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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。 
 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 
○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 12 月 2 日午後、第 4 回町議会定例会、本日 7 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、理事者より追加議案の説明を受け、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、福原仁子議員、二瓶隆議員、杉江博議員、髙橋利一議員、河内富喜

議員、中尾光昭議員、森秀幸議員、野村俊博議員の 8 名より、10 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。 
 一般質問終了後は、一般議案第 93 号、94 号の 2 件、続いて議案第 107 号、平成 20 年

度一般会計補正予算までの審議をお願いいたします。 
 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。 
 なお、本日は、年に一度の日曜議会であり、それぞれの立場でのご理解を賜り開催する

ものです。 
 一般質問につきましては、傍聴者の皆様への時間的な配慮として、継続して終了されま

すよう議長に要請しております。 
 議員の皆様には、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げますとともに、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、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 項目ずつ行う旨申し出がありましたので、これを許します。 
 1 項目めの質問を許します。 
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○福原議員 通告にしたがいまして、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、浦幌町行政区設置条例、浦幌町行政区振興規則の見直しについて伺います。 
 緑に囲まれた潤いのある町、町民が安心して暮らせる思いやりのある地域社会をつくり

上げていくために、地域住民みずからの手で地域密着型の自主的な事業や活動を町と一体

になって進め、各地域の活性化につなげていくことが重要だと思います。 
 現在、行政区振興規則に基づき、各行政区に対し振興助成金を交付していますが、人口

減や少子高齢化のため、活発な行政区活動ができない状況になっているのが現状です。 
 そこで活動支援費として、経費の一部を次のように具体的に示し、補助する考えはない

か伺います。 
 1 点目、災害時に支援を要する人を守る地域防災組織の設立及び活動の一環として実施

する、日常的な安否確認・除雪・自主的訓練などに対する補助。 
 2 点目、空き地・公園・道路等の町が委託している場所以外の定期的な清掃と草刈りな

ど、地域環境美化活動補助。 
 3 点目、高齢者世帯など支援を要する人に対する食事の提供、子育て支援、子供会組織

支援、青少年健全育成支援、各地域女性組織活動に対する補助など。 
 このような活動は、本来、行政区が果たし、住民が安心して暮らせる思いやりのある地

域社会の構築、地域住民が英知を結集した自主的な活動の推進につながることから、各行

政区内で既に実施されているところもありますが、こういった活動を支援するために、ま

た住民の意識の向上をさらに図るため、その経費を助成する制度の創設をするお考えはな

いかお尋ねいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 福原議員の質問にお答えいたします。 
 浦幌町行政区設置条例、浦幌町行政区振興規則の見直しについてでありますが、本町で

は、昭和 28 年に住民主体の自主的な活動が展開できるように新しい住民組織の整備が行

われ、町内会活動と一体となった新たな行政区が全町に設置されました。 
 それから既に半世紀が過ぎましたが、その間、行政区は、地域住民の福祉の向上や地域

コミュニティの形成に大きく寄与するとともに、地域と行政のかけ橋になるなど地域の安

全・安心に大きく貢献されてきております。 
 町では、行政区振興規則を設け、まちづくりの基盤であります町内行政区に対し、区長

を中心として区内住民の和合と協力のもとに区内の生産の伸長、生活の合理化、町税の完

納、青少年の健全育成、交通安全の保持を図る目的で毎年、予算の範囲内で助成金を交付

しております。その内訳は、一行政区当たり 100 分の 70 を均等割、100 分の 30 を戸数割

により按分して交付しているところであります。 
 ご質問の行政区における地域密着型の自主的な事業や活動等に対して、活動支援費とし
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て経費の一部を補助する考えはないかということでありますが、1 点目の災害時に係る地

域防災組織・日常的な安否確認・除雪・自主訓練に関する補助につきましては、現在、町

防災計画の中で、地域防災組織の育成が位置づけられており、「自分達のまち・地域は自分

達で守る」という防災意識の啓蒙を図りたいと考えておりますので、現段階では行政区内

における防災活動に対する補助は考えておりません。ただし、自主防災訓練など積極的な

活動に対する指導については、要請に応じて参りますので、よろしくお願いいたします。 
 また、日常的な安否確認・除雪につきましては、社会福祉協議会を通じて実施されてお

り、あわせて町内会でも助け合いの精神のもとで主体的に行われているものでありますの

で、今後もそれらに対しての補助は考えておりません。 
 2 点目の定期的な清掃と草刈りに対する補助につきましては、既に区内の環境美化の一

環として各区で行われており、そこに住む人たちがみずからの手で清掃し、住みやすい環

境づくりを目指しております。ボランティアによるゴミ回収時のゴミ袋の提供はいたしま

すが、他の補助は考えておりません。 
 3 点目の地域に係る諸団体の活動に対する補助ですが、それぞれの団体に上部組織、指

導機関があり、補助等支援体制が確立しておりますので、行政区内の個別の活動に対して

補助することは現時点では考えておりません。 
 いずれにいたしましても、行政区の基本である町内会は、快適で住みよい地域を住民の

皆様が主体となって作り上げる場であります。そのためには、地域課題を共有し、解決策

を探りながらお互いボランティア意識のもとに自治意識を醸成していかなければならない

ものと考えています。 
 そこで、今後、地域力の向上を図るため、地域が主体となり企画立案したコミュニティ

活性事業に対する補助制度を検討して参ります。 
 なお、今月 15 日には、まちづくりのために住民・行政・地域がそれぞれ何をなすべき

かを明確にすべく、町民の皆様を対象にしたワークショップを開催し、「心を一つにした、

協働のまちづくり」を目指して参りたいと考えております。その中で行政区の活性化やコ

ミュニティのあり方についてもテーマとして取り上げて参りたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 
 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 ただいまご答弁で、昭和 28 年に設置され、いくどか見直しをされた条例と

いうことですが、当時の人口 1 万人以上の 55 年前と現在の少子高齢化を迎えた人口が

6,000 人を割った今とは、全く状況が違うと私は思います。 
 従来、行政区内で団体構成されていたものが、それぞれの指導機関があるにもかかわら

ず、人口減による組織力の低下、団体の消滅や崩壊が起きてきているのが現状です。限界

集落も含め行政区再編にも大変ご苦労をされているとは思いますが、現状をとらえた行政

区内の活動の活性化を図るためには、具体的な政策をどのようにされていくか、お伺いい
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たします。 
 また、ご答弁の中に、今後、地域力の向上を図るため、地域が主体となり企画・立案を

していくコミュニティ活性化事業に対して補助制度を検討するとありますが、私の質問内

容との互換性は全く考慮がないのか、またどのようなものであるか、お伺いします。 
 また、これからワークショップを開催するとありますが、具体的な計画、内容をわかる

範囲内で結構ですのでお聞かせください。 
○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、ご質問にお答えしたいと思います。まず地域コミュニ

ティの活性化事業の補助の関係でございますけれども、先ほど、福原議員からご質問もあ

りましたけれども、メニュー方式というスタイルもあるのですが、地域の行政区等、団体・

個人が地域の活性化を目指したですね、そのようなことを目的としたチャレンジ的な活動

に対して助成できるシステムを構築しようと考えています。 
 例えば、行政区内の空き地を使って、高齢者と子ども達がふれあい農園をつくり、そこ

で低農薬野菜等を作りましてですね、それを実際に道の駅等で販売するとか、そのような

企画もの、それから行政区内に桜並木を造成したりとか、地域活性化のための研修会を開

催するとか、そのようなチャレンジ的な精神を高めた内容の活動に対して、助成していき

たいと思います。それぞれいろいろなアイデアがあると思いますけれども、先ほどのメニ

ューの中にもいろいろアイデアがあったと思いますが、そういうものを提示していただい

て、それに対して助成していくという形で関連性を持たせていきたいと思います。 
 それで、1 点目の質問の中身の行政区の活性化にもこのような形の中でつながっていく

かなと思っております。あくまでも、自分たちが自立した中身で、自分たちで考えて進め

ていくという形の中で、ただ補助金を公平に、全部に回せばいいという形ではなくて、自

分たちで考えて、それに対して助成していこうという考えでございます。 
 それから、まちづくりワークショップにつきましてですけれども、新たなまちづくり計

画を策定するにあたりまして、町民の皆さんが目指す将来の目標や町の形など、希望の持

てる計画にするために、広く町民の皆様の声を反映していかなければならないと考えてお

ります。 
 そこで、その計画の実現のために、限られた財源の中で行政ができること、民間、NPO、

コミュニティ、ボランティア団体ができることの役割を明確にし、これまでの行政主体の

まちづくりから町民等の協働のまちづくりを目指すための指針となる計画を策定して参り

たいと考えております。 
 今月 15 日に 1 回目を開催いたしますけれども、現在のところ 10 数名ほど申し込みがき

ております。第 1 回目のテーマは、暮らし、健康、安全、学習、遊び、コミュニティ、産

業、自然、環境、町の魅力等をですね、それぞれ現状の問題、それからよいこと、悪いこ

と、良くするためにどういうことが必要か、そういうことをですね出していただいて、新
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たな浦幌町の魅力について、自由に話し合っていただこうと思います。 
 この後もですね、一月に 1 回くらいのペースで実施していき、また必要となればですね、

フォーラム等も実施していきたいと考えております。以上でございます。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○福原議員 今、ご答弁いただきました内容で、浦幌町民全員がそれに向けて動けば、す

ばらしい浦幌町ができるのではないかと私は思っております。今、私が言ってきたのは、

今個々に芽を出している小さな芽、住民が主体的にやっている小さな芽を摘むことなく、

これからも住民が主体的につくり上げていく町内会でありたいと思って、それぞれボラン

ティア精神を発揮しながら、今現状でやっているのが事実であります。それにも手を差し

伸べるというか、その芽を摘むことなくやっていただきたいということが第一条件でござ

いますけど、その大枠で見ていけば、行政区設置条例及び行政区振興規則の見直しが必要

な時期ではないかというふうに私は考えております。 
 いろいろとワークショップを開催することになっていくようでございますが、本当に 10
数人という町民の集まりで、果たして浦幌町が動くのか、自主的なものが芽生えていくの

かということで、非常に危惧されるわけでございます。 
 この開催の仕方も、あちこちでやって、やはり行政が笛を吹いても住民が踊らないとい

うようなことが今までたびたびありました。何十回かありました。そういうことをなくす

ためにも、小さな芽を育てていく、本当に一つずつやっていくということが重要ではない

かと、それが大きな浦幌町の活性化に結びついていくのではないかと私は思っております。 
 こういうことを踏まえて、政策としてどのように考えてこれから本当にやっていくのか、

住民を巻き込まないと、これは成り立っていかないと思います。その点について、再度ご

質問をいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 福原議員が言われる、住民主体の小さな芽を広げていく、摘まないでいただ

きたい、まさにそのとおりだろうというふうに思っております。今、浦幌町もいろいろな

ボランティアの活動が盛んに行われておりますし、そのことにつきましては、大変住民の

皆様には感謝を申し上げているところであります。 
 本来、公的なサービスを補完するということは、やはり社会的活動は地域力の充実がな

ければならないということは常に考えているところでありまして、本来、そのような活動

は自主的な活動において、醸成されていくものであろうというふうに思っています。 
 そういう意味では、今、コミュニティ活性化事業等を、今、福原議員からも提案されま

したけれども、このようなものを行いながら、またワークショップの内容について少人数

ということも言われましたけれども、ワークショップは初めての経験でありますから、こ

れを充実させていくということもまた一つは大切なことだろうと思っております。 
 そういう意味では、地域の住民の皆さんがぜひ声を出せるような、そういう活動を今後
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とも続けて参りたいというふ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。 
○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、浦幌高校募集停止に伴う高等学校生徒遠距離通学費等の補助について

お伺いいたします。 
 北海道教育局の意向により、今年度から高校配置計画による再編の結果、地元に高校が

なくなり、20 年度末の浦幌中学校卒業生が 21 年度より余儀なく進路の選択が町外に求め

ざるを得ない状況になってしまいました。 
 私は、かねてより浦幌高校の存続が危ういと聞き及び、浦幌町の地元の生徒は、浦幌高

等学校に進学をしてほしいと思い願って、この 3 年間、バス通学生回数券負担金の問題を

取り上げてきましたが、残念ながら 22 年 3 月で浦幌高校はなくなってしまいます。 
 そこで 1 点目、高校生遠距離通学費に対する補助は、現在実施されていますか。その状

況と新年度、新たに発生した場合の対応は、どのようにお考えですか。 
 2 点目、遠距離通学に際し、公共交通機関とスクールバスとの連携による対応は、とれ

るのでしょうか。 
 3 点目、公共交通機関とスクールバスとの連携が可能となる場合、停留所となる場所に

バス待合所の設置は可能でしょうか。 
 以上、3 点をお伺いいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 福原議員の 2 項目めの質問にお答えいたします。 
 浦幌高等学校募集停止に伴う高等学校生徒遠距離通学費等の補助についてでありますが、

浦幌高等学校は、本年度より募集停止になり、平成 22 年春には半世紀の歴史を閉じるこ

とになります。 
 ご質問の生徒遠距離通学費に対する補助の状況並びに新年度新たに発生した場合の対応

についてですが、本町では高校生に対する通学費補助は基本的に行っておりません。ただ

し、留真・本別間の十勝バスによる生活路線バスでは、当バス路線を維持するための施策

として、平成 4 年から本別高校通学生のバス回数券の一部費用を負担してきています。 
 道では、道立高校の再編に伴い、今年度から、遠距離通学等となる場合において、通学

費や下宿費にかかる経済的負担を軽減するため通学費等の補助を実施しています。対象者

は、中学校卒業時に募集停止所在市町村に居住し、かつ、その市町村に所在する中学校を

卒業して、通学区域内の他の高校へ修学した生徒の保護者に対してであります。 
 通学費につきましては、月額実費負担額に対し 1 万 3,000 円を超えた額が補助され、実

際に保護者が負担した定期券購入をもとに補助額が算定されております。 
 下宿費については、月額実費負担額に対し 2 万 2,000 円を上限として 1 万 3,000 円を超

えた額が補助されております。浦幌町からは、現時点で通学費補助を受けている方が 5 名、
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下宿費の補助を受けている方が 10 名ということであります。 
 本町としても、先にも述べましたが、従来から町外の高校に通学する生徒に対して、独

自助成をしていないため、公平の原則から今回、通学費補助を設ける考えはありませんの

でご理解願います。 
 2 点目の遠距離通学に際し、公共交通機関とスクールバスとの連携による対応はとれる

のかですが、ご質問の要旨は今まで過去になかった浦幌市街地から本別高校への通学につ

いてのことと思われます。 
 現在、浦幌市街地から本別高校への通学手段としては、委託スクールバス路線の瀬多来

線と十勝バス留真線の乗り継ぎになります。また、スクールバスの町民利用につきまして

は、浦幌町有バス運行規程で乗車 1 回につき 100 円と定められており、往復 200 円となり

ますが利用可能となっています。 
 次に、乗継時間の可否についてですが、スクールバスの運行時間は夏時間と冬時間とが

あり、夏時間の場合は、乗継時間において、帰りのスクールバスの留真からの発車時間の

待ち時間が 33 分となることから、また、冬時間の場合は、3 便の浦幌中学校発車時間が

15 分遅れるため、夏時間と同様に変更する必要がでてきます。 
 これらについては、関係者の理解を得ることができれば、対応は可能と思われます。今

後の進学状況をかんがみ、町としてもできる限り協力して参りたいと考えているところで

あります。 
 3 点目の公共交通機関とスクールバスとの連携による対応が可能となった場合、バス待

合所設置の可能性についてですが、現在、スクールバス用の待合所は町内 5 カ所に設置し

ておりますが、この留真地区においても 1 カ所そのまま設置されておりますので、場所を

移動することにより使用可能となると思われます。 
 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 現在、遠距離通学補助は実施していないが、通学生のバス回数券は出してい

ると答弁がありました。一人当たりいくらくらい、どのような形で出しているのでしょう

か。 
 ちなみに、上浦幌中学校から本別高校まで 1 カ月定期券 1 万 7,030 円、JR 浦幌駅から

池田駅まで 8,510 円、帯広駅まで 1 万 2,710 円となっていますが、いずれも 1 万 3,000 円

以下でした。 
 また、浦幌市街地から本別高校へどうしても進学したいという生徒の要望がありまして、

調査してみました。1 カ月 22 日間登校して、スクールバス賃が 1 日往復 200 円で 4,400
円、留真～本別高校前片道 1,330 円で往復 2,660 円、1 カ月定期券 3 万 3,270 円になりま

す。そして、合計すると 1 カ月 3 万 7,670 円の通学費が保護者の負担という結果になりま

したが、従来は、個人の希望の選択肢の高校進学が可能でしたが、今回は、道の再編とい

う意向での選択肢であって、全く趣旨が従来とは違うと私は認識していますし、多様性の
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就学選択肢を将来に向けて残していくのが行政としての役目ではないかと思いますので、

再度ご検討をしていただきたい。 
 また、バスの乗り継ぎに配慮し、協力して参りたいとありましたが、バスを利用すると

しても始業時間には間に合うものの、下校の際に部活動により遅くなった場合には、利用

するバスが運行されていなく非常に不便であると判明しました。 
 最初は、市街地より通学希望者が 3 名いたようですが、部活ができないことがネックに

なり検討中の生徒さんもいまして、保護者より何とかできないかという相談がありました。 
 現在、留真本別間は、私の調査によりますと、昨年 10 月より今年 9 月までの 1 年間に 3
往復 6 回走行し、乗車人数は 1,778 人で 1 日平均約 4.8 人の乗車でした。部活対応の利用

しやすい走行時間に変更するように隣町と連携して交渉していただけると、今後、進学す

る生徒も利用者も増えていくのではないでしょうか。いかがでしょうか。 
 また、このたびの道教委の補助事業は、再編に伴う激変緩和措置として募集停止から 5
年間とされています。道の今後の対応は、特別交付税絡みで考慮していくようです。この

ことについても、学びたい学校で学ぶのが基本姿勢と思いますし、子ども達の多様性の就

学の芽を摘むことなく、今後、長いスパンでの可能性や支援が必要と思いますが、このこ

とに対して町長の見解をお聞きします。 
 また、本別町教育関係者が何度か来町し、当町との話し合いがあったと聞き及んでいま

すが、どのような内容であったか差し支えがなければお聞かせください。 
○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、まず 1 点目の援助費というのでしょうか、いくらぐら

い出しているかというお話なのですが、停留所が留真から本別に下がる坂の上までですね、

それぞれ 8 カ所ありまして、それぞれ運賃が設定されておりまして、一人当たりの金額は

出ておりません。ただ、坂の上の停留所は、運賃が 340 円でございまして、そこは 25％
の補助をいたしております。 
 それから留真停留所は、運賃が 1,330 円でございます。33.46％の補助率になります。

距離と運賃により段階的に補助率を定めている内容になってございます。ちなみに、17 年

度の申し込みの枚数の累計は、2,270 枚、町の負担額は、68 万 100 円でございました。18
年度は、1,140 枚で 28 万 7,950 円、19 年度は 1,070 枚で 27 万 1,600 円でした。年々、利

用者が減ってきているというところが、この数字で見えるかなと思います。 
 19 年度は、利用者数の累計が 39 名ということでございましたので、平均いたしますと

一人当たり 6,964 円になります。回数券の取得の流れなのですが、本別高校の PTA の浦幌

支部の代表者から、回数券これだけ必要だよという申し込みがありまして、それは JA う

らほろ、上浦幌支所の方へ連絡がございまして、そちらから当まちづくり政策課の方へ申

し込み内訳が参ります。 
 それで十勝バスに回数券を申し込みまして、回数券をいただきます。回数券と請求書を
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本別高校 PTA の代表に送ります。町負担分の料金を十勝バスに支払っている状況でござい

ます。 
 先ほど、定期の金額も出ておりましたけれども、残念ながら定期を使っている方はいら

っしゃらないそうです。ちなみに 1 カ月定期は 3 万 3,270 円、2 カ月定期が 6 万 4,540 円、

3 カ月定期は 9 万 4,820 円ということでございます。以上でございます。 
○田村議長 副町長。 
○門馬副町長 私の方から通学生に対する足の確保の関係について、特にクラブ活動の関

