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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。 
 12 月 8 日午後、第 4 回町議会定例会本日 13 日の運営について、正副議長の出席をいた

だき、委員全員出席のもと議会運営委員会を開催し、協議をいたしましたので報告いたし

ます。 
 本日の日程は、一般質問のみであります。 
 一般質問は、髙橋利一議員、森秀幸議員、岸田武雄議員、差間勝男議員、二瓶隆議員、

中尾光昭議員、野村俊博議員、河内富喜議員の 8 名より、10 項目についての通告がなされ

ております。 
 質問順につきましては、通告順に指名されるよう議長に申し入れておりますので、よろ

しくお願いいたします。 
 なお、本日は、年 1 回の日曜議会とし、より多くの町民の皆様に理解を得るために開催

するものです。質問者は、わかりやすい質疑を心がけていただきますよう、お願い申し上

げますとともに、活発なる議論を期待しております。以上、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 本定例会におきまして、浦幌パークゴルフ場運営について質問いたします。 
 町民が慣れ親しんでいるパークゴルフは、幕別町が発祥の地として全国に広まっている

状況であります。このことは、昭和 62 年 8 月 22 日国際パークゴルフ協会が設立され、日

本全国に 299 コース設置されているところからも見ることができます。 
 浦幌町のパークゴルフ場は、平成 6 年 6 月 1 日にオープンし、平成 17 年 12 月 15 日に
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は、国際パークゴルフ協会認定コースとしても公認されました。 
 総面積は 56,261 平方メートルの広大な敷地を持ち、センターハウスを中心に、南につ

つじ、ななかまど、あおさぎの 3 コース、北にはまなす、もみじの 2 コース、合わせて 5
コース 45 ホールのビックコースを所有し、大自然の中で老若男女がプレーを楽しんでい

るところでございます。 
 利用者の状況を見ますと、平成 20 年度が 11,826 人、今年度が 10,486 人と 1,340 人減

少しておりますが、ほぼ横ばい状態であり、オープンして 15 年、公認コースとして 4 年

経過、利用者も道東一円から愛されるパークゴルフ場として定着してきております。 
 しかしながら、地元プレーヤーの皆さんからは、より快適なコースづくりの声が聞こえ

ております。そこで、施設所有者である町として、どのような考えをお持ちか、次の 3 点

について質問いたします。 
 1、休憩所設置について、センターハウスを中心に北側 3 カ所、南側 3 カ所、6 カ所にあ

るが、すべてコースの途中にあり、夏の炎天下、雨降り、先客のプレー待ち等を考えると

出発地点における設置が必要であり、プレー中におけるプレーヤーの体調管理面からも必

要と思うがいかがか。 
 2 点目、冠水対策について、今年 6 月～7 月の降水量は、平年を上回る 500 ミリに達し、

冠水するコースが続出した。特にななかまど 9 番、あおさぎ 9 番、つつじ 2 番等付近がプ

レーできず、赤旗が続出した。対策として、暗渠、明渠、水中ポンプによる排水等が考え

られるが、どのような方法で対策を行ったか伺います。さらに来年に向けての対策は。 
 3 点目、立ち木保護について、コース内にある立ち木が芝刈りが原因かどうかわからな

いが、根回りが刈り取られている状況である。立ち木保護の方法について、どのような指

導をしているか伺います。 
 以上、3 点について伺います。 
○田村議長 答弁願います。 
 教育委員長。 
○岡崎教育委員長 髙橋議員のご質問にお答えいたします。 
 浦幌パークゴルフ場の運営についてでありますが、浦幌パークゴルフ場は、町民の皆様

方が心身の健全なる発達とスポーツ、レクリエーション活動の普及振興を図るとともに、

健康で文化的諸行事の用に供するため、平成 6 年 6 月に南側につつじ、ななかまど、あお

さぎの 3 コース、そして翌年 6 月に北側にはまなす、もみじの 2 コースが完成し、計 5 コ

ース 45 ホール、総面積 56,261 平方メートルの規模でオープン以来、町民はもとより町外

からも多くのパークゴルフ愛好者の方々にご利用いただいているところであります。 
 この間、平成 18 年 4 月からは公共施設の管理・運営を民間事業者に開放し、サービス

の向上や経費節減を目的として指定管理者制度を導入し、3 年間経過後の平成 21 年 4 月か

らは、指定管理期間を 5 年間として、スポーツ・レクリエーション活動の普及振興を図る

とともに、町民の心身の健全な発達に資するという基本的な考え方に基づき、現在、有限
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会社レアスに管理運営をしていただいているところであります。 
 さて、ご質問の 1 点目の休憩所の設置についてでございますが、休憩所は、現在センタ

ーハウスを中心とし、南側コースに 3 カ所と、北側コースに同じく 3 カ所の計 6 カ所に設

置しております。 
 盛夏の気温は、時には本町においても 30 度を超える真夏の炎天下でのプレーや思いも

よらない天候の変化による急激な降雨など、広大な敷地でのプレーには休憩所の設置が必

要不可欠な施設であり、多くのプレーヤーの方々にご利用いただいているところでありま

す。 
 新年度中には、混み具合によってはコースのスタート地点におけるスタート待ちや体調

を整える場所も必要となることから、現在設置しております 6 カ所のうち 3 カ所をスター

ト地点に移設をしたいと考えております。 
 まず、つつじコース途中にあります休憩所を、つつじコースの 1 番スタート付近へ移設

し、北側のはまなすコース途中にあります休憩所をはまなすコース 1 番スタート付近へ移

設します。また、はまなすコース途中にあります休憩所をもみじコース 1 番スタート付近

へ移設をして、プレー中に休憩を挟み体調管理をしながら、また、休憩を挟むことで見知

らぬ町内外のプレーヤー同士に会話が生まれ、スポーツを通じて多くの知友人を得ること

が期待されると考えております。 
 2 点目の冠水対策についてでございますが、ご質問の中にもございますが、本年の降水

量は平年を上回る記録的な雨天の日が続き、悪天候とコースコンディションが悪いために

パークゴルフ場につきましては、18 日間のクローズを余儀なくされ、日々パークゴルフを

楽しみにされていたプレーヤーの方々にとっては、とても残念なシーズンであったことと

思います。 
 しかし、この記録的な悪天候とコースコンディションではありましたが、少しでも多く

のプレーヤーの方々にご利用いただくため、指定管理者においては、冠水対策として、雨

量が多くバーベキューハウス裏の側溝の滞水を水中ポンプを用いて排水路までのポンプア

ップによる排水を行っていただきました。 
 また、つつじコース 2 番ホールから 3 番ホールにかけて、砂防ダムから流出して排水路

に堆積した土砂を取り除くなど、その時々の状況に応じて的確な対応を取っていただいて

いるところでございます。 
 さらに新年度に向けての対策として、指定管理者においては、今シーズン終了後に、芝

生の枯れたななかまど 9 番ホール周辺に目土の散布を行うとともに、ななかまどコースと

つつじコースに東側に向け 2 本の暗渠を実施していただきました。また、ななかまど 6 番

から同 9 番ホールにかけて東側山沿いの側溝が埋まり浅くなっておりましたので、床浚い

約 300 メートルを既に実施していただいております。 
 また、新年度のシーズン中についても指定管理者において、降雨により雨水が多くなっ

た場合につきましては、山沿い側溝に溜まった雨水のポンプアップによる排水を本年度同
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様に実施していただくよう打ち合わせを行っているところであります。 
 次に、ご質問の 3 点目の立ち木の保護についてでございますが、コース内の立ち木につ

いては、ボールの衝撃から立ち木を保護するために管を取りつけ、立ち木周辺の芝刈りに

よって根元を痛めないよう土盛をして植えるなどの工夫をして最大限の保護をしていただ

くなどの指導に努めているところであります。 
 最後に、今年度から 2 カ年の計画で浦幌パークゴルフ場の改修工事を実施しております

が、今年度において実施したセンターハウスの屋根・壁塗装に続き、新年度は、釧路産炭

地域基盤整備事業（旧基金）助成金の活用を視野に入れて、冠水被害の発生が多い、なな

かまどコースの 9 番ホール周辺を含めて南側に 3 カ所の暗渠を施工するとともに、パーク

ゴルフ場内の排水路の土留めをしている枕木が腐食していることから排水路全般の改修工

事を検討して参りたいと考えております。 
 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 広報誌うらほろ 12 月号に、町長室からのページで岩手県洋野町、旧大野村、

模範牧場を通じて提携された町でございます。本州最大のパークゴルフ場 100 コースを誇

る洋野町が浦幌町を見本に施設整備を始めた。先進地としての面目は保たれた思いをした

と、水澤町長が洋野町を初めて訪問した感想を書かれていたわけでございます。 
 町民の皆様もですね、この広報誌うらほろ 12 月号を見ました中に、非常に感銘された

思いだと思います。岩手県というのは、東北 6 県でございますけれども、さらにその上を

いく本州方面の最大のパークゴルフ場です。これは何にそれだけの浦幌町に縁があるのか

というですね、そういうこともしばしば考えるところがあるわけでございます。 
 そんな中で、私は、休憩所設置についてでありますが、北側はまなす 1 番、もみじ 1 番、

南側つつじ 1 番、3 カ所の出発地点に移設を確認しましたが、改修時期は来年のオープン

前に移設可能か伺います。 
 次に、2 点目の冠水対策についてでございます。 
 本年 11 月 3 日以降の閉鎖後、指定管理者については、誠心誠意コースづくりに努力さ

れていることを確認したが、来年オープン後に釧路産炭地域基盤整備事業助成金の活用を

視野に入れて暗渠を施工する予定と答弁があったが、具体的な計画時期を伺いたい。 
 さらに 3 点目、立ち木保護についてでございます。 
 十勝管内には、19 市町村既にパークゴルフ場が設置されプレーを楽しんでいるが、立ち

木保護をそれぞれがコースにあった工夫がされている。金網またはプラスチック製の網、

チップ材による保護等があります。コース内の木の幹部分が草刈り機、刃に直接当たらな

い方法がとれれば、解決できる一つの方法と考えます。協議し、研究願いたい。 
 さらに、来年 22 年にコース内への木を植える考えはあるか、あるとすれば何本くらい

予定しているか。浦幌パークゴルフ場がオープンして 15 年経過する中で、数多くの木が

枯れて姿を消している。木への愛着、親しみ、愛情を持って取り組んでほしいと思います。 
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 以上のこのことについてどのように考えるか、伺いたい。 
○田村議長 答弁願います。 
 教育次長。 
○亀山教育次長 ただいま再質問がございました、1 番目の休憩所の改修時期についての

ご質問でございますが、これにつきましては、来シーズンオープン前の早い時期にという

ことでございますが、4 月 29 日ごろのオープンということを考えますと、まだしばれが残

っている時期に施工しなくてはならないというふうなことから言いますと、その後コンク

リートを打ってということの中で考えると、非常にオープン前の早い時期については、そ

の後不等沈下、浮き沈みがあったりして、せっかく設置したものが傾斜などあっては困る

ということから、オープン前の早い時期の施工については非常に無理があるものというふ

うに考えております。 
 また、シーズンの早い段階にということも考えられますが、これにつきましても、もう

既にオープンしますと、多くのプレーヤーの方がいる中での施工ということで、またコー

スを閉めた上で施工するということになりますと、指定管理者の方の営業に対しても影響

が出るものと思われますので、その辺につきましては、関係する団体及び指定管理者とも

十分協議をした上で、慎重にその施工時期については、判断していきたいというふうに考

えております。 
 2 点目にですね、暗渠の施工時期についてのお尋ねでございますが、この暗渠の施工時

期につきましても、釧路産炭地域基盤整備事業が適用されるというふうな状況になった時

において、初めて施工できるものと考えております。 
 その施工時期につきましては、やはり早い段階でということも考えられますが、指定管

理者の営業のこと、また利用料等に収入についても大きく関係するわけでありまして、関

係団体や指定管理者とも十分協議をしていかなければなりませんが、教育委員会として現

時点で考えているスケジュールとしましては、来年 10 月に北側の 2 コースをクローズ、

閉鎖しまして、排水路の上流部にあたります北側の 2 コースから順次進めて、排水路の整

備を行い、そして 11 月 3 日のクローズ後に南側のコースについて排水路の整備とあわせ

て暗渠を 3 カ所ほど行って、雨水のたまったものが早く排水路の方に吐けるような形で考

えていきたいというふうに考えております。 
 次に、3 点目の立ち木保護の協議研究と木を植えるとしたら何本なのかというお尋ねで

ございますが、立ち木の保護の関係について、教育委員会と指定管理者において来年度管

内のパークゴルフ場を視察した上で、その立ち木保護の対策についてのお話を伺いながら、

現場も見ながら調査研究を進めていき、それを浦幌パークゴルフ場にも生かしていきたい

と考えております。 
 また、植栽については、町民の方から寄贈の申し出があるというふうに指定管理者から

伺っております。その本数につきましては、松、しゃくなげ、おんこなど約 50 本という

ふうに伺っておりますので、これらの木を植えた後ですね、適切に管理していただきなが
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ら木に愛情を持った中で管理をしていただくというふうなことで考えております。以上で

ございます。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○髙橋議員 今ですね、次長のお話の中で納得いく状況があります。 
 考えてみますと、我が町浦幌町もですね、開町 110 年という記念の年を刻んだわけでご

ざいます。町民と一同にですね、この 110 年という歴史を刻んだ中に、ひときわ思いをは

せるのは、我が町はご存じのように、明治 6 年岩手県人の西田小次郎が開拓の父と言って

も過言ではございません。北に関寛斎、陸別ですね、あるいは隣町の豊頃に二宮尊親、そ

して十勝という中には、晩成社率いる依田勉三、こういったそれぞれの町にそれぞれの歴

史を刻んだ人たちがいるわけでございますけれども、そういう中で今明治 6 年から数えて

みますと、120 数年、もう 130 年近くなるのかなと思うわけでございますけれども、そう

いう中で、先ほど言いましたように、岩手県の洋野町が、なぜこの浦幌町にそれだけ思い

をはせてくれるのかなと、つくづくそんな意味で考えたわけでございます。 
 私は、そういう中で、先ほど町長が、町長室からの関係で言われたように、関東の要す

るに本州の中で一番大きいコースを持つ、その洋野町がなぜ浦幌町を見本にして、この 100
コースの整備をするのかということを考えてみますと、私はそういう中でも非常にウエー

