい。 
 2 点目の、当然入っている住宅が年数経つと古くなるわけですから、当然、家賃が下が

ったって当り前ではないかというご質問だと思うのですけれども、そういう住宅について

は、毎年係数というか、計算式の中で当然そういう部分は安くしていくという金額の設定

になっているわけでして、そういう中で、基本的には少しずつ安くなっているということ

が公営住宅の家賃の設定の仕方でありますので、それは高額所得者に対しては見合った家

賃、古くなった分については古くなったような家賃を設定しているということになってお

りますので、その辺についてはこれを変えるわけにはいかざるを得ないというのが実情で

ありますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 水洗化の関係ですね、先ほど、担当課長がご説明しましたように、大体市街地区、吉野

地区については、下水道完備しておりますので、それについては公営住宅すべて水洗化に

なっているということでありますけれども、それ以外の地域について、まだ未整備という

状況になっております。1 戸あたり大体 200 万円くらいかかるということですので、そう

いう戸数を計算しますと、かなりの金額になってくるのかなということで、以前からです

ね、そういう要望が上がっているのは承知しておりますけれども、その財政状況含めてで

すね、23 年からのまちづくり計画の中で、財政状況絡めて整備計画を作っていきたいとい

うことでありますので、ご理解いただきたいというふうに思います。以上でございます。 
○田村議長 再々質問を許します。 
 森議員。 
○森議員 この住宅マスタープラン作成につきましてですね、かなり詳細的にご説明があ

ったわけでございますけれども、これは 22 年度にですね、委員会なり立ちあげて、そし

て、事業等につきましては、翌年度からというような建設をするというとらえ方でよろし

いのですか。その辺、1 点確認をしときます。 
 水洗化の方の話なのですけれども、非常に、先ほどもですね、衛生的には非常に私的に

はよくないなというふうに思っておりますし、私も拝見させていただいたら、換気口はた

しかについております。あれがあまり低いものですからね、天候の悪い時などは、部屋に

臭いが入ってくるというようなことも聞いておりますし、またハエも増えると、ですから、

そういう面ではですね、たしかに先ほどの説明でありましたら、浄化槽を作るのに全部で

800 万くらいはかかるなというようなことでございますけれども、これね、私、郡部にい

るから、こういうことはないだろうと思うのですけれども、やはりですよ、景気のいい時
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代は何から何まで整備されている中でですよ、今ここへきて行政的にもたしかに事情的に

は私はわかります。しかしながらですよ、この水洗化につきましては、私は衛生面から考

えましたらですね、早い取り組みというのか、その辺、私は必要なのかなというふうに思

っております。その辺のところですね、再度ではございますけれども、ご答弁をいただき

たいなというふうに思っております。 
 また住宅の使用状況関係でございますけれども、私も地域は農家が多いのかなというふ

うに思っております。以前は、後継者が嫁さんをもらうという時にはですね、家を改築し

たり、新築したりということがございましたけれども、今の農業情勢はなかなか厳しいと

いうことになっております。もうすでにですね、農家の方、若い方が入ったり、逆に父さ

ん、母さんが入って、また住宅から通っているケースもございます。 
 先ほど、住宅プランを作成するのだよというようなこともございましたけれども、ぜひ

ですね、老朽化による改善策としてですね、ぜひ計画どおりに進めていただきたいなとい

うふうに考えております。以上でございます。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 まず 1 点目のマスタープランの関係と建設年度の関係でありますけれども、

22 年度に新しくマスタープランを作っていくということでありますけれども、要するに、

浦幌町内、それぞれの地域で、将来的に今後、当面 10 年、どれだけ浦幌町のそれぞれの

地域で公営住宅が必要なのかというのをいろいろな状況なりを検討、調査して決めていく

というのが基本的にマスタープランだと思うのですが、そういう中で、今ですね、空家の

公営住宅がですね、結構増えてきておりまして、そういう意味では、そういった将来的な

当然人口の推計とか、空家率とか、そういうものを勘案しながら、将来的にどういうふう

に公営住宅を建設していくのかということになってくると思います。 
 したがって、そういった全体的な状況を把握して、将来的な建設をどうしていくかとい

うことですので、そういう状況を見極めた上でないといつからやるかということについて

は、今の段階では言えないのかなというふうに思っておりまして、ただ、当面すぐ不足し

ているということであれば、早急にやらなければいけないでしょうし、そういった状況に

よって、変わってくるということですので、ご理解をいただきたいと思います。 
○田村議長 町長。 
○水澤町長 今、森議員の言われる、本当に快適な生活を送るということは、水洗化が必

要ではないかと言われております。まさに私もそう思います。たしかに、今の時代、水洗

化を進めるということは、快適な生活をするためには、欠かせない分だろうというふうに

思っているわけであります。そういう意味では、町として、個人住宅の水洗化については、

合併浄化槽を進めているということでありまして、ただ、どうしても公営住宅というとこ

ろまで残念ながら財政上なかなか手が回らないというのが今の現状であります。 
 そういう意味では、マスタープランの中で、公営住宅をどうやって老朽化したものを進
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めていくかということも、町全体としての財政も見ながら進めていかなければならない部

分なのかなというふうに思っているところであります。 
 それと先ほどの収入超過の部分については、たしかに立地条件とか規模とか、経過年数

については、下がっていくのですけれども、ただそれ以上に収入超過者の方については、

年々逆に上がっていくペースが早いと、家賃が上がっていくというのが現状でありまして、

この条件よりは逆に収入超過者の人が入っていれば、それだけ長ければ長いほど家賃が上

がっていくというのが、これは法律上、決められている部分でありまして、町独自でこれ

を改定していくということは、なかなか減額措置ができないということになっております

ので、どうしてもその辺はご理解いただかなければならないのかなというふうに思ってい

るところであります。 
 いずれにいたしましても、公営住宅の暫時切りかえにつきましては、平成 22 年からの

住宅マスタープランにおきまして、老朽化した住宅、そして今、現在、町民がどれだけ公

営住宅を必要とするのかということも当然調査をしながら進めていかなければならないと

いうふうに思っておりますので、今、快適な生活をするために、すべてを水洗化にすると

いうことは、なかなかできないということもご理解いただきたいと思います。 
○田村議長 これで森秀幸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〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって暫時休憩いたします。 
 

午後 ２時５９分 休憩 
午後 ３時１５分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 次に、3 番、福原仁子議員の質問を許します。 
 福原仁子議員の質問は、1 項目ずつ行う旨通告がありましたので、これを許します。 
 福原議員。 
○福原議員 通告に従いまして、2 項目にわたり項目別に一般質問をさせていただきます。 
 1 点目は、高齢者の社会参加についてお伺いいたします。 
 近年、高齢者の 4 寿大学などの社会教育活動、あるいは生きがいづくり活動参加が、高

齢化率に対して減少傾向にあります。その実態と要因、社会的影響をどのように把握、分

析しているか。あわせて、今後の対策を伺いたい。 
 また、本町における高齢者数と高齢化率の推移、また、老人クラブの会員数と加入率の

推移を平成 12 年度、15 年度、20 年度の実態についてお伺いいたします。 
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○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 福原議員のご質問にお答えいたします。 
 高齢者の社会参加についてのご質問でありますが、寿大学に関する事項につきましては

教育委員長の方から答弁をさせていただきますが、はじめに私から高齢化率や老人クラブ

の加入率等の現状について答弁させていただきます。 
 本町におきましては、生きがいづくり活動の一環として、老人クラブの活動の推進を図

るため、町老人クラブ連合会及び各単位老人クラブに対し運営費及び花壇整備などの活動

費の助成を行っております。 
 近年の高齢化の進展により、身体的な介護が必要になったり、閉じこもりや認知症の方

が増加している状況にあり、65歳以上の高齢者に占める要支援・要介護認定者の割合は8
月末現在において19.31％であります。 
 本町では、これら要支援・要介護状態になる恐れのある方につきまして、生き生き元気