係について、本別の教育委員会との打ち合わせ状況含めてお話させていただきたいと思い

ます。浦幌中学校の卒業生が本別高校に通いたいという、そういった願いに対して、その

願いを叶えるのが行政の役割かなというふうに思っているところでございます。 
 先ほど、町長が答弁申し上げましたように、一般の通学に対する足の確保については、

何とかスクールバスの時間変更等含めてですね、対応させていて、それについてはできる

のかなというふうに思っておりますが、クラブ活動の生徒さんの帰りの足の確保について

は、今のところ本別からの最終便のバスの時間がですね、午後 4 時 5 分ということであり

まして、部活動をした後の帰りの足の確保ができていないということで、去る 12 月 5 日

に本別の教育委員会が来町いたしまして、1 回目の打ち合わせを行いました。 
 特に、部活動の生徒さんの足の確保についての内容が主な内容でございますが、大きな

協議の内容でございますが、2 点ございまして、まず 1 点は、現在、運行しております留

真～本別間の生活路線バス、十勝バスの運行時間等を変更して、対応することが可能かど

うかという点が 1 点、二つ目に本別町が新たにスクールバスなどを運行して、生徒の足を

確保する、したがって浦幌町としてもそれに対する負担が可能かどうか、大きくこういう

2 点の内容でございます。 
 いずれにいたしましても、こういった協議の内容に伴って、本町としても新たな負担が

伴っていくということ、また生活路線バスの時間変更ということになりますと、地域との

コンセンサスを十分得る必要があるという問題があります。 
 本町としては、基本的に一般の通学に対しては、先ほど言いましたように、スクールバ

スの時間を変更するなどして、その対応をとるということにしております。 
 ただ、スクールバスの時間の変更と言いましても、生徒にとってやはり簡単にいく状況

でもないというのも事実でして、例えば、帰りの時間を一部生徒さんに待っていただいて、

帰りの時間を延長しなければいけないという問題ですとか、あるいは、浦幌から留真に行

くまでもですね、例えば、朝、浦幌出まして、真っすぐ瀬多来まで行って瀬多来から子ど

もを乗せていく、こういうバスに本別行く子どもさんが乗るわけですが、冬場ですと、例

えば留真で降りますと、30 分以上待合所で待たなくてはいけないという状況も出てきます

ので、そういった意味でも子どもさんに負担をかける内容でのバス路線の時間変更という

ことがありますので、そういったこともありますし、また、生活路線バスについては、バ

ス路線維持ということ含めまして、本町としても本年度で約 750 万円の負担をしていると
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いう状況もあります。 
 そういったことも含めまして、本町としては新たな負担が伴うそういった協議内容につ

いては、とても厳しいというようなことをお話させていただきました。ただ、1 回目であ

りましたので、詳しい内容については、話はできませんでしたけれども、継続して協議を

していくと、できる限り本町としても負担のないような形で整理できるのであれば、協力

もやぶさかではないのかなというふうに思っていますが、そういった状況だということを

ご理解いただきたいというふうに思います。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○福原議員 浦幌町の行政も大変お金がなくて苦労しているということは、十分わかりま

す。ですが、子ども達のやはり健やかな成長を願って、自由な選択肢で進学をしてほしい

という根底の気持ちは、みじんにも考えられないような気がいたしました。 
 今まで浦幌高等学校振興会補助金という形を変えた中で、通学補助が各議員の賛同を得

て、今年度も 230 万円現実には出ております。 
 平成 4 年から本別高校通学生バス回数券という一部の費用も負担してきております。現

実に執行されている行政とご答弁との矛盾はないのか、このことも踏まえてどういう形が

今後望ましいのか、町長の認識と見解をお伺いいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 道立高校の募集停止につきましては、道の教育委員会の方針が示されたとこ

ろでありまして、先ほど申し上げたとおりでありますけれども、5 年間の激変緩和措置と

いうことでありますけれども、当然これについては、今後継続的な措置を続けていただき

たいということで、続けてこれからの政務活動を続けて参りたいというふうに思っており

ますし、これは当然、道教委としては考えていただかなければならない部分だろうという

ふうに思っているところであります。 
 また、基本的な通学費の助成につきましては、各管内で既に募集停止になって既に行っ

ているところがあります。しかし、浦幌の場合は、今まで浦幌高校の通うことが可能な生

徒も実際には町内から入った子ども達が 30％を割るという状況の中で、高校廃止になった

ということがありました。 
 今までの浦幌高校生以外の通学費を助成していなかったわけでありまして、公平性とい

うのはどうなのだろうと、また、浦幌高校へ行く生徒だったらどうかと、当然線引きでき

ないわけですから、この辺の不公平が出るのではないかということで、一般的な助成は浦

幌の場合行っておりませんでした。 
 ただ、他の町で生活困窮者に対する交通費の助成という点も出ておりますので、今後は

その点も含めて、浦幌としてどのような対応ができるかについて、検討して参りたいとい

うふうに考えているところであります。 
○田村議長 これで福原仁子議員の一般質問を終わります。 
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 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 2 番、二瓶隆でございます。 
 これより、まちづくり交付金事業について伺います。 
 私は、これまで産業交流施設いわゆる道の駅について、4 回質問をして参りました。し

かしながら、いずれも理解できる内容ではありませんでした。町民の多くは、関心を持ち、

いろいろな意見もある中で、道の駅・留真温泉に期待と不安を持っております。 
 9 月の一般質問の中で、内容等も含め計画どおり進められているのかという質問に対し

まして、10 月をめどに運営母体の協議をしながら、詳細な中身を変更するということであ

りました。 
 しかし、町民に対し理解を得られる説明がなされておりません。このことができないの

は、内容等に不安定な状況にあるのか、計画どおり進められているのかをお伺いいたしま

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。 
 まちづくり交付金事業の道の駅・留真温泉の計画状況についてでありますが、産業交流

施設（道の駅）につきましては、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

た、まちづくり交付金事業により整備することとしており、平成 19 年度には、計画区域

調査測量、既存建造物解体を実施し、本年度は施設建築実施設計を行い、平成 21 年度に

交流施設建設、駐車場・広場整備の計画スケジュールとなっております。 
 先の 9 月町議会定例会において、オープンについては平成 21 年 9 月以降に予定してい

ると説明させていただいておりますが、オープンまでには施設建築設計、本体工事発注、

施設管理方法の検討及び道の駅登録等々を決定して行かなければなりません。 
 現在の産業交流施設（道の駅）の進捗につきましては、施設建築実施設計を発注したと

ころであり、設計の詳細については運営母体と協議して参ります。 
 なお、施設の運営につきましては、10 月 2 日開催の第 8 回産業交流施設準備委員会にお

きまして、直売所出品希望者会議の検討結果である運営母体の規約・規程案や施設レイア

ウト等が承認され、これを受け運営母体設立に向け発起人会方式で話し合いが進められ、

既に 15 名の参加希望者がおり、他に新たな参加者を募るため参加者募集を現在行ってお

り、今月 17 日に設立総会を予定しているところであります。 
 また、道の駅の登録事務は、平成 21 年 5 月に国土交通省に登録申請を行い 8 月に登録

完了の運びとなり、9 月末には正式に道の駅としてオープンする予定であります。 
 次に、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設計後期計画にお

いて、建設計画を平成 22 年度に計画をしておりますが、平成 18 年 11 月に原油高騰、施
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設の老朽化により閉館後、庁舎内留真温泉再建プロジェクト会議、町民検討委員会等で再

建について協議を重ね再建の道を探って参りました。その中で、平成 18 年度において、

まちづくり交付金事業による整備が可能となり、計画スケジュールでは平成 19 年度に計

画区域調査測量、既存建造物解体、平成 21 年度に施設の建築実施設計、平成 22 年度に交

流・温浴施設建設、交流広場整備、連絡路整備、案内サイン整備となっております。 
 なお、留真温泉の再整備に向け内容検討のため、本年度においては釧路産炭地域基金運

用事業の助成金を活用し、うらほろ留真温泉再整備計画を策定中であります。 
 留真温泉の進捗につきましては、先に申し上げましたスケジュールどおり進めておりま

すが、今後、詳細については、再整備計画に基づき町民の心身の健康維持増進と福祉向上、

地域産業の活性化等を踏まえ、平成 22 年度建設に向け、町議会をはじめ町民の皆様にご

理解をいただきながら進めて参りますのでよろしくお願いしたいと思います。 
 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 ただいま、今までの計画の中で進められているということもあったわけでご

ざいますが、9 月の定例会におきましても、お話申し上げたように、この事業というのは、

本町にとっても一大事業ではないだろうか、そういった中で、各課の方々と連携が極めて

とられていない中で、これをもって町民の方々にどれだけ理解を得られるのか、そういっ

たお話をさせていただいたわけでございますが、一つのプロジェクトというものをつくっ

ているわけではない、全体のそれぞれの担当課がそれぞれの知恵を出し合いながら、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、そういうお答えをいただいた

わけでございます。 
 しかしながら、今、ここにいる課長さん、みんな真剣に考えていますか。皆さん、それ

を知っているのか、町民の皆さんは、役場へ行って聞いたらおおよそのことぐらいはわか

るだろう、しかしながら、担当だけで進んでいるような状況にしか見られません。 
 これをもって、町長、よく言われる協働のまちづくり、担当課だけで進められていると

するならば、協働のまちづくりなんて絶対あり得ない。少なくとも、各担当の課長さんだ

けでなく、やはり課長さんというのは、一般企業で言いますと経営者でなければならない、

だとすれば、一つの部門だけでは進まないのです。お互いが知恵を出し合いながら、本当

に町民のためにこのことがいいのか、真剣に考えている様子がまったく見受けられない。 
 今後においても、このような進め方でいくのか、それとも先ほど町民の方々の意見も聞

きながらということもございましたけれども、やはり当然でございますけれども、庁舎内、

やはり一つになってこの目的を達成するために、お互いが努力をしなければならないと思

うのです。 
 若い方々だって結構いい面を持っています。この庁舎内の中であっても、ましてやそう

いう若い人の面も当然ですけれども、いずれにしても、連携がまったくとれていない中で、

今後も進めていくのか、そしてまた、思いを新たにお互いの知恵をいただきながら進めよ
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うとしていくのか、そういった連携がないばかりに産業交流施設実施設計委託業務、この

ことにつきましても、450 万という予算を立てておきながら、283 万 5,000 円、この差を

どのように考えているのか、もっと綿密に連携をとっているならば、このような大きな差

は出ることはなかったようにも思うわけでございます。 
 また、先般、新聞折り込みにチラシが入っておりました。道の駅トイレ清掃賃金収入と

いうことの中身もございました。このような内容で出ているチラシも理事者としては、ど

のような理解をし、考えているのか。 
 こういった中で、町民はやはり不安な思いをしているわけです。進め方にも問題あり、

内容も本庁舎の中でさえ知らない人がいる、ましてや知らない町民の方がたくさんいるわ

けです。これで本当に大丈夫なのか、この道の駅が進むにつれ、もう一方では留真温泉の

問題もございます。そうなると、また新たな担当課だけでいいのか、決してそうではない

と。厳しい状況の中にある、そういった中で、留真温泉を進める、だとすれば、今ある健

康湯の利用をどうしていくのか、たしかに必要ではございます。 
 しかし、厳しい財政の中でどのように持っていくのか、そのようなことを考えると、や

はり皆さんの知恵を出し合わなければならないわけです。 
 9 月の定例会議で調査委託経費を計上し、コンサルがたたき台をつくって、その後来年

3 月ころにたたき台ができた時点で年間の収支、町が支出する赤字補てん、運営を担う指

定管理者のめどなど、たたき台の内容を町民や議会に速やかに公表されてはいかがなもの

か。 
 やはり、町民が温泉問題にしてもある種の期待もありますが、しかしながら、やはり財

政のことを思う時に、かなりの心配もあるわけです。今後の進め方も含めて、町長にお伺

いをいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 二瓶議員の再質問にお答えをいたします。 
 各課との連絡がとれていない、大変心外なお言葉をいただきました。私どもは、今、こ

のまちづくり交付金事業について、プロジェクトチームを組んでやっているということで

はありません。それぞれの担当課がそれぞれ横の連絡をとりながら、行って事業を進めて

いるということであります。当然、各庁内の役員の課長会議等については、その都度、計

画に変更がある都度、それは説明していっているということでありまして、各課の連絡が

とれていないということは、決してないというふうに思っています。 
 ただ、担当課は決まっておりますので、担当課が当然その主体となって進めているとい

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います。 
 今後の進め方につきましては、先ほど 1 回目の答弁でさせていただきましたとおり、今、

運営母体が立ち上げていろいろやっておりますので、それができ上がり次第、17 日には運

営母体の設立を立ち上げて進めていくという内容になっておりますので、ご理解をいただ
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きたいと思いますし、あくまでも若干スケジュールで遅れた部分がありますけれども、そ

れは開発公社との関係で遅れた部分がありますけれども、それ以外については、今、順次

進めているということでご理解いただきたいと思います。 
○田村議長 副町長。 
○門馬副町長 庁内の関係については、町長の答弁のとおりでありまして、あと町民の方々

にこの関係について、内容をできるだけ周知すべきだというお話でございます。当然、そ

のように考えておりまして、町民の方々に対する説明会は予定しておりまして、今、先ほ

どの留真温泉の計画については、来年の 2 月にでき上がると、また、道の駅の建物の実施

設計についても大体来年の 2 月にでき上がるということですので、それを受けまして、そ

の後、町民の説明会を開催していきたいというふうに考えているところでございます。以

上でございます。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○二瓶議員 ただいま、町長より各課の連携はとれているということで答弁をいただいた

わけでございますが、町民の方々より、いろいろ聞かせていただく中で大枠の中でも担当

者以外ですね、その方なんかに聞く時に、やはり今どうなっているのかわからない状況に

ある旨の話をよく聞かされるわけであります。そのことを町長があまり覚えていないのか

なと、また理事者にも耳に入らない部分もあるのかなと、そんなふうにも思うわけであり

ます。 
 そして、先ほど、チラシの件をお尋ねしたのですが、このことについても答弁もなく、

今終わろうとしているわけですが、やはり、担当は当然でございますが、各課長さんの知

恵をやはりもっと引き出してもらう、あるいは、この庁舎内の若手職員の中にもすばらし

い意見を持っている方もいらっしゃいます。 
 また、町民の意見を聞きながら進めていくという中で、いまだそれはされていない。今

後、それはされていくように今、お話はされたわけですが、これは昨年の 9 月以来、ずっ

とそのような話はされてきている。やはり町民に詳細が決まり次第、内容が変わり次第、

説明をいたします。しかし、今まで一度もない。この中で、どう理解をすればいいのか、

理解しようにもしがたい部分があるのです。 
 私の場合、気が弱いものですから、町長直接お伺いすることはなかなかできません。親

しい方に聞こうとしても、なかなか理解のできるような答えをいただくこともできない。 
 そういった中で、町民の方々にお前も議員だろ、知っているだろ、そういう問われ方し

ても内容がわからない。今後、このようなことで進めていくのであれば、この温泉問題に

ついても、本当に再検討するぐらいの気持ちも必要なのかなと。理事者としては、成功さ

せるための努力というのは、当然必要です。だからこそ、私も心配しているわけです。 
 正直申し上げまして、私自身は、この件につきましても、もろ手を上げて賛成というこ

とではございませんでした。もろもろの心配もございました。しかしながら、やろうとい

うことに決まったわけです。決まったからにはどう成功させるか、このことに真剣に取り
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組んでもらわなければいけない、だからあえて申し上げたのです。 
 これだけいる課長さんの知恵を借りなさい、聞く耳を持ちなさい、知恵がないのか、や

る気がないのか、聞く耳を持たないのか、そういった気持ちにまでなってしまいます。 
 私は、話前後しますけれども、道の駅も進めようとしています。だとすれば、これから

やる留真温泉、せっかくのお湯をあの道の駅で温泉のお湯の宣伝をできるような方法はな

いのかな、例えば足湯とか、あるいは、飲めるお湯、そういった方法も一つにあるだろう

し、今、地球環境という中で、太陽光発電等も含めていろいろなことがなされております。 
 今、設計段階の中でもうそれほど大きなことはできないにしろ、今後、長い目で見た上

で、先駆けた計画と言いますか、当然、エコの問題もございましょう。やはり大きな枠の

中で検討をし、お互いの知恵を結集し、努力をしていかなければならない、私は思うので

すが、先ほど町長の答弁の中で、私が誤解しているのではないかというような形でござい

ましたが、もう一度改めて町長として、各課長も含めてみんなでやろうよ、そして、その

課長さんも含めて、これはもって町民に働きかけようというような、そのぐらいの気持ち

を持って、今後進められないのかをきちっと答えていただければ、最後の質問とさせてい

ただきます。 
○田村議長 答弁願います。 
 産業課長。 
○前田産業課長 何点かご質問の中で、担当として答えられる範囲を答えたいというふう

に思います。まずチラシの内容についての説明がないというご指摘がございましたので、

その関係についてお話をさせていただきたいと思います。 
 この産業交流施設、道の駅の建設につきましては、平成 18 年のネットワーク会議の開

催からその後準備委員会、出品希望者会とそれぞれ運営方法、規約、運営予算等々を協議

して参っております。その中で、非営利部分、いわゆるトイレ、情報発信コーナー、これ

の関係につきましては、町民説明会等議会等でもお話をしておりますが、町が負担をして

いくということでお話をさせていただいております。 
 ただ、運営方法については、指定管理者制度、または委託管理業務等の方法があります

けれども、これらについては、現在の段階では、検討をしている段階であります。しかし、

いずれにいたしましても、経費については町が負担するということは明らかでありますの

で、これを受けまして、先の運営母体の発起人による会員募集のチラシについては、この

発起人がずっと携わってきたさまざまな協議を重ねております。 
 また、先進地視察等も行っております。そういう中で、道の駅の運営のあり方等も検討

してきております。その結果、その運営母体を設立するにあたり、この協議をしてきた内

容を踏まえて、運営母体がやるという時になった場合には、情報発信、特産品の販売、ト

イレの清掃等含め、運営母体が一体化して管理をした方がいいという、そういう運営母体

の発起人会の結論と言いますか、そういうことで協議を進めてきた結果、そういう思いを

込めてチラシの中で会員を募集しているということでございます。 
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 町といたしましても、その非営利部分の支出の件につきましては、実際には実費の支出

ということでございまして、運営母体が運営にかかるその経費を補てんするという意味の

経費ではございません。あくまでも実費にかかるトイレの清掃賃等にかかる経費でござい

ますので、ご理解を願いたいと思います。管理方法につきましては、理事者の方で再度お

話があるかなというふうに思います。 
 それから、留真温泉の関係でございますが、先ほども最初の答弁で申し上げましたけれ

ども、産炭地域の基金の運用益を利用しまして、現在調査をしております。お湯の利用の

方法、エネルギーの方法、収支等の関係につきましては、その調査の内容の中で検討して

参りたいというふうに考えております。 
 現在、調査内容につきましては、現況の把握、整備、それから再整備計画内容の検討、

それから施設規模等の検討、これの中につきましては、自然エネルギーを利用した燃油コ

ストの検討とか入っております。また、運営に関する計画検討、民間活力の導入検討、そ

れから住民アンケートの調査・分析等々が調査内容ということで考えております。 
 先ほど、申し上げましたけれども、これら調査結果が出た段階で、町民説明をしたいと

いうふうに思っておりますので、どうぞご理解を願いたいというふうに思います。 
○田村議長 町長。 
○水澤町長 二瓶議員の中でお話がありました。各課長、管理職がそれぞれ詳細を把握し

ていないのではないかというお話がありました。たしかに、大枠については、各管理職会

議の中でスケジュール含めてお話をさせていただいております。ただ、詳細について、細

かいものについては担当課が担当しておりますので、詳細については、一つ一つ、その日

その日の会議の内容について、他の課に連絡しているという内容では決してありません。 
 先ほど、申し上げましたとおり、プロジェクトチームを組んでやっているということで

はありませんので、あくまでも運営母体の組織、会議等については、担当課が把握しなが

ら、各担当課の横の連絡で行っているという内容であります。 
 ただ大枠については、先ほど言いましたように、スケジュールは、若干遅れている部分

ありますけれども、スケジュール的には予定どおり進んでおりますので、大枠については、

承知しているものと思っておりますけれども、二瓶議員が言われるように、わかっていな

いのではないかということがありました。その点については、私の不明のいたすところか

なというふうに思っておりますので、今後、これについては、周知徹底をしながら行って

いきたいというふうに思っています。 
 ただ、今、それぞれの意見を聞くべきだということにつきましては、たしかにそのとお

りだという部分もあると思いますけれども、今、予定どおり進んで、運営母体を立ち上げ

ながら、それぞれ組織的に動いているということでありますので、その都度、どのような

形で意見を聞いて、若手の意見も聞きながらやっていくのかということについては、それ

ぞれ何かいい方法があれば、運営方法についてそれぞれの意見をいただくということが今

後出てくるかもしれませんけれども、その際にはそれぞれの多くの意見をいただきながら
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進めて参りたいというふうに思っています。 
 町民の皆さんからそれぞれ今の内容等について、問い合わせがありました場合には、担

当課で対応をさせていただ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 これで二瓶議員の一般質問を終わります。 
 次に、5 番、杉江博議員の質問を許します。 
 杉江議員。 
○杉江議員 私は、基盤整備のさらなる充実をということで、質問をさせていただきます。 
 現在、町内全域において、農地の基盤整備が積極的に進められております。既に完了し