トを置く形があるのかなと、このように思ってございます。 
 そういう中で、休憩所の設置、あるいは冠水対策、そして立ち木保護と伺ってきました

が、浦幌パークゴルフ場施設の充実は、いつも万全にしておくことが最善の考えと思いま

す。そこで、教育委員会の要でございます久門教育長にですね、これから職員、指定管理

者にどのような指導をしていくのか伺いたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 教育長。 
○久門教育長 ただいま髙橋議員からさまざまご指摘をいただきました。 
 岩手県洋野町のお話も伺いまして、ますます私ども責任を持って進めていかなければな

らないと考えているところであります。教育委員会といたしましては、利用者の皆様方が

楽しんでプレーをしていただく、そのためには安全・安心が第一番との考え方のもとに進

めて参りたいと考えております。 
 指定管理者の皆さん方と十分意思疎通を図りながら、プレーされる皆様方が、特にけが

とか事故が起きないように、マナー、あるいはルールを守っていただくとともにですね、

お互いに注意を喚起し合っていただく、そして整備事業の作業に当たります方々につきま

しても、事故未然予防に努めていただくように指導して参りたいと考えております。 
 特に指定管理者とのかかわりで申し上げますと、実績報告書、あるいは計画書等が上が

って参ります折には、教育委員会の職員と指定管理者と十分打ち合わせをさせていただき

まして、事故が起きることがないように進めて参りたい、そのように考えておりますし、

教育委員会の職員にもそのように強い意思を持ってですね、町民のために安心・安全を確
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保して参りたいと考えております。 
 ご承知のように、このパークゴルフ場は、生涯学習の一環といたしまして子供からお年

寄りに至るまで、この浦幌の広い青空のもとで元気よく明るい笑い声、響きこだまするよ

うな、そんなゴルフ場を目指して、教育委員会全力を尽くして取り組んで参りたいと考え

ておりますので、今後ともご意見、ご指摘を賜りますようよろしくお願いいたします。 
○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、4 番、森秀幸議員の質問を許します。 
 4 番、森秀幸議員。 
○森議員 私は、本定例会におきまして町内の人口の減少対策について、町長の考えを伺

います。 
 町の人口は、本年 11 月末現在 5,776 人であります。5 年前の平成 16 年同期と比較しま

すと 833 名の減少をみております。また、10 年前、平成 11 年になりますけれども、同期

には 7,245 人でした。10 年前と比較しますと、1,472 名が減少しております。これは管内

でも減少率が高い町であり、地域経済の活性化が失われている現状であります。 
 活力と魅力あるまちづくりを目指すためにも、人口減少の歯止めが必要と思いますが、

定住化対策など含め、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 森議員の質問にお答えいたします。 
 町内人口の減少対策についてでありますが、本町の人口は、住民基本台帳人口で昭和 34
年の 14,482 人をピークに減少を続け、昭和 55 年に 1 万人を割り、昨年 3 月末には 6,000
人を割り込んだところであります。 
 その後も若年層を中心とする人口流出に歯止めがかからず、ご質問のとおり 11 月末現

在の住民基本台帳人口では、5 年前と比べて 833 人の減少となっております。 
 また、昨年、厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所が行った平成 17 年の国勢調

査を基本とした 30 年後となる平成 47 年の人口推計では、少子高齢化による影響から大半

の市町村で人口減が進み、十勝管内では音更町が増加する以外は、各市町村とも減少する

結果となり、本町にあっては減少率が 55％と管内で一番高く、人口が半分以下に激減する

という衝撃的な数値でありました。 
 一方、浦幌町第 2 期まちづくり計画では、平成 12 年の策定時において少子高齢化及び

核家族化が顕著なことから、目標年度である平成 22 年度の人口は、6,000 人前後まで減少

すると推測しながらも基幹産業の基盤整備と体質強化により流出人口を抑制するなど、人

口の減少傾向を最大限抑制することを目指し、目標年度である平成 22 年度の総人口を

6,500 人と設定したところであります。 
 社会動態では、転出者が転入者を上回り、自然動態では、平成 6 年以降、死亡数が出生

数を上回り、平成 20 年にあっては自然動態で減少数が 63 人になるなど少子高齢化が一層
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進んでいるところであります。 
 人口の減少は、消費購買力の低下や税収等の減収を招くばかりではなく、住民生活や行

政運営に支障を来し、地域活力の減退にもつながることから、本町にとりまして大きな問

題であると認識しているところであり、町民の皆様にも将来に対する不安を抱いているこ

とと思われます。 
 今後においても、第一次産業を柱とする基幹産業の振興をはじめ、子育てに係る各種支

援、さらには雇用の場の確保など町民のための住みよい環境づくりが基本であると考えて

いるところであり、産業団体のご意見もいただきながら現状を把握し、共通理解のもと町

内人口の減少対策について検討して参りたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお

願いいたします。 
 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 ただいま答弁をいただきました。昭和 34 年のピーク時から見ますと、本当に

半分以上の減少をしている状況であります。また、社会動態、自然動態でも少子高齢化が

一層進行している状況だと思われます。行政としてもこのことにつきましては、さまざま

な角度から対応策を考えているようですけども、なかなかこのことが生み出せないのかな

というふうに思っております。 
 やはりですね、若者が多く住んでもらうことが一番理想なのかなというふうに思います。

答弁におきましては、第一次産業を柱とする基幹産業の振興、あるいは子育てにかかわる

各種支援、また雇用の場の確保など、ということで今後考えておられるということでござ

いますけれども、このことにつきまして具体的に、もう少し内容を詳しくお願いしたいと

思います。 
 また、管内の町村では、定住促進に対して、例えば、住宅を建てると新築の場合の助成

金、また改良の場合に助成金と申しますか、あるいは固定資産税等の考慮がなされている

町村もございます。本町におきましては、定住化、このことにつきまして町長はどのよう

に思っているのか、また定住化対策としての考えも町長自身から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 ただいまの質問にお答えしたいと思います。 
 現在までのまちづくり計画の中では、平成 22 年度の人口は 6,000 人前後まで減少する

と推測しながらもですね、基幹産業の基盤整備と体質強化により流出人口を抑制するなど、

人口の減少傾向を最大限抑制することを目的として、目標年度であります平成 22 年度の

総人口を 6,500 人と設定したところでございます。 
 この間、基幹産業の振興ということで農業関係につきましては、生産性及び効率的な営
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農作業の確立など、地域農業の発展、安定化を目指し、各種の土地基盤整備を実施して参

りました。また、農道網の整備、土づくりの促進、良質堆肥生産奨励ですとか、心土破

事業、それから農地利用の集積促進、担い手育成確保等も行ってきております。 
 また、第一産業の林業でございますけれども、人工林の造成、保育、間伐の促進、高性

能林業機械の導入促進、カラマツ材の利活用促進、林道網の整備、林業事業体及び後継者

の育成強化も図ってきてございます。 
 また、第一産業であります水産業の振興につきましては、地域水産物供給基盤整備とい

うことで、厚内漁港の整備、種苗中間育成、放流などによる栽培漁業の推進、それから沿

岸漁場の整備等も行ってございます。 
 それから子育てにかかわる支援事業につきましては、子育て支援センターの機能拡充、

放課後児童対策の充実、保育園の保育サービスの充実と第 3 子、第 4 子の保育料の無料化、

第 2 子の保育料の半額化、保育所等の通園費の補助事業等を実施してきてございます。 
 また、雇用につきましては、浦幌町の地場工業等振興条例ですとか、浦幌町中小企業振

興条例の制度活用をした支援として、施設の新設、または増設を行い、新たな雇用が生じ

た企業への雇用助成、あるいは運転資金並びに設備資金に対する融資のあっせんを行って

きており、さらには中小企業経営者向けの経営改善セミナーなどの開催も行ってきてござ

います。 
 そのような形で、雇用の確保のために施策が展開されてきておりました。このように、

人口減少を食い止めるべく、町民の皆様の生活や働く環境を維持するため、それぞれの部

局で各種事業が展開されてきておりましたが、少子高齢化の急速な進行により、自然的要

因のほか、公共事業の減少や国・道等の出先機関の廃止、林業の低迷や農業後継者不足等

による離農など、社会的要因により、人口減少に歯止めがかかっていない状況であります。 
 今後、役場内で各部局を横断的に人口減の協議の場を設け、今後の定住環境について検

討して参りたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 
 それから、先ほどの管内の各町村の住宅の助成、定住対策の関係でございますけれども、

それにつきましては、理事者の方から回答していただきたいと思います。以上です。 
○田村議長 町長。 
○水澤町長 森議員ご指摘のとおり、最初の答弁でも答えましたけれども、最近 5 年、6
年の人口減少につきましては、833 人の減少ということでありまして、この減少の中につ

いては、先ほど答弁したとおりであります。自然減よりも転出者が多いと、転入者より転

出者が多いということが大きな原因でありました。 
 ただ、この 2 年ほど転出者の数が減少傾向にありました。ただ、それに伴いまして、自

然減、少子高齢化が進んでいる中で、誕生より亡くなられる方が多いという中で、なかな

か人口減が止まらないということになっておりますけれども、最近の 6 年平均では大体

155 人の減少が続いておりました。 
 ただ、この 2 年ほど 120 名くらいの減少率になっているということでありまして、この
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要因につきまして、詳細に今後とも検討していかなければならないだろうなというふうに

思っているところであります。 
 統計数字はいろいろありますけれども、先ほど申し上げました、人口研究所の 55％の統

計のほかに、北海道で出している人口推計もございますけれども、いずれにしても、大き

な人口減が今、日本全体を覆っているという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。 
 議員ご指摘の新築改良の助成、また固定資産税等々によります対策についても、これも

他町村でやっているところでありますし、定住対策についても他町村で数々の取り組みが

なされているところであります。ただ、その効果がなかなか表れていないというのも実態

だというふうに聞いているところであります。 
 今後とも私どもとしては、今、第 3 期まちづくり計画を進めているところでありますけ

れども、この審議会でいただいているいろいろなご意見、また役場内でつくっている策定

委員会の意見等々を踏まえながら、今後有効な人口減の定住対策について取り組んで参り

たいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○森議員 いずれにいたしましても、人口が減少することによりまして、地域経済の活性

化、また消費購買の低下など、地域活力の減退につながっていくと思います。 
 先ほどの答弁ですと、役場内でこれにつきましては、今後十分に検討なされるというこ

とでございますので、どうか人口の歯止めが表に出るようにですね、ひとつお願いしたい

というふうに思っております。 
 また、差し当たり来年の 3 月には 2 校の学校が閉校になります。このことにつきまして

も、学校関係者の方々がまた減少していくということが目に見えているような状況でござ

います。一番理想ですけれども、先ほども発言しましたけれども、やはり、若い者が町内

に残っていただくと、そして雇用の場を提供してやると。これも一つの行政の役目だとい

うふうに思っております。このことにつきましては、今後とも十分なることを考えてです

ね、お願いをしたいというふうに思っております。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、11 番、岸田武雄議員の質問を許します。 
 岸田議員。 
○岸田議員 私は、本定例会においてディスポーザ排水処理システムについて質問いたし

ます。 
 近年、家庭から出る生ごみを粉 し、排水と一緒に配水管に投入するディスポーザにつ

いて、社会的関心が高まっております。高齢化社会におけるごみ出し労働の軽減など利便

性・快適性の向上やごみ減量化への期待が高まる一方、下水道への影響、また環境に及ぼ

す影響を懸念する声も聞かれます。 
 本町として、このディスポーザキッチン排水処理システムの下水道への接続により、ご
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みの減量化を図り、行政のごみ収集の効率化を進める有効な選択肢の一つと考えますが、

町長はいかがお考えか、所信をお伺いします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 岸田議員のご質問にお答えします。 
 ディスポーザ排水処理システムについてでありますが、近年、生活様式の変化や高齢社

会の到来により、ゴミ捨て労力の軽減などの利便性の向上、台所における衛生面の改善、

ゴミ集積場の環境改善、また、生ごみなどの有機性廃棄物の資源有効利用ができると期待

されるディスポーザの下水道への使用が求められるようになってきたところであります。 
 平成 12 年には、ディスポーザと排水処理槽から構成されるディスポーザ排水処理シス

テムが、建築基準法第 38 条の規定に基づく配管設備として認定され、下水道に接続する

排水設備として適当なものとして認められるようになりました。 
 この排水処理システムは、固体と液体とを分離し、排水だけを下水道に流すもので、生

ごみは、使用者が定期的に処理することになります。また、ディスポーザにはもう一つ別

のタイプがあり、各家庭の台所の排水口に取りつけ、生ごみを粉 処理して下水道へ直接

投入する単体ディスポーザと呼ばれるものであります。 
 これらの処理装置の公共下水道への使用に当たりましては、下水道及びゴミ処理システ

ムへの影響、また、使用者に対する影響についての検討が求められ、この検討結果に基づ

いて、下水道事業計画の認可変更と下水道条例及び規則の改正を要するものとなっており

ます。 
 このことから、本町としましても、下水道のさらなるサービスの向上を目指しまして、

今年度、下水道事業認可の期間延長の認可変更を機に、ディスポーザによる下水道への影

響調査を実施したところであります。 
 6 月に、町営住宅入居者を除く公共下水道使用者を対象に、ディスポーザに関する意識

調査としてアンケートを行いました。調査結果のまとめとしましては、ディスポーザの認

知度は、約 6 割の方が知っており、約 25％の方が使用したいと答え、約 27％の方がわか

らないと答えております。 
 このことから、ディスポーザに対する理解度や関心度は比較的高く、さらに認知度が高

まれば、使用希望者も増加するものと考えているところであります。 
 次に、下水道システムへの影響の検討ですが、管路及びポンプ施設では堆積物の増加、

水処理及び汚泥処理施設では、負荷量や下水汚泥量の増加について、旧歌登町における社

会実験結果等を参考に検討しましたところ、現有施設に対する影響は少ないものと判断さ

せていただいたところであります。 
 また、ゴミ処理システムへの影響に関しましては、現状として生ごみは可燃ゴミと合わ

せて収集され、帯広市のくりりんセンターへ運搬、焼却、埋め立て処理されておりますが、

ディスポーザの普及に伴い、本町における実質的なゴミの減量化が可能となります。また、
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終末処理場へ流された生ごみは、汚泥脱水機で処理し、町営模範牧場にて牛フンと混合さ

れ全量堆肥化により牧草地に緑地還元化することで 100％有効利用され、循環社会に貢献

することにもなります。 
 最後に、使用者への影響ですが、ディスポーザ本体について、騒音、振動の発生及び詰

まりなどの使用上のトラブルの発生が予想されます。これらへの対策としましては、排水

設備業者への指導や想定されるトラブルを広報等により周知することが必要と考えており

ます。 
 このような影響調査の検討結果から、本町におけるディスポーザの公共下水道への使用

は、現有施設で十分対応できるものと判断させていただき、また、ゴミの減量化、利便性

の向上及び選択の多様性を図る上で有効な手段と考え、今後、下水道事業計画の認可変更

の本申請に向け、1 月中に下水道審議会を開催し、町民の皆様にご審議をいただき、3 月

の町議会定例会において下水道条例等の改正について提案をさせていただく予定でござい

ます。 
 以上、岸田議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
○岸田議員 ただいま詳細にわたって答弁があったわけでございますけれども、まず 3 月

