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平成２３年第３回浦幌町議会臨時会 
 
平成２３年 ５月２０日（金曜日） 

開会 午前１０時００分 
閉会 午後１１時３０分 

○議事日程 
日程第 １ 議会運営委員長報告 

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名 
日程第 ３ 会期の決定 

 日程第 ４ 諸般の報告（議長） 
 日程第 ５ 行政報告（町長） 
 日程第 ６ 議案第３５号 浦幌町国民健康保険税条例の一部改正について 
 日程第 ７ 議案第３６号 浦幌町国民健康保険条例の一部改正について 
 日程第 ８ 議案第３７号 平成 23 年度浦幌町一般会計補正予算 
 日程第 ９ 同意第 ３号 浦幌町副町長の選任につき同意を求めることについて 
 
○出席議員（１３名） 
    １番  関  井  雅  明     ２番  差  間  正  樹 
    ３番  安  藤  忠  司     ４番  中  尾  光  昭 
    ５番  二  瓶     隆     ６番  福  原  仁  子 
    ７番  森     秀  幸     ８番  杉  江     博 
    ９番  河  内  富  喜    １０番  阿  部     優 
   １１番  髙  橋  利  一    １２番  野  村  俊  博 
   １３番  田  村  寛  邦 
 
○欠席議員（０名） 
 
○出席説明員 
    特 別 職 
     町    長   水  澤  一  廣 
     副 町 長   門  馬  孝  敬 
 
    町 部 局 
     総 務 課 長   上  村  健  二 
     まちづくり政策課長   鈴  木  宏  昌 
     町 民 課 長   大  山  則  幸 
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     保健福祉課長事務取扱  （門  馬  孝  敬） 
診療所事務長   菅  原     敏 

     産 業 課 長   前  田  治  紀 
     施 設 課 長   賀  下  利  幸 
     上浦幌支所長   小 路 谷  守  昌 
     会 計 管 理 者   永  澤  厚  志 
 
    教育委員会 
     教 育 委 員 長   岡  崎  浩  明 
     教 育 長   久  門  好  行 
     教 育 次 長   亀  山     昇 
 
    農業委員会 

事 務 局 長   新  川  寿  雄 
 
    監 査 
     代表監査委員   石  丸  晴  朗 
 
    浦幌消防署 
     署 長   横  田  孝  志 
 
○出席議会事務局職員 
     局 長   泉        初 
     議 事 係 長   中  田     進 
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開会 午前１０時００分 
     ◎開会の宣告 
○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、本日をもって招集されました平成 23 年第３回浦幌町議

会臨時会を開会いたします。 
 
     ◎開議の宣告 
○田村議長 ただちに会議を開きます。 
 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、よろしくお願いをいた

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。 

○杉江委員長 議会運営委員会報告をいたします。 
本日午前９時より、議長、副議長の出席を経て議会運営委員会を開催し、平成 23 年第

３回浦幌町議会臨時会の運営について、理事者の説明を求め協議をいたしましたので報告

いたします。 
本臨時会は、諸般の報告、行政報告に続いて、一般議案２件、一般会計補正予算１件、

同意案件１件、合わせて４件の審議であります。 
以上を踏まえ、会期は本日５月 20 日 １日間でお願いをいたします。 
次に、会議録署名議員につきましては、順番に指名されますよう議長に申し入れており

ます。 
以上、議会運営委員会において協議した結果であります。議員各位のご協賛を賜ります

ようお願いを申し上げまして、議会運営委員長報告といたします。 
○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 会議録署名議員の指名 

○田村議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 
 今期、会議録署名議員は、会議規則第 118 条の規定により、６番、福原仁子議員、７番、

森秀幸議員を指名いたします。 
 

     ◎日程第３ 会期の決定 

○田村議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 
お諮をいたします。 
本臨時会の会期は、本日１日間としたいと思います。 
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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、会期は本日１日間と決定をいたしました。 

 

     ◎日程第４ 諸般の報告 

○田村議長 日程第４、諸般の報告を事務局長より行わせます。 
○泉議会事務局長 報告をいたします。 
今期、議会の説明員につきましては平成 23年５月 10日付けで、町長並びに教育委員長、

農業委員会会長、監査委員に出席の要求をいたしております。 
次に、平成23年３月15日から平成23年５月19日までの議長等の動静につきましては、

お手元に配布のとおりでありますのでごらんおきを願います。 
以上でございます。 

○田村議長 これで、諸般の報告を終わります。 
 
     ◎日程第５ 行政報告 

○田村議長 日程第５、行政報告を許します。 
 町長。 
○水澤町長 行政報告をさせていただきます。 
平成23年３月15日から、平成23年５月19日までの町長等の動静につきましては、お手元

に配布しておりますのでごらんおきを願いたいと思います。 
２の建設工事入札結果についてでありますが、浦幌町長・浦幌町議会議員選挙ポスター

掲示場設置工事ほか11件であります。 
３の委託業務入札結果につきましては、救急内水大津地区基地管理委託業務ほか７件で

あります。 
４の物品購入入札結果につきましては、町立診療所診療用機械器具購入１件であります。 
その他について報告をさせていただきます。 
東北地方太平洋沖地震による津波警報発令に伴う災害対策本部の設置並びに災害対応状

況について報告をいたします。 
 平成23年３月11日午後２時46分頃、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の大地震が