ている事業も含め、この 10 年間で国営直轄明渠排水事業、国営農地開発事業、川流布地

区中山間地域総合農地防災事業、栄穂地区担い手育成型畑地帯総合整備事業、美園地区、

貴老路地区担い手支援型畑総事業、また幾千世地区、中浦幌地区担い手支援型畑総事業、

中山間地域直接支払い事業、下浦幌地区国営農地防災事業、そして、畜産基地再編総合整

備事業などです。 
 また、町単独事業として、明渠排水溝掘削事業、小規模暗渠排水事業、そして、20 年か

らは、下浦幌地区の担い手支援型畑総事業、営農用水の調査費として、いわゆる道営畑総

事業を中心に、かかわりのある事業が、これだけ導入されております。 
 このように、長期的事業と対処療法的単独事業、災害に対する緊急事業を含めて、これ

ほど多くの事業をもってしても、まだ補完仕切れていない地域と事業要望があるのが実態

であります。 
 継続的実施が効果の高い心土破砕は、平成 18 年の湿害が示すように、ぜひとも助成措

置による支援が必要と考えますし、草地での要望も高まっております。農協も専用機械の

導入も検討しているとのことであります。また、事業費が高騰し、予算不足で次年度待ち

の小規模暗渠、そして、必ずや早期実現を実施しなければならない下浦幌地区の国営防災

事業区域内の事業対象外となった 1,357 ヘクタールの中の正確ではありませんが、500 ヘ

クタール以上とも思われる沖積地帯を含む多くの農地対応であります。 
 280 億を投じた国営防災事業も、あと 2 年で完了しようとしている中で、補完工事とし

ての救済もほぼ絶望的でありますから、このところの経済情勢から見ても、事業費の高騰、

補助率の低下の懸念も含め、早急な対応を望むものであります。 
 特に、国営防災事業区域内の未整備問題は、これまでも一般質問も含め、幾度も論議を

している経緯があるのですから、確固たる見通しのある答弁を期待しております。 
 また、中浦幌地域の浦幌川河床高の内水処理改善の問題は、この 2 年間で、いわゆる水

澤町長として、どのような対応をしてきたのか、どのような見通しができたのか、あわせ

て伺いたいと思います。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 杉江議員の質問にお答えいたします。 
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 現在の農業を取り巻く情勢は、急激な原油高騰やバイオエタノール燃料精製のための穀

物類依存に伴い、家畜飼料や化学肥料の大幅な値上がりにより大変厳しい状況にあります。 
 また、農林水産省は、現在の食料自給率 40％を来年 1 月末から 45％に、さらに 10 年後

をめどに 50％に引き上げるための工程表を発表しております。 
 そんな情勢の中で、ご質問の農業基盤の根幹をなす農地基盤整備のさらなる充実につい

てでありますが、本町の農地基盤整備の状況といたしまして、上浦幌地区については、町

や農協が事業主体の団体営事業などによる農地整備を実施し、さらに道営事業で平成 17
年度までに農地基盤整備が完了しております。 
 また、中浦幌地区及び幾千世地区については、平成 19 年度より道営事業に着手し、平

成 24 年度までの計画期間で、現在整備中であります。 
 さらに、下浦幌地区については、平成 11 年度から国営総合農地防災事業に着手し、継

続した整備を行っているところであります。 
 本年度の農作物生産量を比較すると、特に馬鈴薯において、基盤整備の実施状況が進ん

でいない中浦幌地区は、整備が完了している上浦幌地区や整備が進行している下浦幌地区

より収量が少なく、事業の効果が収量に反映されている状況にあることから、町といたし

ましても農地基盤整備は大変重要であると認識しております。 
 現在、下浦幌地区の基盤整備については、平成 19 年度、浦幌太排水機場を供用開始し、

平成 20 年度には豊北排水機場を供用開始したところであります。さらに、平成 23 年度ま

でに 2,950 ヘクタールの農地を受益面積として、暗渠排水及び置土等の整備を進めており、

農地整備の進捗率は 95 パーセントに達している状況です。 
 しかし、下浦幌地区の農地防災エリア内には、非泥炭地等の面整備の対象とならない面

積が 1,350 ヘクタールありますが、その農地を救済する方法が無いか関係機関と何度も協

議して参りました。 
 平成 18 年度には、冷湿害対策としての補助事業の導入も協議して参りましたが、国営

農地防災事業の期間内で他の補助事業との重複する採択はできないということでありまし

た。 
 町といたしましても、採択されなかった農地について早急な対応が必要と認識しており

ますが、国営事業終了後に、町や受益農家も財政負担の少ない道営事業の実施により対処

して参りたいと考えております。 
 さらに、今後においても土地基盤整備と土づくりを基本に、収益性の高い農業の確立を

目指し関係機関と十分協議をしながら農業の振興発展を図って参ります。 
 また、中浦幌地区の浦幌川の河床高による内水処理対策については、以前より北海道に

要望しておりましたが、このたび、道単独事業費で河床掘削が実施されることになりまし

た。今年は、帯富の第 1 浦幌橋下流 700 メートル付近から上流へ 260 メートルを掘削する

ことになります。また、今後は順次工事を進める予定である旨報告をいただいております

のでご理解願います。 
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 以上、杉江議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
○杉江議員 ただいまの答弁の中でですね、私も質問届で心破事業、それから単独暗渠の

ことについても言及しているわけですが、この辺についての答弁の内容がございません。 
 心破事業はですね、18 年の湿害を受けて、本年度までの事業を導入していただき、過去

の議会答弁では、今後も心破については、検討していくという答弁をいただいている中で、

今回、答弁に言及していないのはどうなのかなと。町長がよい案を答弁していただけるの

か、ということを思っているわけですが、現在もですね、農協は、燃料費、それから輸送

費の実費負担をしておりまして、その辺の支援は、時間単価で 3,000 円くらいに相当する

と言われております。 
 今後もですね、畑、草地合わせてできれば 1,000 町ぐらいの支援があればですね、単独

の事業であっても時間 1 万 4～5,000 円で実施していけるのかなというふうに考えている

わけですが、どのように検討していただけるのか。 
 また、国営防災地区内問題でありますけれども、過去の予算審議、あるいは 18 年の私

の一般質問でも町の単独助成で対応してくださいという答弁がありました。 
 現在、ご承知かと思いますけれども、10 アール当たりの事業見積もり単価、10 万から

11 万と言われております。これは補助事業ではなくて、単独事業の見積もりですけれども

ね。そうすると 4 割補助で 7 町歩か 7 町 5 反で予算 300 万が消化してしまうと。 
 かつては、この事業に 600 万の予算をつけていただいていたわけですが、これは財政改

革の中でほぼ全体的に半分の助成になったという経過を踏まえても、ある程度は納得して

いる額ではありますが、しかし、議会答弁で単独事業で防災地区の不足分を補ってくださ

いという中では、一つの対応もされておりません。補助率のアップも予算のアップもされ

ていない、そういう中では、答弁に充当する対応がされていないということで非常に不満

を持っております。 
 次に、あれこれ予算支援を要請してもですね、財源の問題ございます。町長や理事者前

に、財政の問題を論議するのは釈迦に説法みたいなことになりますけれども、しかし、公

債費、町の借金の返済がですね、17 年 12 億 5,000 万あった、ピーク時 18 年に 13 億あっ

た、昨年 19 年は 11 億 5,000 万、今年は 10 億 4,000 万ぐらいですか、このあと 9 億 8,000
万、9 億 5～6,000 万と、9 億台に減っていくと、そういう中では、以前から答弁もされて

いますように、22 年になれば財政調整基金も現在 7 億 5,000 万まで回復していますから、

10 億、町民皆さんが言っている 10 桁の財政基金ができるのではないかという見通しも当

然交付税措置が継続されれば、今の金額が継続されればという前提がありますけれども、

そういう見通しもあるのではないかというふうに私も強く思っております。 
 そういう中でですね、普通建設事業、私は、常にこういう論議の時に財政問題の時にお

話するのは、倹約だけでは町の住民は仕事がない、生きていけないよという中で、最低 4
億ちょっとまで下がった普通建設事業、しかし、今年は 6 億 2～3,000 万まで、補正予算
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でもあればもう少し上がるのかもしれません。そういうふうに回復している普通建設事業

はですね、平成 14 年私の知る範囲では、14 億 5,000 万くらいあったと思うのですよね。

それから比較すると、昨年はもう 10 億少ない、住民が仕事ないのが当たり前でございま

す。 
 そういう面から見てもですね、こういう一次産業支援は優先して町内業者の人に仕事を

していただける、しかしながら、先ほど申し上げた心破事業はですね、継続して事業がな

くなってしまったおかげで、町内にブルドーザーがなくなってしまいました。 
 指定管理者の問題でもよく指摘されるように、やっぱり継続した予算措置、これは将来

の仕事を確保するという意味でも非常に大事な要素ではないかなと。特に農業、産業支援

はですね、税収にもそれなりに表れてくると思います。今、町の町税、5 億から 5 億 5,000
万の予算立てますが、そのうちの少なくとも農業関連、住民税、国保税、それから消費税、

消費税の 1％は地方税でありますから、そういう内容を踏まえても 2,000 万くらいの農業

関連の税の増減があるというふうに私はとらえております。 
 そういう中では、農業基盤整備の支援によってですね、生産が安定すれば当然税収も安

定する、そういうことになるのかなというふうに考えております。特に国営事業地域内の

問題はですね、1 戸あたりで 10 町、20 町、30 町という面積で沖積度を抱えて、本当に町

の単独事業では、対応できるような金額ではありません。これまともに町の単独事業でや

ったら 1,000 万超える受益者負担をしなければ整備できないという状況にあるのが現実で

す。 
 また、本年もですね、これだけ雨が少なくても、やはり整備されていない農地は、いも

なんかは被害を受けている、これが現実ですから、とにかく早くこの対応をしていただき

たいというふうに思っております。 
 18 年の一般質問の中でですね、19 年度以降事業申請していくと、このように答弁され

ているのです。しかし、先ほどの答弁ですと、事業申請どころか協議も進まないというよ

うな状況の報告であります。 
 実は、つい先日 12 月 2 日でありますけれども、国営防災事業の担当者と開発と一部の

事業について打ち合わせがありました。その中で担当者は、1 年でも早く終わらせたいと

いう上の意向だということで、1 年遅れておりまして、完了が 23 年かなという見通しをし

ておりましたけれども、1 年でも早くということは、22 年に完了したいという意向のよう

であります。定かでありませんけど、先ほど質問書でもそのこと踏まえて、あと 2 年でと

いう文章を入れておりますけれども、私はぜひ 1 年でも早く国営事業終わらせていただい

て、次の事業が導入されるようにしていただきたいので、よろしくお願いしますというこ

とを申し上げております。そんなことも含めてですね、ぜひ、これはもう町長の政治力を

発揮して、できるだけ早く実現できるように努力をしていただきたいと思っております。 
 また、浦幌川の河床の問題ですけれども、先ほど報告ありましたように、私たちも予算

審議の中で一部審議をさせていただいておりますけれども、非常にいい方向に向かったな
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と、ぜひ災害が起きないうちに完了することを望んでおりますし、これからも事業の促進

に努力をしていただきたいと思っております。以上のようなことで、ご答弁いただきたい

と思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 産業課長。 
○前田産業課長 ご質問の中の何点かのことについて、お答えをしたいと思います。小規

模暗渠排水事業、それから明渠排水掘削事業、これにつきましては、これまでも町の予算

の範囲の中でやっておりまして、まちづくりの後期計画の事業の中でも小規模暗渠排水事

業につきましては、その年度 9 ヘクタールという予算で現在進めております。 
 ただ、申し込みする農家の方が多くなれば、町の負担分の 300 万円ということで予算を

立てておりますが、増えればその分薄まっていくという形に現在はなっているというのが

現状でございます。18 年につきましては、11.2 ヘクタール、それから 19 年については、

6.7 ヘクタールと下がっております。今年度につきましては、まだ実績が出ておりません

けれども、9 ヘクタールの予定をしております。 
 また、暗渠排水の掘削事業につきましても、実績によりまして補助の割合が 40％から

50％くらいの推移で現在もなっています。これにつきましても、300 万円の町の予算とい

うことでございます。過去には、多かったという先ほどお話もありましたけれども、現在

の町の状況におきましては、このままの金額で何とかお願いをしていきたいというふうに

考えております。 
 あと、道営の事業に関しましては、今、国営防災事業が平成 23 年度に完了するという

ことでございますので、道営事業の導入につきましては、同じ国営防災事業が入っている

同じ地区に対しては採択は認められないということから、現在も道に対しても地区が国営

防災事業が終わった段階でということでお願いをしております。それにつきましても、終

わった段階では、ある程度採択ができるという見通しも立てておりますので、その辺もよ

ろしくお願いしたいというふうに思います。 
 また、この国営防災事業、それから道営事業が入っていない地区に対しましてのいも等

の収穫量が減っているということでございますが、これにつきましても、たしかに今年度

の現在の実績でもそれは明らかに出ておりまして、上浦幌と中浦幌、下浦幌比べますと、

たしかに下浦幌の収穫量は少ないということで、現在の段階では聞いております。 
 こういうことも含めまして、この道営事業の導入の促進に関しましては、担当としまし

てできる限り道の方へ要望していきたいというふうに思いますが、現在、道営事業につき

ましては、パワーアップ事業ということで受益者 7.5％ということでやっておりますが、

今後、それらが続くかどうかについては、ちょっと不透明ということもございますが、で

きる限りそういう高い補助率を何とか考えていければ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。 
○田村議長 副町長。 
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○門馬副町長 心破事業の関係について、私の方からお答えさせていただきたいと思いま

す。先ほど、杉江議員も数字を示していただきながら、どうなのかというお話でございま

したけれども、以前は国等の補助事業がありまして、そういう意味ではそういうの活用し

ながらやってきたところですけれども、おおよそ 4 年か 5 年ぐらい前ですか、そういう事

業がなくなりまして、さぁ困ったなという時に冷湿害が起こりまして、それに対応するた

めに 2 年間ですね、特別の枠でその事業を国からいただいて実施してきまして、今年度に

ついてはやっていないということであります。 
 この心破事業について、現状としては畑総等の事業の中でやるとか、そういう事業の枠

でないとなかなか補助事業がないというようなこともあって、今お話されているのは、あ

くまでも単独事業でどうかというお話だと思います。 
 財政のお話もされておりましたけれども、そういう意味では、来年度予算の編成に向け

て、今、農協さんと担当レベルでこの内容について詰めているところでございまして、一

つは、農協さんも先ほど杉江議員が申されましたように、専用機械の導入も含めて検討し

ているということで、町としては、こういった専用機械に対する支援という形で、何とか

ならないのかということも含めまして、今、担当段階でさらに心破をやるとしたらどのく

らいの面積になるのか、やはり詳細にわたるそういった数字をですね、ある程度把握しな

がら検討しなければいけないのかなというふうに思っておりまして、今、引き続き、農協

ともですね、関係で協議を進めていきたいというふうに思っております。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○杉江議員 2 点について、お伺いしたいと思います。この国営防災事業の地区内の問題

につきましてはですね、本当に以前から何度もこうして協議をしていると思います。そう

いう中でね、今、答弁の中で要請していくという話でありましたけどもね、私たち防災地

区の受益者としては、本当にこの制度の欠陥だと思っているのです。なんでこんなとこ、

こんなに大面積落としたのと言いたいのですよ。 
 そういう面からしてもね、そういうところやっぱり役所に言って、きっちりね、攻め落

としてきてモデル事業でも何でもいいですよ。決まりは何でもいいですけれども、事業を

持ってきてもらえるようなね、努力をしてください。 
 先ほど申し上げましたように、あと 2 年で終わる計画を開発も考えているということで

あります。そのことは定かではありませんけれども、2 億、3 億の予算を残して 3 年間に

引っ張ることはしたくないというふうにはっきり言っておりました。 
 ですから、22 年度に終わるとすれば、もう 22 年度から調査費でもとれるのか、そうい

う努力もしっかりしてください。具体的に何をやってきて、どういうふうに進んだかとい

うことはさっぱりわかりませんから、そういうことをきっちりやっていただきたい。 
 それから単独事業の心破あるいは暗渠の支援ですけれども、これは財政的な面でもう一

度細かなことお話しますけれども、生産法人の立ち上げで支援処置をやっております。こ

れは 5 年間でたぶん 20 年で終わりますよね。終わると思うのです。通常、初年度 470 万
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くらい予算支援していると思います。本年は 409 万 5,000 円だったと思うのですが、これ

が終了すると思うのです。そういう財源も私たちは、当てにしながら申し上げているつも

りでありまして、十分今後も予算編成に向けてご検討いただきたい。以上です。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 杉江議員がおっしゃるように、国営農地防災については、まさに杉江議員が

何度も一般質問でも取り上げられておりまして、本当に浦幌町としては、この地区、いわ

ゆる白地分をどうするかという部分で、何度も答弁しているとおりでありまして、本当に

国営が終わらなければ他の事業が入らないという地域になっております。 
 そういう面では、何度も政務活動をしていっても結果的にはその中身は変わっていない

ということでありまして、そうなると、必然的に早く終わらせて、新しい事業を入れると

いうことしか方法はないのかなということを考えるところであります。 
 そういう面では、ぜひ、今計画は 23 年でありますけれども、1 年でも早く前倒しで終わ

って、新たな事業を入れるということが、やはり解決の道なのかな、それしかないのかな

というふうに思っておりますので、これについては強力に進めて参りたいというふうに思

っているところであります。 
 また心破の問題につきましては、今、生産法人の助成について、もう財源がここで終わ

るのではないかというお話もいただきました。これについても今、副町長から答弁をいた

しましたけれども、助成の問題についてはなかなか大変でありまして、この心破について

は、他の町はこの心破事業、単独でやっていないという考えで、聞き取り調査をしてもそ

ういう事情だというふうに聞いているところでありまして、ただ、浦幌の場合、泥炭地と

いうこともありますので、これをどのようにしていくかというのは、今後課題であろうと

いうふうに思いますし、ただ、今までの基盤整備というのは、小規模明渠、暗渠というこ

とで進めてきたこともありますので、これを中心にしながら進めていくことが肝心なのか

なというふうに今思っておりますけれども、ただ問題は、財源とのかかわりでどのように

今後進めていくか、いろいろ検討させていただきたいなというふうに思っているところで

ありますので、ご理解をいただきたいと思います。 
○田村議長 これで杉江博議員の一般質問を終わります。 
 次に、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、公の施設の指定管理者制度導入による今後の計画

について質問いたします。 
 地方行政を取り巻く環境、特に財政的に非常に厳しい状況が続く中、町行政改革により

財政健全化を進めてきているが、町内経済、とりわけ建設業においては、町の発注する公

共工事によって直接影響を受けているものであります。 
 このような状況を受け、建設業の停滞を来し、経営する者にとって先行き不透明感がぬ
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ぐえなく、雇用面及び他産業への影響も懸念されているところであります。建設業本来の

経営をすることが困難で、異業種的な経営展開を図っている事業所もあることは周知のと

おりであります。 
 町の施設管理において、業種の特性を生かした管理ができる施設もあり、指定管理者制

度の趣旨である民間活力の導入及び企業努力による管理費削減にも大いに期待できるもの

と思われます。 
 そこで、次のことについてお伺いします。1 点目、町発注の公共工事における発注額に

ついて、ピーク時と比較して相当な減をたどってきているが、過去 10 年間の推移状況に

ついて。 
 2 点目、公の施設の指定管理者制度導入による今後の計画について。以上、2 点につい

て質問いたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 髙橋議員のご質問にお答えいたします。 
 町発注の公共工事における発注額の過去 10 年間の推移状況についてでありますが、過

去 10 年間の年度別発注額は、平成 10 年度 37 億 2,800 万円、平成 11 年度 29 億 3,600 万

円、平成 12 年度 20 億 6,000 万円、平成 13 年度 13 億円、平成 14 年度 11 億 400 万円、

平成 15 年度 14 億 5,300 万円、平成 16 年度 4 億 9,200 万円、平成 17 年度 3 億 900 万円、

平成 18 年度 4 億 2,500 万円、平成 19 年度 4 億 3,300 万円となっております。過去 10 年

で発注額がピークでありました平成 10 年度と平成 19 年度を比較しますと、約 88％の減

であります。 
 要因としましては、平成 10 年度から 15 年度に町立診療所、図書館資料館、特定環境保

全公共下水道、簡易水道、上浦幌中学校、養護老人ホーム等の主なインフラ整備、平成 15
年には、十勝沖地震被害等がありました。近年は、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し、少ない財源をより効果的、効率的な執行を