の定例議会において下水道条例の改正を提案するということで、非常に前向きに取り組ま

れているということでございます。 
 そこで、お尋ねしたいのですけれども、アンケートの結果によりますと、ディスポーザ

による生ごみ排水処理を望んでいる方が 25％ということでございますけれども、これは件

数としてどれくらいの方がこのディスポーザを設置したいというふうに町として見込んで

おるのかということが 1 点と、このディスポーザを取りつける場合の個々の負担、どれく

らいになるのか。 
 また、町としてこれら個々の取りつける町民の方に何らかの助成なり、補助を考えてお

られるのか、この 2 点についてお尋ねします。 
○田村議長 答弁願います。 
 施設課長。 
○賀下施設課長 ただいま岸田議員の質問にお答えしたいと思います。 
 まず、アンケートの結果、どのくらいの方が使用されるということで人数をお知らせし

てほしいということなのですが、今回、360 人の方にアンケートをとりまして、そのうち

回答いただいたのが約 246 件で 68.3％の回収率となっております。 
 この中で、使用したいという方が 25.6％、約 63 件、63 世帯が使用したいということで

回答されております。また、工事費ですけれども、ディスポーザ本体につきましては、7
万円から 8 万円、工事費として約 2 万円、ほぼ約 10 万円ということで考えております。 
 最後に、町の助成についてなのですけれども、これにつきましては、下水道使用者の一

般的にサービスの一環ということで、これに 10 万円くらい工事費がかかるということも
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ありますが、現有施設についてほとんど影響がないという検討結果が出ていますので、使

用料は今のところとらない方向で考えておりますので、町の助成というのは、今のところ

考えておりません。以上でございます。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○岸田議員 この使用回数によって、給水路、いわゆる各家庭の使用する水道料について、

どれくらいの変化が生じてくるのでしょうか。 
○田村議長 答弁願います。 
 施設課長。 
○賀下施設課長 一応私たちの方で使用者負担額の試算ということで結果を出しておりま

す。これから見ると、年間でいきますと、電気料金につきましては、1 世帯当たり 53 円、

水道料金につきましては、今の現単価ですけれども 1,242 円、下水道につきましては 1,012
円、あとこれらのもの、宅内の配管の清掃費だとか、それからディスポーザ設置費用、こ

れを一応耐用年数 7.5 年として計算しておりますけれども、これらの負担からいきますと、

1 世帯 1 年間ですけれども、1,581 円という試算となっております。 
 失礼いたしました。年間 1 万 8,974 円で、月当たり 1,581 円です。申しわけございませ

ん。 
○田村議長 これで岸田武雄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。 
 なお、差間勝男議員の質問は、項目ごとに行う旨の申し出がありますので、これを許し

ます。 
 6 番、差間議員。 
○差間議員 私は、今定例会において 2 項目にわたって質問をいたします。 
 1 項目めは、浦幌森林公園の管理運営についてでございます。 
 公園利用者に対する柔軟な対応やサービスが十分なされていると考えているかどうか。

これは指定管理者制度の中身でございます。また、町の指定管理者に対する指導、どのよ

うに行われているかを質問いたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 差間議員のご質問にお答えします。 
 1 項目めの浦幌森林公園の管理運営についてでありますが、現在、浦幌森林公園の管理

運営につきましては、平成 18 年度から指定管理者制度を導入して 4 年が経過しており、

その間、指定管理者である有限会社レアスは、仕様書、事業計画書に基づき集客事業や広

報活動に取り組み、利用者の利便性向上を図るため、利用者アンケート調査を行い、要望

を集約した結果をもとに自己評価を分析し、利用者ニーズに応えた取り組み事項を毎月実

績報告書とあわせて報告を受けているところであります。 
 本年度の集客事業は、利用者アンケートに対応した来園者と触れ合えるウサギ小屋の改
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修を実施しました。また、開催イベントとしましては、森林公園オープンイベント及びみ

のり館を活用した感謝祭を開催したところであります。 
 また、広報活動としましては、指定管理者が独自にチラシによる町内周知と自社でホー

ムページを立ち上げ、集客努力を行っているところであります。 
 本年の来園者数は、5 月から 7 月にかけての天候不順もありましたが、4 年連続で増え

ており、49,230 人の方の来園となっております。 
 町といたしましては、接客向上を図るために地域人材育成セミナーの受講、安全対策と

して自衛消防訓練及び甲種防火管理者講習会を受講するよう指示し、受講していただいた

ところでありますが、今後とも、さらに利用者に対する柔軟な対応やサービスの向上を図

るべき指導、助言をして参ります。 
 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 この森林公園の指定管理は、5 年間、去年いろいろ議会にもかかっておりま

す。これによりますと、大体約 5 万人、物すごい人が利用されていると。当然、我々地元

民といたしましても、公園ですから癒しの場としてそれぞれ皆さんが利用されていると。 
 最近、よく駐車場ですか、広い空間がありますから、昼食時、私も行ってみましたら、

結構大型が止まって、そして、休息をとっていると。これは、別に料金がどうのこうのと

いうことではないわけです。それとですね、よく最近では、十勝管内の集合場所、一応私

の言うのは、釧路管内、外人の方も何人か入っていて、内容についてはわかりませんが、

集合場所に利用している、これも事実でございます。 
 そして、その中では当然父兄も参加しておりましてね、みのり館のテラス、そういうと

ころで子供さんが遊んでいる、それも事実であります。しかしながら、みのり館というの

は有料ですから、ここは有料ですと、はっきりした看板がないために、やはり父兄もその

場所で椅子に座って子供が遊んでいると。 
 やはり管理者としては、そこで現場管理の方はね、ここは有料ですと、そしたら言われ

た父兄、引率していった家族の方は、公園の中でも有料なのかという指摘がありますしね、

また、保育所、幼稚園、遊歩道含めまして散策とか、遠足に利用していると。この中で、

やはりこれも 2 回私当事者に聞いたのですが、利用する場合は減免申請をしなければだめ

だと、これ言われている。しかし、現場責任者が大変苦労して管理しているわけですから、

行政がその中で細部的なことをやっているかどうか。 
 またこれ見ますると、報告書毎月出ている。やはり、現場管理者がスムーズに管理運営

できるように、頭だけが覚えているのじゃだめなのです。やはり、その施設にきちっと明

示をするかどうかしなければ、そういうような現象が出てきても当然のことです。まして

や、言われた方というのは、非常に気分悪いです。そういうことが実際あるわけですから、

有料であろうが、無料であろうが、やはり癒しの場としての、いろいろ町長から説明あり

ましたけども、その辺がやはり我が浦幌町のみのり祭りにしましてもね、町長は日本一だ
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と。確かに私、毎年参加しておりますけど、すばらしいものだと。そういうふうに自負し

ている割には、些細な小さいことでこういうようなことがあればね、せっかくの森林公園

としての中身についてちょっと変だなと。私、今回、特にですね、これを関係の町長、課

長、このあたりですね、5 年間の指定管理者に細部的なことを話したことがあるかどうか、

まずそれを確認しておきたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 産業課長。 
○前田産業課長 みのり館の使用の関係でご質問だというふうに思っておりますけれども、

みのり館の使用につきましては、有料な部分と無料ということでありますけれども、有料

な部分につきましては、多目的ホールのみでございまして、ほかのテラスとか、そういう

ところに立ち入る関係につきましては、ご自由に利用できるということで無料になってお

ります。 
 一般の利用者に周知しているかどうかということでございますけれども、指定管理者と

当初管理委託する段階におきましては、町の条例等にうたっておりますので、このみのり

館の多目的ホールのみ有料ということに、双方管理者と町と協議の上、納得してもらって

おりますし、事業計画書の中にもみのり館の有効利用ということで、有料な部分は徴収す

る。ただし、自主事業としての食事の販売等については、みのり館、指定管理者の裁量で

やっていただくということになっておりますので、ご理解を願いたいと思います。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○差間議員 課長言われたとおり、それは私も聞かなくてもわかっております。ただしで

すね、今言いましたように、この施設やはりよそからくる方は有料か無料かわからないの

です。ですから、私も実際みのり館行ってきましたけれども、やはりテラス、あそこはす

ごく一望に見えますし、これはよそから来た人はあそこへ上がって見る方が多いと思うの

です。ですから、これでね、その場所にここは有料ですとかと看板出したら公園としての

ね、価値が下がるわけですから、この点十分指定管理者と相談して、やはり大変なのは現

場責任者なのですよ。 
 ですから、必ず 1 カ月 1 回報告書出ていますけど、やはりそこで現場の実際に携わって

いる人、そういう方ともきちっと打ち合わせをしてほしい。特に、この点をお願いしたい

と思います。そうでなければ、やはりあれだけ広い施設ですから、皆さん公園の中という

のは、何でもかんでも無料と、バンガローは有料というのはわかりますけれども、その点

指定管理者の現場の方ときちっと話をしてほしい。そうすれば、そういうような話も出て

きませんしね、本当に小さいことですけれども、そういうような方法をぜひやっていただ

きたい。 
 今 2 年目に入っていますからね、大体 5 万人も利用する森林公園ですから、その点を十

分に判断してほしい。最後にこれだけきちっと確約してほしいのです。有料ですよ、無料

ですよと、その判断どういうふうにするか、考えがあれば最後に聞いておきたいと思いま
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す。 
○田村議長 答弁願います。 
 産業課長。 
○前田産業課長 有料な部分につきましては、条例で定めておりますので、これについて

は無料ということになりませんけれども、ただ、減免措置はありますので、その減免措置

申請をしていただいて、その範囲の中で額を決めさせていただくということは変わりない

かと思います。 
 ただ、明示の仕方、有料な部分、無料な部分でありますよという、そういうことに関し

ましては、指定管理者と十分協議をして、掲示するなり、そういうことの指導をするなり、

アンケートの中でそういう苦情等があれば十分周知できるような対応をとっていきたいと

考えておりますので、ご理解願いたいと思います。 
○田村議長 次に、2 項目めの質問を許します。 
○差間議員 それでは、次の質問に入らせていただきます。 
 高齢化社会に対応した老健施設について、これは過去にも私一般質問しておりますけれ

ども、もう 1 回お聞きしたいということで質問をしたいと思います。 
 高齢化社会が急速に進んでいる昨今、私立の老健施設を有している本町は、他町村に比

べ、高齢の方にもその家族にとっても恵まれていると認識しております。 
 また、町がこのＮＰＯ法人に対して、補助金あるいは助成金等何らかの形で援助してい

ると思いますが、どのような中で金額として、いかほどか。その中身をもう 1 回きちっと

聞きたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 差間議員の 2 項目めの高齢化社会に対応した老健施設についての町がＮＰＯ

法人に対して、補助金あるいは助成金等の援助についてでありますが、当初ＮＰＯ法人が

事業を開始するにあたり、平成 13 年第 3 回町議会臨時会において説明し、補正予算の議

決をいただいておりますとおり、建設費の補助並びに町有地の無償貸与を行っております。 
 また、介護サービス提供体制の強化を目的として、法人の取得した土地・建物に係る不

動産取得税並びに固定資産税相当額の半分を介護保険関連基盤整備事業補助金として補助

しており、平成 20 年度実績では 19 万 2,100 円を補助しております。本年度については、

固定資産税分となる予定で 10 万 8,000 円を補助する予算を計上しております。 
 なお、この補助は平成 20 年度より施行しており、特定非営利法人が取得した土地・建

物等に係る固定資産税が賦課されることとなった日の属する年度より 10 年間に限るもの

としております。 
 また、介護事業者経営資金貸付金事業を行っておりますが、これは、介護保険事業を実

施して 2 カ月間は介護報酬の支払いがないため、町が運営資金の貸し付けを行い、サービ

ス提供に支障がないように行っているものであります。貸付金は、平成 20 年度に 550 万
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を貸し付け、毎年 50 万円の償還を行うこととして契約をしております。 
 このほかに、介護サービス委託事業の受託による委託費でありますが、介護保険法に規

定する通所介護及び短期入所を補完するサービスとして託老的居宅介護サービス給付実施

要綱に基づき実施している委託事業費であります。 
 平成 20 年度実績では、延べ 121 名で 26 万 8,000 円を支出しており、平成 21 年度 11
月末現在、延べ 27 名で 9 万 1,000 円となっております。これらがＮＰＯ法人に対して助

成等を行っている内容となっております。 
 以上、差間議員へ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 最初言いましたように、介護施設が特老、そのほかに 3 カ所、ちょっと人数

は少ないですけれども、本当に考え方によって非常に浦幌町は恵まれている。確かに特老

であれば、実際 90 人以上の人が待機をしていると、そのように聞いておりますし、また、

浦幌町の老人ホームにおいても現在 15 人待機していると。 
 私は、3 日前、4 日前ですね、実は帯広市の一部の施設でございますが、見せていただ

きました。その中で、最近は老人の下宿が増えている、それはどういうことですかと聞い

たら、やはり施設が足りないのですよという中身ともう一つは、この施設たいてい豊頃も

そうですけど、土地の問題もあるのでしょうけれども、郊外にあると。何かそこへ入った

らもう二度と出てこられないのではないかという先入観も最近は持っているそうでござい

ます。 
 まだ浦幌町では、そういう方おりませんけれども、だんだん高齢者が増えて 65 歳以上

の人が恐らく浦幌町は 34％くらいいっているのでしょうかね。そういうことで、やはり老

人が老人を看ると、老老介護、最近は嫌な言葉ですけれども、そういう言葉が出ている。 
 やはり、そこで私は、この介護施設、それと老人ホーム入居する場合、それぞれ老人ホ

ームの場合も両方とも生活保護家庭とか、当然そういう方もいると思いますけれどもね、

私もひょっとしたら近い将来その施設に入るのではないかと思って聞くのですけれども、

町民の何人かにその話をします、一体 1 カ月いくらかかるのかと、よく聞かれるのです。 
 ですから、老人ホームは恐らくはわかると思いますけど、介護施設入居する場合ですね、

一体いくらかかるのか、これは一番高い人でいいのですが、もしわかれば説明をして教え

ていただきたい。そういうふうに思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○広瀬保健福祉課長 介護施設に入所した場合の費用ということでございますけれども、