教室など介護予防事業を実施して、その予防を図っており、また、いきがい活動支援通所

事業、外出支援事業などの高齢者在宅支援事業の推進により、閉じこもりの予防、外出機

会の確保の事業を行っているところです。 
 なお、ご質問にありました高齢者の人口及び高齢化率につきましては、各年4月1日現在

で平成12年は1,729人で24.16％、平成15年は1,829人で27.13％、平成20年は1,891人で

31.55％と全人口に占める65歳以上の高齢者の割合は増加傾向にあります。 
 また、老人クラブの会員数でありますが、平成12年は867人、平成15年は836人、平成

20年は738人と減少傾向にあります。 
 以上、福原議員の答弁といたします。 
○田村議長 教育委員長。 
○岡崎教育委員長 引き続き教育委員会として福原議員のご質問にお答えします。 
 高齢者4寿大学の実態と減少要因、今後の対応策でありますが、現在、本町には、中央、

上浦幌、吉野、厚内の各公民館を学習拠点として、仲間づくりを通して心身ともに豊かな、

生きがいのある人生を送ることを目的に、4つの寿大学を開設し、教養講座・体験活動・

社会見学等の学習会、カラオケ・ダンス・パークゴルフ等のクラブ活動に意欲的に取り組

んでおります。 
 寿大学は60歳以上の方を対象としておりますが、本年度の寿大学生は、中央寿大学72名、

上浦幌寿大学51名、下浦幌寿大学26名、厚内寿大学35名の合計184名の大学生が在籍し、

中央寿大学においては年20回、他の3寿大学につきましては、それぞれ年12回開講されて

おります。 
 ご指摘にありますように、近年、高齢者が増加しているにもかかわらず、入学者が増加

傾向には至っていないのが現状であります。以前までの学生の年齢階層別構成は、70歳か

ら79歳の方々が5割以上を占めておりましたが、ここ数年は、75歳から84歳の方々が5割以
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上を占めるといった状況になっており、高年齢化という社会的影響が考えられます。 
 一つの要因として、加齢とともに身体的な変化が現れて通学することが困難な状況の学

生が近年多くなってきたことが考えられます。 
 一方、社会の変化に伴い多様化、個別化が一層進展しておりますことから、個人個人が

自分の志向に合わせた生涯学習活動を行いたいとの考え方が増える傾向が見受けられ、新

規に申し込みをされる学生が減少し、入学者の増加には至っていないものと推察しており

ます。 
 今後の対応策でありますが、遠方の方がより多く参加できるように、寿大学の開講日に

は町民バスを運行して交通の便の確保に努めてまいるとともに、寿大学生の身近な生活課

題や学習ニーズに適切に対応し、生涯にわたる多様な学習機会の提供を図ってまいります。 
 また、寿大学生と小学校児童との世代間交流事業の開催、学校の総合的学習への支援、

放課後居場所づくり事業、さらには楽しく通うと表記しますが通楽（つうがく）合宿事業

への支援など、高齢者の方々がこれまでの人生で築かれた豊富な知識や技能を地域に生か

す場や機会の提供を図りながら、積極的な社会参加を促すことにより、生きがい感を持っ

ていただけるような高齢者教育の推進に努めてまいりたいと考えております。 
 さらに、平成23年度からの第7期浦幌町社会教育中期計画の策定に合わせて、特に60歳
から70歳までの比較的お若い年代の方々が、生涯学習に対してどのようなニーズをお持ち

なのかを把握し、新たな入学生の確保に向けた施策の展開を図ってまいりたいと考えてお

ります。 
 以上、福原議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 福原議員。 
○福原議員 多岐にわたる活動内容、たいへん感服いたしました。高齢化の進展によりま

して、身体的な介護が必要になって、閉じこもりや認知症の方が増加しているということ

が答弁の中にありました。65 歳以上の高齢者に占める要支援・要介護認定者の割合は、

19.31％ということですが、人数にして何人くらい、およそで結構ですので、わかる範囲で

お答えをお願いしたいと思います。 
 また、生き生き元気教室、介護予防事業等の参加率、人数がもしわかるのでしたら、そ

れも聞いておきたいと思います。 
 次に、社会教育の関係でありましたが、報告がありましたとおり、総人口に対して高齢

化率は急速に進んでおります。現在、第 6 期浦幌町社会教育中期計画の、今年で 3 年目の

折り返し点に差しかかりました。その中の重点目標に、「積極的な社会参加を促す高齢者教

育の推進」とあります。この目標に沿った教育がなされてきたと思いますが、私の調査に

よりますと、大学加入者は、12 年度では、867 名、50％、20 年度では、老人大学の加入

者は 39％と高くいずれも大学加入者よりも高い入学率になっております。にもかかわらず、

高齢化が進んでいるということで、大学加入率も年々低下してきております。せっかくの
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素晴らしい内容の大学を多くの方に学んでいただきたい、今後において新規加入促進や募

集方法の工夫・周知を、どのように考えていくのか、お伺いいたします。 
 また、種々な要因があると思いますが、行事の開催にあたり、公共施設のある場所まで

出向く足の確保に、バスの運行を考えているようでございますが、どちらの方面に運行を

予定されていますか。 
 また、バスに乗車する際に、段差をなくする方法で滑りどめなどを施したステップなど

の取りつけも、これから必要になってくるのではないかと思われますが、この件について

もお伺いいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 65 以上の高齢者に占める要支援・要介護認定者の割合は、8 月現在

で 19.31％、人数について手持ちを持っておりませんので、後ほどお答えさせていただき

ます。よろしくお願いします。 
○田村議長 教育次長。 
○亀山教育次長 ご質問にありました、新規の入学生の募集方法等についてでございます

が、現在、募集方法につきましては、在学生につきましては、3 月中にチラシをお配りし

て募集をしております。また、新規の募集をする場合には、行政区回覧という形で募集を

しております。その中で、募集の内容等をみますと、やはり寿大学に入って、どんなこと

を勉強するのか、そしてどんなことが体験できるのか、どんな楽しいことがあるのかとい

ったような内容が盛られていないというふうな状況も見受けられますので、その点につき

ましては、来年度からの募集につきまして、その辺について写真だとか絵を用いた中で、

わかりやすく楽しさの伝わる内容の募集をしてまいりたいと思います。 
 また、最後の方でバスの運行ということでございますが、現在、バスを運行しているの

は、それぞれ各公民館行きのバスを運行しておりますが、やはり上浦幌であれば、川上、

川流布、そして活平から美園にかけてのルートという形の中で運行しております。 
 また、厚内につきましては、浜厚内地区、直別地区という形の中で運行させていただい

ております。また、吉野地区につきましては、養老、豊北方面含めて下浦幌、また十勝太

も含めてですね、ぐるっと回って集めてくるような形をとっております。 
 また、中央寿大学につきましては、幾千世、万年、稲穂地区について運行しております。

ただ、これもですね、加齢とともに足腰が弱くなって、また元気な方でも今までは自動車

を運転して来られていた方についてもですね、特に市街地区なんかでは多いわけですが、

自動車の運転免許を返上したということになると、やはりなかなか来づらいという部分も

あるかと思います。そういう部分につきましては、市街地区にもそういうバスの運行につ

いて、来年度以降、関係課のご協力をいただきながら検討してまいりたいというふうに考

えております。以上です。 
○田村議長 教育長。 
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○大谷教育長 福原議員のご質問に対しまして、次長の答弁に加えまして、私の方から一

言答弁をさせていただきます。 
 先ほど、議員の方からもありましたですが、本町の社会教育につきましては、平成 18
年度から第 6 期中期計画に基づいて行っておりまして、ほぼ中間点の時期に差しかかった

ところであります。 
 教育委員会といたしましてもですね、これまで誠意をもって、あるいはまた忠実に推進

してきたつもりでおりますけれども、福原議員のご指摘のとおり、成果とともに推進上の

いろいろな課題も多々見えてきたところであります。今後の社会教育の一層の充実を図る

ために、この時期に見直しも含めた再点検を行いがら、軌道修正をできるものは軌道修正

をして、町民の皆様方が喜んで参加いただけるような、そんな魅力ある事業の推進、ある

いはまた、高齢者の方々が生きがいを求めて、社会参加に積極的に参加できるような体制

づくりをしたいなと、というところに一層努力してまいりたいというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いいたしたいと思います。 
○田村議長 副町長。 
○門馬副町長 質問の中で、バスの乗降にかかわりまして、ステップ、滑りどめ等の関係