発生し、本町においても震度４を観測いたしました。 
同日午後２時49分北海道太平洋沿岸中部に、この地震による津波警報が気象庁より発表

されたことを受け、同日午後２時50分に浦幌町災害対策本部を設置すると同時に、関係す

る地域住民232世帯518人に対し避難勧告を発令し、防災行政無線及び消防広報車等による

広報により周知並びに各地域に職員等を派遣いたしました。 
また、同日午後３時30分には津波警報から大津波警報への切り替えが発表されたことを
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受け、地域住民に対する避難勧告の発令を避難指示に切り替え、引き続き防災行政無線及

び消防広報車等による広報により周知を行いました。 
避難指示を受け避難所に避難した住民は延べ108名でありました。体制につきましては、

町職員は町長以下60名、消防署職員は18名、消防団員は団本部、第２、第３分団あわせて

21名、合計99名により情報収集、広報活動、避難状況の確認、避難所における避難住民へ

の対応、被害状況の確認等を実施して参りました。 
また、陸上自衛隊第５施設中隊から３名の隊員が、北海道開発局帯広開発建設部から延

べ４名の職員が状況把握等のため町の対策本部に派遣されております。 
この間、避難所における食事の炊き出しのご協力をいただいたボランティアいちげの会

の皆様をはじめとし、情報の提供、協力等を賜りました各機関及び住民の皆様に厚く感謝

申し上げるところであります。 
北海道太平洋沿岸中部に発表されていた大津波警報が、12日午後１時50分に津波警報に

切り替わったことを受け、同日午後１時58分に地域住民に対する避難指示の発令を避難勧

告に切替え、同日午後８時20分の北海道太平洋沿岸中部の津波警報解除を受け、同日午後

８時25分に避難勧告を解除し、同時刻をもって災害対策本部につきましても解散いたしま

した。 
 今回の災害における被害につきましては、８戸において床下浸水、乗用車の水没・流出

が４台ありましたが、人的被害はありませんでした。また、水産関係の被害につきまして

は、大津漁組厚内支所において、荷捌施設、冷凍庫、燃油補給施設等が被災、大津本所に

おいても荷捌施設、冷蔵庫、上架施設、中間種苗育成施設が被災し、現在の漁組施設全体

の災害に係る復旧経費につきましては、4,251万円となっております。 
 漁船被害については、厚内港及び大津港に係留・上架中の本町漁業者の漁船55隻、沈没

による滅失は４隻、破損は51隻となっておりますが被害を受けております。被害金額につ

きましては現在も調査中でありますが、４月末現在の推計で約5,500万円となっております。 
 今回の災害により、厚内港及び大津港に停泊及び上架していた漁業者の漁船が甚大な被

害を受けており、上架場の早期復旧と被害に遭われた組合員への復興支援として、大津漁

組に対し浦幌町、豊頃町でそれぞれ300万円の見舞金を進呈いたしております。 
 今後の町の水産関係の復旧・復興支援といたしましては、大津漁組の施設復旧事業に対

し助成を行うものであります。本件につきましては、本臨時会に補正予算を計上いたして

おりますので、ご審議の程よろしくお願いを申し上げます。 
また、漁船等の漁業生産施設が被災した本町漁業者への支援といたしまして、北海道信

用漁業協同組合連合会が原資を供給する災害資金、漁業サポート資金の借入れに対する利

子補給、北海道と町の補給により借入者無利子でありますが、それを実施するものであり

ます。 
今回の災害により地域における避難体制、避難所の運営等、さまざまな課題も浮き彫り

になりました。このことから、本年度中に地域防災計画、避難対応マニュアル等の見直し
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作業を行い、周知を行うとともに、災害時避難体制を確保し、加えて、避難所における食