こちらの方で手元の方で資料持っておりますのは、グループホーム等の資料ということで、

それについて報告をさせていただきたいと思いますけれども、大体月額といたしまして、

25 万円程度ということで、そのうち個人負担が 1 割、残りが介護報酬という形で、介護保

険の方から支出される内容になっております。 
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○田村議長 総務課長。 
○上村総務課長 私の方で答えさせていただきます。 
 介護保険法で月 25 万かかると、1 割負担ですから 2 万 5,000 円と。皆さんご存じのとお

り、住宅料と食費は別建てでございます。そういうものを合わせますと、介護保険で適用

されるＮＰＯ法人あたりは、約 8 万前後かかると記憶しております。以上でございます。

よろしくお願いいたします。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○差間議員 こういう施設というのは、お金がかかる。これははっきりして、私もよく中

身を初めて知ったような次第でございます。 
 先ほど申しました老人の下宿、これは念のために言いますけど、一人 1 カ月 5 万 8,000
円です。これは朝と晩の朝食、昼食はついております。それで最後になりますが、介護施

設、現在 3 軒が非常に頑張っていると。そして、これも入居者が 9 名かそこらに限定され

ていますので、何とか浦幌町として、いろいろな施設が余っているわけですから、分散す

るよりもある程度これは介護者のやる方の考えでおりますけれどもね、そういう判断して

いるかどうか。 
 それともう一つ、一番私も心配しているのは、ここに働いている方々もね、恐らくどの

ような補償関係わかりませんけれども、その中で浦幌町に対してそういう中身の報告があ

るのか、ないのか。 
 やはり、やっている方も当然利益を追求して当然のＮＰＯでございますから、私も非営

利団体というのは、金もうけどうのこうのというのは関係ないのかなと思っていましたけ

どね、支庁に私も行って実際に聞いてきましたら、違いますよと、大いに張り切ってやれ

という意味ではないのでしょうけれども、その都度ちゃんと収支決算報告も出ていますと。 
 当然、行政に対してもやっているかどうか、これは別問題ですけれども、そういうふう

に我が浦幌町の 65 歳以上の方が恐らく今なら 34～5％いっているのではないかと思いま

すし、これからどんどん高齢者が増えていく中で、先ほど同僚議員からも質問ありました

ように、やはり何とか介護設備を含んだ中で、安心して我が浦幌町へ暮らせるかどうか、

今のところ、私はさっぱり出ていく方ばっかりで、残って我が浦幌町で骨を埋めると、そ

ういう方が最近見られませんね。やはり安心して暮らせる、老後を浦幌町で過ごすことが

できる、それにはいろいろな条件があると思います。最後に、これを質問して終わりたい

と思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○広瀬保健福祉課長 グループホーム等に働いている方々の補償の関係でご質問がありま

したけれども、介護保険法の規定に基づいて、浦幌町におきましても地域密着型サービス

事業所の指導監査要綱を策定し、今年度から指導等の実施をしているところでございます。 
 ただ、この指導監査要綱で定められておりますのは、事業所の人員の勤務体制や専門職
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の配置基準、また施設整備の運営に関する基準等に対してのものでありますし、また、介

護報酬に不正請求等に対する問題が起きてないかどうかを確認するという内容のものであ

りまして、私らとしまして現況報告を出すように指導しておりますけれども、ご質問のあ

りました、働いている方々の労働条件というふうな部分につきましては、こちらの方での

指導の権限に属さないものでありまして、状況等の把握については、浦幌町としては権限

がありません。そういうことでご理解いただきたいというふうに思います。 
○田村議長 総務課長。 
○上村総務課長 介護保険の絡みということでございまして、確かに今、差間議員言われ

たとおり、ＮＰＯの方で 9 床、9 床、10 床ですから 28 床、それから特別養護老人ホーム

は 52 床、特例を受けて 2 床入所できるような形になっていると、養護老人ホームが 50 床、

合計で 53 人の方が入られるような形になっています。 
 先ほどご指摘もあったとおり、今後、高齢者が増えるし介護を必要とする方が増えてく

る絡みがあるので、まだまだ施設の充実が必要でないか。また、町内には空いている住宅

等もある、施設等もある、そういうことも含めた中で、有効利用を含めた中で、介護保険

施設の充実を図っていくべきではないかと、こういうご質問内容だと思います。 
 介護保険の計画の中では、向こう 3 年間の計画の中で立てております。そういった中で、

管内的な状況の被保険料の絡みもございまして、現在のところこれ以上介護施設について

は、今管内的な調整も入っている状況があるので、今のところは見合わせている状況の内

容になっております。 
 ただ、介護保険の中の質問の中で、将来的に上浦幌地域に地域密着型の施設が必要にな

る時代がくるという指摘を受けてございます。そういったことを含めながら、今後、十分

介護保険料等合わせながら、管内状況、それから町内の状況を踏まえた中で、施設建設に

ついては考えていかなければならない時期がくるというふうに解釈しておりますので、ご

理解を賜りたいと思います。以上でございます。 
○田村議長 これで差間勝男議員の一般質問を終わります。 
 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、暫時休憩といたします。 
 

午前１１時２８分 休憩 
午前１１時４０分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 次に、2 番、二瓶隆議員の質問を許します。 
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 2 番、二瓶議員。 
○二瓶議員 2 番、二瓶隆でございます。 
 本定例会において、次の質問をさせていただきます。 
 留真温泉建設事業の進捗状況について伺います。町民の健康と福祉の増進、また雇用の

促進を図るため、平成 22 年度において留真温泉を建設する予定の中で、町民検討委員会

で十分な審議をされ、浴槽の見直しなど町民の意見を取り入れ、進められていると思われ

ますが、そのような中で温泉ができることを心待ちにしている町民の方、特に年配の方は

送迎バスについてどのように運行されるのか。 
 また、簡易リフト付き特殊浴槽を設置されるが、誰もが簡単に操作できるのか等、温泉

運営について、どのようになるのか多くの方が心配されていることも現状であります。 
 そこで次の 3 点について伺います。温泉への送迎バスの運行経路、料金等の運行形態に

ついて。2 点目として、特殊浴槽の利用にあたって、補助者の配置についてを伺います。3
点目として、温泉の運営において、最もリスクを伴う要因の一つに温泉水の加温等に使用

するボイラー、どのような燃料を使用し、環境に配慮しながらコスト低減を図るのか、こ

れら以上 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 二瓶議員のご質問にお答えします。 
 留真温泉建設事業の進捗状況についての 1 点目、留真温泉への送迎バス運行についてで

ありますが、留真温泉は、浦幌市街から約 17 キロメートル離れた場所にあり、車のない

方や高齢の方への配慮としまして、無料送迎バスの運行を考えております。 
 浦幌市街からは、1 日 2 往復、週 2 回を考えており、市街地区以外の各方面につきまし

ては、それぞれ月 1 回程度の運行を考えております。運行経路の詳細は、今後検討してい

きますが、運行形態は現在のところ委託と一部直営で考えております。 
 2 点目の特殊浴槽の利用についてでありますが、身体的に不自由な方でも入られるよう

家族風呂に簡易リフト付き浴槽を設置して参ります。 
 簡易リフトの操作につきましては、どなたでも簡単に操作できるものと考えております

が、機器の仕様と安全面を考慮し、介護を必要とする方は補助者が機器の操作を行っても

らうことで考えており、温泉にはリフトの補助者の配置は考えておりません。簡易リフト

の操作方法は、電動式リモコン操作でシート部分を昇降させるもので検討しております。 
 また、家族風呂内には、リフト付き浴槽とは別に広い浴槽を設け、手すりや腰かけスペ

ース等を確保し、補助者を必要としない方でも気軽に入浴できるよう配慮して参ります。 
 3 点目の留真温泉で使用するボイラー及び燃料についてでありますが、留真温泉は、原

油価格高騰による燃料経費の増加が大きく影響した要因の一つとして閉館を余議なくされ

ました。 
 留真温泉の再建にあたり、管理運営のランニングコストの削減がいかに重要であるかは
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町民検討委員会でも議論を重ねており、大きな課題とされているところであります。 
 燃料費の軽減と、さらに本町の豊富な木材資源を利用した浦幌町の 1 次産業である林業

の活性化をかんがみ、木質バイオマスボイラーの導入の検討を重ねて参りました。 
 現在、燃料の比較結果からチップ燃料が安価で使用できることから木質チップボイラー

の導入を考えているところであります。 
 また、故障時、点検時のためにバックアップボイラーが必要であることから、メインボ

イラーのほかに重油ボイラーをバックアップ用として併設するもので、1 日の燃料使用割

合を木質チップボイラー80％、重油ボイラー20％として考えておりますが、メインボイラ

ーの使用割合をできる限り多くすることを考え、極力経費節減に努めていく所存でありま

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 ただいま答弁をいただいたわけでございますけれども、今ここで聞くことも

含めてそうなのですが、9 月の町民に対する説明会、また広報等で知らせているものがほ

とんどなのかなというふうに感じるわけでございます。 
 そういった中で、私はもっと検討する余地も当然あるのかなということの中で、以前に

も留真温泉にどれだけの人がくるのだろうか、そういった中で、集客方法等についても町

民説明会の中にこうして書かれているわけでございますけれども、私は、この時期、一番

宣伝と言いますか、皆さんに知っていただく絶好のチャンスも一つにはあるのかなと考え

ております。 
 こういった話もどうかなと思いますけれども、この時期皆さん年賀状それぞれに出され

ます。その年賀状に一筆加えていただくことによって、多くのパンフレットよりも大きな

効果が出るのかなと。例えば、年配の方がうちのすぐ近くまでバス来ていただけます。本

当に心配りのある内容になっています。浦幌へ来た時には、ぜひ一緒に行きませんか。あ

るいは、また先ほどリフトの関係もそうですけれども、本当に温泉にこういったリフトが

つきます。浦幌へ来た時は、一緒に行きましょうね。たった一筆加えることが大きな宣伝

にもなるでしょう。 
 私は、本当にやろうとするならば、町長自らが職員百数十名いるわけですから、一人 10
枚に一筆加えてもらえないだろうか、そういった気配りも必要ではなかったのかなという

ふうに思います。 
 そして、また町民の方、差し出す年賀状数十万でございます。例え、4,000 人の方が 10
枚一筆加えることによって、4 万人の方に知っていただける、ここでまたこんな話も失礼

かと思いますけれども、私のような字の下手な者が書くと、何を書いているかわからない、

より一層見ていただける。こんなこともあるわけですから、今後もそういったことの中で、

十分検討も必要なことと思いますけれども、そこで伺います。 
 温泉の運営は、指定管理者制度による内容をもって進められております。そういった中
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で、バスの運行は、ただいま週 2 回ということで答弁をいただいたわけでございます。そ

のバスの運行についても、指定管理者による委託料とは全く別の形で委託をするのか。も

し、そうであれば、町が全額負担となるのかを伺います。 
 2 つ目として、簡易リフトは、誰もが簡単に操作できるもので、補助者の配置は考えて

いないということでございますが、介護面から見て法的に申し上げて、設置する段階で、

その施設というものが法律的に問題ないのかどうか、このことをまず伺います。 
 そして、操作方法、機械のトラブル等で事故がもしも発生した場合、誰が責任を問うの

かを伺います。 
 3 点目として、木質ボイラーを導入する考えで今進められている答弁でありますけれど

も、木質のチップの含水量を考えると、乾燥対策が必要と思われますが、どのような考え

かを伺います。あわせて、釧路産炭地域、新産業創造等助成金の補助を行う工場建設、そ

の工場から燃料として供給されるのか、以上のことを伺います。 
○田村議長 答弁願います。 
 産業課長。 
○前田産業課長 二瓶議員の 3 点の再質問について、お答えしたいと思います。 
 最初に、バスの運行の形態でございますけれども、管理運営につきましては、今おっし

ゃられるように、指定管理者にやっていただく予定になっております。 
 ただ、バスの運行に関係いたしましては、指定管理者には委託をしないということで、

直営でやっていくと。町長の答弁にもありましたけども、一部委託という形でやっていき

たいと考えております。直営の方につきましては、現段階では町の所有する町民バス等を

現在考えているところでございます。 
 2 点目の簡易リフトの関係でございますけれども、簡易リフトにつきましては、安心・

安全で利用できるのが最高の機器というふうに考えておりますので、事故のあった時はど

うするのかということでございますけれども、事故のないような、そういう施設を選定し

て考えていきたいというふうに考えておりますし、万が一事故があった場合については、

施設内の保険等にも今後検討していけるのではないかと考えております。 
 また、法的な問題がないのかということでございますけれども、現在の調査している中

では、法的な問題はないというふうに聞いております。 
 それから、木質ボイラーの関係でございますけれども、チップボイラーの燃料を使うと

いうことで、この含水率によってかなり消費カロリーが変わってくるということでござい

ます。 
 ただ、乾燥していれば、十分対応できるというふうに考えております。何箇所か先進地

を視察して参っておりますけれども、乾燥に関係いたしましては、ボイラー本体と格納庫

を併設して運営をしているところがありまして、ボイラーから出た熱を隣の格納庫に温風

等で流して、冬場の対策等をやっていると。十分それで厳冬期も大丈夫だということで確

認をさせていただいております。 
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 浦幌町においても、そのような施設を現在検討して、実施設計に反映させていきたいと

考えておりますので、ご理解を願いたいと思います。 
 今回、釧路産炭地域で新しく工場を建設しようということでやっておりますけれども、

そこの工場におきましても、チップが出るということで聞いております。町内 3 カ所から

チップが供給されるのかなと考えております。その出たチップが、含水量がどの程度か現

在は聞いておりませんけれども、最高 70％ぐらいの含水量でも十分対応可能なボイラーと

いうことで、現在考えておりますので、そこら辺もチップが出た段階で、また業者と協議

を重ねて参り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。 
○二瓶議員 今後、詳細にわたって計画、検討されると思われ、またその時点で改めて伺

うこととし、1 点だけ最後に伺いたいと思います。 
 まちづくり交付金は、極めて効率の良い交付金、そういった中で始めた事業であり、こ

の交付金の活用と公債費の償還計画から平成 22 年度の温泉建設が最適であると判断をさ

れ、これを逃すと実施困難と言われてきた経過がございます。 
 しかしながら、政府の行政刷新会議による事業仕分けにより、地方へ移管される内容に

なりつつある現状の中で、町長自身どのようなお考えを持っているのか、最後に伺います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 二瓶議員のご質問のとおり、行政刷新会議、事業仕分け等でまちづくり交付