ご質問ございましたので、こちらの方からお答えさせていただきます。 
 お年寄りの方ですので、上り降り、いろいろあろうかなと思いますので、現状を把握し

ながら、どういう方法がいいのか、検討していきたいなというふうに思っています。 
○田村議長 再々質問を許します。 
 福原議員。 
○福原議員 高齢化率は、もう非常に毎日のように上がっていくのではないかと思います。

検討というお言葉をいただきましたが、本当に早急に、外国ではほとんどがステップ付い

て、電車、バス、列車、本当に安全な装置でやっているということで、日本にはまだまだ

普及されておりません。ぜひとも、予算もいることでしょうが、浦幌町何か率先して、こ

んなこと始めたのだという高齢者に優しいまちづくりにしていただきたいというふうに思

っております。 
 また、全町的にバスの運行のことなのですが、本当に広範囲な細長い町ということで、

非常に運行に関しては経費もかかるということで、できればスクールバスと対応したよう

な形の中で、走れる路線もなきにしもあらずかなというふうに考えております。なんでも

人任せというか、行政任せで、自主的な参加をお年寄りの方も必要なのですが、スクール

バスに一緒に、患者輸送バスと一緒に何かそういうものを利用しながら、なんでもバスを

走らせるということではなく、できないかなと答弁を聞いていてそんなふうに感じた次第

であります。 
 市街地区にも運行可能ということがありましたが、もしでき得れば、来年の 3 月に回覧、

チラシ等の中に決定をしていただきましたら、そのこともあわせてＰＲをしていただきた

いと思いますので、その点について。 
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○田村議長 答弁願います。 
 教育次長。 
○亀山教育次長 バスの運行の関係で、スクールバスとの混乗と言いますか、登校時間帯

にというご提案でありますが、これはやはりどちらの大学もですね、10 時から大学が始ま

るというふうな中で、時間的に学校のスクールバスは 8 時くらいには学校に着いておりま

す。この 2 時間くらいのギャップがございますので、その点については、やはり非常に無

理があるのかなと、スクールバス、また患者輸送バスにつきましてもですね、その辺のと

ころについてはですね、本来の目的からちょっと逸脱しますので、その辺についてはやは

り難しいのかなというふうに考えております。 
 また、来年の 3 月のチラシの中でＰＲをということでございますが、この点につきまし

てはですね、関係課との時間帯の調整だとか、そういうことも終了したのちにですね、募

集チラシの中で、はっきり明示した中で進めていきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 
○田村議長 保健福祉課長。 
○上村保健福祉課長 65 歳以上の要支援・要介護認定者の 8 月末現在について、19.31 で

人員ということでございますが、ただいま担当が出ておりまして、私の手元には 3 月 31
日現在ということで、若干数字が違いますがお知らせします。 
 65 歳以上が 1,891 人で、3 月 31 日現在、385 人、20.36 でございます。8 月末現在は、

若干人員が下がっております。申しわけありません。よろしくお願いいたします。 
○田村議長 次に、2 項目めの質問を許します。 
 福原議員。 
○福原議員 次に、2 項目め、地域会館等の公共施設に洋式トイレの設置をという要望で

すが、地域住民の高齢化とともに、地域会館など公共施設のバリアフリー化が叫ばれてい

ますが、まだ十分ではないと考えられます。特に、洋式トイレや手すりが地域会館には少

なく、また、段差の解消もなされていないのが現状です。各公共施設の設置状況と今後の

対応を伺います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 福原議員のご質問にお答えいたします。 
 地域会館等の公共施設に洋式トイレの設置をとのご質問ですが、まず、町内各公共施設

における設置状況でありますが、町内4公民館、役場庁舎、教育文化センター、総合スポ

ーツセンター、保健福祉センター、町立診療所につきましては、洋式トイレやスロープ、

手すり等所要の措置を講じておりますが、町が設置している地域会館につきましては、一

番新しいもので平成7年に建築した光南福祉館をはじめ、町内に20カ所あります。そのう

ち洋式トイレを備えつけている会館は10カ所で、車いすがスムーズに出入りできるように

スロープを設置している会館は5カ所ありますが、段差の解消については、ほとんどでき
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ていない状況であります。 
 公共施設等のバリアフリー化について、国は平成6年に、不特定多数の人たちや、主に

高齢者や身体障害者などが使う建築物のバリアフリー化を進めるため、「高齢者、身体障害

者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」通称ハートビル法と呼ば

れていますが、これを制定いたしました。 
 ハートビル法では、デパートやスーパーマーケット、ホテルなど、不特定多数の方が利

用する建築物を特定建築物とし、その建築主は、建物の出入口や階段、トイレなどに、高

齢者や身体障害者などが円滑に利用できるような措置を講じるよう努めなければならない

とされています。また、平成14年の法改正では、高齢者や身体障害者などが円滑に利用で

きる特定建築物の建築を一層促進するため、不特定でなくても多数の方が利用する学校や

事務所、共同住宅などを特定建築物として範囲の拡大が行われましたが、法の対象となる

建築物は、2,000㎡以上の新築、増築、改築、用途変更に義務付けられているもので、町が

設置している地域会館は、義務ではなく努力義務の対象となっているところであります。 
 今後の対応についてでありますが、洋式便器の設置されていない会館につきましては、

今年度中に地域と協議をさせていただき、来年度以降、各会館に1カ所は洋式に変更して

参りたいと考えておりますし、あわせてトイレの手すりにつきましても、設置に努めて参

ります。 
 また、スロープの設置や段差の解消等につきましては、建物の出入口や内部を大規模に

改修しなければならないため、建物本体の建築年数等を考えるとかなり古い建物もありま

すので、予算も含めて地域と十分な協議を行いながら、対応できるものがあるのか調査し

て参りたいと考えておりますので、ご理解願います。 
 以上、福原議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 福原議員。 
○福原議員 特に地域会館では、多目的で住民集会の中心的な役割も要求されてきました。

そしてそれは、一番利用しやすいことが条件です。努力義務とは言え、まだ設置されてい

ない公共施設に、早急に簡易洋式トイレを設置すべきと思います。 
 また、ご答弁いただきましたが、段差のある敷居の段差解消のために、介護保険の住宅

改修の対象となっている方法で、敷居の前後に取りつける簡易な改修はできないものでし

ょうか。あわせて伺います。 
 行政改革がらみで行政区の統合も推進され、それなりの成果も見られましたが、まだ道

半ばではないかと思われます。少子高齢化の時代を見据えた、行政区の活動の活性化を新

たな視点で図るためにも、高齢者にも使いやすい地域会館が必要ではないかと思いますが、

いかがでしょうか。お伺いいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
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○佐藤まちづくり政策課長 地域会館につきましては、地域のコミュニティの中枢として、

また生涯学習の一環として、重要な位置を占めているところでございます。トイレの洋式

化につきましては、先ほども申し上げましたけれども、洋式便器が設置されていない会館

につきましては、今年度中に地域と協議させていただき、来年度以降、各会館に 1 カ所は

洋式トイレに変更してまいりたいと考えております。また、段差につきましても地域の方

と調整しながらですね、できる限りのことは来年度、再来年、2 カ年の中で対応していき

たいと考えております。 
 また、行政区の再編につきましては、大変皆様にもご協力していただいておりますけれ

ども、今スタートしたばかりでございます。やはり町内会というのは、コミュニティの中

心でございますので、今後もですね、地域の住民の人たちがこぞってですね、地域を明る

くしていただくためにですね、再編等もあわせて進めさせていただきたいと考えておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 
○田村議長 これで福原仁子議員の一般質問を終わります。 
 次に、1 番、中尾光昭議員の質問を許します。 
 中尾議員。 
○中尾議員 それでは、質問させていただきます。 
 私は、浦幌町新産業創造等事業の現在の状況についてということで、質問をさせていた