糧備蓄のみならず、避難所における必要な資機材等の備蓄を行うべく、第２回定例会にお

いて補正予算の計上を行い、整備する予定でございます。 
また、本町におきましても、被災された地域と同じように沿岸部を抱えることから、あ

らためて職員等への危機管理意識徹底、住民に対します意識の高揚を図るなど、災害に備

えることが必要だと考えております。 
最後に、東北地方の太平洋沿岸部では、この地震による津波により甚大な被害を受け、

一部では町が壊滅状態になっているものもあり、被災された皆様に心からお見舞いを申し

上げます。   
同じ被災した町ではありますが、本町としても岩手県洋野町に対し被災見舞金を関係各

位の募金と合わせて約180万円を送金し、また、町民より支援物資約9,700点の支援をいた

だき、福島県南相馬市へお送りしております。 
今後におきましては、各県災害対策本部を通じて、浦幌牛乳を送料を含め約300万円相

当分お送りし、被災者支援を行っていく考えでおりますので、この分についても第２回定

例会において補正予算の計上を予定しております。 
以上、東北地方太平洋沖地震による津波警報発令に伴う災害対策本部の設置並びに災害

対応状況についての報告といたします。 
次に、浦幌町と本別町間の公共交通体系の見直しについて報告をいたします。 

 現在、浦幌町と本別町間を運行している公共交通は、十勝バス株式会社による留真線が

留真本別間を平日３往復、本別町と本町が共同運行する本別生活維持路線が浦幌本別間を

十勝バス留真線と競合しない時間帯で、平日は夜間１往復、休日は、朝夕の２往復を運行

しています。本別生活維持路線は、事前予約制で運行していますが、北海道立本別高等学

校で部活動を行う生徒の通学用としての利用が主となっています。このほか、浦幌町立小

中学校の児童生徒の通学用として、スクールバスが浦幌留真間を平日２往復運行しており、

このスクールバスには一般住民の方の利用も可能となっていますが、浦幌市街地から本別

高等学校へ通学されている生徒は、平日は、朝スクールバスで留真まで行き、留真で十勝

バスに乗り換え、帰りは部活動がないときは、本別から留真まで十勝バスに乗り、留真で

スクールバスに乗り換え、部活動があるときは、本別から浦幌まで本別生活維持路線を利

用している現状にあります。 
このことから、平日における留真地区での乗り換えによる利用者の不便さの解消や、将

来にわたって安定的かつ効率的な公共交通の維持という観点から、公共交通体系の再構築

が求められておりました。 
昨年11月に上浦幌地区を対象に、十勝バス留真線に関するアンケート調査を実施すると

ともに、本別高等学校ＰＴＡ浦幌支部との意見交換を行い、利用者ニーズの把握に努め、

利便性や運行効率の向上を図りながら利用者の増加を目指し、本別町と公共交通体系の見

直しについて検討を進めて参りました。 
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このほど協議が整い、去る５月16日に本別町と合同で開催いたしました地域公共交通会

議において、新たな本別・浦幌生活維持路線の運行形態、運賃、路線等の承認をいただい

たところです。 
 見直しの具体的内容ですが、浦幌・本別間を平日・休日ともに４往復できる運行形態を

確保する中で、留真地区での乗り換えを解消し、直通化いたしました。現在の運行路線は、

道々本別浦幌線の沿線のみですが、道々本別浦幌線より川上近隣センター、川流布会館、

留真温泉間を運行するよう路線を延伸し、公共交通空白地域を解消いたしました。また、

乗車人員のいないバスの運行を防ぐため、全便、事前の乗車予約による運行とし、経費の

節減を図ることといたしました。 
 新たな体系による運行は、本年７月１日からを予定しており、十勝バス留真線を６月30
日で廃止し、本別・浦幌生活維持路線に一本化します。運行経費に関する本別町と本町の

負担割合は、運行経費から運賃収入を差し引いた額を、両町で折半する均等割とそれぞれ

の町の走行距離数に応じた距離割により算出され、負担金額ベースで本町が約65％の負担

となるよう調整中です。 
今後、運行事業者の選定等を行うとともに、第２回町議会定例会に関連する補正予算を

上程いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 
以上、浦幌町と本別町間の公共交通体系の見直しについての報告といたします。 
次に、町内で発生いたしました４件の火災について報告をいたします。 
１件目ですが、出火場所は浦幌町字厚内１条通３丁目４番地の２、被災者は栗山芳一氏

であります。覚知時刻は３月 26 日午前 10 時 46 分、鎮火時刻につきましては同じ日の午

前 11 時 22 分であります。出火箇所につきましては、敷地内となっています。出火原因は、  

焼却中の紙くずが枯草に飛び火したことが原因であります。焼損状況については、枯草を

焼損いたしました。焼損面積は、150 平方メートルであります。損害額はありません。消

防活動状況につきましては、消防署が車両３台、人員７人、消防団は団本部２名、第３分

団６名、車両２台、人員合わせて８名であります。 
２件目、出火場所は浦幌町字川上 35 番地の２、被災者は長谷川由紀江氏であります。

覚知時刻は４月 12 日午後２時 12 分、鎮火時刻は４月 12 日午後２時 46 分となっておりま

す。出火箇所については、敷地内であります。出火原因は、火のついた立ち枯れた作物が

飛び、枯草に飛び火したものであります。焼損状況は、枯草を焼損し、焼損面積は 1,160.4
平方メートルであります。損害額はありません。消防活動状況でありますが、消防署、車

両３台、人員９名、消防団は団本部３名、第４分団 21 名、車両４台、人員が合わせて２

４名であります。 
３件目、出火場所、浦幌町字川流布 203 番地の１、被災者は砂原和吉氏であります。覚

知時刻は４月 27 日午前 11 時８分、鎮火時刻につきましては４月 27 日午前 11 時 35 分と

なっています。出火箇所は原野であります。出火原因は、火のついたごみが飛び、枯草に

着火したものであります。焼損状況は枯草を焼損し、焼損面積は 44.77 平方メートルであ
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ります。損害額はございません。消防活動状況は、消防署、車両４台、人員 11 名、消防

団は団本部１名、第４分団 22 名、車両３台、人員は合わせて 23 名となっています。 
４件目、出火場所、浦幌町字昆布刈石 23 番地の２、被災者は北海道となっています。

覚知時刻は５月 12 日午後２時 10 分、鎮火時刻は５月 12 日午後２時 41 分であります。出

火箇所は道路の張芝です。出火原因は、たばこの投げ捨てと思われます。焼損状況は、張

芝を焼損し、焼損面積は 414.0 平方メートルであります。損害額はありません。消防活動

状況は、消防署、車両３台、人員７名、消防団は、団本部は出動しておりません。第３分

団が３名、車両１台であります。 
以上、４件の火災についての報告とさせていただきます。 

 以上で、行政報告を終わらせていただきます。 
○田村議長 これで、行政報告を終わります。 
 
     ○日程第６ 議案第３５号 浦幌町国民健康保険税条例の一部改正について 
○田村議長 日程第６、議案第 35 号 浦幌町国民健康保険税条例の一部改正についてを

議題といたします。 
説明を求めます。   

 町民課長。 
○大山町民課長 議案第 35 号 浦幌町国民健康保険税条例の一部改正ついて。 
 浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 
 平成 23 年５月 20 日提出、浦幌町長。 
 次のページをお開き願います。 
 浦幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 
 浦幌町国民健康保険税条例（平成 12 年浦幌町条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 
 第２条第２項中「50 万円」を「51 万円」に、同条第３項中「13 万円」を「14 万円」に、