金事業も俎上に上がったのはご承知のとおりであります。今の情報を集めながら、町とし

ても、このまちづくり交付金事業をどのように行っていくかということを判断しないとな

らないというふうに考えておりますけれども、現在、まちづくり事業につきましては、ご

存じのとおり、健康公園通り、道の駅、そして留真温泉、3 つの柱になっているところで

ありまして、既に事業が進んでいる状況に浦幌町の場合なっております。 
 そういう中で、今既に交付されているまちづくり交付金事業については、これについて

は影響がないというふうに、道段階では、私どもは情報として入っている状況でありまし

て、今後ともその状況を踏まえながら、このまちづくり交付金事業を活用しながら留真温

泉の事業計画を進めて参りたいというふうに考えているところであります。 
 また、先ほど二瓶議員からアイデアとして年賀状に留真温泉を一筆加えるのはどうだと

いうお話をいただきました。今この事業計画は、来年実施計画をしながら、そして実際に

開業するのは年明けということになりますので、二瓶議員からいただいたアイデアも含め

て、来年の年賀状にはそのような形ができればいいなというふうに思いながら、答弁とさ

せて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、1 番、中尾光昭議員の質問を許します。 
 1 番、中尾議員。 
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○中尾議員 私は、本定例会におきまして町有財産の活用の考え方についてお伺いしたい

と思います。 
 浦幌町の建物や土地等の活用されていない町有財産があります。現在の町有財産の中で、

民間で利用できるものがあるのではないかというふうに考えてございます。 
 町で利用しないものは、積極的に情報公開し、賃貸、また売却等、有効利用していくこ

とで浦幌町にとっても新しい活力が生まれてくるのではないかと思います。 
 小学校や幼稚園等の閉校による施設なども広く町民の意見を聞き、積極的な利用が必要

と考えます。町長の今後の町有財産活用の考え方についてお伺いいたします。 
○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します。 
 町有財産活用の考えについてでありますが、町有財産は、行政財産と普通財産に分類さ

れております。行政財産は、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供す

ることと決定した財産を言い、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産を言います。 
 町有財産で、行政的な役割がなくなった財産や将来的な利用計画がなくなった未利用の

財産につきましては、それぞれの特性等を考慮し、町民の方や民間企業に賃貸又は売却処

分することで利活用を図って参りましたが、一部の施設等においては、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律等により処分制限がある施設もあり、ご指摘のように遊休

施設でありながら管理保有している施設もあるのが現状であります。 
 また、公募による売却を計画しましたが、購入希望者がなく競売が不調に終わった物件

もあります。町としては、町民が必要な土地・建物を提供できることを基本的な考え方と

して資産の有効活用に向けた検討を行っておりますが、なかなか思うように進んでいない

ところであります。 
 また、小学校及び幼稚園等の統廃合における土地・建物については、これまでも地域の

要望を聞きながら地域のための会館等への用途変更をするなど、有効に活用していただい

ておりますが、今後につきましても、地域住民の方の意見を聞き、将来的に地域にとって

有効活用を図ることができるか検討して参ります。 
 今後におきましても、適正な管理保有だけでなく、今後を見据えた活用性を検討し、利

用計画のない施設等から今まで同様に公募による売却や賃貸を実施するとともに、また、

建物つきの物件につきましては、建物つきでの売却をしてきておりますが、売却が不調に

終わった物件や建物の耐用年数が相当経過したものは、計画的に解体し更地にして売却し

ていきたいと考えております。 
 また、遊休地につきましても利活用方法を検討するとともに、賃貸や売却等が可能なも

のは、積極的に町民の方々に情報提供を図るとともに、売却にあたっては町の財源確保に

もつながることから、行政の経営的視点も含め進めて参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。 
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○田村議長 再質問を許します。 
○中尾議員 町長の答弁で、今までもこの町有財産につきましては、売却等いろいろな形

の中で行ってきたと。しかし、それに対しての応募等がなく、なかなか思うように進んで

いないというようなことであります。今言われましたように、なかなか現状的な部分にお

いて、どんどん土地をほしくてですね、建物が建っているなんてことは、なかなか考えづ

らいと思いますし、今後もですね、そういった部分というのは、なかなか難しいというの

は現状だろうと思います。 
 ただ、私が思いますのは、町長、今 3 年目ですね。今もうちょっとで終わろうとしてい

る中においてですよ、本気になってこの町有財産、この活用というものがですね、私は見

えていないと思うのですよ。私には見えてこないのです。 
 ほかの町村、浦幌町もそうですが、定住・移住というような形で浦幌町も取り組んでお

ります。しかし、どうなのでしょう。ほかの町村を見ますと、短期的なお試し的な、あり

ますよね。実際に住んでみてくださいというような取り組みもされております。 
 だけど、浦幌町にはそういうものないですよね。浦幌町として、本当にそういった方々

を浦幌町に招こうという意思が感じられるのかなということなのですよ。その中において

ですよ、他町では新たにそういう建物を建てて、そういうものを積極的に推進する町もあ

りますが、私はですね、やはりこういう今使っていないような建物等を十分利用しればで

すよ、もっと前向きな対応ができるのではないかと思うのです。 
 やはりそういったものが、他町に比べて浦幌が本気だよというところが余りにも見えな

さすぎるのではないでしょうか。十分だとお思いなのでしょうか。私はそういうふうに思

えないと思うのであります。 
 先ほど、同僚議員の質問の中にもありましたが、5 年前と比べて 833 人の人口が減少さ

れていると言っているのですね。これ昨日、今日減ったわけではないのですよ。ずっと人

口が減ってきているのですよ。 
 その中においてですね、これから検討しますなんて言っているようなことで間に合うの

ですかということなのですよ。真剣になって本気になって、この人口減少を止めようとい

う姿勢、その中の一つの案としてね、私は、この地元のこういう財産を有効利用するとい

うことが一つの、これですべて解決するということではありませんが、一つの案として私

はですね、もっともっと積極的な取り組みが必要ではないでしょうかということを私は町

長に問いたいのであります。 
 平成 22 年度の人口の減少が 6,500 人と設定しているというような同僚議員の答弁もご

ざいましたが、先ほどから言っているように、実際 6,000 人切っているわけですよね。こ

ういう現状がある中において、浦幌町として少しのんきすぎるのではありませんか。ちょ

っと言葉悪いですけれども、まだまだ本当に真剣になるような形の町民に見えるような、

また町外の人方が浦幌町へ来たいと思うような、やはりそういう人方の心を刺激するよう

な思い切った具体的な政策が町長私必要ではないかと思うのですよ。 
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 今、この窓を見ても使ってない施設がありますよね。たくさんあるのですよ。これがま

たね、今後、使われる計画があるなら別ですよ。ないのであれば、私はどんどん、どんど

んと整理をして、一般の方々、町外の方々に開放していく必要があろうかと思います。 
 今、浦幌町でそういった取り組みをしているのは、南町の分譲の区画だけですよね。あ

そこは確か 11 区画の中で、今現在 4 区画ほどしか売買されていないということですよね。

そうすると、7 区画ほど余っている、これもしばらく経つじゃないですか。いろいろ先に

購入した方との兼ね合いもいろいろありますから、難しい部分もありますからね、やはり

そこはそことして思い切った施策がなければ、あそこはいつまで経っても埋まらないので

はないですか。 
 やはり、そういった部分もひっくるめてですね、私は町長に英断、決断を望みたいとい

うふうに思っているわけであります。この点についてですね、町長の今後の積極的な思い

切った部分について、ぜひ期待をしながら町長の答弁を聞きとっていただきたいと思って

います。 
 また、もう 1 点、今まで現在もですね、各地域の学校等ですね、会館等に有効に活用さ

れているというような答弁でありましたが、これが本当に私は有効な活用になるのかなと

いう疑問を一つ持っております。 
 先日の議会の中にもですね、上浦幌の小学校、吉野の幼稚園、来年 3 月で閉校であると

いうことで議決をいたしました。同僚議員の答弁の中で、上浦幌地区のものについても当

然地区の皆さん方のご意見を聞いて、例えば、グラウンドはパークゴルフ場にしてほしい

という要望が上がっているというような話も出ていましたし、学校についてもいろいろ会

館ですとか、子供たちの取り組みがされていますから、使いたいというような声が出てい

ました。 
 また、吉野についても公園的な要素だとか、いろいろな部分のお話がありました。私は、

そういったことが今までも地域の声を聞くということが大事なことだと思うのですが、そ

れが本当に浦幌町にとっていいことなのか、上浦幌だとか、吉野だとか、厚内もそうです

けれども、これ地域の財産ではないのですよ。浦幌町全体の財産なのですよ。 
 浦幌町の全体の財産を一地域の声だけを聞いて、そこの会館にしてしまうということが、

本当に浦幌町にとっていいことなのだろうか、もっとほかの活用方法がないのだろうかと

いうような、やはりもっとね、一部地域の声だけじゃなく、浦幌町全体の声を聞く必要が

あるのではないかと。 
 今までの流れからすると、どうも一地域の声だけに偏って、活用されているという部分

ですよね。その地域の会館等も私は決して必要ではないと言いませんが、やはりそういう

部分は町の財産とすれば、維持経費がかかるわけですから、何でもかんでも地域だけの声

ということにはならないのではないかな。もっと浦幌町だけではなく、町外においてもで

すよ、もっと思い切った、例えば有効に利用してくれたら無償で渡しますよという話をし

た時に、それならといって手を挙げてくる企業がないのではあろうかと、私はそのぐらい
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の思い切った施策がないと、この浦幌町の人口減少、地域の活性化は難しいのではないか

なというふうに思っております。 
 そういった部分もひっくるめてですね、私は、町長の考え方を聞きたいと思いますし、

今後もですね、町民にいろいろな情報提供を積極的に図るということですが、私は浦幌町

の財産があればもう売却してもいい、すべてホームページにアップしてですね、写真も載

せてアップしてですね、先ほども言われていましたが、今後計画的に壊していくというこ

とですから、壊すということは金がかかるのですから、その古いままの建物をそちらで処

分してくれるのであったら、そのままあげますよというぐらいの、そのぐらいみんなどこ

の町村もやっているわけですから、浦幌はちょっと違うなと、同じぐらいで浦幌の方が得

だなというような、心理をつくぐらいのですね、思い切ったものがなければいけないので

はないかなというふうに私は思うのであります。 
 この辺につきまして町長の考えをお伺いしたいなと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 町有財産の活用ということでありまして、普通財産ということで一般的に

貸したり売ったりできる財産については、これまでも先ほどの答弁のように、できるだけ

町民の方に活用していただきたいということで進めてきておりまして、土地と建物の貸付

の収入については、平成 20 年度で約 1,000 万程度収入としてあります。 
 20 年度においての土地建物売払いについては、100 万円くらいということで進めてきて

おります。問題は利活用というお話でございまして、今回も学校の統廃合によりまして、

教員住宅も空きになるということが出てきております。また、高校の閉校に伴って、教員

住宅があるということで、高校の関係でそれらにかかわる処分については、まだ一切話が

ございませんので、こちらの方としてはどういうふうになるのか見極めているところであ

ります。 
 先ほどから言われているように、例えばの話として、移住対策として使えないかとか、

そういうようなお話でございます。内部的にも検討はしてきておりますけれども、ただ、

まだ町全体の人口の減少にかかわる要因と言いますか、原因等も含めて詳細にわたってそ

の辺も調査しながら、どういうところに重点的に今後考えていったらいいのかということ

含めて検討中でございます。 
 そういった定住化対策、あるいは移住対策として、今後、当然それらについてはいろい

ろ検討はしていきたいと考えております。あと、地域はもとより、もっと広くその辺含め

て活用できないかということで、それらについても処分あるいは利活用の仕方としては、

まず町民の方に利活用があるのかないのか。その次に、町外にどういうふうに利活用でき

ないかということで、当然インターネット等含めて、その辺についてもいろいろ今後は活

用してやっていきたいなというふうに考えております。 
 例えば、吉野幼稚園でしたら吉野ということで、まずは最初にお話させていただきます
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けれども、町全体としての利活用については、町内部で今まちづくりの策定委員会も設置

しましたし、定住・移住交流のプロジェクトもありますので、それらについてはいろいろ

と調査・研究重ねながら、そういう中でまちづくり計画の中でいろいろと審議委員さんの

皆さんにもご意見等いただいておりますので、そういう中でも全体にわたる部分について

は、いろいろとご意見を賜りたいなというふうに思っているところでありまして、今後、

上浦幌小学校の活用、あるいは農村環境改善センターも閉館しております。 
 これらについても、いずれかはやはり利活用していかなければならないというふうに考

えておりますので、そういった全体的なことを含めてですね、早急に詰めていきたいとい

うふうに思っております。 
 確かにほかの町村では、いろいろと定住・移住の関係で具体的な中身で進められている

というのは、私ども承知しているところでありますけれども、これらについては、浦幌町

の人口減少については、最重要課題というふうに位置づけておりまして、集中的に今後こ

れらの課題について取り組んでいきたいというふうに考えております。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○中尾議員 今もですね、副町長から最重要課題と位置づけて積極的に検討していくとい

うことでありますので、それはいいのですが、私は、この問題だけではないのですが、い

ろいろ答弁をいただく中で、検討するという言葉をよく聞くのですが、もう人口減少のこ

の問題についてはですね、検討していく段階でないのではないかなということなのですよ。 
 もう実際に具体的な施策が見えてこなければならないのではないですかということを私

は申し上げたいのであります。 
 今もですね、答弁の中にありましたように、今、第 3 期まちづくり計画の策定がされて

いるところでありますから、そうしますと平成 23 年度からですから、まだ 1 年あります

ので、そうするとですね、今の考え的には来年度もう 1 年かけてゆっくりやりましょうと

いうことなのかね、それで間に合うのかなということなのです。 
 大枠的な部分で、町民の委員の人方がいらっしゃいますから、ご意見を聞くのは当然必

要なことだと思いますけれども、私はね、今できるところから、使っていないものを売却

するなんてことは、何も意見を聞くまでもない話でありますから、これはね、すぐにでも

私できるのではないかと思うのです。 
 やはり、そういった形の中で、町民、また町外、購買意識と言うのでしょうか、そうい

うものをもっともっと具体的な形で出す必要があろうと思います。 
 今現在、国もですね、エコポイントだとか、エコカー減税とやっているじゃないですか。

実際それで成果上げていますよね。やはり、消費したものが得をするという形の中でね、

その辺も延長されると、効果があるから延長していくことなのでしょうが、やはりそうい

う心理をくすぐるというのでしょうか、やはりそういったね、浦幌町でこれをすることに

よって、これだけメリットがあるというような部分がドーンと出すことによって、私はた

めらっている人の背中を押すような形になるのではないかなと思うのですよね。私は、そ
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ういう明確な、わかりやすい思い切った施策が必要であろうと思っています。 
 また、私ですね、最後にこれも聞いておこうと思っていたのですが、先ほどいみじくも