しております。公共工事においても計画的に執行して参りますので、ご理解をお願いいた

します。 
 2 点目の公の施設の指定管理者制度導入による今後の計画についてでありますが、本町

における指定管理者制度の導入は、平成 17 年 6 月に策定した指定管理者制度運用指針に

基づき、当時対象となった 93 施設の中から庁内で町長ヒアリングを実施、検討した結果、

平成 18 年度からは浦幌町森林公園及び浦幌パークゴルフ場ほか 2 パークゴルフ場に導入

し、以降平成 19 年度は町営公衆浴場及び市街 4 地域会館に、平成 20 年度には総合スポー

ツセンター、スイミングプール、健康公園と合わせて現在 12 施設に指定管理者制度を導

入しているところであります。 
 ご質問の今後の指定管理者制度導入計画についてでありますが、既存の公の施設の中で

は、中央広場について導入を検討しておりますが、単独での制度導入では指定管理料が高
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上がりとなるため、他の施設とあわせて検討しているところであります。 
 また、現在、まちづくり交付金事業により整備を進めている産業交流施設と留真温泉に

ついても指定管理者制度を導入し、管理運営を行って参りたいと考えておりますが、いず

れにいたしましても、指定管理料と委託経費との比較検討が必要であり、各施設にとって

どういう管理体系が最もよい形なのか、今後においても個別に検討して参りたいと思いま

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 ただいまの町長答弁にありました、町発注の工事の推移状況において、この

10 年間で 9 割近く発注が落ちています。町内、町外建設業への発注における合計額であり、

町内建設業への発注額となると、さらに落ち込んでいるものと思われ、このことは建設業

のみならず浦幌町の経済に大きな影響を与えているものであります。 
 事業者にとって、この間廃業を余儀なくされたところもあり、行財政改革を進めていく

中で、ますます厳しい情勢となることが想定されるものであります。 
 建設業を営む方が本来の建設工事を手がけることが困難であれば、異業種的な事業を選

択せざるを得ないものであります。 
 そこで伺います。指定管理者制度の対象施設について、93 施設あるとのことですが、今

後、中央広場以外の施設について制度を活用する施設はないのか。例えば、上下水道施設

など建設業の方の技術やノウハウが生かせる施設について、制度で対応する考えはないか

伺います。 
○田村議長 答弁願います。 
 施設課長。 
○賀下施設課長 まず現況の水道及び下水道施設の維持管理について申し上げますと、町

の管理責任のもと、人材派遣的な委託により、それぞれの施設における巡視及び運転操作、

保守点検、清掃等を行っております。水道施設は 4 名、下水道施設は 2 名体制で、土日等

休日については、交代制をもって対応しております。 
 また、工事など緊急時においては、時間外の対応もあり、現在の人員体制が労働条件か

ら見ると限界かと判断しております。 
 次に、将来におけるこれらの施設の指定管理者制度の導入についてですが、法律上は適

用可能と思われますが、民間事業の選定にあたっては、業者に水道法及び下水道法の順守

と法上の責任が課せられ、また、それぞれの施設に対して有資格者の配置が求められます。 
 また、施設の運転管理については、熟練した専門的技術能力、民間事業者としては管理

能力、業務執行能力、財産的基盤等の安定した経営が必要とされます。 
 このたび、指定管理者制度に基づき、民間事業者が施設の管理を代行することになると、

有資格者の必要性から人件費による委託費の増加、また民営化により利潤の追求による住

民サービスの低下や飲料水の安全性に対する不安感など、本来の指定管理者制度の趣旨か
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ら外れたものになることも想定されます。 
 特に水道に関しては、昨年、北見市で発生いたしました委託業者の判断の誤りのため、

水質汚濁による長時間にわたる断水で多くの市民に被害を与えました。このような水道事

故については、業者に対しても大きな管理責任が問われます。 
 このように、水道事業は、管理責任の大きさに比べ、採算性が伴わない、公共性の強い

事業であります。ご承知のとおり、現在の簡易水道及び公共下水道特別会計におきまして

は、使用料の収入のほか、一般会計からの繰入金がなければ経営ができない状態にありま

す。平成 16 年度に使用料の改定を行い、これ以上に住民負担は避けるべく、経費の節減

に努めているところでございます。 
 これらのことから考えますと、水道及び下水道施設の指定管理者制度の導入については、

現在のところ、時期まだ早いのではないかと考えております。以上です。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○髙橋議員 上下水道、ちなみに上水場における安心な水の供給については、町としての

大きな使命であり、細心な注意を払って対応するものですが、私の調べたところでは、現

に水道施設について制度を導入している自治体もあり、必ずしも困難なこととは思いませ

ん。 
 先ほど、課長の話の中でたしかに今現在、4 名と 2 名の方が常時きてございます。そう

いう関係もございますけれども、私思うに、今現在、うちの水道指名対応している業者 4
社ございます。そういった 4 社の関係が一つになり、その働いている人方を受け入れなが

らやっていくことについては、何ら支障がない、このようにも考えるところもございます。 
 そういう関係上、自治体も必ずしも困難なことと思いませんけれども、検討するにして

も相当な時間を費やすと思いますが、制度における全国の自治体の状況、そして浦幌町経

済の状況から、このことについていま一度検討されるべきであり、改めて取り組む姿勢に

ついてお伺いしたいと思います。 
 なお、制度導入にかかわり、今般、指定管理者の選定にあたって新聞報道されています

が、このことについては、次に予定されている日程の中で、町から提案されている議案で

あります、浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてで、お伺いさせていただきますこ

とを申し添えて質問を終わります。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 髙橋議員ご指摘の水道関係、水道・下水道の指定管理の問題でありますけれ

ども、まさに今、髙橋議員が調査されているとおり、管理を委託しているところがあると

いうことでありますけれども、今、浦幌町の現状は、先ほど施設課長が申し上げたとおり

でありまして、この人的な部分が大変重要だと、安心な水づくりについては、大変重要だ

ということでありました。法的な部分も含めて、いろいろ検討しなければならない部分が

あるのかなというふうに思っているところであります。 
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 ただ、指定管理につきましては、93 カ所あって、町長ヒアリングの中でそれぞれできる

ものは指定管理にしていこうということで今進めておりますので、水道、下水道というこ

とも含めてできるものであれば、やっていきたいというふうに思いますけれども、なかな

か難しい面が先ほど言ったとおりあるということを、ぜひご理解いただきたいと思います

し、今後できるものは指定管理方式に、民間活力をいただきながら行っていきたいという

ふうに考えておりますので、どうぞよろしくご理解をいただきたいと思います。 
○田村議長 これで髙橋利一議員の一般質問を終わります。 
 お諮りいたします。 
 ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣の声あり〕 
○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、暫時休憩をいたします。 
 

午前１１時５８分 休憩 
午後 ０時１０分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 次に、7 番、河内富喜議員の質問を許します。 
○河内議員 私は、本定例会において地域商工業を元気にする支援策の必要性について一

般質問をさせていただきます。 
 最近報道などで、このことについては、一部内容が明らかにされている部分もあります

が、定例会の一般質問という中でより意味のある質問をさせていただきたいと思います。 
 近年、地域経済の衰退は、目を覆うばかりであります。ある人口推計調査によると、我

が町の人口減少率は管内で最大となっており、平成 22 年には浦幌高校の閉校も決まって

いることから、今後さらなる人口減が懸念されているところでもあります。 
 また、アメリカのサブプライムローンの破綻に端を発した、株式市場の大幅な下落は、

庶民の不安を増大させ、ますます消費意欲を減退させることになり、地方の低迷した経済

を一層疲弊させています。 
 そのような中、先般、町内には 300 坪規模の大型店がオープンしました。日が浅いため、

まだその影響の実態は明らかではありませんが、取り扱い商品が幅広く多くの商店に影響

を及ぼすことは確実であります。 
 商工会では、商店支援のための商店応援売り出し事業を実施したところでもあります。

その成果は十分とは言えませんが、今後とも商店街を元気にする企画の必要性をますます

感じたところでもあります。 
 しかし、商工会の厳しい財源の中では、今後の支援事業に限界があるのも現実でありま

す。 
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 先般、国は、「100 年に一度の危機」という認識の中で、地方の危機的状況打開へ緊急総

合対策を示し、補助事業での支援措置を決めたところであります。しかし、全体を通して

総花的傾向は否めず、本当に地方を元気にするには、地域の実情を知る、地域行政による

きめの細かい政策が必要になると考えます。 
 そこで 2 点お伺いしたいと思います。 
 1 点目として、支援にはいろいろな方法が考えられるが、今後、売り出し事業などに予

算的措置を含め、町の応援ができないものかお伺いします。 
 2 点目として、財政再建のもと進められているまちづくりについては、理解をしている

ところでありますが、現在、町内の経済状況が深刻であることも事実であり、まちづくり

計画の中で進められている土木・建設事業での前倒し、追加事業をする考えはないのかお

伺いいたします。 
 また、いまだ事業への申請が少ない新産業創造等事業について、官民協力による推進は

できないものかお伺いいたします。以上 2 点について、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 河内議員のご質問にお答えいたします。 
 地域商工業を元気にする支援策についてでありますが、地域の活性化を考える時、地域

に根ざす商店街が元気で活性化しなければ、それを取り囲む地域全体が盛り上がらないと

の認識のもと、商店街は地域のインフラであると同時に、地域の人々の気持ちを集めるコ

ミュニティの場という使命を担っていると考えております。 
 消費の低迷や価格競争の激化等で本町の商店街は影響を受けており、加えて昨今の経済

の景気後退感を増幅しているものと認識しているところであります。 
 先般、国は、地方の危機的状況打開のために、第 1 次補正を行い、地域活性化・緊急安

心実現総合対策交付金制度を制定いたしました。本制度は、世界的な金融不安やそれらに

起因した国内の景気減速が中小企業や国民生活に不安を広げる中、こうした不安を解消し、

地域活性化に資する緊急的な施策として、本年 8 月 29 日に政府・与党会議、経済対策閣

僚会議合同会議にて決定、補正予算第 1 号可決後、10 月 16 日に地域活性化・緊急安心実

現総合対策交付金制度が創設されたものであります。 
 同総合対策を実施する地方公共団体に対し、総額 260 億円の交付金を予算化し、特に財

政力の弱い小規模自治体に配慮され、本町に対する交付金限度額は 3,000 万円であります。

本町には 10 月 27 日に交付金額の通知があり、11 月 17 日必着で総務省に計画書を提出せ

よということで、緊急課長会議を招集し、使途について検討いたしました。 
 同交付金制度の第 1 目標が生活者の不安解消が挙げられておりましたので、冬期を迎え

る町民の生活・雇用支援対策を重点に考え、1,420 万円を上乗せして総事業費 4,420 万円、

6 事業を計画いたしました。 
 1 点目の売り出し事業に町の応援をということでありますが、同交付金のうちから 600
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万円を活用し、総事業費 4,140 万円規模の商店街再生プレミアム商品券発行事業を行い、

商店街の活性化と町民の皆様に対する生活支援を図ります。 
 2 点目の土木・建設事業の前倒し実施につきましても、同交付金制度を活用し、資源回

収ごみステーション整備事業、幹線排水路災害防止事業（常室）、河川環境整備事業（稲穂、

富川）、河川災害防止事業（静内、直別）を行い、雇用の確保と生活の安定化を図って参り

ます。 
 また、新産業創造等の事業の官民による推進につきましては、町企業化支援事業等を活

用しながら協議・研修の場を設け、官民一体による新産業創造を図って参りたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 
 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 いろいろと、ただいまご説明をいただいたわけです。また国の雇用対策を含

めた総合対策の中で、町も 1,420 万円の上乗せをした中で、今回の事業に取り組んでいた

だくということでございます。 
 今回の売り出し支援についてでありますが、町の商店・事業所にとっては大変ありがた

いことだと皆さんが感じていることだと思います。しかし、今の経済情勢、今後のことを

予測しますとですね、まだまだこういう厳しさが続くのではないかと予想されるわけであ

ります。今後ですね、継続的な支援が私は望まれると考えております。財政的ないろいろ

な事情あると思いますけれども、今後ともその辺についてご検討を願いたいと考えるわけ

ですが、いかがでしょうか。 
 2 点目として、まちづくり計画については、当然、財政的にも難しいところがあると思

います。しかし、ここにきて国の第 2 次補正もあるという見方が大方の見方になっており

ます。浦幌のまちづくりの中で、有益であると思われる追加事業などについては、来年度

に向けて可能な限りご検討をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 3 点目として、新産業創造等の制度はですね、旧産炭地の基金の新設ということであっ

たわけでございますが、我が町のこれは貴重な財産であり、資源であると思っております。 
 しかし、申請状況を見ますと、いまだあまりないという状況があるわけであります。何

とかこれらの制度をですね、利用した中で浦幌に活性化を図れることはないのかというこ

とで考えるところであります。ぜひですね、糸口としての官民の協力と言いますか、そう

いったことをですね、進めていただけないものかと思うわけであります。 
 以上、3 点についてお伺いいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 ご質問の 1 点目、今回、追加補正ということで補正予算計上させていただ

いておりますけれども、同じような内容について今後も継続できないのか。あるいは 2 点

目の国も 2 次補正を予定しているので、それに対しての対応はどうなのかという部分につ
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いて、私の方からご答弁させていただきます。 
 今回、追加で事業をご提案させていただきました内容の一つに、プレミアム商品券の発

行に対する補助の問題があります。これの継続はできないかということも含めてだという

ふうに思いますが、今回のプレミアム商品券の補助の目的、町が補助いたすわけですが、

その目的については、昨今の仕入れ価格の高騰、急速に進む景況悪化の影響を強く受けて

いる商工業者の経済活力、また消費の低迷と消費生活者の支援事業として、現下の経済状

況を受けて緊急対策として今般実施するものであります。 
 したがいまして、あくまでも緊急対策という位置づけでありまして、来年度においての

これらプレミアム商品券の補助の継続という部分については、今後の経済状況の推移を見

極めながら判断して参りたいというふうに思っております。 
 また、公共工事の関係でございますけども、これら前倒ししてでもできないかというこ

とだというふうに思いますが、公共工事の発注の推移につきましては、先ほどの髙橋議員

の質問でご答弁させていただいたとおりでございます。 
 今年度、平成 20 年度については、今回も追加で事業を組んでおりますけれども、これ

ら合わせまして、本町の公共工事につきましては、6 億 2,000 万円の発注となる予定でご

ざいます。来年度において、まちづくり計画等の事業を前倒しでも実施するということに

なりますと、これら財政出動によりまして、計画外の新たな借金をつくるということにも

なり兼ねないと。 
 今、計画的な財政健全化計画を作りながら、予算の執行をしているところでございます

けれども、これらとのバランスを十分考える必要があるのかなというふうに思っています。

とりわけ、本町の財政事情を考えた時に、国でも財政健全化法を成立させましたけれども、

実質公債費比率に影響が出る、借金を減らすというようなことになってはならないのかな

というふうに思っているところでございます。 
 以前、国では、景気対策ということで地方に公共工事の推進について求めてきたところ

でございますけれども、こういった状況の中で本町も多額の借金を抱えてしまったという

状況も事実であろうかなというふうに思っているところでございます。 
 また、来年度の予算につきましては、今、国の方で特定財源の一般財源化に伴う 1 兆円

交付金の動きというものが一つあります。また、地方交付税の動向もあります。そういっ

た中で、予算編成を組もうとしているところでありますけれども、一つは、あまりにも今、

国の動きが不透明感がちょっと強すぎて状況が掴みかねないというのが一つございますの

と、地方交付税につきましては、臨時財政対策債含めてでございますけれども、出口ベー

スで国の方で言っているのが 3.9％の減額というようなことが示されておりまして、そう

いった意味では、来年についても交付税の部分についても厳しい状況の中で、予算を組ん

でい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ございます。 
 ただ、厳しい予算の状況でありますけれども、来年度の公共工事の発注については、最

低限、今年度並みの工事を確保していきたいというふうに考えておりますし、また、来年
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度においては、産炭地の基金を活用して約 9,000 万円の建設工事等を確保していきたいと

いうふうに考えております。 
 また、公共工事の発注につきましては、できる限りすぐに発注するように努めて参りた

いというふうに思っております。これら公共工事の関係についても、経済情勢、さらに悪

化になる状況も考えられます。そういった経済情勢の推移も見極めながら、加えて財政状

況を見ながら、これらについても前倒し発注については、判断をしていきたいというふう

に思っております。 
 次に、国の 2 次補正の関係については、先ほど若干触れましたけれども、非常に国政が

今混乱している状況ですので、これらについては今、この辺について云々かんぬんという

ことは、ちょっと言えないのかなというふうに思っているところでございます。以上でご

ざいます。 
○田村議長 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 では、先ほど 3 点目の質問でございます。新産業創造にかか

わる官と民との連携ということでございますけれども、現在、21 年度の事業に対する申請

が 1 件参っております。それは第一次の申請なのですが、第二次申請ということで、来年

4 月までに受付する分があるのですが、その関係で問い合わせが 1 件きております。それ

ぞれが地元の資源を元にした新産業ということで、大変よい内容かなと考えておりますけ

れども、本町で新たな産業を構築するにはですね、まず町内にはどんな資源が眠っている

かということを皆さんで共通理解を図らなければいけないと考えております。そのために

各種産業団体、それから個人、大学、研究所等ですね、連携が大変重要になってくるかな

と考えております。 
 今後、町起業家支援事業ですとか、まちづくりフォーラム等を通じて最先端の産業情報

を知る機会、また実践発表等、管内でいろいろやられている方の実践発表等の聞く機会を

設けまして、各種団体相互交流を図れる機会を設けて参りたいと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。 
○河内議員 今、副町長、担当課長の方からるる説明をいただいたわけですが、今までの

反省のもとにいろいろ財政健全化というものがおし進められてきた、国もですね、構造改

革などの手をつけていろいろ進めてきた中で、今、地方が大変疲弊してきているというこ

とになってきているわけですけれども、基本的には、財政健全化というものは、やはり維

持しながら当然進めていかなければならないと思います。 
 そのような中で、これはさじ加減があると思いますけれども、少ない投資で大きな効果

を出すような、また投資したところには、それなりのきちっとした効果が出るように、そ

ういった財政出動というものをですね、細かく考えていっていただきたいと思います。 
 商店の支援についてもですね、私、今お願いしたわけですけれども、これも薬を飲んで

すぐ治るような、そういったことにはならないと思います。町内の商店、事業者もですね、
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みずから生き残りへの知恵を絞って、懸命に生きていかなければならないのかなと思って

おります。また商店内においてはですね、今、発行されている商品券だとかカード事業な

どのさらなる活用ということでのみずからの努力も知恵を絞っていかなければならないと

考えております。 
 しかし、今後とも行政の知恵、物心両面からの支援が引き続き必要であると考えており

ますので、町長のお考えを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 今、河内議員おっしゃられたとおりでありまして、大変経済的に疲弊してい

るというのが現状であることは、認識が一致しているのだろうと思います。今、プレミア

ム商品券、事業の前倒しというのは、これは緊急対策でありまして、永続的に効果が出て

くるというものではないだろうという認識も示唆しているところであります。 
 今、みずからの知恵と努力も必要だというふうに言われましたけれども、まさにそこが

大事なところだろうというふうに思っております。ただ、行政として、そういう手助けが

どこまでできるのかということも含めて、今後十分検討しなければならないだろうという

ふうに思っているところであります。 
 今度、来年以降、定額支給金というものが、今現在、姿見えておりませんけれども、そ

ういうものが、今個人個人に支給されるという部分もあります。これをどうやって町内の

業者が取り組んでいくかということも一つの大きな部分だろうというふうに思っていると

ころであります。こういうことも含めて、それぞれの産業団体と行政が手を組みながら、

町の活性化、商工会の活性化に努めて参りたいというふうに思っているところであります。 
 それぞれ、来年度の予算編成が始まりますので、先ほど、副町長が申し上げましたとお

り、町の方針としては、なんとか町の活性化になる事業採択をしていきたいというふうに

考えておりますので、ご理解をよろしくお願い申し上げたいと思います。 
○田村議長 次に、2 項目めの質問を許します。 
 河内議員。 
○河内議員 引き続き、2 項目めの学校ボランティア支援事業について、一般質問をさせ

ていただきます。 
 学校支援ということでは、従来から PTA もあり、平成 15 年度から学校評議委員制度も

導入され、より多くの町民の意見・評価も取り入れた教育行政が教育委員会を中心に進め

られているところであります。 
 このたび、文部科学省が本年度から取り組みを始めた、学校ボランティア支援は、各市

町村教育委員会が学校、関係団体とともに学校支援地域本部を設置、本部内に住民と学校

との仲介役を担う地域コーディネーターを置き、住民ボランティアとして授業や部活動や

さまざまな事業に支援という形で学校運営に参加するという内容です。管内でも今年度か

ら導入・設置を決め、既に申請を済ませている町村がいくつかあります。 
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 我が町においても 6 月の補正でこの事業を立ち上げているところでもあります。そこで、

我が町がこの事業に対する考え方と現状について、お伺いをいたしたいと思います。 
 1 点目として、新学習指導要領のもとで総合学習の推進など、地域支援などの取り組み

は経験がありますが、この制度の導入・取り組みについてどのように考えているか、考え

方を伺いたいと思います。 
 2 点目として、住民ボランティア事業の仲介役を担う地域コーディネーターという役割

は、今までになかった発想であると思いますが、我が町ではどのような考え方を持って進

めようとしているのか、この 2 点についてお伺いいたしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 教育委員長。 
○岡崎教育委員長 河内議員のご質問にお答えいたします。 
 ご質問の学校支援地域本部事業についてでありますが、近年、子どもを取り巻く環境が