同条第４項中「10 万円」を「12 万円」に改める。 
 第 23 条中「50 万円」を「51 万円」に、「13 万円」を「14 万円」に、「10 万円」を「12
万円」に改める。 
 附則、（施行期日）、１．この条例は、公布の日から施行し、平成 23 年４月１日から適

用する。 
 （適用区分）、２．改正後の浦幌町国民健康保険税条例の規定は、平成 23 年度以後の年

度分の国民健康保険税について適用し、平成 22年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 
 本議案の改正の内容等につきましては、議案説明資料をもって説明をさせていただきま

す。議案説明資料１ページをごらん願いたいと思います。 
 始めに改正の趣旨でございます。 
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 「地方税法施行令の一部を改正する政令（平成 23 年政令第 44 号）」が平成 23 年３月

30 日に公布、平成 23 年４月１日に施行されたことに伴いまして、国民健康保険税基礎課

税額の限度額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額並びに介護納付金課税額の限度額を

改正するものでございます。国民健康保険税の課税額は、厚生労働省において毎年試算を

してございます。国民健康保険税の課税限度額は、本来、保険料という性格から見て、過

度に高い額にならないよう限度額が定められてございます。全国的に見て、所得階層の負

担がなるべく平等になるようにということで設定をされているものでございます。また、

医療給付費等の伸びに応じて税率等を、改正を行うことになりますと、低所得者の方や、

中間所得者の方の負担が増えるということになります。また、この影響が大きいことから、

一定程度所得のある世帯の方に応分の負担をいただくということになってございます。そ

の分、中間所得者層や低所得者層など限度額に届かない世帯の負担軽減が計られるという

ことが目的とされております。 
 なお、国民健康保険税基準課税額の限度額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額並び

に介護納付金課税額の限度額の改正に係りましては、浦幌町国民健康保険運営協議会に、

去る５月 11 日に諮問し、答申をいただいた内容にもとづき改正するものでございます。 
 ２としまして改正内容についてでありますが、１としまして、基礎課税額の限度額につ

いては 50 万円から 51 万円とするということでございます。超過世帯数でございますが、

現行課税限度額 50 万円でございますので、50 万円を超えている世帯が 138 世帯ございま

す。改正後につきましては、51 万円の限度額を超える世帯が 132 世帯でございます。影

響額につきましては 134 万 6,000 円ということでございますが、限度額 51 万円を超えた

世帯が 132 世帯ということで、通常１万円かけますと 132 万円ということになろうかと思

いますけれども、現行の 50 万円を超えていたのですが、改正されたことによって 51 万円

に到達しない世帯が 6 世帯ございます。その世帯の部分が４万 6,000 円の影響があるとい

うことになります。 
 次に２としまして、後期高齢者支援金等課税額の限度額については 13 万円から 14 万円

とするということでございます。超過世帯については現行 91 世帯、改正後 80 世帯、影響

額 86 万 2,000 円ということでございます。 
介護納付金課税額の限度額につきましては 10 万円から 12 万円とするということでござ

います。超過世帯につきましては現行 72 世帯、改正後 44 世帯、影響額 116 万円というこ

とでございます。 
 次に施行期日についてでございますが、公布の日から施行し、平成 23 年４月１日から

適用するということでございます。 
 次に適用区分についてでありますが、改正後の浦幌町国民健康保険税条例の規定は、平

成 23 年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成 22 年度分までの国民健康

保険税につきましては、なお従前の例によるということでございます。 
 以上で、浦幌町国民健康保険税条例の一部改正する条例についての説明を終わらせてい
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ただきますので、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 
○田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。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 35 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 35 号は、原案のとおり可決されました。 

 
     ◎日程第７ 議案第３６号 浦幌町国民健康保険条例の一部改正について 
○田村議長 日程第７、議案第 36 号 浦幌町国民健康保険条例の一部改正についてを議

題といたします。 
説明を求めます。 

 町民課長。 
○大山町民課長 議案第 36 号 浦幌町国民健康保険条例の一部改正について。 
 浦幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 
 平成 23 年５月 20 日提出、浦幌町長。 
 次のページをお開き願います。 
浦幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例。 
浦幌町国民健康保険条例（昭和 34 年浦幌町条例第６号）の一部を次のように改正する。 
第８条第１項中「35 万円」を「39 万円」に改める。 
第 10 条中「第 72 条の５」を「第 72 条の４」に改める。 
附則第２項を削る。 
附則、（施行期日）、１．この条例は、公布に日から施行し、平成 23 年４月１日から適

用する。 
 （経過措置）、２．平成 23 年３月 31 日以前に出産した被保険者に係る第８条の規定に

よる出産育児一時金の額については、なお従前の例による。 
 本議案の説明につきましては、議案説明資料をもって説明させていただきます。議案説

明資料２ページをごらん願います。 
 まず、改正の趣旨についてであります。健康保険法施行令等の一部を改正する政令が平

成 23 年３月 30 日公布、平成 23 年４月１日施行されております。国において緊急少子化
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対策の一環として、出産にかかる被保険者等の経済的負担を軽減し、安心して出産できる