副町長言われていたように、浦幌高校の問題、山の上の農業改善施設ですか、先ほども言

われていましたけれども、これは補助金等いろいろな部分で制約がある部分でありましょ

うし、高校等もねこれはあくまでも町の財産でございませんので、町のものじゃないもの

を町がどうのこうのというのは、まだ早い段階であろうというふうに、これは前回もそん

なような答弁を聞いております。 
 しかし、来年 3 月に浦幌高校がなくなることは決定しているわけですから、それから、

なくなったからどうしますかということでいいのかなと思うのですよ。このいろいろな町

有財産、高校も含め、いろいろなもの含め、終わってからじゃなくね、先々先手で利活用

考えていくという積極的な姿勢が必要なのではないかと思うのですよ。 
 終わってから、ゆっくり考えていたのではね、私は余計町にとってはマイナスが起きる

のではないかと思うのですよ。実際に上の農業改善施設、今現在、大分傷んでいるという

お話ですよね。当然なのですよ。使わなければ傷むのですよ。建物ってそういうものです

よね。 
 だから、そういったことにならないように、同じ使う時に、後になってから何年も経っ

てから使ったら修繕費に、聞くところによると二、三千万かかるような話聞いていますけ

れどもね、やはり使うのだったらそれくらいの金がかからないように、先々とやっていく

必要があるのではないかというふうに思うのであります。 
 そこら辺も含めてですね、町長にですね、私は、ぜひ今日、日曜議会ということで町民

の傍聴の方もいらっしゃいますので、私はこういった町長の真剣な積極的な、本気だぞと

いうような具体的な部分をですね、私はぜひ示していただきたい。 
 そして、町内はもとより町外の方々も浦幌町でぜひ浦幌のこういう財産を使って、ぜひ

浦幌に力を与えてくれと、活性化させてくれというような、そういう思い切った町長の意

思表示が必要ではないかと思うのであります。 
 最後にですね、この辺の町長の考え、気持ち、その辺をお聞きして終わらせていただき

たいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 中尾議員言われる、その積極的な姿勢ということは大変必要だし、これから

しなければならないというふうには当然考えているところでございます。町有財産の積極

的な売買、売却、これについては、今までも不要な財産については、売却を行っていると

いうふうに認識しているところであります。 
 ただ、どうしても売れない部分があります。中尾議員言われるように、ほかの町の人た

ちがそれを使って活用してやっていただく、これが一番確かにいい、そして企業進出をし

ていただくということになれば、これは理想的でありますけれども、残念ながら今そうい
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う状況になっていないというのも現実だということを認識しているところであります。 
 ただ、どういう方法があるのか、これはやはり積極的な姿勢の中で、できることは全部

やっていくということが大切だろうというふうに思っていますし、この人口減少、減少を

止める、また人口増ということはなかなか難しいわけでありますから、人口の減少を止め

るということが最大の浦幌町にとっては課題だというふうに認識しているところでありま

す。 
 そういう意味では、定住・移住という話をされました。これをやるということは、ほか

の町でやっている町もありますけれども、先ほども言いましたとおり、これがうまく機能

していないというのが現実でありまして、これをやるとすれば、当然バックアップ体制が

必要だというふうに考えています。 
 ただ、空家があるから、来てくださいと言っても、それだけではだめだということも現

実でありまして、どういうふうにバックアップ体制をとっていくのか、これは検討してい

かないとならないだろうというふうに思っていますし、これは来年第 3 期まちづくりがつ

くってからということではなくて、できることから始めていこうということで、今何とか

その体制ができないのかどうか、それこそまた検討だと言われたらあれですけれども、現

実的な対応をしていきたいというふうに考えています。 
 もう一つ、浦幌高校のことをお話されました。まさに浦幌高校は道立の高校でありまし

て、道が持っている財産でありますけれども、来年で確かに閉校になるということは決ま

っているわけでありますけれども、現在、これをどうするかということは、町の管轄には

ないわけであります。 
 ただ、決まっているものをどうするのだというお話だろうというふうに思っています。

今、北海道教育委員会の姿勢としては、現在、閉校した校舎の問題については、それこそ

インターネット公売をかける、地元の人たちが使わないのであればインターネット公売を

かけるという考え方が主流のようでありまして、そうであれば、私たちとしては、インタ

ーネット公売をかけていただいて、そしてそれを活用する企業が出てくるのであれば、私

どもはその方がいいということは、前にもお話をしたとおりであります。 
 ただ、これをなくなったから町がどのように活用していくのか、そのインターネット公

売でこなかった時に、それをどうするかということは次元の違う話だろうというふうに思

っています。 
 また、農村改善センターにつきましては、ご存じのとおり、閉鎖して年数が経ちました。

まさにこれは、なぜ休館したのかということは、理由があるわけでありまして、これのや

はりランニングコストがかかりすぎるということであって、財政厳しい浦幌町にとって、

一時休館しなければならない状況があったという状況でありました。 
 それじゃあ、これを活用してどうするのかということが、まだ見えないというのが現実

でありまして、これをまさに使わない施設は古くなる、老朽化する、それが進むというこ

とも現実でありまして、これが今、改修するにはかなりの金額がかかるということであり
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まして、これを改修してうまく活用できる方法があるのか、これこそ本当に検証してみな

ければならないだろうと。下手に改修をして、ランニングコストがまたかかってくるとい

うことであれば、財政負担に陥るわけでありますから、そのようなことに決してならない、

やはり改修するためには、ランニングコストに見合うだけの費用対効果が出るだけのもの

でなければならないというふうに考えて、今それこそいろいろな部分で検証しています。 
 そういう面では、この点については、まだ時間をいただきたいなというふうに思ってお

ります。 
 いずれにしましても、先ほどもお答えしましたとおり、人口の問題については、浦幌町

として最大の危機的課題でありますので、これについては本当に積極的にできる手段を打

っていきたいというふうに考え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 これで中尾光昭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 私は、平成 22 年度の予算編成について、町長の考え方についてお伺いした

いと思います。 
 政権交代した新しい政府は、予算編成過程を行政刷新会議の事業仕分けという新しい手

法を取り入れて、過去になかった予算編成に対して大きな透明化が図られて、我々国民、

町民が本当に注目を集める結果となったわけでございますけれども。 
 その中で、地方自治体の財政の根幹をなす地方交付税の抜本的な見直しを行うという結

果が出されたところでございます。地方自治体においても、新年度予算編成時期を迎えて、

地方交付税交付金を初め、国庫負担金、補助金等未確定の中で、編成作業を行わなければ

ならないという状況にあるわけでございます。 
 このような中、具体的に影響のある事業が情報、また確認をされて、限りなく確実な予

算編成がとれなければならないと考えておるわけでございます。 
 また、まちづくり交付金事業におきましても、先ほども出ておりましたけれども、この

事業につきましては、事業の仕分けの対象となり、その結果、移管という結果が出ました。

その移管においても、費用の負担、財源移譲の議論もなされないまま、地方に移管すると

いう結果でございます。 
 2004 年から創設された事業で、従来の国の補助金とは異なって、地方の自由度を大幅に

拡充した事業で、特色のある事業でございました。我が町も、先ほど町長のご答弁のよう

に、この交付金制度を使ってまちづくり事業の展開を図ってきているところでありますけ

れども、将来が懸念されるところであります。 
 このような形の中で、新年度予算編成を目前にした我が町においても、継続事業も含め

いろいろな事業執行に影響があると思われますが、このような中、町長はどのような予算

編成を行うのかお伺いしたいと思います。 
 また、今後予定される事業の中で、我が町の事業の中でも多額の負担を伴うような事業



- 34 - 
 

については、国が行われましたような事業仕分け的関知から、廃止を含めた見直しをすべ

きではないかと考えます。町長の考え方をお伺いいたします。 
 また、最後に、このような予算につきましては、町執行の最終年を迎える予算編成と考

えております。このような事業の中で、町長はどのような重点施策を持って政策的な予算

を執行するおつもり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 野村議員のご質問にお答えします。 
 平成 22 年度予算編成についてでありますが、今回国の行政刷新会議事業仕分け評決結

果において、地方交付税交付金について、抜本的な見直しを行うとの結論が出され、その

他の事業においても、廃止や予算の縮減などの結論が出されております。 
 しかしながら、この結論が今後具体的にどうなるのかといった情報は今日までほとんど

なく、先行きに不安を募らせるものであります。今回の行政刷新会議の事業仕分け評決結

果が、それぞれの事業においてどのような方向へ進むのか、早期の情報収集に努めるとと

もに、その方向が地方にとって不利益なものとならないよう関係機関とともに強く要望し

て参ります。 
 また、新年度予算編成についてでありますが、町民の安心・安全な生活を確保し、夢と

希望のもてるまちづくりを進めるため、引き続き財政の健全化に努め、各種事務事業内容

の再確認、コスト意識の徹底などにより、限られた財源の中で効果的、効率的な行財政運

営を行うことを予算編成の基本方針とし、歳入については、地方交付税の減額を前提とし、

歳出については、浦幌町第 2 期まちづくり計画後期 5 カ年計画に計上されているものを最

優先に、緊急性・必要性を再度検討し、その上で、現在把握している情報の中で粛々と編

成作業を進め、今後、地方交付税などの動向が判明した段階で、柔軟に対応できるよう努

めて参ります。 
 2 点目の今後多額の負担を伴う事業について、事業仕分け的観点からの廃止を含めた見

直しの検討についてでありますが、本町においては、平成 19 年度から事務事業評価を実

施しており、担当課における一次評価、副町長を委員長とする行政評価委員会における二

次評価を実施し、その評価基準として「必要性の高い事業であり、事業拡大が望まれる」、

「適切な事業であり、現状のまま継続する」、「問題点はあるが改善策を講じ、今後も継続

する」、「成果が得られないので事業縮小・廃止を検討」の区分に評価し、その結果につい

て、新年度予算編成に反映させることとしております。 
 3 点目の予算編成に重点的な政策予算を計上する考えがあるかについてでありますが、

これまで町財政が厳しい状況である中、経常経費の削減、新規地方債の借入抑制による公

債費の減額など、財政の健全化を最優先しつつ、子育て支援、高齢化対策、産業の振興、

基盤整備事業などを実施して参りました。 
 新年度におきましても、財政の健全化を図りながら、さまざまな政策を継続した上で、
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留真の里交流施設建設事業、浦幌中学校屋内運動場改築事業を重点に置き予算計上する考

えでありますのでご理解を願います。 
 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 私のあとに 22 年度予算について、同僚議員が幅広く、深くいろいろな事業

で突っ込むと思いますので、私は先ほども同僚議員の中で出ておりましたような、留真の

里交流施設建設事業を重点として考えました。これについて詳しくお伺いしたいと思って

おります。 
 先ほど、町長の答弁におきますと、この事業については、道の確認がとれている、もう

既に次の事業の予算的には問題ないような発言をされたのですけれども、その辺が本当に

間違いないのかどうか、私の調べたところによりますと、これは 12 月 7 日の新聞報道で

すけども、ちょっと読ませてもらいます。 
 行政刷新会議が地方移管とした国土交通省のまちづくり交付金をめぐり、国交省は、存

続に向けた巻き返しの動きを強めている。ただ、2010 年度予算の概算要求額は、本年度当

初比 4 割減の 1,300 億円で、仮に存続となっても各地への交付金減少は避けられそうにも

ない。 
 このようなきちっとした形で新聞報道、国交省は、財源のない事業仕分けを行われ、そ

の事業は地方に移管されたと言いながら、国交省の所管の事業でありますので、来年度は

何とかの事業を国交省範囲でやろうという考え方で動いているという認識を持っているわ

けですけれど、ここで既に国交省の所管の中で、まちづくり交付金事業を行いたいという

復活要求になるかと思うのですけれども、中身が大きな問題で、本年度当初比 4 割減の

1,300 億円でという、このようなことが本当に報道されている中で、先ほど言ったように、

決定された事業だから間違いないというのは正しいのかどうか、本当にこれが非常に心配

な問題でありまして、先ほどもバスの問題で経費もかかる、いろいろな形で事業の最終的

な数字も出ておりませんけれども、留真温泉事業については説明のたびに、どんどん費用

負担が増えていくような状況でございます。 
 当初、老朽化もありましたけれども、燃料高で 300 万弱の経費の負担ができないという

ことで、閉鎖という形になりましたけれども、今では指定管理者に約 1,000 万近い負担を

お願いして、運営しようという計画でございます。これこそ、我が町で事業仕分けの対象

事業ではないかと、私は認識するわけでございます。 
 それはいろいろな委員会で、町民の健康福祉のための検討をされておりますけれども、

これから先建てれば、毎年 1,000 万の血税がどんどん温泉のために、浪費とは言いません

けれども必要になってくる、10 年あの施設があれば 1 億円の経費がかかると、単純計算で

ございますけれども、町長もいろいろな機会あるごとに、非常に財政厳しい中、一人再建

に向けて頑張っていると。 
 現実に在米的にもようやく二桁に積み増しができました。管内では一番低いですけれど
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も、また前回の中でも水道料もいろいろな資本費の減少によって、町民に若干下げられる

という兆しが見えてきておりますけれども、また将来的に、国の動向もわからない中で、

このような形で進めることが果たしていいのかということがちょっと懸念があるわけでご

ざいますけれども、このまちづくり交付金事業について、どのような考えを持って進める

のか、再度お伺いしたいと思います。 
○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 ただいまの質問のまちづくり交付金事業における、今後の対

応ということでございますけれども、この件に関しましては、12 月 9 日付けで北海道建設

部まちづくり局に確認させていただいております。 
 現時点では、まちづくり交付金事業について事業仕分け結果としては、地方自治体に財

源と権限を移し、地方自治体や民間の判断にゆだねるべきとの結果が出されたが、その後、

開発局、北海道にもその手法に関する情報は入っていない、地方についての情報は入って

いない。 
 しかしながら、まちづくり交付金事業は平成 14 年 6 月に施行された都市再生特別措置

法をもとに、都市再生整備計画を立案し、事業認可されているので、制度をもし変更する

という場合には、法整備も必要となることから、現時点では平成 22 年度の事業執行にあ

たっての影響はないと判断したということでございます。 
 仕分けの結果におきましても、廃止・削減ではなく、地方移管となっているので、事業

自体の継続は確保されているということで、強く考えているということでおっしゃってお

りました。 
 これらのことから、北海道におきましては、平成 22 年度における新規事業の受け付け

も行っておりまして、これまでどおりの事業執行予定として作業を進めているという回答

をいただいております。以上でございます。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○野村議員 それが今、課長から言われて、間違いないということであれば粛々と進める