だきたいと思います。 
 浦幌町新産業創造等の助成に関する条例が制定されたところでありますが、浦幌町にと

って地域経済の発展に貴重な財源であり、有効な活用が求められております。 
 しかし、わが町のような小さな町では新産業を起こすことは難しく、しっかりと活用さ

れるのかどうなのかが心配をされます。この事業による浦幌の発展を考えた時、町として

も積極的な取り組みが必要と考えます。そこで、以下の 3 点について伺います。 
 現在の申請状況について、まず 1 点目お伺いします。2 点目、審査委員会の状況につい

てお伺いします。3 点目、今後の取り組みと考え方について、理事者の考えを伺います。 
 以上、3 点について伺います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 中尾議員のご質問にお答えいたします。 
 浦幌町新産業創造等事業についてでありますが、この事業は、釧路産炭地域総合発展基

金を活用して行われるもので、町内において新たな産業を興そうとする企業等に助成する

制度として本年4月から実施したものであります。 
 対象事業は、「食、観光、ＩＴ、バイオ、環境・リサイクル、生活関連産業などの産業分

野、地場資源の活用及びものづくりに係る起業化、新分野進出及び新技術・新商品開発」

と大変広範囲な事業を助成対象としております。 
 ご質問1点目の現在の申請状況についてでありますが、平成20年度事業の募集を本年4月
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に行った際は、自然環境エネルギーの活用に関するものや、新分野に関するものの問い合

わせが数件ありましたが、申請までには至っておりません。 
 また、8月発行の広報及びホームページに、平成21年度事業の募集を掲載したところで

ありますが、現在までに1件の相談を受けているところであります。 
 2点目の審査委員会の状況についてでありますが、企業等から申請があった段階で審査

会を開催し、審査を行う形となっております。また、審査会の委員は、経済団体の役職員

及び識見を有する方7名の構成を考えております。 
 3点目の今後の取り組みと考え方についてでありますが、本助成制度を有効活用してい

ただき、本町の地域産業の振興発展に繋げていきたいと考えており、町内外の産業関係団

体やグループに広く呼びかけてまいりたいと考えておりますのでご理解願います。 
 以上、中尾議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 中尾議員。 
○中尾議員 それでは、まず 1 点目のですね、ご答弁いただいた中なのですが、これは私

の認識もちょっと違ったのかなという気がいたしますが、平成 20 年度の募集を本年 4 月

に行ったということですね。それで、その時には、問い合わせがあったが、申請までには

至っていないということなのですが、平成 20 年度、来年 3 月まで平成 20 年度なのですが、

もうこの時点で今年の受け付けはもう終わってしまったということになるのかなと思うの

ですね。 
 それで、先ほどの答弁にもありましたけれどもね、8 月の広報、9 月の 8 日にホームペ

ージがされて、私も確認しましたけれども、されていました。それについては、平成 21
年度の募集ということですね。そして、ホームページを見ますと、今月末までに来年、平

成 21 年度の募集ということですね。そうすると、今年度の募集は終わってしまって、来

年度にいってしまっている。 
 それで、来年度についても 9 月 30 日で終わってしまうということになるのか、その辺

の流れというものがちょっと理解できないと思うのですね。きっとこの辺について、町民

の方々も認知をきっとされていないのだと思うのです。私も全然されていません。この辺

についての説明をもっと詳しくお願いしたいということと、この 2 点目の質問にもありま

すが、審査委員会に申請があったものはかかるわけですね。最終的には町長の判断という

ことですが、審査委員会というものも今現時点では、構成をされていないということです

ね。まだ申請がきちっとなっていないから、きっと現時点では 7 名の構成をということで、

考えてはいるけども、具体的にまだ組織はされていないということなのだろうと思うので

す。 
 この辺についても、どの時点でどういう形で組織されるのか、実際浦幌町に置いた時に、

どういう各団体があるのだと思うのですが、一応どのような形で考えているのか、そして

一たんこの組織ができあがると、この委員というのはずっといくのか。この事業について
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は、期限がないということですから、この組織の在り方についての説明というものも詳し

くご説明をいただきたいというふうに思っています。 
 それと今後、3 点目に質問しました今後の取り組みについてということでございますが、

今、ご答弁いただいたようにですね、この助成制度ではですね、本当に浦幌にとってこん

な有意義な、こんなチャンスはないと思うのですね。十勝においてもですね、浦幌だけで

あります。1 市 4 町十勝浦幌だけにおいてね、この 2 億 900 万、これも大枠でというよう

な説明でありましたけど、2 億 900 万、こんなチャンスはないと思うのですね。 
 このチャンスを 4 月から受けてもですね、現実的に今、実際にはですね、申請までがね、

1 件もいっていないということは、やはり今浦幌にとって、この事業をしっかりとした形

で持っていくということは、やはりいろいろな部分で難しいハードルがあるのかなという

ふうに思っています。なかなか釧路のような、大きな市とですね、浦幌のような小さな町

とでは、なかなかその辺の部分について、企業、組織のその辺の体力差というものも、ど

うしても表れてくるということがあるのです。 
 やはり、そういった中で、この事業を、この浦幌にとって、より一番メリットのある、

一番最大限のある効果を得るような使い方をするためにはですね、やはり町としてももっ

と積極的なかかわりが必要であるというふうに思うのです。 
 先ほども町内外の団体やグループに広く呼びかけていきたいと、いろいろ広報したいと

いうことなのでしょうが、私はそれだけでは、このせっかくの 2 億 900 万、十分生かされ

ないのではないかなというふうに思うわけであります。これを生かす上ではですね、例え

ば、これから今、先ほども議論ありましたけれども、道の駅だとか、留真温泉、まちづく

り交付金事業で事業が行われるわけです。 
 例えば、今回のこの新産業を使ってですよ、何か新しい加工場なり何かを作る、そこで

できた加工品が道の駅なり留真温泉で販売をされる、こういうように、これだけじゃなく、

もっと全体大きなところからですね、まちづくりを考えていくことが必要ではないのかな

と、それがこの 2 億 900 万を生かすためには、必要であろうし、せっかくのこれから作る

道の駅もですね、やはり、そういったもっと広い視野で、より効果を上げるためには、や

っぱりそういう議論をもっともっと詰める必要があろうかと思います。その辺についてで

すね、町長のご意見を伺いたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 それでは、先ほどの募集の関係でございます。今年 4 月に第

1 回目の公募をさせていただきました。4 月 1 日から今回の条例が制定されていますので、

それに合わせて実施したわけなのですが、産炭機構の方の申し込みが平成 20 年度分がで

すね、実際には昨年の 12 月に第 1 期目の募集がされておりました。第 2 期目として、本

年 6 月に受付ということでございまして、浦幌町の場合は、第 2 期目の 6 月の申請にちょ

うど間に合ったということでございます。 
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 それで、4 月初旬から町広報、それから全戸に対するチラシを配布して周知いたしまし