ようにするため平成 21 年５月に健康保険法施行令が一部改正され、平成 21 年 10 月１日

から平成 23 年３月 31 日までの間、暫定的に引き上げられておりました出産育児一時金の

支給につきまして、平成 23 年４月１日から恒久化されたことに伴いまして、浦幌町国民

健康保険条例の一部を改正するものでございます。 
 次に改正内容でございます。１としまして、出産した時に支給する出産育児一時金の額

について 35 万円を 39 万円に改めるものでございます。これにつきましては、本則に明記

をするものでございます。産科医療保障制度に係ります３万円の関係でございますが、こ

れについては今回の条例改正には含まれてございませんので、これまでどおり 42 万円の

支給ということになります。 
次に２といたしまして、附則の平成 21 年 10 月から平成 23 年３月までの間の出産に係

る出産育児一時金に関する経過措置を削る。 
３といたしまして、引用している法令条項等の整理でございます。 
次に施行期日でございますが、公布の日から施行し、平成 23 年４月１日から適用する。 
次に経過措置についてでございますが、平成 23 年３月 31 日以前に出産した被保険者に

係る第８条の規定よる出産育児一時金の額については、なお従前の例によるということで

ございます。 
以上、浦幌町国民健康保険条例の一部改正する条例についての説明を終わらせていただ

きますので、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 
○田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「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 36 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 36 号は、原案のとおり可決されました。 

 
     ◎日程第８ 議案第３７号 平成２３年度浦幌町一般会計補正予算 
○田村議長 日程第８、議案第 37 号 平成 23 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。 
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○上村総務課長 議案第 37 号 平成 23 年度浦幌町一般会計補正予算。 
 平成 23 年度浦幌町の一般会計補正予算（第１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 1,370 万円を追加し、歳入歳出の総額

を歳入歳出それぞれ 51 億 4,720 万円とする。 
 ２ 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 23 年５月 20 日提出、浦幌町長。 
 次のページをお開きください。第１表歳入歳出予算補正は省略させていただきます。 
 ３ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１の総括については省略させていただきま

す。 
 次のページの４ページをお開きください。２歳入、17 款繰入金、２項１目基金繰入金

1,370 万円を追加し 4,711 万 9,000 円、１節基金繰入金 1,370 万円の追加、財政調整基金

繰入金の 1,370 万円の追加でございます。 
 ３歳出、６款農林水産業費、３項水産業費、２目水産業振興費 1,370 万円を追加し 1,823
万 8,000 円、19 節負担金、補助及び交付金 1,370 万円の追加、東北地方太平洋沖地震津波

災害に係る漁業施設災害復旧事業補助金 1,370 万円の追加でございます。 
 説明資料３ページ、４ページをお開きください。今回の一般会計補正予算の関係でござ

いますが、23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波による甚大な被害

を受けました大津漁業協同組合の施設復旧事業に対し、次のとおり支援を行うため負担金、

補助及び交付金を追加補正する内容でございます。なお、②の内容でございますが、施設

名、本所、支所、復旧内容、復旧金額についてはごらんのとおりでございます。合計で 4,251
万円の復旧金額となっています。なお中段の冷凍、冷蔵施設の厚内支所、用地整備工事（ア

スファルト舗装工 298 平方メートル）並びに大津本所、用地整備工事（アスファルト舗装

工 630 平方メートル）につきましては、この 4,251 万円の中には含まれておりませんので

よろしくお願いいたします。 
 次に４ページをお開きください。今回の補助金額でございますが、被災の復旧にかかる

4,251 万円の合計額に対しまして、中段ほどの大津本所の冷凍施設にかかるものにつきま

しては 2,700 万円かかるわけでございますが、そのうち北海道の補助金が２分の１でござ

いまして、1,350 万円の補助がございます。残りの 2,901 万円に対しそれぞれ復旧のかか

るものについて助成をしてまいりたいというふうに考えています。なお、激甚災害の復旧

につきましては補助率が通常９割となっておりまして、大津漁業協同組合の負担につきま

しては１割という形で、残りの９割について豊頃町、浦幌町でそれぞれ２分の１の負担を

しようという考えのもとでございます。それに伴いまして復旧費につきましては 1,300 万

円、なお前段で申し上げました用地整備の部分については、厚内港の冷凍施設用地舗装工

部分については 70 万円を全額補助をしてまいり、合計で 1,370 万円の補正をお願いする



- 13 - 
 

内容でございます。 
 以上で、補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、よ

ろしくお願いします。 
○田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
 ４番、中尾議員。 
○中尾議員 今回の津波っていうのですか、地震に関して漁業、水産に対して町が支援を