だろうと思いますけれども、そこで一番懸念されるのが、もう一つあるのですよね。 
 これは、最初に言った交付税措置の問題、これは今新しい政府が地域主権ということを

うたいながら、いろいろな形でどんどん事業を削っていくというのは、どうもとなえてい

ることとやっていることに非常にあいまいさがあるのですけれども、その中でも今、地方

分権の組織が今度は地方主権戦略会議という形に移行される中で、今まで過去に行ってき

た国庫負担金、補助金その他いろいろな形が一括交付金という形を持っていきたいという

考え、これは実際どういうことなのかということがよく見えない。 
 そうすると、今までの事業の中で交付金事業、または補助金事業、国庫負担金の直営事

業、その他全部一括で交付金事業という中に含まれていってしまうのかどうか、その辺が

今後行政において、どういう形で事業仕分けと言いますか、事業の分別というか、優劣と
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言うか、そういう形を進んでいくのかというのが 1 点と、先ほども町長の答弁の中で、情

報は今日までほとんどなく、先行きに不安を募らせているという文言があります。 
 政権がかわって、一番先に動いたのが行政ではなくて民間産業団体なのですよね。やは

りそれぞれの組織の構成員、またそこに働く人たちの非常に将来的な国からの予算的な措

置がなければ大変だということで、だけど行政としてはこの間の 18 日の全国町村会に若

干十勝の町村会のメンバーが民主党のルールにのっとって要望陳情したと。 
 このように劇的に変わった時にこそ、やはり町長として先ほど言ったように、だんだん

と人口減になっていく我が町をいかに立て直すかということも含めながら、また大事な予

算編成の時に、さっぱり自ら出向き、またいろいろな団体のところに情報を求め、確実な

予算執行が必要かと思います。 
 本当に 50 年、60 年も続いた大きな政治地図ががらっと変わったわけです。十勝におい

ては、本当に劇的に変わってきたわけですけれども、今後やはりそういうことも踏まえて、

町長としてはやはりいろいろな情報を持つために、政権与党とのアプローチも必要だろう

し、今後やはりいろいろな団体のためのトップリーダーとして動くためには、まず情報、

そして確実な予算編成をできるような形で動かなければならないというふうに考えており

ますけれども、それについての町長の考え方を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 野村議員ご指摘のとおり、政権交代によりまして大きく政治風景が変わった

というふうに言われています。私どもとしても、今、陳情方法について、どのようになっ

ていくのかということが大変心配危惧をされておりましたけれども、一応、民主党の党が

受けて、幹事長室に上げるという方向が示されました。 
 先日もその陳情方法についてご案内をいただいたところであります。町村会としまして

も、12 月 4 日に緊急アピールを行いまして、行政刷新会議、事業仕分けに関する緊急アピ

ールということで出させていただきました。 
 これは町村会だけではなく、各地方団体すべてこぞって出したわけでありますけれども、

これは民主党の幹事長室あてに出させていただきました。ただ、一括交付金も含めて、実

際にはどのような形になるのかというのが、民主党サイドでも決まっていないというのが

現実だというふうに決まっています。そういう意味では、なかなか情報が入らないという

のは、情報がまだ発信できないというのが現実なのかなというふうに思っています。 
 ただ、いずれにしましても、今、国の平成 22 年度予算は、12 月 30 日までに詰めると

いう情報も報道ではありますけれども、それもなかなか厳しいのではないか、年を越すの

ではないかというふうにさえ言われております。 
 そういう中で、私どもとしては、私どもの平成 22 年度の予算編成をどうするのかとい

うのが喫緊の課題でありまして、これについて当然予算編成をしていかなければならない

わけでありますけれども、やはりどうしても昨年の交付税を基準に考えながら、厳しい予
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算編成をしていく必要があるのではないかなというふうに思って、今予算査定に臨もうと

しているわけであります。 
 そういう意味では、浦幌町大変厳しい財政運営を迫られておりましたけれども、まずこ

の政権交代によって、中央集権から地方主権というふうに言われておりまして、地方主権、

本当に戦略会議もどのような形になるのか、大変危惧を募らせながら、やはり地方に目を

向けた政治になっていただきたいということを切に願いながら、今待っている段階であり

ます。 
 ただ、陳情方法は、先ほど言いましたとおり、一つのルールが決められておりまして、

即今すぐそこに、前みたいに陳情するということにはなっていないわけでありまして、こ

のルールは守る必要があるのかなというふうに思っています。 
 ただ、一つは、先日も道議の方が来られましたけれども、直接やはりそういうルートを

通すのと、それではなくて直接陳情するもの、これについては、それぞれの案件によって

判断をしていくということも言われておりましたので、今後のその陳情の仕方、またこち

らの課題に対するお願いの仕方も、それぞれまたちょっと変わってくるのかなという思い

をしながら、今いるところであります。 
 いずれにしましても、今、国自体が大変厳しい予算編成を行っているというふうに聞い

ていまして、平成 22 年度の財源がどうなるのか、どのように確保されるのかということ

もご承知のとおり、まだ決まっていないようでありますので、今後、そういう情報等にも

十分注意しながら、今後とも予算編成を行って参りたいというふうに考えておりますので、

ご理解をいただきたいというふうに思います。 
○田村議長 これで野村俊博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。 
 河内富喜議員の質問は、項目ごとに行う旨の申し出がありますので、これを許します。 
 7 番、河内議員。 
○河内議員 私は、本定例会において 1 項目め、22 年度の予算について一般質問させてい

ただきたいと思います。 
 このことについては、同僚議員が既に質問をしているということもありますが、できる

だけ重複を避けたような形で視点を変えて質問をさせていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 
 8 月に行われた衆議院議員選挙において、民主党が与党になるという歴史的大転換が起

こったわけであります。それに伴い、今政治が大きく変わりつつあるのかなと思っており

ます。事業仕分けなど、今までになかったルールのもとに新年度の予算編成が行われてお

ります。また、今後事業によっては、国家戦略室での見直しもあるが、陳情仕分けなど今

までになかったルールのもとで、今後予算が積み上げられていくということであります。 
 また、今私たちの環境を取り巻く情勢、これは政治の世界においても非常に影響がある

と思うわけでございますが、デフレ・円高など経済環境が大変厳しい中、税収も予定より
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はるかに落ち込んでいるというような条件のもとで、政権交代が今スタートしてきている

という状況であります。 
 当然、この辺をかんがみると、今後の予算については、先ほど同僚議員に答えられたよ

うに、不透明であるということであると思います。そのことを踏まえた中で、質問したい

と思いますが、1 点目、平成 22 年度の予算については、毎年 12 月には、次年度の予算編

成がスタートするわけでありますが、大変不透明な中ではありますが、どのような見通し

と予算編成を考えておられるのか聞きたいと思います。 
 2 点目として、第 2 期まちづくり計画の中で、平成 20 年度及び 21 年度に経済危機対策

として補正で前倒しされ、既に終了した事業がいくつかあるわけですが、第 2 期まちづく

り計画の最終年となる今年ですね、私は地域活性化のために追加事業はぜひ必要であると

考えておりますが、どのような考えをお持ちになっているかお聞きしたいと思います。 
 3 点目として、農山漁村地域力発掘支援モデル事業、いわゆるうらほろスタイル推進地

域協議会への助成金でありますが、このことについても国の事業仕分けで廃止もしくは自

治体判断ということへの決定がされているようであります。 
 ただし、現在関係団体等がですね、今後予算復活への働きかけを精力的に行っているよ

うでありますが、私はこの事業というものは、今後町が代わってでもですね、継続をして

いくべきであると思います。これら 3 点について、お答えをお願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 河内議員のご質問にお答えします。 
 1 項目の平成 22 年度予算の見通しと予算編成についてでありますが、予算編成方針通知

時点での大まかな見通しでは、一般会計の総額を平成 21 年度より 10％程度増額となる 57
億円前後と見込み、普通交付税と臨時財政対策債の合計については、前年度比約 2 億 3,000
万円減少、その上で約 7,000 万円の財源不足が生じると見込んでおりました。 
 しかしながら、地方交付税の動向、ガソリン税などの暫定税率廃止、子ども手当の地方

負担、行政刷新会議の事業仕分け評決結果の反映など、今後の状況が見えないものが数多

くあり、現段階での見通しは立たない状況で、平成 22 年度予算編成については、限られ

た財源の効果的、効率的な行財政運営と浦幌町第 2 期まちづくり計画後期 5 カ年計画に計

上されているものを最優先に編成を行い、今後の動向に対応できるよう努めて参ります。 
 2 点目の経済活性化のための追加事業についてでありますが、1 点目でお答えしている

とおり、現段階では、本町の歳入の大半を占める地方交付税の動向が見えないことから、

まちづくり計画に計上されているものを最優先とした予算編成を行っております。まちづ

くり計画に計上されていない追加事業については、今後の国の予算編成並びに地域経済の

動向を注視しながら、検討して参ります。 
 3 点目の国の事業仕分けで廃止となった農山漁村事業に係る事業への支援についてであ

りますが、今回の事業仕分けの対象となった農林水産省が所管する事業のうち、本町に係
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わる農山漁村地域力発掘支援モデル事業については、行政刷新会議の事業仕分けにおいて、

廃止または自治体の判断に任せるとの結論が出されました。 
 この事業は、平成 20 年度から平成 24 年度の 5 カ年を事業期間とし、地域住民、ＮＰＯ

等の多様な主体を地域づくりの新たな担い手としてとらえ、これらの協働により農山漁村

生活空間を保全・活用するモデル的な取り組みを支援するものであります。 
 本町においては、うらほろの未来を担う子供たちが夢と希望を抱けるまちをつくるため

のうらほろスタイル教育プロジェクトなど 3 本のプロジェクトを柱としたふるさとづくり

計画が承認され、ＮＰＯ日本のうらほろ、町及び教育委員会で組織するうらほろスタイル

推進地域協議会が、本年から 4 年間にわたり毎年 200 万円を限度に補助金の交付を受け事

業を進めているところであります。 
 今回の事業仕分けの結果のとおり、事業が廃止となった場合、この地域協議会では事業

実施のため補助金に変わる財源の確保が必要となりますが、事業仕分けの結果を受け、こ

の事業の地域協議会のネットワーク組織を中心に現在要請活動が行われているところであ

り、農林水産省としての対応や自治体の判断に任せるとの取り扱いについても明確になっ

ていない状況であることから、町では情報収集にあたるとともに推移を見守っているとこ

ろであります。 
 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 いろいろご説明ありがとうございました。 
 先ほど、野村議員にもお答えされていることがほとんど含まれているわけでありますけ

れども、基本的には、慎重に緊縮型の予算編成で状況を見守りながら、22 年度予算につい

ては進めていきたいということだと思います。 
 ただですね、報道を見聞きするところによりますと、国の平成 21 年度の第 2 次補正予

算 7 兆 2,000 億円、中に 1,000 億円の地方支援が盛り込まれていると、これは本年度の採

択が極めて濃厚であるというような報道も受けております。 
 昨年度もですね、政権は違いますが、地域活性化緊急安心実現総合対策交付金制度から

利用した中で、地域活性化のための事業補正が行われております。 
 私は、今後ですね、こういったものが明らかになってくると思うのですけれども、今、

先ほど同僚議員から人口減の話、また現状についてつぶさにご指摘があったようにですね、

地域の経済は大変疲弊しており、非常に厳しい状況であると、こういったことを本当に真

剣に考えた中でですね、今後の追加の予算措置というもの、有効な予算措置というものを

やはり国の動向を見た中で、ぜひ補正追加していただきたい、このように思うわけであり

ます。 
 また、現在、政権交代のタイミングということを考えますと、やはりこれは、交代した

与党として何もしなかったと、今の経済的な混迷に何も対応できなかったということには、

これは決してならないと思います。 
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 そういうことで、今後地方への支援も含めて、いろいろな財政的な措置は出てくると思

うので、ぜひそういったものに有効に活用して、今この低迷している地域に何とか活力の

あるものが生まれるように、ひとつ予算措置の方についても積極的に考えていただきたい

と思います。 
 それとですね、うらほろスタイル教育プロジェクト・うらほろふるさとづくりの計画に

ついてでありますが、ただいま説明がありましたように、このことについては、多くのマ

スコミでも取り上げられ、ふるさと浦幌の魅力を体験する浦幌独自の教育的アプローチと

いうことで、非常に注目を浴びているわけであります。 
 20 年度からは小中一貫した横断プログラムとして活動を拡大してきている、これはね、

この芽は絶対摘んではならない。このことについて、自治体の判断に任せるとか、事業仕

分けで見てもらえないとか、そういったことでこの事業をその対応について積極的な見通

しが見られないということ、これはやはり町民もみんな見ていますので、やはり必要のあ

るもの、そして継続してやっていかなければならないもの、このことについては、政策と

してですね、この辺について町長が積極的に態度を示していくべきだろうと、私は思いま

す。 
 そういう態度の表明の上で、道の予算なり何なりつけばつけで、そちらで対応すればい

いわけでありまして、このことについては、しっかりやっていくのだというような町長の

姿勢というものをお伺いしたいと思いますが、以上、2 点についてお答えいただきたいと

思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 河内議員言われる補正についてでありますけれども、今、国は平成 21 年度

の第 1 次補正予算 2.7 兆円削減をいたしました。そして、それにかわるものとして当初 7.1
兆円と言われていたのですが、最終的に 1,000 億積んで 7.2 兆円の第 2 次補正を組みまし

た。 
 これについては、まだどのような配分になるかというものはきておりません。この中で、

地方には 5,000 億の地方支援を行うというふうに言われておりますけれども、これがどの

ような形でくるのか、全く今のところは見えておりません。 
 20 年度の 1 次、2 次補正で行われた、そのように使い勝手のいいものなのかどうかとい

うことが全くわからない中で、今改めてこの財源について、これを使いながらどのような

ものをやっていくということはなかなか言えないものがあります。 
 ただ 7.2 兆円の中には、22 年地方交付税の不足分 2.5 兆円も含まれているということで

ありますから、大変どのような形になるのかなというのが本当に見えないものがございま

して、できるだけ早くそういうものを国としても地方に示してもらいたいというふうに思

っておりまして、その姿が見えない中で、なかなかどういう補正を組むということを言わ

れましても、なかなかそれを明言できないというのが現状だということで認識をして、理
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解をしていただきたいというふうに思っています。 
 あと、うらほろスタイルの部分でありますけれども、確かに私もこの事業については、