た。いろいろな方が関心持たれまして、やはり電話等の問い合わせ等いただきましたので、

また申請書等もお持ちになった方もいらっしゃいます。ですので、次回の、現在募集して

いるのは、9 月いっぱいとなっておりますけれども、それは町の方の締め切りでございま

して、そのあと審査等結構期間がかかるものですから、そのあと釧路の産炭の方に 12 月

から 1 月にかけて正式な申請をして参りたいと。 
 またその後、釧路でも審査があり、札幌でも審査があり、最終的には北海道知事の承認

を得て新基金の取り崩しを受けて、交付決定という形になりますが、大変、期間がかかり

ます。ですので、もし希望があればですね、随時相談に乗りながらですね、その申請の時

期に間に合わない場合でも、次回に間に合うということもできますので、相談していただ

ければなと。 
 やはり、相談受けた段階で、実際にそれが新産業として、対応になるのかどうかという

のは、一番やはり我々、うちの方の審査委員会、町の方で審査して、オッケーしてもです

ね、それが通らなければ何もなりませんので、道の方とも連絡をとりながら、通る書類を

作りながらですね、その釧路産炭の審査委員会も本当に学識経験者等、大学の教授ですと

か、一般の方たちが入った審査会ですので、いろいろな質問をされます。それらの対応は、

私どもがやらなければいけないので、それが通るようなものを作りながら、進めていきた

いと思います。 
 大変、期間がかかりまして、申請から本申請までまた期間がかかるものですけれども、

それは理解していただいて、広く皆さんに周知しながらですね、気持ちのある方はどんど

ん声をかけていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思いま

す。 
 また審査委員会、ちょっとずれましたけれども、浦幌町の審査委員会は 7 名を持って構

成する予定でございます。当然、農業関係、それから商工関係、漁業関係、その他一般の

学識経験者踏まえて、公正に判断できる方に入っていただいて、もしその方たちの中で、

新産業にかかわる人がいましたら、退席していただきながら、公正に審査していただきた

いと考えております。それまでの段階で、私ども土台づくりはしておこうと思いますけれ

ども、年 1 回の審査会、2 回になるかもしれませんけれども、機会があるかもしれません

けれども、そのような形で進めさせていただきたいと思います。 
 それから、産炭地基金の新産業の絡みの中で、どういうふうに今後周知して、まちづく

りに繋げていくかというご質問だと思うのですけれども、それはやはり、今こういう疲弊

した時代ですので、ただし、現在いろいろな形の民間の中で、いろいろな動きがあります。

それも聞こえてまいります。それらをですね、情報をつなぎながら、情報いただきながら、

申請に繋いでいただけるような方法で持っていきたいと考えております。あとの部分につ

いては、理事者に答えていただきたいと思います。 
 審査委員会、いつの時点でということでございますけれども、早急に申請が上がってく
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る様子がございませんで、早急に準備、9 月の下旬から 10 月の上旬には審査委員会を設定

したいと思います。また任期は 2 カ年ということでございますけれども、2 億 900 万の総

体の予算額であり、釧路機構自体では、相当金額があるのですけれども、浦幌町の配分が

2 億円ちょっとでございます。極力長い視点で、まちづくりの活性化のためにつなげてい

けるような新産業の育成に取り組んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 
○田村議長 町長。 
○水澤町長 この基金をなんとかまちづくりに生かしていけないかということのご質問だ

ろうというふうに思っております。まさにそのとおりだと思います。この産炭地振興基金

の中で、2 億 925 万与えられました。これが浦幌町の 55 億の中の割り当てと言いますか、

基金であります。ただ、この 3 分の 2 が産炭地から助成をするということでありますから、

限度額 1 億円で今年 4 月からの条例でありますから、そういう意味では、今、中尾議員が

言われたように、この基金を生かしながら、民間活力を生かし、そして、それが町の活性

化につながるということが、本当の意味で素晴らしい使い方になっていただきたいなとい

うふうに思っています。 
 ただ大変、中尾議員も言われたように、小さな町で新産業を興すということは大変難し

いということで、申請がなかなかあがってこないというのが現状であります。そういう意

味では、あくまでも民間活力を生かすということでありますから、ぜひそういう宣伝も含

めて、各産業に案内をし、ぜひそういう活力を生かすような申請をあげてもらえればあり

がたいなというふうに思っています。 
 これが町主体ということではなくて、あくまで民間主体の中でこの基金を使っていただ

きたいというふうに切望しているところであります。2 億 925 万の中で、1 億円を限度と

して作りました。1 億円というのは、非常に大きな金額です。まさに 3 分の 2 ですから、1
億 5,000 万の事業を立ち上げられるということであります。そういう意味では大きな事業

であります。ただし、その 1 億円の中でありますから、この事業として今後、新エネルギ

ーが発揮できるものであれば、1 億円の中でもたくさんの事業ができるだろうというふう

に思っています。 
 そういう意味では、ぜひこの広報だけではなく、できれば各産業団体に回って、丁寧な

説明をしながら、この宣伝をしていきたいというふうに思っているところであります。ま

た、今度、定住・移住促進に関する協議会も立ち上がりました。そういう部分につきまし

ても、この機会をとらえながら、宣伝をしていきたいと思いますし、各商工会等とも打ち

合わせの中で、各産業団体との交流の機会もありますので、その節にもこの制度の周知徹

底を図っていきたいというふうに考えているところであります。 
 いかんせん、とにかく小さな町が新しい産業を作るということは、難しいということで

ありますけれども、しかし、浦幌本当にすばらしい方たちがいますので、ぜひその方たち

の力を借りながら、制度を生かしていただければありがたいなというふうに思っていると
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ころであります。 
○田村議長 再々質問を許します。 
 中尾議員。 
○中尾議員 私ですね、本当に今町長も言われたように、この浦幌においてどのような事

業が起き上がってくるのかということが、やはり一番心配をして、本当にこの浦幌にとっ

て雇用も生まれ、産業も発展していくという部分でですね、やっぱりこれしかないですか

らね、この次またということはないですから、これ最後のチャンスとしてですね、やっぱ

りこれを絶対無駄にはできないなというような、そんな強い思いをしているのであります。 
 町長が言われましたようにね、あくまでもこの事業につきましては、町内外を問わずに、

外からの刺激によらないで自らの行動によってということなのですよね。だから、あくま

でも自分でという部分が前提になっているということは私も理解するのですが、なかなか

やはりそういう浦幌という、こういう地域性を考えた時に、私は町がやっていけというわ

けではないのです。やはり各団体ともですね、せっかくこういういい制度ができたぞと、

何かこれで浦幌にならないのかと、そういった話し合いの場というものが持たれていない

のではないかなと思うのです。 
 やはり、私はそういった部分をしっかりとやってですね、なかなかやっぱりこういう田

舎ですから、小さな町で興すことは難しければ、やっぱりいろいろな団体等、また団体同

士で手を組むだとか、いろいろなそういうつながりがないと、私はこの事業がうまい形に

なっていかないと思います。 
 また、それと同時に、今進めようとしているこのまちづくり交付金事業の、道の駅、留

真温泉も含めてですね、私はいろいろな部分でリンクしながら、それをすることによって、

またまちづくり交付金事業にこの誘起案がまた乗っかっていけば、そのまちづくり交付金

事業ももっともっといい事業になってくるのではないかなと思うのですね。だから、そう

いったことを議論する場がないと思うのですよね。そうしたら、そういった部分の議論す

る場というものを、ぜひ町長にはですね、求めたいと思うのです。 
 そんな中で、やはりより多くの町民の意見を集約した中で、この事業を有意義に使って

いきたいし、そして、それがまたいろいろな部分で、まちづくり交付金事業だけじゃない

ですけどね、いろいろな部分で、いろいろな事業、いろいろなところで、最大限浦幌のた

めになる方法というものは何なのかということを、しっかり考えていただきながら、せっ

かくのこの十勝は浦幌だけですからね、せっかくのこの事業をですね、成功に、なんとか

いい形に持っていっていただきたいなというふうに思うわけであります。 
 その辺の今後ですね、そういったこの事業を最大限プラスに持っていく上での町長ので

すね、今後の進め方、私は今言われるように、ただ広報するだけでは、私はこれが本当に

いい形になっていくと思えないのですね。もっとやっぱり、そういう議論をする場という

ものをぜひ町がですね、積極的に作っていただいて、それでその中からやっていくのが個々

の団体、企業がやればいいのですけれども、ぜひそういうきっかけづくりというものが、
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私はぜひ町がするべきだというふうに思いますので、その点についてですね、町長にです