大きく変化するとともに、未来を担う子どもたちを健やかに育むためには、学校、家庭、

地域の連携協力を強化し、社会全体の教育力の向上に取り組む必要があると言われており

ます。 
 このため、文部科学省では、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを行う学校支援

地域本部事業の推進を通して、地域の大人が多く関わることで、多様な体験、経験の機会

が増えたり、規範意識やコミュニケーション能力の向上などの効果が期待され、かつ、教

員がより教育活動に力を注ぐことができるようになり、学校教育の充実を一層図ることが

できると考えております。 
 さらに、地域住民がみずからの知識や経験を生かす場が広がり、生涯学習社会の実現や

地域の教育力の向上を図ることが可能となるとして、平成 20 年度から平成 22 年度までの

3 年間の事業で、原則として中学校区単位に地域全体で学校運営を支援する「学校支援地

域本部事業」を実施することとなりました。 
 この事業は、国が都道府県と委託契約を結び、さらに都道府県は、市町村実行委員会等

と再委託契約を結び、かかる経費については、委託金として交付されるものでございます。 
 1 点目の制度の導入についての考えに関するご質問ですが、本町では、既にこの学校支

援地域本部事業を導入して、本年 6 月から学校支援のための実行委員会組織を立ち上げて、

その活動を始めておりますことについて、深いご理解を賜りたいと存じます。 
 文部科学省が示した学校支援地域本部事業については、平成 20 年 3 月 5 日開催の平成

19 年度十勝管内市町村教育委員会社会教育担当係長等会議の席上、本事業についての説明

があり、3 月 7 日開催の第 4 回浦幌町社会教育委員の会議の場において概要を説明し、本

町において実施することについてのご理解をいただきましたので、3 月 21 日付けで、平成

20 年度学校支援地域本部事業実施委託に関する公募の第一次募集段階で事業計画書及び

再委託に係る経費等を十勝教育局へ提出いたしました。 
 その後、十勝教育局より第一次募集分についての文部科学省内示の決定が遅れてはいる
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が、事務的な準備については進めていただきたい旨のお話があり、5 月 19 日開催の第 5
回定例教育委員会において、設置の目的、事業、委員等を定めた浦幌町学校支援実行委員

会設置規程の議案を可決し、平成 20 年 6 月 1 日から施行することといたしました。 
 この浦幌町学校支援実行委員会設置規程の主な内容としては、実行委員会議の開催、学

校支援事業の企画・実施、地域コーディネーター・学校支援ボランティアの養成及び活用、

さらには、学校支援本部事業実施に係る普及啓発、広報活動、事業成果報告会の開催とい

った事業の内容でございます。また、浦幌町学校支援実行委員会の委員は、浦幌町立小・

中学校長と浦幌町社会教育委員を中心とした任期 3 年の委員 14 名で構成し、その中から

委員長及び副委員長を互選することとしております。 
 さらに、5 月 21 日開催の 5 月定例校長会議の席上、浦幌町学校支援実行委員会設置規程

の内容について説明をさせていただき、この学校支援事業に対する取り組みについてご理

解をいただいたところでございます。 
 平成 20 年 6 月 2 日付けをもって十勝教育局長より委託金額の決定の通知があり、同日

付けで北海道教育委員会との委託契約書を締結したところでございます。 
 本事業の実施に係る経費の歳入歳出予算については、平成 20 年 6 月 9 日開会の第 2 回

町議会定例会に関連する予算の追加を補正予算として提出し、6 月 13 日に議決をいただい

たところでございます。 
 補正予算の成立を受けて、6 月 20 日開催の第 6 回定例教育委員会において 14 名の方を

浦幌町学校支援実行委員会委員としてご委嘱申し上げる内容の議決をしたところでござい

ます。 
 9 月 2 日に第 1 回浦幌町学校支援実行委員会議を開催し、委嘱状の交付に続いて、浦幌

町学校支援実行委員会設置規程の内容や学校支援地域本部事業の経過説明、各小・中学校

における学校支援活動・部活動の指導や環境整備、さらには、登下校時での安全確保とい

った取り組みや地域・家庭での取り組みなど本町における学校支援の現状をとらえながら、

活発な意見交換をいたしました。なお、今後の活動につきましては、本年度中に浦幌町学

校支援実行委員会議を 2 回開催する予定となっております。 
 2 点目の地域コーディネーターについての考えのご質問でございますが、地域コーディ

ネーターとしての役割は、学校と学校支援ボランティアとの調整を担う存在であり、本町

における地域コーディネーターの位置づけは、実行委員会の事務を担当する教育委員会職

員をもって充てることといたしました。 
 その理由としては、本町の学校支援ボランティアは、既にさまざまな形で取り組まれて

おりますので、浦幌町学校支援実行委員会議の場において、各小・中学校で実施されまし

た事業成果報告会を開催することにより、実際に活動されている学校支援ボランティアの

方々を把握し、さらに、今後、各学校において必要とされる学校支援ボランティアの方を

ボランティアバンク登録者等の中から活用を図るとともに、地域においでになる有為な人

材を社会教育活動や生涯学習活動の中から学校支援ボランティアとして養成することによ
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り、各小・中学校から浦幌町学校支援実行委員会へ派遣要請があった場合、それぞれの該

当する方々を紹介することができ、地域コーディネーターとしての役割が十分果たされる

と思いますので、改めて人材を確保して配置する必要はないものと考えております。 
 教育委員会としては、現状からさらに学校支援の輪が広がることを願っておりますので、

その点ご理解を賜りたいと存じます。 
 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 いろいろ説明ありがとうございます。確認の意味で質問させていただきます。 
 学校支援ということでは、先ほども申し上げましたとおり、従来から PTA、学校評議委

員制度も導入されておりますし、さまざまなところで住民の意見を聞いて、浦幌の教育行

政が進められていると思います。 
 さらに今回、文部科学省の案では、浦幌町学校支援実行委員会として、支援事業を充実

していきなさいよということであり、浦幌町がその事業に申請してのったことだと思いま

すが、これはある意味ではですね、私は、教育の地方分権化というか、それぞれの地域の

独自性をより発揮しなさいと、発揮した方がいいのではというような提案であると考えて

いるわけであります。運用にですね、住民の知恵と発想を取り入れることをですね、ねら

いがあって、地域コーディネーターの配置などを提案してきたのではないかと考えている

わけであります。 
 これは、ある町でございますけれども、報徳のおしえ推進協議会を既に設置して、委員

にはお寺の僧侶が委嘱されています。昨今、いじめ、マナーなど教育のあり方がいろいろ

問われている時代ですので、こういった取り組みに大変興味を持ったわけであります。こ

のことと地域コーディネーターを配置することが、直接関係があるかないかということは

言えないと思いますけれども、運用に住民の知恵をより取り入れていくという考え方では、

そういった考え方を推し進めるのも一つの考え方かなと、私は思うわけであります。 
 我が町では、実行委員会の事務を担当する教育委員会職員をもって、この地域コーディ

ネーター等の役割を充てる考えでおりますが、事業は 3 年でございます。この 3 年間、行

政年度内に貴重な人材がいればですね、私は登用する柔軟な考え方も持っていいのではな

いかと考えるわけですが、この辺の考え方について 1 点お伺いしたいと思います。 
 また、町村の独自性というものがですね、尊重されている時代、子ども達のそういった

教育がですね、地域にゆだねられているわけですから、やはり浦幌の教育行政として、で

きるだけそれに応えていかなければならない、私は、浦幌町学校支援実行委員会の今後の

成果に期待したいと思います。その辺の考え方 2 点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。 
 教育次長。 
○亀山教育次長 ご質問がございました 1 点目についてですが、先ほど、教育委員長の答
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弁にもありましたように、地域コーディネーターにつきましては、教育委員会職員をもっ

て充てるということの中でですね、ご質問ですが、この国の事業期間が 3 年間であると、

そういう中で柔軟な考えをもって、その後も有為な人材がいれば登用してはどうかという

お尋ねでございますが、本町におきましては、この制度が導入される以前からさまざまな

方が学校支援というふうな名前はついておりませんでしたけれども、そういう中で、ご協

力いただいているという実態がございます。それで各学校においてもですね、そういう人

材について地域に求めて、実際に指導をいただいているという状況がございます。 
 それで今後につきましてもですね、地域の方々、またそして、学校支援ボランティアと

して登録した上でですね、ご協力いただける方、そういう方たちの窓口的な存在であると

いうことから言えばですね、改めて新しい人材をもってしてですね、登用を図ってまでも

置かなくてもよろしいの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。 
 それと 2 点目の今後のそれぞれ町村の独自性が尊重されている事業であり、今後の成果

に期待するということですが、今後につきましてもですね、本町の実行委員会においてで

すね、それぞれ各学校からの希望の取りまとめ、そして、どのような成果が上がったのか

ということを会議の中でですね、毎年度成果を検証しながら、次年度に向けて進めていく

というなことで、成果を上げていきたいというふうに考えております。以上です。 
○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、1 番、中尾光昭議員の質問を許します。 
 中尾議員。 
○中尾議員 私は、本定例会におきまして、雇用対策と人口減少対策について、質問をさ

せていただきます。 
 今、世界的に経済が落ち込み、日本では 100 年に一度の大不況と言われております。 
 この町、浦幌町におきましても原油高騰などにより厳しい経済情勢であり、このままで

は企業や商店の倒産や廃業が相次ぎ、そのことが雇用にも大きな影響を及ぼすことは言う

までもありません。 
 雇用の減少、それは、人口の減少に直結をし、この浦幌町にとって一番の問題であると

思います。この問題に対する町長の考えを伺います。 
○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。 
 現在、経済状況につきましては、麻生首相みずからが 100 年に一度と言うように、アメ

リカ発の金融危機は、先進国から発展途上国までも巻き込みながら世界の実態経済へと波

及し、その影響が社会全般に及び各種事業主の資金繰りを硬直化させる事態になっており、

本町においても少なからず悪影響を及ぼしております。 
 国の緊急対策としては、原材料価格高騰に伴う経営環境が悪化し、必要資金の円滑な調

達に支障を来している中小企業者に対し、事業資金の供給を行い、もって中小企業者の事
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業発展に資するために本年 10 月 31日に原材料価格高騰対応等緊急保証制度が創設されて

おります。 
 内容につきましては、経済産業省の指定する 618 業種に属する事業を行っており、売上

高や売上利益率等が前年同期比マイナス 3％以上、または原油等の仕入価格の上昇を製品

等価格に転嫁できていない中小企業者に対し、金融機関が手形貸付を行い、保証について

は信用保証協会が 100％行うというもので、金融機関の貸し渋りを緩和しようとするもの

です。 
 本町としましても中小企業者救済のため、金融機関や商工会と連携し、この制度の普及

促進を図り、現在までに 8 社がこの制度を活用し、経営円滑化へ向けて努力しているとこ

ろであります。 
 また、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律、

略称、企業立地促進法が昨年 6 月に施行され、複数町村による協議会の策定した基本計画

を国に提出し、同意を受けた協議会に対しては、工場立地・企業誘致に係る優遇制度を活

用できる条件が示されたことから、本年 2 月に財団法人帯広市産業開発公社を事務局とし

て、本町も加入しております 1 市 6 町による十勝で唯一の帯広・十勝地域産業活性化協議

会を設立し、11 月 28 日に国へ基本計画を提出し、12 月中旬には、承認される予定であり

ますので、承認後には優遇制度の普及促進と併せ企業誘致活動を行いながら、雇用創出に

つながるよう努力する考えであります。 
 なお、季節労働者の救済対策としましては、道の政策により本町では通年雇用化へ導く

ために通年雇用促進協議会を全道に先駆け足寄町を事務局とし、東部 3 町・池北 3 町によ

る、ふるさと東十勝通年雇用促進協議会を設立し、小型移動式クレーン講習やチェーンソ

ー特別教育の資格取得講習会の開催並びに企業経営安定化に向けた多角経営事業構造転換

を促す各種助成制度の活用セミナーを行い、その結果として、林業会社と土木会社の 2 社

が労働局の奨励金制度を活用し、本年までに 3 名の通年雇用が実現しました。 
 また、冬期間の緊急雇用対策として、土木建築事業を前倒ししながら河川環境整備事業

を含め 5 事業 3,820 万円を追加で補正予算を計上し、雇用の確保を図ってまいります。 
 しかし、本町における雇用状況は、今後も依然として社会経済の好転が見込めないため、

求人が厳しい現状でありますので、今後雇用創出策につきましては、各産業団体と連携を

図りながら検討してまいりたいと考えております。 
 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 今日、一般質問、私で 6 人目でございます。各議員いろいろな切り口があろ

うかと思いますが、やはり行き着くところはですね、今の厳しい経済状況、この浦幌町に

とっての厳しい状況というところに行き着くのではないかなというふうに思っております。 
 この厳しい状況というのは、今始ったわけではありませんが、しかし、ここ何カ月か前、

この金融恐慌に端を発した経済の落ち込みというものは、想像を絶するものがあろうと思
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います。この浦幌においては、厳しい、厳しいと言いながらも、例えば何百人の雇用の解

雇なんてことがないのです。そこまでの実感というものが沸いてこないのかもしれません

が、だんだん、じわじわとこの影響というものは地方にまわってくるのだろうというふう

に思います。厳しい状況が何年か続いているこの状況におきまして、浦幌町としても各施

策を打ったり、助成、対策を打ってこられているということは、ただいま報告いただきま

した。 
 しかし、問題は、そういういろいろな努力をされていることはわかりますが、一向に状

況がよくならないということであります。よくならないどころか、現状はますます悪くな

っているということであります。 
 私は、先ほどの質問でも雇用の問題と人口の減少というものには、直結をしているとい

うふうに申し上げましたが、実際問題といたしまして、ただいま浦幌の人口は 11 月 30 日

現在で 5,913 名ということであります。6,000 人を切りました。 
 私は、議員に当選し、6 月の一般質問の中でも経済についての質問をさせていただきま

した。その時の浦幌の人口は、6,075 人ということでございました。まだ 2 年経たないこ

の状況において、162 名の減少であります。実際は、まだまだ減っているのではないかな

というふうに思います。 
 私は、やはり人が生活をし、暮らしていくためには、仕事をし収入を得る、当たり前の

ことだと思いますが、やはり根本の基本のところをしっかりと手を打たなければ、この人

口減少は急激に進んでいくだろうというふうに思います。 
 この後も浦幌高校の廃止等、浦幌にとってますます厳しい状況というものがありますの

で、このことについては、しっかりとした対策を求めたいと思います。ただ、そんな中に

おいても、先ほどからいろいろなお話の中にありますように、浦幌は今、釧路の産炭地の

基金ですとか、新規の新産業創造等事業ですとか、いろいろ他の町にはない、そういった

有利な部分もたくさんあろうかと思います。 
 しかし、そういったものが生かされていないというのも現状だろうと思います。私は、

そんな現状を見た時に、やはり努力をされたことは認めますが、やはり努力の仕方を変え

ていかなければ、現実を踏まえた時の反省に立って変えていかなければ、やはりこのまま

ずるずると行ってしまうのではないかなというふうに思います。 
 そんなことを踏まえて、町長にはですね、今後の具体的な、ただ検討しますではなく、

具体的なですね、施策を打っていただきたいというふうに思いますが、その具体的な施策

の考えについて、町長の考えを伺いたいのが一つと、また先ほどから言っている人口減少

について、これだけの人口減少の内訳というもの、なぜこれだけの人間が減っていってい

るのか、当然、自然の減もあるでしょうが、これが本当に雇用だけなのか、例えば、病気

等の医療の関係があるのかというような、やはり、そういうような現状というものをしっ

かり認識しなければ、手は打てないと思うのであります。その辺の認識について、分析が

しっかりとされているのかどうか、この 2 点についてお伺いをいたします。 
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○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 日本経済の減退につきましては、先ほど答弁をしましたとおりでありまして、

まさに 100 年に 1 回の経済危機だというふうに言われております。また、金融危機後の情

勢につきましては、まさに昨年と様変わりでございまして、企業マインドは大変冷え込ん

でいるということだろうと思います。今まで日本の景気の先導役だと言われていました、

輸出産業が大きく冷え込んでいる、まさに 90％の減益だというふうに言われておりまして、

大変、今、就職内定者の取り消しが社会問題になっているところでございます。 
 今日の新聞によりましても、政府の新雇用対策プロジェクトチームが新たに 2 兆円の予

算で雇用対策を打ち出すということが報道されておりました。まさに想定失業率が 6％、

400 万人が 420 万人になるのではないかというような状況が今、日本経済を覆っていると

いう状況でありました。比較的、景気がよかった時代においても、北海道はその経済効果

が波及しなかったというのが実態でありまして、経済効果が波及しないうちに今度は経済

が冷え込んできたということで、ダブルパンチのような状況になっているというのが、こ

れはまさに中尾議員ご指摘のとおりだろうというふうに思っております。 
 その中で、具体的な施策はどうなのだということを言われておりますけれども、まさに

今、それぞれ産炭地の資金、そして新産業等使いながら、何とかてこ入れをしていきたい

というのが、今具体的な政策であろうというふうに、私どもは考えています。 
 たしかに、雇用の創出ということになれば一番先にくるのが、企業の誘致ということに

なるだろうと思いますけれども、今これだけ企業マインドが下がっている中で、口で言う

のは簡単でありますけれども、企業誘致を行うということは、浦幌町の場合、工業団地も

ない中でありますから、これがなかなか簡単にはいかないということでありまして、今、

ずっと続けておりますのは、現在、浦幌には日立建機とかサンマルコ、また地場産業であ

ります浦幌乳業のかかわりで森永乳業がございます。そういうところには、上京のたびに

それぞれ訪問しながら、その関係先にいろいろな事業の展開をお願いしているわけであり

ますけれども、なかなかそれが直結をしていないというのが残念ながら今の現状でありま

す。 
 そういう意味では、緊急対策を打ちましたけれども、先ほど答弁いたしましたけれども、

緊急対策が継続的には対策になり得るかどうかということは、これまた財政の厳しい中で

なかなか難しいということでありました。これも具体的な政策ということで、今、出しな

さいというふうに言われましたけれども、なかなか具体的な政策、これと言った本当の目

玉になるものが出せるのかどうかというのがなかなか難しい状況であろうというふうに思

っているところであります。 
 2 点目の人口減少の認識ということでありますけれども、まさにご存じのとおり、浦幌

町 6,000 人を割り込みました。その後、残念ながら自然減が大きく響いているということ

であります。今年の出生する人が 30 名強ということでありますけれども、亡くなられた
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方が 80 名を超えるという状況の中であります。 
 そういう意味では、大きくはやはり何と言っても自然減ということでありまして、その

中で、この自然減を止める方法というのはあるのか、ということになれば、これは言葉は

悪いかもしれませんけれども、やはり出生される子ども、産んでいただくということがな

ければ、亡くなられる方を上回らなければ自然減は到底続くわけでありますから、特に今

年みたいな異常な死亡者の多い年には、どうしても自然減が大きく影響してきているとい

うのが状況でありまして、これをなくす方法は、やはり子育て支援対策をどうやって打ち

出していくかということが大きな課題だろうというふうに思っています。そういう意味で、

子育て支援対策を打ち出させていただきましたけれども、今後とも子育て支援については、

政策的に取り組んでいきたいな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。 
○中尾議員 町長がですね、今、申し上げられましたけれども、いろいろなですね、各地

元にある企業等にもお願いをしながら鋭意努力をされているということであります。私は、

決して町長が努力をしていないとか、町が何もしていないとかということを言っているの

ではないのであります。今までも努力をされていたのであります。 
 しかし、現状はますます悪くなっているのであります。ということになりますと、今ま

で以上の何か努力をするなりしなければ、この落ち込みは止まらないということになるの

ではないでしょうか。 
 その上では、やはり私はですね、先ほどから言っているような 100 年に一度の大恐慌で

すから、一番厳しい時ですから、やはりこの浦幌の経済を支えるためにはですよ、例えば、

困ったからいっときのお金だけではなく、やはり人的な投入ですとかね、しっかりとした

対策を打っていかなければ、この落ち込みは止まらないというふうに私は思うのでありま

す。 
 やはり今回の緊急対策、これもやっぱり大事ですよね。今大事です。ただ、今の経済を

緊急的に守った上において、やはり中長期的な浦幌の経済をこういう経済にしていこう、

こういう新しい産業を持っていこうというような戦略的な考えがなければ、その時その時

のつけ焼き刃では、やはりそのお金はですね、本当の意味でのこの浦幌の将来に生きてこ

ないのではないかなというふうに思うのであります。 
 やはり、この今一番いろいろな問題があります。結局行き着くところは、この経済、雇

用、ここの部分に行き着くということでありましたならば、私は町長にですね、ぜひここ

に人的投入もしっかりとしていただいて、この経済についても真剣にやるぞというような

意思をですね、私は示していただきたいというふうに思うわけであります。 
 私は、この 1 点、今日はたくさん町民の方みえています。この 1 点についてですね、町

長、最後にこの部分についての意気込み、考え、聞かせていただいて、私の質問を終わら

せていていただきたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
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 町長。 
○水澤町長 以前、浦幌にはですね、企業対策室という室を構えておりました。中尾議員