していくということは当然というのでしょうか、これについてはなんら異論するものでは

ないのですが、基本的な考え方っていうのでしょうか、今回は今説明にもありました激甚

災害という認識のもとにこういうような町も基金を取り崩して、こういった形を取るとい

うことなのですけれども、そのなかで北海道の補助金も冷蔵庫の部分で 1,350 万円という

部分。この辺が最近のテレビの報道を見ますと、ほとんどが原発の補償とかいろんな部分

のことばかりで、地震のほうの対応っていうのでしょうか、ここら辺がどうも最近報道で

は聞こえてこないのですけど、結局今回の災害について国の方針、道の方針っていうので

しょうか、ここら辺の方針が決まったうえで町の方針っていう形になってくるのかなと思

うのですけども、結局国のスタンス、道のスタンスっていうものが、どうも２、３日前の

報道でもまだ道の形がきちっとなってないのでないかと、私はそういう認識をしていたの

です。そんな中で、町がこの金額にしても、これはあくまでもとりあえずということなの

か、これでもう終わりということなのか。先ほどの行政報告にもありましたけども、船と

かそういった部分も今４月末の数字が出ていて、まだ全部が確定されていないとなったと

きに、今回の災害に対しての形っていうのは、これはとりあえずなのか、これで打ち切ら

れるのか、ここら辺がいま一つちょっと見えてこないと。それと、復旧の先ほどの激甚災

害ですから９割と、１割は自己負担。そして９割の部分の２分の１ですから、きっとこれ

は浦幌、豊頃町で半分ずつということでの２分の１ということだと思うのですけど、ここ

ら辺も基本的な考え方というのですか、全部で 4,251 万円かかってそれの半分ずつという

ことなのでしょうけども、確かに厚内支所も大津本所もこれはどっちがどっちと、大津は

豊頃にあるから大津は豊頃でとかって、そういうような区分けもきっとないのでしょうけ

ども、ここに明細ではいろいろと厚内支所と大津本所と別れて書いていますよね。確かに

これ 2,700 万円の大津の冷蔵、貯蔵のこれが 2,700 万円で大きいですから、厚内と大津と

見たら全然大津のほうが多いですよね、金額的に。その中で半分だと。この辺の認識とい

うのでしょうか、この辺も私きちっと、もうちょっと説明を求めたい。そして、大津も厚

内もないのだと、そういうような考え方であるならば、例えば最後に説明いただいた用地

整備の舗装工事ですか、これは、厚内支所はこっちでやって、大津はたぶん向こうでやら

れるということなのだと思うのです。だからそうすると、あくまでもここら辺が全体のや

つは半分で割っちゃうのだけども、そういう整備は、こっちはこっち、あっちはあっちと。

だから平米数を見たときの、この辺の基本的な考え方っていうものが、私はちょっといま

一つ見えないというふうに思っているのです。また、これ町の、もう一つ町の方針として、
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今回こういうような災害がありましたけども、こういう災害って今後いつあるかわからな

いですよね。ですから、今回も津波でありましたけども、津波がなかったと、地震しかな

かったとなったときに、漁組さんはするけども他の施設も壊れたときに、その辺の町の考

え方っていうのですか、災害に対応していく考え方についてどういうふうに考えているの

かと。組合さんだけって、私はこれすることは悪くはないのだけども、あくまでも行政の

することですから、公平公正でなければならない。こちらはするけどこちらはしないって

ことには、私ならないと思うのですよ。ですから今回のこれするにあたっての部分で、基

本的に津波で災害を受けた部分が主で、ほとんどでないですかね。ですから、津波では今

回こうしたのだけども、地震でのときはどうだったのかとか。災害に対する町の姿勢って

いうのでしょうか、私ここら辺も町としてある一定のきちっとした基準を設けてやられる

のか、今激甚災害っていう災害に認定されるか、されないかっていうことなのか。だから

ここら辺が私、ちょっといま一つ認識、ちょっと分からないところがあるので、この辺を

もうちょっと求めたいと思いますし、また組合さんとかそういうところも当然こういう港、

海の近くに建物が建ったりとかしていれば、当然こういうことっていうのは予想されるわ

けですよね。そうすると、当然自分で自分の身は守るために保険に入るだとか、何かあっ

たときにはもう頼めばいいんだっていうことでなくて、自分の身を守るためにきちっと保

険制度に入って、そういうことできちっと対応しておくという、これは、私は当然だと思

うのです。みんな商売するとき、例えば商店だって建物建てれば火災保険に入ったりとか

いろんなことをするじゃないですか。たとえば今回地震でなったときに、町内の商店街も

みんな建物倒れちゃったとかってなったときには、漁組はするけどこっちはしないとかっ

ていうことにはならないと思うのです。だから、ここら辺の考え方が私はいま一つちょっ

とわからないことがありますので、この辺をちょっとまた一つ説明を求めたいと思います。 
 それと最後にもう１点、考え方をお聞きしたいのですけれども、どうであれ今回も 4,200
万円の災害復旧費が、お金かかるのですこれが。これ東北もそうですけども、これもう何

兆円なんて 20 兆も 30 兆もなんて話していますけど、実際に言葉は悪いですけどもこうい

う復興事業っていうものは出てくるのです、やっぱりこれは。ですから、後ろへ向くばか

りではなくてこういったものを利用しながら、景気浮揚を図っていくというような姿勢っ

ていうものは当然必要だろうと。ですから考え方によっては、今言った舗装工事だとかい

ろんな工事だとか、シャッターだとかいろんな部分ありますよね。当然町内、地元ででき

ない工事もあるけれども、当然できるものについては地元に落としてきちっとやっていく

というようなね。だから、補助金出すからあとは漁組さんどうぞということではなくて、

町のお金、基金を取り崩してまできちっとするのであれば、当然そういったことの指導も

しながら、どうせやらなきゃならないのならこういうものを前向きにとらえて、町の景気

浮揚にあてていくと。そういった姿勢というものは、私は当然必要だというふうに思うの

です。ですからこの部分についても、町がその辺もきちっと出すかわりに、きちっとその

辺も対応をしていくというような部分での町の考え方、この辺も合わせてお聞きをしたと
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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 私の方から答えられる範囲で答えたいというふうに思っております。 
 まず、国の支援、道の支援それから町の支援、どうなっているのだということでござい