ね、もう 1 回お伺いしたいのと、先ほどの説明の中で、平成 20 年度も 12 月にやって 6 月

が 20 年度の締め切りだったと、そういうスケジュールがありましたけれどもね、今回の

スケジュールも 9 月ですけれども、結局浦幌だけではなくて、他の後の釧路機構だとか、

それから道にいくとか、そういうスケジュールがあると思うのですよね。 
 だからそういったものを、しっかりと広報していただいて、だから、浦幌にはいつまで

には最低持ってこないと、ここまでこうしないと間に合わないのだということをしっかり

と広報しないと、来た時にはね、また 1 年ずれてしまうということでは、せっかくの申請

上がってきたものがね、やっぱり威力が失われてしまうと思いますので、その辺の部分に

ついてもね、しっかりと広報していただきたいと、その辺の広報の仕方についてもですね、

ただインターネットに出していますから、広報で作らせていますから、だけでは、私は不

十分だと思いますね。その辺の部分についての広報の仕方についてもですね、いろいろな

いい知恵をですね、考えていただいた中で、やっぱりきちっと出向いた中での説明という

ものも必要だと思います。その広報についての考え方が一つと、先ほど言った部分につい

て、町長に最後ご答弁をいただきたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 では、広報、周知に関してです。大変、この申請につきまし

ては、この事業につきましては、申請から交付決定まで期間がかかります。その関係につ

いて、周知不足だったということはあります。今後、広報、ホームページ等にですね、追

加で申請の流れ、交付決定までの流れ、その後の交付決定が来てから、どのような形で決

算ですとか、資金をもらうとか、その後に会計検査がありますよとか、そういうところま

で具体的に書いたものをですね、周知させていただきたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 
○田村議長 町長。 
○水澤町長 中尾議員言われるとおりだと思います。この基金につきましては、前の 3 億

4,000 万と違いまして、5 年間という件ではありません。あくまでもこの 2 億 925 万を使

い切るまでということであります。ただ、と言って、悠長に構えているということでは決

してないと思います。本当に民間の皆さんに意欲を出してもらいたい、そのためにはいろ

いろな周知もしていかなければならないというふうに思っているところであります。 
 先ほど申し上げましたけれども、定住・移住促進協議会、これを各産業に呼びかけなが

ら作っていこうというふうに今思っているところであります。そういう意味では、そうい

う機会、各産業の皆さんにまちづくりも含めて、そういう機会を通じて基金の活用をぜひ

お願いしたいというふうに思っています。 
 いずれにしましても、それぞれが意欲を出して、まちづくりをしていくということと、

やはり産業を立ち上げるということは、かなりのエネルギーがいるわけでありますから、
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そのエネルギーをぜひ出していただきたいというふうに思っています。 
 また、小さな町で新産業を立ち上げるということで、条件が厳しくなれば大変でありま

すので、今までも機構に対しても、より使いやすい制度にするべきだということを申し上

げてきましたけれども、今後もその制度の活用について、使いやすい、小さな町でもでき

る制度になるべく近づけるように、これからも要請をしていきたいというふうに考えてい

ます。 
 いずれにしましても、皆さんがこの制度を使って、新しい産業を立ち上げていただき、

そして、良かったなというような制度になっていただくことが一番肝心だというふうに思

っていますので、ぜひご協力をお願いしたいというふうに思います。 
〔「議論をする組織は、という質問をしたのですが�」の声あり〕 

○水澤町長 今、申し上げました。 
 先ほど、定住・移住促進協議会を立ち上げることになりました。その中で、各産業の事

務局を作って、やっていくということになっていますので、その中でもいろいろな話がで

きるだろうと思いますし、協議会の中で入ってきた中で、いろいろな協議会をその場でで

きるのではないかと、各産業団体が集まりますので、その中でいろいろな協議をしていた

だきたい、ただその中で、団体としてやるのか、個人でやるのか、またその中でいろいろ

なアイデアを出し合いながらやっていければいいのかなというふうに思っています。この

ための一つの組織を作るということではなくて、そういう機会を使いながら、ぜひやって

いただきたい。それで十分、いろいろな面での話し合いをこれから、定住・移住ですから、

いろいろな話し合いの場があります。いろいろな課題について、話していただくというこ

とになりますので、ぜひこの基金についての課題についても話し合っていただきたいなと

いうふうに思っています。 
○田村議長 これで中尾光昭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。 
 
     ◎日程第３ 議案第８８号 
○田村議長 日程第 3、議案第 88 号 平成 20 年度浦幌町一般会計補正予算を議題といた

します。 
 説明を求めます。 
 総務課長。 
○山田総務課長 議案第 88 号 平成 20 年度浦幌町一般会計補正予算。 
 平成 20 年度浦幌町の一般会計補正予算（第 4 回）は次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 720 万円を追加し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ 54 億 1,741 万 7,000 円とする。 
 2 項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳
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出予算の金額は「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。 
 平成 20 年 9 月 8 日提出、浦幌町長。 
 2 ページの第 1 表は、省略いたします。 
 4 ページの歳入歳出補正予算事項別明細書の総括も省略いたします。次に、4 ページを

お開きください。 
 2、歳入、14 款道支出金、3 項委託金、1 目総務費委託金 412 万 5,000 円を追加し、2,235
万 8,000 円、旧オベトン川支障物件移設補償委託金の追加であります。 
 19 款諸収入、4 項受託事業収入、1 目総務費受託事業収入 307 万 5,000 円を追加し、633
万 9,000 円、釧路産炭地域振興推進調査受託金の追加であります。 
 3、歳出、2 款総務費、1 項総務管理費、1 目一般管理費 10 万 5,000 円を追加し、2 億

5,318 万 9,000 円、これについては、公立学校教諭、養護教諭の時間外手当請求訴訟に伴

う委託料の追加の内容であります。6 目財政調整等基金費 202 万円を追加し、2 億 2,095
万 8,000 円、財政調整基金積立金の追加であります。7 目企画費 307 万 5,000 円を追加し、

596 万 3,000 円、12 節役務費 11 万 5,000 円の追加、13 節委託料 293 万円の追加、14 節

使用料及び賃借料 3 万円の追加、これにつきましては、説明資料の方に記載しております

が、うらほろ留真温泉再整備計画推進事業費でありまして、調査の目的、調査の内容等に

ついては、説明資料のとおりでございます。また、この推進事業については、まちづくり

交付金事業の対象外となっております。 
 13 目諸費 200 万円を追加し、3,136 万 2,000 円、これにつきましては、旧オベトン川支

障物件移設委託料 200 万円の追加でありますが、これについても説明資料に記載しており

ますが、旧オベトン川の環境整備工事に伴う支障となる、移設にかかる経費の補正を追加

補正するものであります。 
 以上であります。よろしくお願いいたします。 
○田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
 2 番、二瓶議員。 
○二瓶議員 ただいま、説明の中で、産炭の基金を温泉の方に使われる内容のお話でした

が、温泉等の中身が決まらないからこそ調査等も必要だと思うのですけれども、いま一度

町のやろうとしている計画と言いますか、そういったものをまずお聞かせをいただきたい

なと思うのですが、よろしくお願いします。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 温泉の再整備の関係でございますけれども、温泉の再整備の建設について

は、平成 22 年度予定しております。したがって、それに向けて来年度実施設計、来年の

秋になると思いますけれども、実施設計ということになります。 
 町のこれまでの基本的な考え方といいますのは、交流人口の拡大なり、町民の健康と福

祉の増進という目的の中で温泉を建設していくと、そして、日帰り入浴施設を建設してい
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くというような基本的な考えで進めております。 
 また、管理運営については、指定管理者制度にしていくというような、大きくこういっ