言われるのは、そういうことも含めて人的投入ということだろうというふうに思います。

たしかに今、大変未曾有の経済危機の中で、浦幌どうやって生きていくのかということが

大事であろうというふうに思っております。 
 ただ、職員がその当時と違いまして、様変わりしておりまして、職員の定数問題があり

ます。大変、厳しい定数の中でやっているわけでありますけれども、今、中尾議員ご指摘

のありました企業対策について、どのような形で係を置くのか、室ということはちょっと

難しいかもしれませんけれども、その担当の係については、十分今後検討させていただき

ながら、この将来の浦幌の経済対策を取り組んでいきたいというふうに思っていますので、

どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 
○田村議長 これで中尾光昭議員の一般質問を終わります。 
 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、有害鳥獣による農作物被害の対策について、町長の

考えを伺います。 
 野生鳥獣による農作物の被害が近年増加しています。町は、有害鳥獣被害の対策として、

猟友会に駆除を委託しております。今年度も多頭の有害鳥獣を捕獲して成果を上げている

ところであります。 
 しかし、繁殖数が多いこともありまして、一向に被害が減少しないのが現状であり、農

業経営に大きな影響を与えているところでもあります。そこで次の点をお伺いいたします。 
 1 点目として、浦幌町鳥獣被害防止対策協議会を設立されていますが、どのような組織

なのでしょうか、伺います。 
 2 点目として、近年、カラスの被害が増加しており、農作物はもとより乳牛にも被害を

与えるようになっていますが、町は被害対策をどのように考えているのでしょうか。 
 3 つ目といたしまして、ハンターの人数が高齢化等により減少していますが、町は、今

後どのように考えているのか、お伺いいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 森議員のご質問にお答えいたします。 
 有害鳥獣による農作物被害の対策につきましては、農作物及び人畜の被害防止のため、

北海道猟友会池田支部浦幌部会及び上浦幌猟友会のご協力をいただきながら、有害鳥獣の

駆除を行っております。 
 本町では、ここ数年対象鳥獣の生息数の増加により、捕獲頭数も増える傾向にあり、平

成 19 年度には、ヒグマ 5 頭、エゾシカ 399 頭、カラス 160 羽、キツネ 299 頭、キジバト

75 羽を捕獲いたしました。 
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 また、同年の鳥獣による農作物等の被害状況については、小麦、甜菜などの主要品目に

おいて、食害による被害面積が 86 ヘクタール、家畜については、キツネやカラスに襲わ

れて 72 頭が出血するなどの被害が発生し、農業者の営農意欲の減退を招いている状況に

あります。 
 1 点目の浦幌町鳥獣被害防止対策協議会の設立及び組織の内容についてでありますが、

全国的にも農作物の農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあり、被害を及ぼす野生鳥獣

の生息分布の拡大、また捕獲頭数の増加などから、鳥獣被害防止特別措置法が平成 20 年 2
月に施行されたところであります。 
 この法律は、農林水産大臣による基本指針の策定、市町村による被害防止計画の作成及

びこれに基づく特別の措置等について定めることにより、鳥獣による農林水産業等に係る

被害の防止のための施策を、総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農

山漁村地域の振興に寄与することを目的としております。 
 本町におきましてもこの法律に基づき、浦幌町農業協同組合、浦幌町森林組合、大津漁

業協同組合、猟友会及びその他一次産業に携わる各団体のご協力を賜り、浦幌町鳥獣被害

防止計画を策定する事を目的に、本年 9 月 24 日、浦幌町鳥獣被害防止対策協議会を設立

したところであります。 
 この鳥獣被害防止計画には、被害を防止するために駆除をする鳥獣、計画期間、捕獲目

標、実施体制及び捕獲鳥獣の処理について定めることとなっており、現在のところ農林水

産業の被害状況を取りまとめ、来年 1 月にはこの計画を策定する予定となっております。 
 計画策定後においては、鳥獣被害防止計画に沿いながら、この協議会が中心となり鳥獣

被害防止の施策を行っていく予定であります。 
 2 点目のカラス被害対策についてでありますが、現在のところカラスの駆除にあたりま

しては、銃器による捕獲を行っております。 
 本町では、平成 5 年までの約 5 年間に一般廃棄物処理センター敷地内において、箱わな

を設置し、年間の捕獲数では最高 4,500 羽を捕獲した年もあり、カラスの生息数は一時期

減少したものの、遠くは旭川市のプレートを付けたカラスが捕獲されるようになるなど、

他市町村から集まってくる状況から、市町村が単独でカラス駆除を実施するには限界があ

り、箱わなによる捕獲を断念した経緯もあります。 
 今後は、鳥獣被害防止計画の策定にあたり、カラスによる被害防止の実施体制と捕獲方

法を検討して参りますが、現在の銃器による捕獲では、発砲できる区域が限られており、

生息頭数の減少に至らない状況にあるため、広域的に捕獲するために近隣市町村と協議を

進め、国の補助事業を活用しながら、安全で効果的な捕獲機材の導入を検討して参ります。 
 3 点目のハンター人口の減少についてでありますが、猟友会池田支部浦幌部会と上浦幌

猟友会の会員数は現在のところ 48 名となっており、ここ数年は、高齢化の影響、また新

規会員の入会がないなどにより減少してきており、今後の有害鳥獣駆除事業の実施にあた

り、大変大きな問題と考えているところであります。 
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 今後も、各猟友会のご協力を賜りながら、農作物等の被害防止に努め、有害鳥獣駆除従

事者につきましては、わな免許等狩猟免許の取得促進を図り、また鳥獣被害防止計画に盛

り込む実施体制づくりとして、捕獲等の取り組みを実施する、鳥獣被害防止対策実施隊を

設けることにより、対象鳥獣捕獲員の要件を満たす隊員について、身分保証や狩猟税の軽

減措置などが講じられることから、実施隊の設置に向けて検討して参ります。 
 さらに、新たな被害対策の担い手育成については、町と協議会が連携しながら、人材の

確保のために狩猟免許の取得促進を行って参ります。 
 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 ただいま答弁をいただきました。要するに、この協議会というのは、国が鳥獣

による農林水産業に係る被害防止のためにですね、施策を総合的かつ効果的に推進すると

いうことの内容だったと思います。 
 我が町はですね、一次産業に係わる各団体が一体となって鳥獣被害を防止する内容と認

識をしたところでございます。この協議会につきましてはですね、ぜひとも中心になって、

鳥獣被害を防止するように講じてもらいたいものでございます。 
 2 点目のカラス対策でございますけども、19 年度にはハンターの方々がですね、苦労な

さいまして、160 羽捕獲をしてございます。しかしながら、カラスの数というのはですね、

私も数えたことございませんけれども、相当な数が生息しているのかなというふうに思っ

ておりますし、また、カラスに対する被害もですね、大変大きく増えていることなのかな

というふうに思っております。 
 今の答弁の中にですね、たぶん協議会が中心となってですね、公益的に捕獲するために

近隣市町村との協議を進めて、国の補助事業を活用しながら効果的な捕獲機材の導入を検

討するというような内容でございますけれども、この辺につきまして、もう少し詳しくご

説明をいただきたいなというふうに思っております。 
 また、3 点目のハンター人口の減少につきましては、私もこれにつきましてはですね、

とても深刻に考えている状況でございます。これから 5 年も経てば、まだまだハンターの

数が減少していくのかなというふうに思ってございます。新たな担い手の育成としてです

ね、町と協議会が連携をしながらですね、人材の確保に努めていただくことを強く希望す

るものでございます。 
 また、シカの生息について少しお話しますと、平成 15 年度にですね、シカの防護柵が

終了しております。また一部ではですね、川上栄穂地区につきましては、17 年度からシカ

防護柵のかさ上げ工事が始まりまして、4 年間で今年度終了したのかなというふうに思っ

ております。この防護柵が終了した時にはですね、シカの被害が少なくなりまして、農家

の方もこんないいことはないと、本当に喜んでいましたが、年数が経つにつれましてです

ね、川伝いからの侵入、また国道伝いからの侵入、またはですね、JR の線路伝いにくる

もの、また角の立派なシカになりますと、仮想もしないでですね、2 メートルもある防護
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柵を簡単に跳び越えるというように侵入して参ります。 
 ハンターの方々はですね、年間 40 頭も駆除してございますが、ただ防護柵の張ってい

くところですね、たまたま内側にちょっとした森林だとか、山が入ってございます。そこ

にシカが住みついてですね、シカも繁殖をしているというような状況でございますので、

この駆除と申しますか、シカがさっぱり少なくならないのかなというふうに思っておりま

す。 
 また、ハンターが駆除をしてですね、回収に行く時なのですけれども、土地の使用者の

方とトラブルを生じているというような話も聞いてございます。これにつきましては、駆

除が速やかに行えるようなですね、体制を行政、または協議会が中に入って、お互いの理

解を求めていただきたいなというふうに思っております。 
 もう 1 点、クマにつきまして、少しお話をさせていただきたいと思いますが、クマの捕

獲につきましては、平成 15 年から 19 年度までですね、31 頭のクマが捕獲されておりま

す。クマというのはですね、キツネだとか、シカと違いまして、野生のクマでございます

し、凶暴性が十分にある動物でございます。 
 この捕獲に関しては、クマのおりを設置して、箱わなによる捕獲を行っていますけども、

この従事にかかわる危険性と申しますか、そこらにつきましてもですね、もう少し町の対

応と申しますか、もう少し重く考えていただいてもいいのかなというふうに思ってござい

ますけれども、その辺のこともご答弁をいただきたいなというふうに思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 産業課長。 
○前田産業課長 それでは、答弁をしたいと思います。何点かありまして、漏れましたら

またご指摘をお願いしたいというふうに思います。 
 まず、カラスの駆除の関係でございますけれども、たしかに何年か前は 4 千何百万とい

うことで駆除したという経緯もありますが、最近におきましては、そういう大量な駆除を

している実績ではございません。このカラスの特性と言いまして、たしかに、駆除した時

には、一時的には減少はしますが、減少した後に他の区域から、また侵入してきて増えて

くるというのが習性だというふうに聞いております。 
 このカラスの今回の駆除の関係でございますけれども、広域的に連携をしていくという

ことでございますが、十勝支庁と近隣支庁が足並みをそろえて駆除を行えるよう検討して

いくということでございます。 
 また、カラスの箱わなもこの協議会の計画の中で、考えていくというふうにしておりま

して、現在、上浦幌、下浦幌、これから協議会の計画書の中で盛り込むということになっ

ておりますけれども、1 期から 3 期の間で考えていきたいというふうに思っております。

これらが全部駆除できるかということは、申し上げられませんけれども、当面、そういう

形でとっていきたいなというふうに考えております。 
 また、クマの関係でございますけれども、今現在、ヒグマが出没した段階におきまして
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は、駆除が必要ということで判断をいたしまして、駆除事業に委託をしておりますハンタ

ーに出動を要請しております。追跡調査等を行いまして、クマを発見した場合、射殺でき

る状態であれば銃器により駆除しております。また、農作物等によるクマの食害・被害等

が発見された時には、箱わな設置をして有害鳥獣駆除を行っております。 
 しかし、たしかにクマにおきましては、非常に危険な動物ということで、委嘱するハン

ターにおきましても、狩猟経験の豊富な方ということで、また賠償責任保険に加入してい

るということを要件にして、今現在お願いをしている状況でございます。 
 このたびの鳥獣被害防止措置法の中で、この危険に対しての補償とかそういうものが何

かなければということになろうかというふうに思います。それにつきましては、身分保障

といたしまして、非常勤の公務員扱いとして保障できるという内容になっておりまして、

またそのハンターにつきましては、狩猟税の免許等の軽減措置もやれるということで、協

議会の設置をして参りたいというふうに思います。 
 ただ、対象鳥獣の捕獲隊員の要件として、この隊員になる要件といたしましては、この

ハンターが積極的に鳥獣駆除に対しての参加が見込まれる方と、それからまた、3 年間連

続して狩猟登録を行っている方ということとありまして、また適正かつ効果的に捕獲を実

施できる方と、そういう要件がございますけれども、そういう要件が満たされている方に

ついて、鳥獣被害対策実施隊ということでお願いしていく形になろうかというふうに思い

ます。 
 また、ハンターの減少につきましては、今現在、先ほど、町長の答弁の中にありました

けども、たしかに高齢者等の関係がありまして、新しいハンターがなかなか増えないとい

うのが現状でございます。これにつきましては、今、上浦幌とそれから下浦幌の猟友会に

協力をしてもらっているわけでございますけれども、今後、ハンターの減少を食いとめる

方法といたしましては、先ほども申し上げました中の鳥獣被害防止対策措置法の中の身分

保障という形で何とか協力をできないかということで、協議会と町とお願いをしながら要

請をしていきたいというふうに考えております。 
 それから、駆除後の地元地先とのトラブルの関係でございますけれども、これにつきま

しては、たしかに地先に入った場合に、その農作物等の影響が出るのでということで、ト

ラブルがあるというふうに、今現在聞いております。これにつきましても、今後、協議会

とそれから農協が協議会の中に入っておりますので、農協と連携をとりながら組合さんの

方へ理解を求めていきたいというふうに思っております。 
 シカ柵の関係でございますけれども、15 年に終了していまして、15 年から急激にシカ

柵被害が減少しております。このシカ柵につきましては、現在、シカ柵の協同組合という

のが各地域で管理しているという状況でございまして、侵入等についての報告もある程度

聞いておりますが、このシカ柵の川、道路等からの侵入等につきましては、今のところ対

策ということができていないという状況でございます。これらにつきましても、何らかの

方法ができればということで、この協議会等の中でも被害等について協議を重ねていきた
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い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 再々質問を許します。 
○森議員 たしかに、この被害の対策というのはですね、人間がこうせば必ず相手は生き

物でございます。相手も生きていくのに必死でございます。これは 1 年、2 年でですね、

被害がなくなるということは思ってはございません。 
 今、農業経営はですね、畑作で申しますと、水田、畑作経営所得安定対策の一貫でござ

いまして、所得が減少してございますし、また酪農家にとりましても、配合飼料の高騰、

さらには生産資材の高騰でですね、それぞれ厳しい状況に置かれていることと思います。

これに追い打ちをかけられるようにですね、この鳥獣の被害があるということであれば、

ますます深刻になっていくのかなというふうに思っております。 
 町と設立しました協議会が密に連携をしっかりととっていただいて、対策を講じていた

だくように強く要望するものでございます。終わります。 
○田村議長 これで森秀幸議員の一般質問を終わります。 
 次に、8 番、野村俊博議員の質問を許します。 
 8 番、野村議員。 
○野村議員 最後の一般質問者でございます。簡潔に質問に努力したいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 
 私の質問につきましては、今日の一般質問の中にもいろいろな行政区の問題だとか、雇

用の問題、地域産業の活性化の問題というふうに多きに絡みのある内容でございます。ま

た行政も日々、町民の安心・安全、豊かなまちづくりのために努力をしている内容に全部

かかわる根幹の問題であるというふうに認識しておりますので、重複する面よろしくお願

いしたいと思います。 
 自治体の基礎的な社会組織というのか、最低限は集落であります。その集落が非常に危

機的な状況になってきていると、このような結果報告もありまして、我が町も新聞報道に

よりますと、そのようなことが見受けられるということで、今回の質問をさせていただき

ます。 
 その中でも現在使われております、限界集落という言葉でございます。これについては、

地域住民の高齢化が進んで、65 歳以上の高齢者の人口が住民の 50％以上を超える集落を

限界集落という形で規定しているわけでございます。 
 現在、この限界集落の全集落に占める割合、統計によりますと、全国で約 13％、北海道

は 8.6％と報告されております。 
 この集落の定義をいろいろありますけれども、一定の土地に数戸以上の社会的まとまり

が形成された住民生活の基礎的な単位ということで、今年、全道で一斉に調査が行われま

した。全道 176 市町村、6,629 の集落の中、その中で、114 カ町村、570 カ所の限界集落

の存在が判明したわけでございます。その集落も 10 年後には、町村が 165 町村に増え、

また限界集落が 1,396 カ所にも増加されるだろうという報告がなされております。 
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 そして、我が町にとっても 4 カ所の集落が確認され、65 歳以上が 40％を超える予備軍

が 7 カ所もあるというふうに報告されており、これからの少子・高齢化、我が町の高齢化

率は 31.5％にもなっております。これが今後、大きな不安を残す結果となってきておりま

す。 
 そういう意味で、町は、行政区の再編を推進して、地域社会、行政区の維持を守るため

に日々努力をされておりますが、時代の変遷を伴いまして、産業構造の変化、また人口の

加速度的な減少は、地域、行政区のみならず、我が町にとっても大きな社会問題となって

きているわけであります。 
 そこで、このような状況で、今後、地域の活性化に対する施策及び過疎対策として、ど

のような方向性を持って進むのか、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 野村議員のご質問にお答えいたします。 
 限界集落に対する現状認識と今後の施策の方向についての考え方ですが、ただいま野村

議員が述べたように限界集落とは、長野大学の大野晃教授が過疎化や高齢化により自治体

総人口の半数以上を 65 歳以上の高齢者が占めることで、地域活動などの社会的共同生活

が困難になると提唱された概念であります。 
 平成 20 年 12 月 1 日現在の本町における限界集落は、上厚内の高齢化率 62.5 パーセン

トを最高に町内 4 行政区となっております。 
 本町における人口の減少や高齢化につきましては、ただいま述べた 4 行政区に限らず、

葬儀などみずからの行政区で担うことができなくなっているところがあり、少なからず地

域コミュニティ活動に影響が生じております。また、行政区内における 65 歳以上の独居

世帯数が増加するなど、町としても大変危惧しているところであります。 
 国は、過疎対策として、補助金の特例措置などによる道路整備、農政における条件不利

地域対策などをとっていますが、農林業の活性化や雇用の創出に結びついておらず、社会

生活上の問題も多く、全国的にも集落の消滅を止めることができていないのが現状であり

ます。 
 限界集落の再生のためには、新たな人が定住できるようにすることが必要なことは十分

理解できますが、地域における雇用の創出などそれぞれの地域の実態にあった対策が不可

欠であり、これといった特効薬が見当たらないのも事実であります。 
 そのような中、本町では、ＮＰＯや町民有志による都市部との交流をめざした農山漁村

交流プロジェクトが動き出しており、この秋には大阪の高校生ら数百人が訪れ、浦幌の自

然や人々と触れ合うことができました。本町としては、これらの動きと連動しながら浦幌

町の魅力を発信しつつ交流人口の増加による地域の活性化を図って参りたいと考えており

ます。 
 また、限界集落の解消に向けた施策としては、行政区の再編を進めていくしか手立てが
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ないと思っているところであります。平成 17 年度から取り組んで参りました行政区の再

編につきましては、当初 66 あった行政区が現在 59 行政区と思うような再編の結果ではあ

りませんが、現在の行政区や町内会活動が長い歴史の中に成り立っていることを考えれば、

それぞれにいろいろな事情があり、再編することは大変なこととは思いますが、今後とも

各行政区のご理解とご協力を賜りながら再編に向け努力して参りますので、よろしくお願

いいたします。 
 以上、野村議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
○野村議員 町長からお答えいただきました。正直言って、限界集落、この集落だけとら

えていくことによって、行政区の再編だとか、いろいろなことで済まされる問題ではなく、

やはり、先ほどの質問にもありましたように、やっぱり我が町の就業人口を増やし、そし

て町が政策的に子づくり、また福祉いろいろな形で総合的に進んでいかなければならない。

これがやはり、この解消する一つの大きな道であろうと、いろいろな方法があります。 
 先ほども、一般質問でいろいろな町長も我が町のために、いろいろアドバイスいただい

たり、町民からもまた今日の一般質問でもいろいろな提案出ましたので、まずその辺の認

識をきちっと持ちながら、進んでいきたいというふうに考えているわけでございます。 
 それで、先ほども人口の問題出ましたけれども、これ今年の 8 月 6 日の新聞ですけれど

も、十勝管内では、東部地区が一番減少率が低く、またその中でも浦幌が 2035 年には 63％
の減少率で 2,234 名という驚くべき数字が出てきているわけです。 
 我が町行政は、今、一般会計約 54 億、また特会入れて 80 億近く、町民のために一生懸

命いろいろな施策をして、町民の福祉、また安心・安全に努力していますけれども、そし

て、先ほど出ました財務安定基金、本当に行財政改革一生懸命やっております。一生懸命

財政安定基金を貯めた、いざ二桁になったと、ぱっと振り返ってみたら、町民は誰もいな

いということになり兼ねないのではないかと、ちょっと極論すぎて申しわけございません。 
 そのためには、とりあえず、このような問題は、一朝一夕になされる問題ではありませ