ますが、現在この 4,251 万円の復旧費の関係でございますが、これにつきましてはあくま

でも両町の中の対策本部の中でどうしていくかということの内容で、今回支援をするとい

うことでございます。現在、道の漁業サポート資金利子補給これが出ておりますけれども、

行政報告の中にもありましたけれども、これにつきましては今後要綱等を整備しながら本

人の漁船等の被害等の申請等があれば、それに見合うような利子補給を両町でやっていく

ということで申し合わせをしております。今回のこの 4,251 万円の中には、各漁船、個人

の漁船の被害額の支援金は入っておりません。あくまでも施設復旧に対する内容というこ

とでございます。それから、国の方の支援はということでございますけれども、先日国の

ほうの１次補正等が国会で出されまして承認をされておりますけれども、この内容につき

ましても、今後どういう形で見極めていくのかということを両町で考えながらサポートし

ていけるのかどうかということも含めて考えていかなければならないのかというふうには

今考えております。それから、全体の被災金額の 4,251 万円の半分は、どうして半分なの

かということでございますけども、あくまでも大津漁業協同組合は両町の組合一本でござ

いますので、組合員が少ないから半分にしてとか、３分の１にしれとかそういう考えじゃ

なくて、今まで施設復旧、補助等に関しましても両町２分の１それぞれ行ってきておりま

すので、今回の災害につきましても半分ということで支援をしていくということで両町申

し合わせている中の内容でございます。それから用地整備の関係でございますけども、も

ともと用地整備、今回冷凍、冷蔵庫の関係の復旧に対しましては、道の今回補助がみれる

ということでございしまして、この補助の内容につきましては用地費等、用地整備費に係

るものについては補助対象外だということで道の方から言われておりました。それを受け

まして、すぐ対応しなければならないということでこの分については冷凍、冷蔵庫の移設

にかかる用地整備については、両町と組合でそれぞれ出しながら復旧していくということ

で、移設にかかる掘削、それから整備費、それから舗装費について実際にはかかってくる

わけでございますけども、両町で出す分については舗装分だけでそれぞれ出していこうと

いうことで今回舗装分だけをみております。実際は浦幌町でいけば 70 万円でございます

けども、その倍以上は実際にはかかってくるということでございます。これが組合の方で

手当てをしてもらう内容にはなりますけども、この手当てする内容が一部ボランティア等

も含んでおるということから、全体的な整備費がわからないという中で今回は浦幌町と豊

頃町についてはアスファルト舗装分だけを支援していこうということでございますので、

先ほど申しました激甚災害の考えから言いますと同じ 90％等になりますけども、これにつ

いては、そういうことから言いまして若干率を実際にかかった経費を後で割り返すとそう
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はならないかもしれませんけども、90％よりは、パーセントからいうと落ちていくのでな

いかなと感じはしております。 
それから、組合員のそれぞれの個人の財産に関係する保険等はどうなっているのかでご

ざいますけども、当然漁船等における保険等も個人的には入っておるということも聞いて

おりますし、今回その保険の手当てもされているということもあるということも聞いてお

ります。自分の財産は自分で守るということは、これは本来のことでありますので、そう

いう意味では入っているということでございますのでご理解を願いたいと思います。あと、

今回この両町の支援に対する復旧事業の中の地元等の業者等に発注されているのかという

ことの内容かなとちょっと思いますけれども、それにつきましてもできるだけ地元ででき

るものについては地元でやってもらいたということで組合の方には申し入れてありまして、

実際地元でできるものはやっておりますのでご理解を願いたいというふうに思います。 
 以上でございます。 
○田村議長 ４番、中尾議員。 
○中尾議員 まず、今答弁の中でも国の１次補正も通っているということなのですが、し

かし、だから通って結局どうなったのだというところがよくわからないのですよ。だから

１次補正、２次補正、３次補正ってね、これだけの災害ですから、どうしても目が東北に

向いていますので、浦幌町も、北海道の海岸縁も今回の災害の被災地なのだと言っても、

どうも北海道には目が向かなくて、ほとんどが向こうへ向いてしまっていますから、東北

へ。ですから、ここら辺が私も今後どういうふうになっていくのかわからないところもあ

るのですけど、しかし、今現在の国の対応の部分も、今１次補正が通ったと言ってもいま

一つ、通ってじゃあ要するにどこまで、国としてここまでなのだということがわからない

のです、それがね。どうも、今言われるように補償とかこういった部分は対象外なのだと。

だけど冷蔵庫はいいのだとかって、だからここら辺も道もきちっと対応が決まって、国、

道の対応がきちっと決まってこういう対応になっているのか、そこら辺がいま一つわから

ないのです、これがね。ですから町民も、町長いろんなところでよく言っている、基金も

たくさん貯まってきたというようなお話もよくいろんなあいさつなんかで町長もよく言わ

れますけど、そのせっかく貯まった基金、貯金をおろして、はたいて応援していくのです

から。ですからこういった部分も、町民にもこの辺の部分の国がこう、道がこうであと残

ったものはこれだけかかるのだというようなことで、だからここでこういうふうに使われ

るというような、そういった町民にもわかりやすい説明っていうものが、私はね、国から

全部きちっといくっていうなら別ですけど町の財源も使われるっていうことですから、や

はりその辺の流れっていうものも私はもうちょっと細かく、分かりやすく説明を求めたい

と思います。正直今の説明では、１次補正が通ったということは分かったけど、それが通

って、じゃあ補正の内容が浦幌に対してはどうなのかっていうものが私はわからないので

すよね。この辺の国の考え方、道の考え方、それを踏まえてこの町の考え方っていうここ

ら辺の部分がいま一つ私は見えてこないと。激甚災害が９割だという、これはある一定の
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利率が決まっているのでしょうからあれなのでしょうけどもね。あと、その辺の流れと、