た内容で、今、進めようとしているわけであります。また、町民説明会の中では、施設の

平面図等、具体的に示しながらやってきているわけでありますけれども、ただ今回こうい

った形で補正を組んでやるという意味合いについてでありますけれども、ご案内のように、

昨今のこういった原油高騰等の関係で、一番大きな問題は、お湯が 30 度ですので、そう

いったボイラー関係をどういった形にしていくのかという分については、やはり民間のそ

ういったノウハウを入れながら、考えていきたいというのが一つあります。 
 また、説明資料の中で、運営に関する計画、検討とありますけれども、要するに収支計

画含めてですね、町である程度出しておりますけれども、民間の専門的な機関に、そうい

ったものをコンサルにかけながら、留真温泉のそういった状況について収支計画も含めて

検討すると、さらに詳しく検討していくというようなことも含めてあります。 
 また、民間活力の導入という意味では、指定管理者制度でやろうとしておるわけでござ

いますけれども、やはり経営まで含めるということになると、それなりのノウハウを持っ

た民間企業じゃないと、なかなか難しいのかなということで、そういった導入にかかわっ

て、どういう形で、指定管理者等に持っていくのがいいのかということも含めて、専門的

なコンサルにかけていきたい。 
 また、最後に住民アンケート調査というもの 1 項目入れておりますが、これらについて

は、住民の方々がさらにどういった温泉を希望しているのか、あるいは温泉に対してどう

いう考えを持っているのかということも含めて調査をして、分析をしていくということで、

考えておりまして、さらに詳細にわたる計画を作りたいということと、いろいろな経済情

勢の中で、それらどういうふうに今後それが影響していくのかと、そういうことも含めて、

検討したいということで、今回、こういった形で補正予算を組ませてもらったわけでござ

います。以上でございます。 
○田村議長 2 番、二瓶議員。 
○二瓶議員 今、答弁いただいたように、広く町民の方々からもアンケートをいただきな

がら、再度検討もするという中身もありましたし、また、調査の中にあっては、計画内容

も若干変わる要素もあるのかなと、そういった中で、留真温泉、現在の場所が本当にいい

のかどうなのかということも含めて検討される要素としてあるのかどうか、アンケートを

とることによって、あそこでは遠すぎると、近くにあったらどうかという声が大きかった

場合に、それでもまだあそこなのか、そういったことも含めて視野に入れながら、もちろ

ん先ほど一般質問の中にもありましたように、燃料高騰は当然ですけれども、新産業とい

う中にあっては、燃料のことも当然考えていかなければならない、そういったものを活用

しながら、留真温泉、沸かさなければならない、ボイラー、そういったことに対して、燃

料のことも考え、またエコのことも考えるならば、そういったものの抱き合わせと申しま

しょうか、温泉のみならず、ほかのものとも視野に入れた考えの中で、本当に留真がいい
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のか、また考え方によってはもっと近くにあった方がいいのか、そういったことも、言っ

ていることもちょっとずれている部分があるのですけれども、まず留真温泉、あそこで進

めるのか、皆さんの声を聞き、場所を移動してでも、温泉のお湯を大切に移動する可能性

もあるのか、それをちょっとお伺いいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 基本的な部分について、場所の関係については、先に温泉のあったところ

ということで、まず考えております。ただ、おそらくそういった中で、住民の足の問題と

かですね、逆に言うとそういった問題が出てくるのかなというふうに感じますけれども、

そういったこともですね、あそこに設置した場合に、どういう問題があって、どういうこ

とをしなければいけないのかということ含めてですね、当然、出てくるのかなと思ってお

りますので、そういう形で整理をしていきたいというふうに思っています。あくまでも温

泉の場所でやるということが基本であります。 
 あと、逆に言うと、今温泉というのは、いろいろな所にあるわけですから、浦幌町とし

てやる温泉の特徴を、逆にいかに差別化して、出していくかというようなことも検討材料

に入っていくのかなというふうに思っておりまして、そういった意味でいかに差別化する

か、特徴を出すか、環境の問題も先ほど言われましたけれども、そういうことも一つに入

ってくるのかどうか、そういうこともいろいろ今回の中で、再度いろいろ検討していきた

いなというふうに思っております。 
○田村議長 3 番、福原議員。 
○福原議員 この事業は、すでに平成 19 年度の中で、調査、設計等は終わってなければ

ならない事業だったのではないかと思っております。諸般の事情で、今年度の持ち越しで

調査をそのようにするということです。後ろの 22 年度という年度の変更は、まったく考

えられないのか、いろいろな燃料高騰、諸物価高騰、全部の条件が一番、箱物を建てる時

に、不利な状況ではないかと思いまして、知恵を出して、いろいろな燃料を焚くようなボ

イラー等考えているようですが、何かそこまで無理してやらなければならないかなと、5
年間という期間が設定されていますので、非常に町側も辛いというふうに思っております

が、何か本当に上申したら、1 年でも 2 年でもいろいろなものが落ち着いた時にやるよう

な方法は、どうしても取れないのか、一度でも 5 年間という期間を延ばしてほしいとかと

いうようなことは、言ったことがあるのかどうかお伺いしたいと思いますが。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 留真温泉開発につきましては、前から申し上げているとおり、まちづくり交

付金事業の中で行うということでありまして、留真温泉、浦幌町としての貴重な財産、こ

れをどうやって生かすかというのは、町民の願いであるというふうに私は思っています。 
 そういう意味では、交付金事業というのは、前から申し上げているとおり、国が 40％出
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して、残りを過疎債で 70％分を補てんするということで、最大限の補助事業だというふう

に思っています。この事業を使わなければ、留真温泉の開発は、まずできないだろうとい

うのが基本的な考え方であります。そういう意味では、ぜひこの事業を成功させていきた

いというふうに考えているところであります。 
 たしかに、今いろいろな燃料高騰等の状況があります。しかし、これも今前にも言いま

したけれども、1 バーレル 140 ドルを超えていた原油価格が、今 110 ドルをわってくると

いう状況にあります。毎年、毎年それは、その情勢がそれぞれ刻々と変化してくるという

のが、まさに世界情勢も絡めての話であろうというふうに思いますけれども、私は、今、

このまちづくり交付金事業を 22 年度に実施するという事業を、今変えなくても、変える

べきものではないというふうに思っていますし、その事業はこの年度の計画の中で行って

いきたいというふうに思っているところであります。 
 そして、今この計画、補正予算で出させていただいておりますけれども、改めて、この

推進計画事業をきちんとコンサルにかけながら、どのような事業形態になるのか、それが

いいのかどうかということも基本的に洗い直しをしながら、まずいものはまずい、正しい

ものは正しいということで、基本的に見直していこうということであります。 
 ただ、見直すとしても、燃料計画とか、そういう事業計画全体を、基本的なものは今、

副町長が言いましたとおり、留真の里で行うと、温泉というのは、源泉地で行うというこ

とが基本であろうと思っておりますので、そういうものを、そうではなくて、運営形態等々

について、どのようなものが一番いいのか、どのようなものが実態とあっているかという

ことをコンサルでかけて、いろいろ検討してもらいたいという事業と思っているところで

あります。 
 また、この提案させていただいている補正予算につきましては、ちょうど産炭地の事業

がこれで乗せられるというめどがついたので、急遽乗せさせていただきました。これは、

今までは、まちづくり交付金事業の中で、予算化できない事業でありましたので、予算化

できる事業ができたということで、今提案をさせていただいているということで、ご理解

をいただきたいと思います。 
○田村議長 3 番、福原議員。 
○福原議員 いろいろな調査をするということでございます。この調査結果については、

いつまでの期限でやるのか、それを町民に速やかに公表できるのか、といったことを伺っ

ておきます。 
○田村議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 調査は、2 月末を工期として進めさせていただいております。

その後、成果物が上がってまいりますので、広報等を通じて、全文は照会できないかなと

思いますけれども、内容を精査しながらですね、照会させていただければなと考えており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○田村議長 他に質疑ありませんか。 
 8 番、野村議員。 
○野村議員 1 点だけ確認しておきたいのですけれども、先ほど町長の説明で、この調査