地域活性化も含めて大変重要なものだというふうに認識をしておりました。 
 ただ、事業仕分けの中で、自治体の判断に任せるということを言われておりました。こ

れは俗に言う天下り団体に対するその削減の中で出てきたものだというふうに認識してい

るわけでありますけれども、ただ、自治体判断と申しましても、道の判断に任せるのか、

市町村の判断に任せるのか、それすらもはっきりしていない。ましてや財源がどのように

ついてくるのかということが、まだはっきりしていない事業仕分けでありまして、最終的

な予算編成の中でどうなるのかということは、わかっておりません。 
 ただ、復活について民主党政権与党に、これについて強く復活を申し入れているという

状況がありますので、この復活請求の中でこれが復活されることを現在祈っているところ

でありまして、今早急に町としては、私は大変重要な課題だというふうに思っていますの

で、今現在、これがなくなったらどうするというような早急な判断をするのではなくて、

やはり復活してもらいたいということを町としても各団体組織に申し上げていきたいとい

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。 
○河内議員 今ね、町長から 2 点についてお答えをいただいたわけですけれども、ある意

味責任のある行政の首長として、軽々に予測だけとかそういうことで、なかなか積極的な

考え方とか発言というのは、申しにくいということは十分わかっております。 
 しかし、やはり全体に今の低迷した浦幌町に対してですね、もっとしっかりやっていく

のだという、ある意味メッセージというものがね、なかなか伝わりにくいのかなと。これ

も慎重にやっていくということの中で、そういうことになっていくのかなと思うわけです

けれども、私はこれらの 2 点については、積極的に今後国の予算措置その他もかんがみな

がら、ぜひですね、希望の持てるまちづくりのために頑張って取り組んでいただきたいと、

このようなことをお願いして、このことについては終わりたいと思います。 
○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 それでは、2 項目めとして質問をさせていただきたいと思います。 
 ブロードバンド・地デジ難視聴地解消事業について、お伺いいたしたいと思います。 
 過疎地域自立促進市町村計画に事業追加された、地域情報通信基盤整備推進交付金事業、

ブロードバンド、地デジ事業については、10 億 1,700 万円と多額であります。 
 交付率には、おおよそのめどは立っており、一つの事業については、既に認可をされて

いるところでありますが、地域活性化・公共投資臨時交付金については、交付率も確定し

ていない現況であります。およそのめどはついていると思いますが、場合によっては 85％
を割り込むこともあるのかなと、老婆心を抱いているわけでありますが、全体の事業負担

は、最終的には数％と低いものにおさまりそうでありますが、今後ランニングコストなど
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負担・リスクが伴うことから、事業化には町民へ十分な説明と理解が必要であると考えま

す。 
 今回の事業は、大きくわけて 2 つの機能と意味を持つわけでありますが、1 点目は、地

デジの難視聴地解消、2 点目は、ブロードバンド、いわゆる高速大容量情報通信網の町内

網羅であります。今後、行政として事業化への課題にどのように取り組む考えか、2 点お

聞きしたいと思います。 
 1 点目、アンケートの回収が悪いなど、この事業に対する町民の理解はまだまだ低いの

が現状であります。また、難視聴地の特定には、町民の協力が必要であります。今後、こ

れらの課題克服のために、どのような方法を考えているかお聞きしたいと思います。 
 2 点目、事業収支の前提となるブロードバンド契約、地デジ契約の見込みが大幅に狂う

とですね、この事業のランニングコストに当然はね返ってきますが、そういったことで財

政負担が増大するような心配はないのか、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 2 項目めのご質問にお答えします。 
 本定例会初日の本会議において関連予算等についてご承認いただきました、地域情報通

信基盤整備推進交付金事業につきましては、インターネット通信の高速回線化によるブロ

ードバンドと、平成 23 年 7 月のテレビの地上デジタル放送への完全移行に伴う地デジ難

視聴地域の解消を図る情報インフラの整備を行うものであり、事業の推進にあたりまして

は、地上デジタル放送の完全移行に伴う各ご家庭における対応とともに、デジタル電波受

信困難地域の特定について、町民の皆様のご理解とご協力が必要となって参ります。 
 連日、テレビ等のメディアでも広報されており、町民の皆様もご承知のことと思います

が、各ご家庭においては、今般の光ファイバの整備にかかわらず、地上デジタル放送に対

応したテレビに買いかえていただくか、あるいは地上デジタル放送に対応したチューナー

を用意していただくことが必要になります。また、場合によっては、現在ご使用のアンテ

ナの取りかえが必要となる場合もあると言われております。 
 しかしながら、こうした対応をしても地形等の影響から電波を受信できない地域が想定

されることから、こうした地域に対する対策として、アンテナ整備のかわりに本事業を活

用し、光ファイバによって映像電波を送信するというものであります。 
 地上デジタル放送の完全移行に関しましては、釧路市に設置されました総務省のデジタ

ルサポートセンターとの共催により、4 月から上浦幌地区行政区長会主催による住民説明

会、町内行政区長会議での説明、7 月には町内 4 公民館での説明会、8 月の町内 4 寿大学

交流会で説明をして参りました。 
 また、現在、ＮＨＫとの共聴アンテナによってテレビを視聴されている活平、常室、浜

厚内地区の共聴組合の方については、この共聴施設のデジタル化の改修が予定されており

ますが、改修経費の一部負担が求められることから、既存の共聴施設の改修を行わずに本
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事業によってデジタル化対応を図るという町の計画について説明をさせていただいており

ます。 
 また、本事業の実施に向けた基礎資料とするために、9 月と 10 月の町広報により、テレ

ビ受信状況やインターネットの利用状況等に関するアンケート調査をさせていただきまし

たが、まだ 450 世帯程度の回答状況でありますが、そのうち約 250 世帯が視聴困難とお答

えになっております。 
 視聴困難とお答えになられた方の中には、その原因が電波自体の問題ではなく、アンテ

ナや宅内の配線設備、ブースター等の影響によるものもあろうかとは思いますが、事業着

手の段階までには調査を行うなどして対応することとしております。 
 既に地上デジタル放送を良好に視聴されているとか、まだ地上デジタル放送の対応をさ

れていないということで回答されていない方もおられるかと思いますが、受信困難世帯は

まだあると考えており、今月の町広報で再度アンケートの回答についてお願いすることと

しておりますが、ＮＨＫ等の各放送事業者やデジタルサポートセンターと連携し、さらに

は町内の電器店等の協力もいただきながら情報収集に努めて参りたいと考えております。 
 また、今後、各種会合等において本事業や地上デジタル放送への移行対応に関する案内

をさせていただきながら、町民の皆様への理解浸透に努めて参りますので、ご理解願いま

す。 
 2 点目のランニングコストの関係でありますが、光ファイバを敷設する電柱添架料のほ

か、光ファイバを含め整備した機器及び設備等の修理費や保守等の維持管理費がかかるわ

けでありますが、この財源としては、全町に敷設した光ファイバを通信事業者等に貸し出

し、通信事業者等がその光ファイバを使って光ブロードバンドサービスを提供するという

ことで、通信事業者等から町に支払われる光ファイバの賃貸料を充てることになります。

この賃貸料については、光ブロードバンドサービス加入件数に応じて決まって参ります。 
 また、地上デジタル放送難視聴世帯からは、光ファイバにより映像電波を再送信すると

いうことで、光ファイバ利用料として 500円程度の負担をお願いしたいと考えております。 
 現段階における試算では、光ブロードバンドサービス利用者を町内世帯の約 10％の 250
世帯、地上デジタル放送再送信世帯を 300 世帯と想定し、維持管理費用としての町の負担

は、毎年 600 万円程度と見込んでおります。 
 このほか過疎債の償還として、仮に 1.5％の利息で計算すると、1 年目が約 40 万円、4
年目から 9 年間は約 360 万円の実質一般財源負担が見込まれます。通信事業者によります

と、町内におけるインターネット契約件数は 500 数件ということでありますので、今後、

高速大容量の通信環境を求めての契約変更や新規契約される方が予想され、現段階で試算

しております光ブロードバンド加入者 250世帯は、十分クリアできる数字と判断しており、

ブロードバンド加入者が増えた場合には、町の持ち出し負担が減ることになります。 
 いずれにいたしましても、ランニングコストにあっては、光ブロードバンドの加入契約

数によって左右されることになりますが、浦幌町における民間事業者による情報インフラ
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整備が進まない現状の中では、今回の交付金事業で整備することが最良であり、必要であ

ると判断しておりますので、ご理解願います。 
 なお、運営にあたっては、サービス内容の充実を含めサービス提供事業者の営業努力に

期待するところが大きいわけでありますが、町としても必要な協力をして、加入促進につ

なげていき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 大変丁寧にご説明をいただいて、ありがとうございました。 
 これ私は、本来であるならば、こういったインフラ整備についてはですよ、国の直轄で

全て国がきちっとした形でとり行うことが本来あるべき姿だと思います。 
 何か事業費の数パーセントでも地域に負担させるというような何か少しでも財源を縮減

したいというような意図がありありでございますけれども、この事業については、管内で

もかなりの町村が既に手を上げているところです。 
 現在、21 年度の事業として今後進めていくとなればですよ、少なくても今年度中、3 月

いっぱいまで実施計画の事業申請を済まさなければならない、その中で難視聴もある程度

確定しなければならない、できるだけ確定しなければならない。 
 事業化については、繰越明許費何かで対応していくことでよろしいのでしょうが、本当

に限られた中で、今まで説明会何回かされているわけですが、まだまだ理解している方が

少ない中で、本当に今後今年度中に実施計画をきちっと、難視聴を確定した中でできるの

かと、非常に心配をしているところです。このことについて 1 点確認をさせていただきた

いと思います。 
 それと釧路のですね、難視聴サポートセンターに町民自らが連絡をして自分のところは

どうなのかということを町民皆さんが積極的にやっていただくと。これは本当に助かるこ

となのですけれども、そういうことをしていただけるような、今後周知、努力、広報含め

てされていくという、ただいま説明ですけれども、よっぽどこのことについて周知しなけ

ればなかなかこのことについても難しいのかなと、大変心配をしているところです。その

辺についても 2 点目として確認したいと思います。 
 それとですね、もしですね、今年の 3 月までの実施計画の中で、町民の方が自分のとこ

ろは地デジが映るのか、映らないのか、全くそのことについて知らなかったということで、

事業がやっていく中、また終わってからですよ、新たにその地域に引き込みが必要となっ

た場合、これやはり費用がかかると思うのです。 
 これ事業費として計上できないこともあるのかなと考えているわけですけれども、これ

でいくらぐらいかかるものなのか、このことについてもお聞きしたいと思います。この事

業費の負担については、今後もしあるとした場合には、協議が必要だと思います。 
 以上、3 点についてお答え願います。 
○田村議長 答弁願います。 
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 まちづくり政策課長。 
○佐藤まちづくり政策課長 地デジに関する難視聴の関係で、3 月まで確認できるかどう

かということでございますけれども、先ほども答弁の中にもありましたとおり、アンケー

ト調査では数が限られた回答しか戻ってきておりませんけれども、今後、いろいろな機会

にまた周知する機会をつくりまして、その内容につきまして高齢者ですとか、いろいろ行

政区ですとか、行政区の総会ですとか、そういう中身で周知しながらですね、確認をさせ

ていただきたいと考えております。できるだけ年度内に確認できるような形で進めさせて

いただきたいと思います。 
 また、それと関連しまして、事業終了後、結果的に映らなかったとか、難視聴であるよ

ということが見つかることも考えられます。それらにつきましても、極力そのようなこと

がないように周知・徹底を図りながら確認させていただきますけれども、やはり事業終了

後はですね、その幹線はそのそばまでいっておりますので、事業中はその幹線から個々の

世帯までの工事費は無料なのですが、事業終了後は有料という形になります。その金額に

つきましては、その幹線の末端からの距離によって、いろいろあると思いますので、今金

額がいくらになるということは言えないのですが、そのような負担のかからないような形

で、落ちこぼしのないような形で調査させていただきたいと考えております。 
 それから、釧路サポートセンターの関係でございますけれども、今までも広報等で周知

してございますので、本当は町の方からこの地域全戸調べてほしいということで依頼して

対応していただければいいのですけれども、基本的に個人からの申請しか受け付けないと

いうものですから、これらにつきましても本当に映りが疑問だなというところがありまし

たらですね、それぞれサポートセンターの方に連絡していただけるような手法をとってい

くようにですね、広報等で周知徹底して参りたいと考えています。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 大変時間が進んで申しわけありません。最後にしたいと思います。 
 今、何点かお答えいただいたわけですけれども、この事業については、管内でどこでも

不透明な中で、不確定な中でこういった高速情報化の時代にですね、対応すべくこの事業

に手を上げているのかなと思います。みんな、その辺については、多少の不安を持ちなが

らこの事業に取り組んでいっているものと思います。 
 ただですね、この地域活性化・公共投資臨時交付金の交付率が非常に問題になるわけで

ありますけれども、その辺はある程度のところで落ち着くと、やっていけるという皆さん、

ある程度めどを持って、この事業について申請をしていると思います。 
 昨今ですね、事業仕分けなどで費用対効果が非常に優先されるためにですね、事業が非

常に取り下げられているものもあるわけですけれども、私はやはり、町民がこぞって情報

化の時代の恩恵を得られる、多少の負担率というものはやはり行政として飲み込んだ形で

この事業を推進していかなければならないのかなと思うわけですが、最終的には町長の政

策的な考えが最終判断の基本となるのかなと思います。その辺についてお聞きしたいと思
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います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 このブロードバンド、光ケーブルの設置については、議員ご指摘のとおり、

2011 年 7 月 24 日にアナログ放送から地上デジタル放送に切りかわる、その切りかわった

際にテレビが見られないような難視聴世帯を出さないための政策と高速容量の情報過疎化

にならない 2 つの意味を持って、光ケーブルを設置するという事業でありまして、これに

ついて、議会の皆さんからご理解をいただきながら、予算編成をさせていただきました。 
 当初、公共事業臨時交付金については、90％が確保されていたわけでありますけれども、

これが 90％にはならないようになってきたということでありまして、現在のところ 85％
の予算を計上させていただいておりました。 
 これが確定なのかどうかということは、前にも説明させていただきましたけれども、な

かなかまだ確定されていないという状況の中であります。約 5％違えば 1,000 万違うとい

う状況でありますので、これについては、私どもとしては 85％から 90％の間で交付され

るものだというふうに思っておりますけれども、最終的な数字はまだ見えないという段階

では、不安の要素が一つあるということであります。 
 ただ、85％をどんどん割ってきたということになると、どうかなということはあります

けれども、現在の段階では、この事業については、85％予算内で必ずと言いますか、しな

ければならない事業だというふうに認識しておりますので、今後ともこの事業については

進めて参りたいというふうに考えているところでありますので、ご理解いただきたいと思

います。 
○田村議長 これで河内富喜議員の一般質問を終わります。 
 以上をもちまして、一般質問を終結いたします。 
 
     ◎散会の宣告 
○田村議長 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 
 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 １時３６分 