ん。一つの政策を出すことによって、即効的に効果が表れるという大きな問題ではありま

せんので、やっぱり長い地道な政策が必要だと思います。 
 そのために、先ほども言われましたように、いろいろな交流を図ったりもしていますけ

れども、例えば、他町村では定住化策については、十勝管内の町村です。300 万円の補助

金を出す、このようなことが報道された経緯もあります。また、子どものための育児に対

する人口増もあるでしょうけれども、第 3 子には 100 万円の補助金を出すという、これは

道外だったと思いますけど、そのような具体的に本当に何かをやっていかなければ、我が

町が衰退してしまうのではないかと思うのですけれども、ここでこの場所でどのような施

策をということは難しいかと思いますけれども、この辺の認識と具体的に、これならでき

そうだとか、そのような考え方、また行政区の再編についても、最近は特に町の中の行政

区、ただ線引きを変えただけという認識、特に今回の限界集落、特に在という言い方失礼
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ですけど、市街地以外が非常にこのような状況で、行政区長さんも町の特別な立場であり

ながら、行政区長のなり手もないという状況になっています。 
 いろいろお話しましたけれども、本当に即効的にすぐできるような施策的なものは、今

お持ちなのかどうか、その辺についてお伺いしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 先ほどの中尾議員との関係もかなり深いご質問かなというふうにお伺いし

ております。限界集落という言葉自体がどうなのかという問題も実はあるわけであります

けれども、いずれにしても、将来、そういう小規模の集落が消滅していくというような厳

しい現状に今あるという認識は、私ども持っているわけでありますけれども、町全体を見

た時に、先ほどから言われているように、人口の問題、あるいは雇用の問題、これらにつ

いて基本的にどういうふうに考えていくのかなというのがですね、そういう認識に立って

ということでありますけれども、定住化対策については、いろいろな考え方があるのかな

と思っておりますけれども、今、庁内でも定住・交流・移住促進プロジェクトチームをつ

くってですね、今たたき台をつくりながら、それをもとに今後におけるまちづくり計画に

入れていきたいと。その段階で、それぞれの産業団体とですね、十分協議をさせていただ

いて、その中身についてはまとめていきたいなというふうに思っているところでございま

す。 
 雇用の問題については、先ほど町長が述べておりましたけれども、4 点ぐらいあるのか

なと思っておりますけれども、本町の場合、どうしても公共事業に頼った町でしたので、

以前は一般会計で 84 億円の予算規模でしたけど、今は 54 億円ですから、この間 30 億円

のですね、一般会計における予算が減少しているという状況の中では、やはり、それだけ

本町においても厳しい状況になってきているのかなと、これは交付税の減額の問題含めて

いろいろあるわけでございますけれども、そういう厳しい状況になっている。 
 そういう公共事業の減少という中で、やはり公共事業をやっていた方々もですね、それ

ぞれ知恵を出しながら、それぞれ新しい産業に向けて知恵を出しながら、ご苦労しながら、

いろいろ新たな企業というものを模索している部分があるのかなというふうに考えており

ます。 
 あと、企業誘致の部分については、先ほど、町長も答弁させていただきましたように、

一番雇用の確保という意味では、早い手身近なあれですけれども、現状的には厳しい状況

もあるということですけれども、企業立地促進法の関係で、本町も十勝管内の中で帯広市

を含めて 6 町村の中に入りましたので、そういう中でいろいろな制度を活用しながら、で

きるだけ企業誘致に結びつけたいということと、担当者をきちっと配置してやっていきた

いということで考えております。 
 また、今ある既存企業の育成ということで、やはり既存企業自体も厳しい状況にあるわ

けですから、いろいろな従業員をかかえて頑張っているのかなというふうに思いますけれ
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ども、これらについては、前に中尾議員の一般質問にもありまして、地場工業の振興補助

については、一部見直しをしながら、地場工業の育成を図っていくということで、それに

ついては来年度から考えていきたいなというふうに思っているところであります。 
 また、町融資についても、制度についても、皆さんに活用していただくようにしていき

たいなというふうに思っているところであります。 
 本町の場合、製造業がですね、この人口規模の中では、かなり大きい比率を占めている

のかなと思っていまして、東工連（東部十勝農産加工農業協同組合連合会）を含めまして、

浦幌乳業あるいは上（浦幌）にありますフリーズドライ、あるいはサンマルコ食品、ある

いは製造業ですから、玉置機械工業ですとか、そういった意味では、本町の中では、この

人口規模の中では、ある程度そういうのが大きいのかなと。こういった、やはり企業を大

切に育成しながら、雇用の減少を食いとめるというのも一つの方策かなというふうに考え

ております。 
 最後に、やはりもう一つ新たな公共事業の町から脱却する上でも、新産業の創造という

意味では、ご議論ありますけれども、それらについて、やはり町民の皆さんと知恵を出し

合って新たな産業を興すという意味では、先ほど、企業対策の担当についても、一つのコ

ーディネーター的な役割を果たしながら、そういうふうに進めていかなければいけないの

かということで考えておりまして、そういう意味では、いろいろな取り組みの中で、今後

ですね、本町においても、少しでもそういった取り組みの中で、定住化あるいは交流の促

進ということで努めていかなければいけない。 
 定住化の部分ともう一つ交流の部分で、今、これから道の駅あるいは留真温泉という部

分があります。施設ができた時に、浦幌町民がいなくなってはといった話も一部聞こえて

くるわけですけれども、やはりそうではなくて、交流人口というものを生かしながら、そ

の中で外貨をいかに獲得するかということを考えまして、そういう中で雇用に結びつけて

いくということも必要なことではないかと。ちょっと具体的な話ではありませんけれども、

そういったところを含めて、定住・移住・交流促進プロジェクト等でいろいろ進めていき

たいなというふうに思っております。それが結果として、地域に活力を生むのかなと思っ

ております。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○野村議員 質問の内容が人口ということで、すべてにかかわることで副町長も広範囲の

説明をいただきました。本当に私も絞らなきゃならないのですけれども、結論から言うと、

やはり町民が広くあまねくたくさん我が町を豊かにするためには、やっぱり仕事がなけれ

ば産業がなければ町民も増えないし、福祉も当然老人も教育もすべて、やはり町民があっ

てこそだと思います。このまま黙っていっちゃうと本当に年金産業が我が町の第一次産業

になってしまうのではないかという懸念があるわけですけれども、本当に資料でもってみ

ますと、なぜ人口減るかとなると、やはり平成で比べますと、平成では 1、2、3 次産業で

は、4,300 人くらいの就労人口、これ 15 歳以上ですけど、ところが 15 年後の平成 17 年
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には、3,100 人しかいなかった、ここ 15 年で 1,200 人も減っている。先ほど言った 2030
年になったら、本当に就業者人口というのは、ほとんどいなくなってきたら、本当に年金

産業が我が町の第一次産業になってしまうようなものになります。 
 そういうことで、いろいろな方法もあるでしょうけれども、この限界集落に端を発して、

我が町は非常に危機的な状況になって、十勝管内でも一番減少率が厳しく、人口が本当に

なれば、町自体の存亡も危うくなってくることが懸念されるわけですけど、長期的な展望、

行政は永遠と続かなければならないし、我々も町民も永遠としてこの町の発展を願って生

活するわけですけど、町長の考え方を最後にお伺いして質問を終わります。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 限界集落の解消に向けてということで、まさにすべてのことに通じるわけで

ありまして、今年の 7 月か 8 月に過疎集落調査というものが行われまして、限界集落を含

む地域の高齢化の皆さんからアンケートを集めたものがありました。 
 その中で、65 歳以上の人が将来も住み続けたいというのが 87％、その地域に住み続け

たいという人が 87％であったということを聞いています。理由としては、住んでいる家や

地域に愛着があるということと生活様式を変えたくないというのが圧倒的な理由だったよ

うであります。 
 まさに、これが行政区を合併したとしても、その地域は残るわけでありますから、あく

までも限界集落を解消しても、その地域は残っていくということでありまして、その地域

をいろいろな意味でケアをしていくということが大切であろうと、ただ表面だけの数字を

なくすということにはならないだろうというふうに思っています。そこに住む地域の人た

ちをどのようにして大事にしていくかということが、大事なのだろうなというふうに思っ

ています。 
 また、限界集落というのは、本当に言葉が悪いということで将来現役集落というような

言い方をしているところもあるようでありますけれども、いずれにいたしましても、その

地域に住む人たちが安心して暮らせるまちづくりということが大事でありますし、そして、

そういう集落にさせないということができるだけ政策として持っていかなければならない

だろうというふうに思っています。 
 日本全体は、今、人口減少の時代になって参りました。北海道も十勝も減少、帯広も減

少しているという状況でありますけれども、いずれにしましても、先ほど、野村議員が言

われました平成 35 年に 2 千何人かの数字になるというのが、浦幌示されましたけれども、

しかし、そのようなことにならないためにも、平成 23 年から新しいまちづくり計画を策

定しなければならない、そのことに向けて、ぜひそういうことにならないようなまちづく

り計画を今後作っていきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いご理解をい

ただきたいと思います。 
○田村議長 これで野村俊博議員の一般質問を終わります。 
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 以上をもちまして、一般質問を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣の声あり〕 
○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００分 休憩 
午後 ２時４５分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 
     ◎日程第３ 議案第９３号 
○田村議長 日程第 3、議案第 93 号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 
 説明を求めます。 
 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 議案第 93号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について。 
 浦幌町公の施設の指定管理者を次のとおり指定する。 
 平成 20 年 12 月 1 日提出、浦幌町長。 
 1、公の施設の名称及び位置、名称、浦幌町森林公園、位置、浦幌町字東山町 14 番地 1
外、2、指定管理者の住所及び氏名、十勝郡浦幌町字万年 353 番地、有限会社レアス、代

表取締役竹田悦郎、3、指定期間、平成 21 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで。 
 説明資料の 6 ページをごらんください。まず一部訂正をお願いしたいと思います。7 ペ

ージの下の段、（2）公の施設の名称、浦幌パークゴルフ場の下に②管理料の提案額と書か

れておりますけれども、5,200 万になっておりますけれども、5,777 万にしていただきた

いと思います。その横の募集要項で示した上限額も同じく 5,777 万 1,000 円にしていただ

きたいと思います。 
 では、浦幌町森林公園につきましては、2 社からの応募があり、審査基準に従い、聞き

取り調査等を実施しながら審議を行い、選定いたしました。 
 指定期間についてですが、本町の指定管理者制度運用指針の中で、指定期間の標準期間

を 3 年から 5 年とうたっており、指定期間を延ばすことにより指定を受けた指定管理者は、

中長期の経営計画に基づいた管理運営が可能となり、雇用の安定した確保と継続的に安定

した管理運営が図られるという効果が期待されることから指定期間を 5 年間といたしまし

た。 
 選定委員会による審査は、平成 20 年 10 月 31 日に行われ、審査内容は、審査方法の確
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認、聞き取り調査、事業計画内容等についての意見交換及び評価、指定管理者候補者の決

定の 4 段階で行われました。 
 選定基準として、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られているか、施

設の効用を最大限に発揮できるか、施設の適切な維持及び管理並びに管理経費の縮減が図

られようとしているか、施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能

力があるか、施設における住民の声が反映される管理が行われているか、安全対策及び危

機管理対策が確立されているかどうかについて審査いたしました。 
 選定の結果として、浦幌町森林公園の指定管理者候補といたしまして、浦幌町字万年 353
番地、有限会社レアス、代表取締役竹田悦郎氏を選定させていただきました。 
 管理料の提案額は、5 カ年で 5,260 万 5,000 円となり募集要項で示した上限額と同額で

ございました。 
 選定の理由につきましては、安定した施設管理においては、経験と実績から従業員間の

意思疎通を密に円滑な業務処理を行う体制がとられている。利用者に対するサービス向上

と住民の声が反映される管理においては、職員の教育指導体制及び管理体制（危機管理を

含む）はもとより、施設の概要等に熟知した管理者の配置や初めての利用者に対する柔軟

な対応など、利用者の癒し、憩いの場として活用できるよう自主事業による創意工夫もみ

られ評価できる提案内容となっている。 
 みのり館の運営については、直営によりシーズンを通して、いつでも利用できる体制を

取り、施設の有効利用が図られる提案となっており、これまでの事業経験と努力する姿勢、

意欲がうかがえ、安定した管理運営が期待できることから候補者として適切であると判断

させていただきました。 
 以上でございます。ご審議のほど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。質疑ありませんか。 
 10 番、髙橋議員。 
○髙橋議員 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について、この関係でございますけれど

も、10 月に入って 4 日、さらには 6 日という形で、下手したらシリーズもので出るのかな

というぐらいですね、たくさんの話題性を含んで新聞紙上に載ってございます。こんな関

係上ですね、町民含めて我々もですね、状況がわかりません。そんな関係で、説明を願い

たいと思います。 
○田村議長 説明を求めます。 
 町長。 
○水澤町長 公の施設の指定管理者の指定に関する一部報道がありました。選定委員会に

ついて、説明をさせていただきたいと思います。そもそも選定委員会につきましては、事

前に指定管理者の希望者からの受け付けを行いまして、当初の現地説明を行ったあとに、

管理運営に関する詳細な提案内容を提出いただきます。その後、その提案内容につき、9
名の選定委員がおりますけれども、選定委員が採点するにあたりまして、不明な点を聞き
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取りするために選定委員会を開催してきていたということになっております。 
 最初から、その選定委員会におきましては、指定希望者が初めて説明を行う、要するに

プレゼンテーションを行うということではありません。したがいまして、今、報道で載っ

ております、副町長が提案者に不明な点はお聞きしたあと、所要のために席を離れたとい

うことについては、失礼な点はお詫びしなければなりませんけれども、副町長の採点結果

に影響を与えたということでは決してありませんし、9 名の委員の採点結果により判定し

たものであります。それによって、この選定結果については、町として正しいものという

ふうに判断しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
○田村議長 副町長。 
○門馬副町長 発言の機会をいただきまして、このたびの町政にあたりまして、私の不手

際からですね、大変な混乱を招いているということで、冒頭お詫びを申し上げたいなとい

うふうに思います。このたびの指定管理者選定委員会の聞き取り調査にあたりまして、応

募された 2 業者のうち、有限会社澤口さんに対し、聞き取りの最中に一時退席をいたしま

した。懸命に考え応募し、説明しようとしている相手に対しまして、私のとった対応は、

大変失礼なことでありまして、まことに非常識なことであります。みずからの至らなさを

深く反省しているところでありまして、深くお詫びを申し上げる次第であります。 
 また、私のとった対応のまずさによりまして、ご迷惑をおかけすることになりました浦

幌中学校や職場体験された中学生をはじめ、関係する方々に重ねてお詫びを申し上げる次

第であります。私は、日常的に町民の方々に対しまして公平に接し、ともにまちづくりを

していこうという気持ちを深く持って仕事をしてきたつもりでありますが、このたびの私

の誤った行動により、町民の皆様が積み上げてきました大切なものが大きく崩れてしまい

そうで、町全体に混乱を招いたことに対しまして、大変申しわけなくおもっております。

この場をお借りまして、町議会並びに町民の皆様に対し、心よりお詫びを申し上げる次第

であります。二度とこのようなことがないように、みずからを戒め、初心に返って、町の

ために一心に務めて参る次第であります。大変、申しわけありませんでした。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 
 10 番、髙橋議員。 
○髙橋議員 今、副町長の方からですね、謝罪がございました。しかしながらですね、先

ほど、一般質問が終わったわけでございますけれども、その中で、同僚の二瓶議員がお話

した中でですね、若干私も同じようなことが伺えるのではないかなという気持ちがござい

ました。何かと言いますと、町長を補佐する事務部門においてですね、役場全体の規律が、

あるいは緊張感がですね、緩んでいるのではないかということを私自身感じてございます。 
 その辺についてですね、先ほど、二瓶議員の一般質問の際にもですね、最終的に町長の

方から若干の謝罪がございました。謝罪をすれというわけではございませんけれども、一

応ですね、みんなでいい意味でのネットワークをつくりながら、やっぱりやってもらわな

いと困るというですね、私も常々そのように思ってございます。 
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 そんな関係上ですね、もう 1 点あるわけでございますけれども、私は、過去にですね、

十勝の地域を興すという中で、十勝の仲間たちと一緒にやってきたことがございます。 
 その中で、いつも思ったことは、こういうことでございます。官・民・報・学、官とい

うのは、浦幌町で言えば役場でございます。そして、民というのは、町民でございます。

報というのは、報道関係、プレス関係でございます。プレスの中には、今回の新聞の関係

ございますし、あるいはラジオ・テレビ、あるいは雑誌関係あると思います。そういった

関係の皆さんと常にいい意味でのネットワーク、さらにまた学というのは、十勝管内にあ

る大学を指してございます。帯広畜産大学、あるいは大谷短期という、そういった関係の

中身と常に十勝 1 市 16 町 2 村がですね、いい意味でのネットワーク、36 万という人口が

いる中でですね、常にその中の一つの浦幌町ですよという意味のですね、そういった中で

何が大事かと言いますと、私は、例えば、先ほど言いましたように、4 日、6 日のプレス

関係がいいことで、小さなことを大きく報じてくれるならいい、しかしながら、あまりい

いことでないものを大きく報じられている、これはですね、我が浦幌町民 6,000 人切る中

でですね、非常に皆さん、深刻にとらえている状況にございます。 
 そんな関係上ですね、もっともっとみんなでいい意味でのまちづくりという関係の中に

は、水澤町長、たててですね、そして立派にやっていこうじゃありませんか。そうしなけ

れば、やはり、先ほど、それぞれの同僚議員から言っていますように、将来先々、本当に

収縮してしまうような町になってしまう、そんなことでは、ここに住む住民がですね、安

心感、安堵感を持って暮らせないという、そういう状況にもなり兼ねません。そんな関係

上ですね、私は、ここで再度ですね、町長のお考えを伺いたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 髙橋議員が言われていますことは、町政に緊張感が足りないということを言

われているのだろうというふうに思います。私は、決してそのようなことはないというふ

うに自負しておりますけれども、しかし、そう議員の皆さんに思われるということは、ま

ことに私の先ほど申し上げましたけれども、不明のいたすところだというふうに思ってお

ります。今後とも、我が身を顧み、また、身を引き締めながら町政の運営にあたっていき

たいというふうに思っております。管理職、職員含めて、浦幌町役場一体が一致団結しな

がら、町民の皆さんのためのまちづくりに、今後励んでいきたいというふうに思っており

ますので、今後とも、またご理解、ご指導いただきますよう心からお願い申し上げたいと

思います。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 
 6 番、差間議員。 
○差間議員 今、髙橋議員の方から質問ございました。私は、それを再度というわけでは

ございませんが、似通った点が出ると思います。まず 1 点目は、選考基準、9 名の方がそ

れぞれ決まった要領に従って、聞き取り調査を行った。その中で、今、副町長が謝罪して
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おりますけれども、その問題には触れません。本来ですと、この 9 名の方々が慎重に審議

をした、恐らく点数とか、私は中身についてはわかりません。5 点法か 10 点法か 100 点

法かわからない、そういう中で、選考委員長がその席で外した、この経過、それは大事な

用事があったと思いますし、新聞にも報道されております。 
 まず、ここでお聞きしたいのは、既にですね、このホームページに出ているわけです。

まちづくり政策課として、この中で選定理由の一つとして、経験と実績と出てますね。そ

れから、自主事業による創意工夫、こういうもろもろのものが出てます。選考委員の皆さ

んも恐らく知っていると思いますけれども、新しく応募、立候補させておいてですね、相

手の方、経験と実績ありますか。これ、ないのですよ。 
 その辺、いわゆる選考委員の皆さんはね、慎重審議したと出ていますけども、どの程度

慎重審議したか、まずそれから聞きたいと思います。この中で、点数制度がどういうふう

にやったのですか。それからまず聞きたい。 
○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 10 月 31 日に選定委員会が行われました。浦幌町パークゴル

フ場及び浦幌町森林公園の指定管理者の候補者の選定に伴う聞き取り調査が行われたわけ

なのですけれども、1 時 30 分から指定管理者候補者の決定についてを議題に、選定委員会

の中で、申請結果、審査方法を点数方式で行って総合点数で決定する旨の確認をさせてい

ただきました。 
 午後 3 時から午後 3 時 30 分まで、有限会社澤口様の聞き取り調査を行いました。その

後、3 時 30 分から有限会社レアス様の聞き取り調査を行いました。その後、委員により評

点が行われまして、総合的に有限会社レアスさんが安定的な経営ができるということで、

指定管理者の候補者として選定させていただいたところでございます。 
 点数につきましては、先ほど、お話にありましたけども、5 点、10 点で、全体で 50 点

満点で点数をつけさせていただいております。まず選定基準の 1 として、利用者の平等の

利用の確保及びサービスの向上が図れるものであること、というところで 2 項目ございま

して、1 として利用者の平等な利用の確保、それが 5 点でございます。 
 それから 2 として、利用者に対するサービスの向上ができているか、それが 10 点でご