資料は、初めてつけたということなのですけれども、なんとなく次の事業に、石橋を強固

にしようと思って、鉄骨を何か、この事業で固めるような気がしてしょうないのですよね。

本来であるならば、道の駅もやはりこのようなこともやって、きちっとやるべきだなと私

は認識しているのですけれども、それはタイムラグの問題、いろいろなことありますけれ

ども、そこは問題は、すでにもう皆さん町民説明会終わって、内容も大体周知されており

ますけれども、一番大きな問題、僕はアンケート調査、これはどのようなスタンスで、当

然、行政は進めるという考え方でいくと思うのですけれども、アンケートの設問の仕方に

よっては、大きな結果が出てくると思うのですよ。その結果を利用して、今後も再度見直

して、予算化していくと思うのですけれども、人間いろいろ、町民 6,000 人いますので、

今でも反対という声も聞こえます。その設問の仕方、その他もきちっとどのようなスタン

スで、あくまでもいけいけどんどんの設問でいくと、そこしか見えないアンケート調査に

なるのですけれども、その辺は基本的にどのような考え方、反対か賛成かということには、

行政の皆さんはとらないと思うのですけれども、やはり町民の声を素直に聞くような設問

も必要かと思うのですけれども、それについては、どのような考え方で進めるのですか。

お伺いしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 まさにアンケート、賛成か、反対かというアンケートではなく、やはりこの

留真温泉、どのように作っていくのかということを基本にアンケート、町民の意見をいた

だきたいというふうに、私は思っております。ただ、その他一般的な意見というのは、当

然いただくことになるわけですから、その中でどのような意見が、まさに反対の方もいら

っしゃれば賛成の方もいらっしゃると思いますけれども、その他設問以外に、一般的な意

見も当然その中で吸い上げていきたいなというふうに思っておりますけれども、基本的に

は留真温泉どのように有効に使っていくのか、どのようなふうにしたら有効な温泉計画に

なるのかということを主体にアンケート調査を行っていきたいなというふうに今は思って

おります。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 
 1 番、中尾議員。 
○中尾議員 私もですね、ただ今同僚議員が言われたように、その町民の声というものを、

どのような形でという部分が一番大事な部分だと思うのですね。それで当然、この調査の

内容については、たくさんありますけれども、やはりまず一番最初に大切にしなければな

らないのは、町民の意識調査、アンケート調査であろうというふうに思います。その結果

を踏まえた上で、町民の意見をですね、ただいま、課長の説明では、全文ホームページに
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は載せられないのではないかという話もしていましたが、当然だと思いますよね。ですか

ら、そういう町民の意見、いろいろな意見が出た時の対応と言うのでしょうか、また何か

そういう町民説明会のようなものを設ける用意があるのかどうか、その辺の町民の対応に

ついて、いま一度町長のご意見を伺います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 あくまでも、これは住民アンケートですので、住民投票でありません。いろ

いろな住民からの声は、幅広くお受けをしたいというふうに思っております。どういう意

見が寄せられるのかというのは、一つには楽しみでありますけれども、その中で住民説明

会をもっとやれということが出てくるかもしれません。そういう意見も出てくると思いま

す。やっぱりある程度、固まった段階で、町民の皆さんにはもっとコンサルかけた部分も

含めて、説明をしていく必要があるだろうなというふうに思っています。そういう意味で

は、このアンケートをどのような形でするか、今先ほど野村議員に対してもお答えしまし

たけれども、そういう形でアンケートをかけていきたいと思いますけれども、町民の皆さ

んの声には真摯に耳を傾けていきたいというふうに考えているところであります。 
○田村議長 1 番、中尾議員。 
○中尾議員 今のご答弁いただいたようにですね、しっかりと町民の意見を吸い上げると

いうことですので、それについてはぜひお願いしたいと思いますし、これからですね、せ

っかくこういうアンケートを設けるのであればね、どうなのでしょうか。道の駅とかね、

事業を 3 点セットですから、3 点セットについて、またせっかくの機会ですから、住民の

意見を聞くということも、一ついいのかなと思いますが、その点についていかがでしょう

か。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 道の駅事業につきましては、もうすでに実施計画、基本計画を立てながら進

めている事業でありますので、これについてアンケートを使って、町民の皆さんに聞くと

いうことは、今現在は考えておりません。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 
 7 番、河内議員。 
○河内議員 私ですね、この議案説明資料の調査内容というところですね、最初見た時に

ですね、どうして燃料のことについて代替エネルギー含め、これだけ燃料が高騰している

時に、この項目としてきっちり載せないのかなと、非常に疑問に思ったわけですけれども、

あとで補足で副町長の方から説明があったのですけれども、私、正直言って、誰が考えて

もわかるのですけれども、運営コストの中で半分以上燃料費が占めるということは、今後、

留真温泉がきちっとした形でやっていけるか、いけないかということは、このエネルギー

高騰した折ですけれども、どういう形で今後このことに対応していけるかということが非
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常に私は大きなポイントになると思うのですよ。 
 ですから、この調査内容、この辺きっちりとですね、この高騰エネルギーに対する調査、

代替エネルギーに対する調査ということで、項目できっちり載せて、私は説明をしていく

べきだと、今後についてもこのことは大きなポイントになる、その辺の認識についてお聞

きしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 燃料についての問題というのは、やはり大きな部分が占めているだろうとい

うふうに思います。しかし、この調査内容につきましては、再整備計画内容の検討という

項目があります。個別の内容については、たくさんあるだろうと思いますけれども、この

再整備計画の内容の検討ということは、当然そういうことも含んでの話であります。すべ

てコスト計算も含めて、この内容について検討してもらうということになるだろうという

ふうに考えているところであります。 
 コンサルにかけるわけですから、当然、町の考え方について、コンサル会社と話をしな

がら進めていくということになりますので、燃料の問題についても当然検討してもらうと

いうことになってくるのだろうというふうに考えているところであります。 
○田村議長 7 番、河内議員。 
○河内議員 ただいま説明を受けてわかったのですね。先ほど、副町長からも説明受けて

わかったのですね。結局、資料というのはですね、見た時にはっきり重点的にこのことを

やるのだということがかいま見れることが、私は大事であると、この再整備計画内容の検

討というのは、非常に範囲が広くて、どうにでも説明ができる表現の仕方、私は、この調

査については、ここを重点的にやりますよという表現は、きっちりとするべきであると思

いますけど、どうでしょうか。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 これから発注する上では、そういった仕様の内容等については、きちんと

うたっていくわけですが、今回、議会に提案する議案の説明資料の中で、そういうことが

うたっていなかったということについては、ちょっと説明不足だったのかなと思っており

ます。 
 ただ、たまたま補助申請する時のですね、項目ということで、今回同じようにこういっ

た形で出してしまったということでありますので、いずれにしても、こういった内容につ

いて、今後については、できるだけわかりやすく説明資料を作っていきたいなというふう

に思っていますので、ご理解をいただきたいなと思います。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 
 5 番、杉江議員。 
○杉江議員 このまちづくり交付金事業はですね、当初から補助率 40％ということで、把
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握しているわけですけれども、先ほども町長の説明で、そうおっしゃっておりました。私

の情報では、新年度からまちづくり交付金事業は、国は、45％にするという情報を得てお

りますけれども、確認とれていますか。 
○田村議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 情報によりますと、歴史的な景観ですとか、歴史的な町並み

ですとか、そういうものに対するまちづくり交付金事業については、パーセントが上がる

というようなお話は聞いておりますけれども、現在、我々、こちらの方で計画している内

容については、現状どおりと把握しております。 
○田村議長 5 番、杉江議員。 
○杉江議員 我々の今目指している浦幌町の事業はですね、10％アップになるのかならな

いかで 1,500～1,600 万負担減になるわけですから、十分状況を把握してですね、有利な

対応をしていただきたいと思っております。 
○田村議長 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 常に情報等とらえながらですね、国の動きをとらえて、いろ

いろと計画させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 これより議案第 88 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○田村議長 挙手多数であります。 
 よって議案第 88 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎延会の議決 
○田村議長 お諮りをいたします。 
 議事の都合により、本日の会議は、この程度にとどめ延会とし、明日 9 月 12 日、午前

10 時から本会議を開きたいと思います。これに異議はありませんか。 
〔「異議なし」の声あり〕 

○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、本日は、これをもって延会とし、明日 9 月 12 日、午前 10 時から本会議を開く

ことに決定いたしました。 
 
     ◎延会の宣告 



- 51 - 
 

○田村議長 本日は、これをもって延会いたします。 
延会 午後 ４時４２分 

 