ざいます。それから、選定基準の 2 といたしまして、公の施設の効用を最大限に発揮する

ものであることということで、審査項目につきましては、施設の効用を最大限に発揮でき

るかということで、これも 5 点満点でございます。選定基準の 3 番目といたしまして、公

の施設の適切な維持及び管理にかかわる経費の縮減が図られるものであること、というと

ころで、ここは、審査項目は一つでございますけれども、施設の適切な維持及び管理とい

うことで 10 点満点でございます。 
 続きまして、4 項目めですけれども、公の施設管理を安定して行う人員、資産その他の

経営の規模及び能力を有しており、または確保できる見込みがあること、ということで、
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管理を安定して行うための経営規模及び能力等ということで、ここは 10 点満点でござい

ます。 
 5 番目として、施設における住民の声が反映される管理が行われることということで、

ここは 5 点満点でございます。あと危機管理対策ということで、5 点満点ということで合

わせて 50 点満点で点数をつけさせていただいております。それを集計して、総合的に判

断させていただいております。以上でございます。 
○田村議長 6 番、差間議員。 
○差間議員 質問 3 回しかできませんから、私もいろいろ考えて質問しなければならない

のですが、しかしですね、この開かれた町、いわゆる浦幌町のまちづくりのいろいろなこ

とで絡んでいますから、質問をしたいと思います。 
 問題はですね、この副町長が選考委員長が中座した、そういうのはね、私いいと思うの

ですよ。先ほど言いましたように、必要ですから、町長がいなかったから出ただけで、町

長がいれば、やはりこれ問題なかったわけですから、しかしですね、この公の施設、いわ

ゆる今まで 3 年が 5 年となって、5,000 万円台の大事な財源ですから、やはり、過去 3 年

の経過の中で、選考委員の皆さんが継続だと、頭にあったのではないですか。そうでなけ

れば、こういうなね、いわゆる選定理由出てこないのですよ。頭からそういうつもりだっ

たのじゃないですか。 
 これはね、本来だったら、一人ずつの選考委員の意見聞きたいところですけど、時間が

ありませんから省きますけども、こういうふうに先ほども言っていますけど、新聞紙上、

いわゆる 3 回もこの問題取り上げていて、これ町民の同意得られると思いますか。 
 私はね、はっきり言ってこの問題に対しては、不信感持ちますよ。1 年に 1,000 万円台

ですから、5 年で 5,000 万ですよ。私は、そこで新しく参画をしようとした関係者が簡単

に外されちゃっているのですよ。さっきも言いましたように、インターネット、もう既に

決定したことが載っているのですよ。これ、今日が決まるはずですよ。それがもう既にイ

ンターネットで出ているということは、どういうことなのですか。じゃあ決定事項でしょ。

その辺どうでしょうか。 
○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 町のホームページに今回の項目について載せてございますけ

れども、それはあくまでも候補者の決定ということでございます。下の方の段にですね、

候補者は議会をもって決まるということが書かれていると思うのですけれども、そのよう

な形の中で、やはり情報は公開しなければいけないということが前提ですので、そのよう

にさせていただいております。以上でございます。 
○田村議長 6 番、差間議員。 
○差間議員 このホームページというのは、今、ほとんどどこの町村でも出ていますから

ね、内容はすぐつかめるのです。しかし、こういうふうに 2 社あった場合ね、やはり、選
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考委員の皆さんはね、おそらく新聞等で言われているように、それぞれ立派な文章をつく

って出していると思うのですよ。 
 ただし、今言ったように 1 社の方は、経験がないのですから、片方は 3 年の経験がある

わけです。ですから、3 年前、指定管理者制度を設けた時に、当時誰も立候補なかったで

すよね。それが今の 3 年間やった、この業者がやってきたと、ですから、予算関係もその

3 年前のそのまま、恐らく踏襲しているのでしょ。そうでなかったら、こんなばかな数字

出てこないと思います。 
 私は、3 年前にこの程度で管理できるのかと、最後にこの予算の出し方、それともう一

つ、このまま町民に納得いくようなことをできるかどうか、私は得られないと思いますよ。

町長は、新聞でこのままやると言っていますけれども、私はね、これ町民不在です。その

点、2 点だけ最後に聞いておきたいと思います。 
○田村議長 お諮りをいたします。 
 答弁調整のため、ここで暫時休憩を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。 
 暫時休憩いたします。 
 

午後 ３時１２分 休憩 
午後 ３時１３分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 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 指定管理者の公募を行っておりますけれども、基本的に、町

内に事務所を有することが応募要件になってございます。過去は、町の直営で人的委託で

すとか、賃金で管理運営されておりましたけれども、近年、指定管理者制度導入すること

により、行政指導ではなし得なかった収益上の拡大など、民間の活力をベースにした効率

的な運営が図られるようになってきました。 
 経済が低迷している中で、新規に指定管理者に応募を考えている方も多いと思います。

それぞれ、施設管理に対応できる技術力、人的確保が応募要件になっております。先ほど、

差間議員がおっしゃっていましたけれども、経験と実績からということで、実績を重んじ

たのかということおっしゃいましたけれども、選定基準、また採点基準の中にですね、そ

れはほんの一部のことでございまして、施設の適切な維持管理、それから施設の効用を最

大限に発揮するとか、そういう点で必要な関係が大きく評価の対象になりまして、そうい

う形になってきておりますので、ご理解していただければなと思います。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 
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 9 番、阿部議員。 
○阿部議員 今の質問に対するお答えが出たのでありますけれども、私なりの観点で少し

疑問だなと思うことを 1、2 点言わせていただきます。まず情報公開の件について、まち

づくり政策課長がおっしゃったのですけれども、今日、本日のこの議会の後でしたら、私

は課長の言われたことはオッケーだと、これがある前に、あたかもというような情報とい

うのは、私はまずかったのではないかなというのが 1 点、それから、先に経験とか何とか

という状況がありますけれども、わかります。 
 でも、実はですね、同僚議員がこういうもの、実績状況というものいただいております。

この中で、やはりそのマイナスというものがあります。利用者だとか利用料というもので

すね。この辺のところが、実績の経験としてはどうなったのかなというのが 1 点、それか

ら、先日のこの件に対するお答えの中に、3 年を 5 年にした、どうだったのだろうという

質問があったと思うのですが、自分もなぜ 3 年から 5 年なのだろうということがあって、

お答えの中で、そういう指定管理者の規定の中に 3 年から 5 年でいいのだよという規定が

あるという、単にそのことだけという感じだったものですから、同僚議員の質問の中でで

すね、それだけではちょっと私は物足りないなというふうに思ったので、その 3 点につい

て、まずは聞かせていただきたいなと思います。 
○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 先ほどのホームページに掲載したという件について、お答え

したいと思いますけれども、今般、いろいろと指定管理をやる関係でですね、数年前に指

定管理の指針がつくられております。その中でですね、基本的に候補者が決定した時には、

速やかに周知しなければいけないという項目もありまして、そういう中でですね、あくま

でも候補者としてという形で紹介させていただいているということですので、中には、先

ほども申しましたけれども、議決されて決定する形になっておりますので、ご理解してい

ただきたいと思います。 
 それから、第 2 点目の 3 年から 5 年へという形の、先ほどもちょっと説明させていただ

きましたけれども、先般の議会の中でもやはり雇用の確保、雇用の延長というようなお話

も出ておりました。やはり、そういう中で、今まで 3 年終わりまして、こちらの方も指定

管理者に係わる事業内容等もだんだん理解できておりますので、それとあわせて、雇用の

確保、継続性ということを考えなければいけないということで、3 年から 5 年へシフトさ

せていただいた経緯でございます。以上でございます。 
○田村議長 産業課長。 
○前田産業課長 実績の資料の関係かなと思いますけれども、この実績につきましては、

対 17 年度の指定管理者以前の町で委託をしていた時の見込みと、それから指定管理者に

なった時の 3 年間の実績でございまして、これについては、この 3 年間の営業の中で、そ

れぞれ減になったり、増になったりしている内容でございまして、それ以上の特別なもの
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はないということで、指定管理者選定委員会の時には、この資料は出しておりませんので、

これについては、私はこの時点で出していないので、判断材料にはなっていないのかなと

いうふうに思います。 
○田村議長 9 番、阿部議員。 
○阿部議員 私が何を言いたいかというのは、大体想像つかれると思うのですけれども、

まず先ほど言った、インターネットの件なのですけれども、やはり候補者だけだったらい

いのですけど、採点基準まで出ていたと、採点の結果まで出ていたというのは、私はちょ

っといただけないというふうに思います。 
 それから、やはり先ほど、差間議員の言われた、同僚議員の言われた中で、経験という

ものを重視するのだったら、やっぱりね、やっていただいた、こういう努力をしたけどこ

うだったというのがやっぱりあったとしたら、その辺もはっきりしていただきたいという

のがあります。決して努力されていないという意味ではございません。今、こういう事情

ですから。そういう中もいろいろ踏まえた中でね、やはり、選定の中では私ははっきりし

ていただいた方がよかったのではないかなと考えます。 
 それから、先ほど、3 年、5 年の説明いただいたのでありますけれども、以前、委託で

委託が変わった時、その時の事情を思い出していただければ、業者の頭の人が変わっても

そこで作業をされている方は変わらなかったというような事情があるのかなと、特に浦幌

の場合は。 
 ですから、私はね、あんまりそのことに対してですね、こだわる必要はないのではない

かと。お互いにね、今、ない仕事でございますのでね、できれば、これでも同僚議員のい

ろいろ質問あった中で、少しでもわけながら作業は進めるべきではないのかなということ

です。ただ、その中で、次の段階に踏まれる中で、次の事業が出てきたらその経験を生か

していただいて、次の指定管理者なりにつないでいただくということで、やはり少し、拡

大の意味では、今回ちょっと私は軽率だった判定かなと、私自身は思います。以上です。 
○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 まず、先ほどのホームページ上の云々というお話でしたけれ

ども、この中身が恐らく出ていたと思うのです。同じものだと思うのです。この中には、

採点ですとか、点数等は書いてございません。あくまでも、管理料の上限額等は書いてご

ざいますが、それから、選定の決定につきましては、読み上げたいと思いますけれども、

町では、上記のとおり、選定委員会から報告された審査の経過及び結果に基づき、有限会

社レアスを指定管理者の候補者として選定し、平成 20 年第 4 回町議会定例会に指定管理

者の指定について、議案を提出することとしています。 
 あくまでも候補者のという形のとらえかたでございますので、ご理解していただきたい

と思います。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 質疑なしと認めます。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより議案第 93 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 93 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第４ 議案第９４号 
○田村議長 日程第 4、議案第 94 号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 
 説明を求めます。 
 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 議案第 94号 浦幌町公の施設の指定管理者の指定について。 
 浦幌町公の施設の指定管理者を次のとおり指定する。 
 平成 20 年 12 月 1 日提出、浦幌町長。 
 記、1、公の施設の名称及び位置、名称、浦幌パークゴルフ場、位置、浦幌町字帯富 260
番地の 1、上浦幌パークゴルフ場、浦幌町字宝生 169 番地の 1、厚内パークゴルフ場、浦

幌町字厚内 9 番地の 1、2、指定管理者の住所及び氏名、十勝郡浦幌町字万年 353 番地、

有限会社レアス、代表取締役竹田悦郎、3、指定期間、平成 21 年 4 月 1 日から平成 26 年

3 月 31 日まで。 
 公募の結果、応募者は 1 団体のみでございました。いくつかの提案内容を相互に比較・

検討して、より優れた提案者を選定するという手続きがとれませんでしたが、審査基準に

従い、また聞き取り調査を実施しながら、十分な審査を行った結果、次のとおり選定いた

しましたので、よろしくお願いいたします。 
 選定委員会は、平成 20 年 10 月 31 日に行いました。指定期間、審査内容、選定基準に

ついては、森林公園と同じですので省略させていただきます。選定の結果として、浦幌パ

ークゴルフ場、上浦幌パークゴルフ場、厚内パークゴルフ場の指定管理者候補といたしま

して、浦幌町字万年 353 番地、有限会社レアス、代表取締役竹田悦郎氏を選定させていた

だきました。管理料の提案額は、5 カ年で 5,777 万円となり、募集要項で示した上限額 5,777
万 1,000 円と 1,000 円の減でございました。 
 選定の理由につきましては、主要業務の芝管理体制につきましては、熟練経験者を置き、

コース施設等、常にベストな状態を保つ体制が取られている。利用者に対するサービス向
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上では、コース内での休憩所の設置など新たなサービスを提供する提案内容となっている。

職員の教育指導体制及び管理体制（危機管理を含む。）では、各種講習会への参加により労

働安全衛生法による安全衛生教育修了証や普通救命講習修了証を取得するなど常に安全な

施設管理に努めようとする体制が評価されました。 
 利用促進の方策としては、パンフレットを作成して町内外の観光協会や十勝川温泉、Ｊ

Ｒ北海道等に利用を呼びかけていくことや町内の各種団体・会社等への呼びかけなど意欲

的な提案内容となっております。これまでの事業経験と努力する姿勢、意欲がうかがえ、

安定した管理運営が期待できることから候補者として適切であると判断いたしました。 
 以上でございます。ご審議方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。質疑ありませんか。 
 3 番、福原議員。 
○福原議員 パークゴルフ場の指定管理者の導入後の実績、それと直営の最後の実績をい

ただいております。この中で、利用者の数が出ております。整合性をちょっと私が見たと

ころでないというのか、ちょっとわからないところがありました。 
 例えば、シーズン券、17 年度 6,846 人、それと 20 年度 7,848 人ということになってい

ます。シーズン券を利用した方の数であろうと思います。浦幌町民の町内のところに、人

口より多い人数が掲載されております。 
 利用料金として、17 年度で 63 万ということになっておりますが、これでありますと、

120 人くらいのシーズン券が販売されたのかなというふうに思っております。17 年度は、

170 万ばかりありました。20 年度は、人数的には増えておりますが、153 万 7,000 円とい

うことで、非常に年々ちょっと下がってきたり、上がってきたりということで、これから

の過去の実績を踏まえていきますと、21 年度から 5 年間はどのようになっていくのかなと、

非常に危惧されるわけであります。 
 先般、利用料金の見込み額として 150 万以上の見込みをみているという報告がありまし

たので、その辺について、今後もし 5 年間の間に利用料金が下がっていくようなことがあ

って、いろいろと問題が生じた場合は、誰が責任をとってどのような措置をしていくのか

伺っておきたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 教育次長。 
○亀山教育次長 パークゴルフ場の指定管理者制度導入後の実績について、資料をお渡し

しておりますが、この中で今お尋ねの件は、シーズン券の利用者数のところでの整合性、

また、これが利用料金とどのような関連性があるのかというお尋ねでございますが、シー

ズン券につきましては、利用者数につきましては、シーズン券を提示して入場した方の数

でございます。これは当然、開場期間中は、一度 5,000 円のシーズンを買っていただけれ

ば、何日来ていただいても結構なわけですから、当然、売りさばいた枚数よりも多く、頻

繁に来られる方もおりますし、買っても一度か 2 度という方もいらっしゃるかもしれませ
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ん。これはお買い求めいただいた方の、それぞれの事情であるというふうに思います。 
 ですから、平成 17 年度にはシーズン券での入場者が 6,846 人であったものが、平成 20
年度、今年度ですね、今年度は 7,848 人ということで、1,200 人伸びました、ということ

の 1,200 人伸びております。 
 ただ、1 日券での施設をご利用される方につきましては、平成 20 年度が 2,064 人という

ことで、3 人の増加でした。ということで、対平成 17 年度とですね、そのようになってい

るというふうに見ていただきたいと思うのです。 
 それと利用料金の関係につきましては、平成 17 年度は 63 万円でしたが、これが平成

20 年度 69 万 5,000 円ということで、6 万 5,000 円の増ということでございまして、これ

が平成 19 年度は落ち込んでおりましたけれども、平成 20 年度につきましては、非常に販

売と言いますか、指定管理者の方でですね、事業所をまわって販売促進をしているという

ことの表れかなというふうに、成果かなというふうに思います。 
 また、やはり利用者数の中でもですね、平成 19 年度よりも平成 20 年度の方が非常に人

数増えてございます。それは、なぜかと言いますと、指定管理者の方で町内、そして町外

の方含めてですね、区切りごとにですね、地場のふるさとのセットというふうな形の中で

ですね、地場産品を送ってですね、1,000 人単位という形の中でですね、利用者に対して

還元しているということがありまして、やはり平成 20 年度については、利用者が伸びた

というふうなことだと思います。 
 これは指定管理者の方もですね、やはり平成 19 年度の反省からその辺についての方策

として考えられたということで、新たな発想ではないかと。これは行政機関であれば、そ

ういうふうな柔軟な発想、アイデアというところでは、なかなか難しいところですが、そ

の辺の柔軟な発想ができるというのが、その民間の業者のよいところではないかというふ

うに考えております。 
 また、もう 1 点でございますね、指定管理料の利用料金収入見込みが年間 155 万円とい

うことで、前回の 3 年間よりも 20 万円減っていると、この収入見込みがこの 155 万円よ

りも減った場合の責任は、どうとるのかというお尋ねでございますが、その責任につきま

しては、町としては過去 3 年間の状況を見て、やはり 175 万円では無理があったのかなと

いうこともありまして、155 万円、前回の 3 期の平均的な金額、これによりまして算出し

たのが 155 万円でございます。 
 ですから、これよりも上回って収入を上げていただくのは大いに結構なことですし、仮

に下回ったとしてもそれは指定管理者の方での、実績として出ているわけですから、それ

は 3 年間の実績がある以上、それは当然確保できるだろうという考え方で積算しておりま

す。その点よろしくお願いします。 
○田村議長 他に質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 質疑なしと認めます。 
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 討論はありませんか。 
〔「なし」の声あり〕 

○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより議案第 94 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 94 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎日程第５ 議案第１０７号 
○田村議長 日程第 5、議案第 107 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 107 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 6 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 4,420 万円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ 54 億 7,273 万 8,000 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

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 12 月 2 日提出、浦幌町長。 
 今回のこの補正につきましては、地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金制度により、

本町においては、3,000 万円が国から交付されることから、町の地域活性化、雇用の場の

確保等、有効利用等を考え、単費 1,420 万円を加え、4,420 万円にて事業実施を行う補正

をするものであります。 
 この事業の経過につきましては、平成 20 年 8 月 29 日、安心実現のため緊急総合対策に

関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定、10 月 16 日、国の補正予算によ

り可決、地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金制度が創設されております。10 月 27
日には、十勝支庁より交付見込み額の情報提供、本町におきましては、3,000 万円が内示

されております。 
 10 月 29 日、地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金制度について、役場内の全課に

周知をしております。11 月 4 日、交付金制度に関する役場内の課長会議を開催し、要望を

とりまとめております。11 月 14 日、庁内の課長会議において、交付金要望状況の確認を

行っております。11 月 17 日には、総務省へ地域活性化・緊急安心実現総合対策実施計画

書を提出して、現在に至っております。 
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 今後のスケジュールにおきましては、今月の中過ぎに内示の予定、12 月の 17 日ころに

は、交付申請の提出期限がくる予定となっております。また、今月の末にかけては、大臣

から都道府県の内示通知、また、都道府県から市町村への内示通知が予定されております。 
 それでは、補正の内容を説明いたします。2 ページをお開きください。 
 第 1 表は、省略いたします。3 ページをお開きください。 
 歳入歳出補正予算事項別明細書の総括は、省略させていただきます。4 ページをお開き

ください。 
 2、歳入、9 款 1 項 1 目地方交付税 1,420 万円を追加し、33 億 404 万 7,000 円、普通交

付税の追加であります。 
 13 款国庫支出金、2 項国庫補助金、4 目総務費国庫補助金 3,000 万円を追加し、3,073
万 5,000 円、これにつきましては、地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金の追加であ

ります。 
 3、歳出、4 款衛生費、2 項清掃費、1 目塵芥処理費 820 万円を追加し、8,496 万 2,000
円。 
 7 款 1 項商工費、1 目商工振興費 600 万円を追加し、9,883 万 4,000 円。 
 8 款土木費、3 項河川費、1 目河川管理費 3,000 万円を追加し、3,986 万 4,000 円、この

内容につきましては、それぞれ説明資料の 3 ページ、4 ページに記載しておりますので、

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。質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 質疑なしと認めます。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 討論なしと認めます。 
 これより議案第 107 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 107 号は、原案のとおり可決されました。 
 
     ◎休会の議決 
○田村議長 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 12 月 8 日は、議事の都合により休会いたしたいと思います。

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。 
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 よって、明日 12 月 8 日は、休会することに決定いたしました。 
 再開は、12 月 9 日、午前 10 時といたします。 
 
     ◎散会の宣告 
○田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ３時４２分 
 