先ほど言った２分の１の部分についても、今までも会員がどうだとか船がどうだってこと

抜きにして、大津も厚内もないのだと、あくまでも一つの大津漁業協同組合という一つの

組合として平等だということの中で２分の１、半分ずつなのだというそのスタンスはわか

りました。だから、そうは言いながら舗装のこの部分についてはまた分けるのだっていう、

ここら辺の整合性が私取れないって言っているのですよ。ここら辺も、厚内も大津もない

一つなのだ、全部ひっくるめて半分でどんと割れば、それ整合性取れますけどね。そうな

のだと言いながらこっち側は別々にやりますよとか、ここら辺のちょっと意味合いが、私

は整合性が取れないということを申し上げている。その辺についての説明がわかりやすく

していただきたいということなのです。この辺の部分も説明を求めたいという、専門じゃ

ない町民が聞いてわかるように、そこら辺の整合性、なるほどなって町民が理解できるよ

うな説明をぜひ求めたいというふうに思うのです。それで先ほど保険の部分、もう一つ私

お聞きしましたけども、各個人の船については保険対応されているということは当然わか

ります、それは。あとは組合としてこういう施設です。今回もそうです、こういう施設と

か冷蔵庫とかそういう施設に対する補助ですから、だから、全部かかるものはほとんどい

くわけですから。ということは、組合さんとしては施設の保険っていうものは一切入って

いないということなのです、これ。大津だって今までだって、何年か前にも津波で揚がっ

てきたじゃないですか。車も大分流されたとかって報道もあったのですけど。やっぱり海

岸縁にいるっていうことは、津波なんていうことは当然想定しなきゃならない話ですから。

ですから、当然それに対する備えというものが、個人の船はおのおの個人がすればいいの

です。しかし、施設とかっていうものは実際こうやって町のお金が出ていくわけですから。

だからここら辺をきちっと、組合さんとしての施設に対する対応っていうものはどうなっ

ているのかと。また、もしなっていなければ、やっぱりこの辺は町としても指導する必要

が私はあろうというふうにも思いますし、だからここら辺の考え方。だから今後また 1,000
万円以上の補助金を出すのに、今後またこういう災害があったらまた出すのですかと。２

回も３回もあったらね、災害なんていつ来るかわからないのですから。大分、地殻もずれ

てきているわけだから、いつこの北海道十勝沖でまたあったっておかしくないわけですか

ら。ですから、またあったら、また出すのですかって話になってくるわけですから。だか

ら、ここら辺の災害に対する町のお金が出るという町の考え方なのですよね。だからやっ

ぱりそういったものには、ちゃんときちっと組合さんに保険対応してもらわなきゃならな

いのはそういうふうになるだろうし、その辺の対応の考え方、町の考え方を私はお聞きし

たいし、今回これこういうふうですけども、じゃあたまたま厚内地区の、例えば農家さん

の牛舎がこれでつぶれてしまったと、今回の地震でですよ。だけど、漁組さんの津波の対

応はするけども、たまたま厚内の農家さんの牛舎がつぶれたら、それは津波に関係ない、

地震だからあんたはだめなのだよと。だけどこっちの漁組さんの津波は対応するのだよと。

こういうことになったら不公平。こっちはするけど、こっちはしないとなると不公平が生
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じる、公平公正でないと思っているのです。ですから今回のこういうような対応も、町と

して、いや津波対応なのだ、地震じゃないのだってことなのか、だからそこら辺の出すに

あたっての公平公正、町民がなるほどと、この部分では対応なる、今後もこういう災害が

出たとき町は対応してくれると、しかしこれ以上はしてくれないのだとなったならば、各

おのおのがこれ以上の部分はきちっと自分で保険に入ってなきゃならないなとかって自分

らで対応すると思うのですけどね。町で今回の支援に対する線引きっていうのでしょうか、

姿勢っていうのでしょうか、ここら辺もいま一つわからないという部分なのです。ですか

らここら辺も、あと先ほど言った個人の部分の個人の船については一切今後もないのだと。

あくまでも利子補給の部分と。だから利子補給でやるならば漁船にはするけども、例えば

さっき言ったように農家さんの牛舎がつぶれたら、そっちにも利子補給がちゃんとあるの

ですかというような部分でね。だから、あくまでも一つの地震から起きていることですか

ら、こっちにはするけど、こっちにはしないってことがないように、公平公正にきちっと

した支援がなされなければならないと思っているのですけども、そこら辺の部分の対応っ

ていうのでしょうか、この辺の考え方を私はお聞きをしたいということなのです。 
それから最後に、地元、いろんな部分での経済の振興に、今回これ前向きにとらえて与

えていくべきだということで、町はいつも一次産業に対しては当然地元を使ってほしいよ

という要望はしているというのですよ。今までもしていると思うのです。しかし肝心なこ

とは、言った後、言ってはあるのだと言うのだけど、実際それが本当にされているのかど

うかということが肝心なのですよ。地元に金が落ちているのかっていうことが肝心なので

す。言ったと。言ったのだけど、やる、やらないは、あとはそっち任せだからということ

では、私は本来の形にならないと思うのです。ですから、言ったのはいいのだけども、そ

の後も本当にそういう形になっているのかどうなのかと。地元に落ちないっていうことは、

これは地元でできないのだと。これはこうだからそっちいっていますよ、できるものはこ

っちでやっていますよって、やっぱりその辺のチェックもきちっとしておかないと、言っ

ている、言っているだけでは、私は全然成果は上がってこないというふうに。今までの例

からしても、私そういう例が見受けられると思うのです。ですから、こういった部分もや

っぱり町のお金を使う以上は町も真剣になって、もっと、もう一歩踏み込んだ形の中でそ

ういうサポートもぜひしていただきたいというふうに思っています。その辺も合わせて、

いま一度答弁を求めたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 産業課長。 
○前田産業課長 まず国の１次補正の関係の内容ということでございますけども、今知っ

ている中では漁船建造、それから共同定置網再建に対する支援ということでございまして、

これはあくまでも個人ではございませんで、例えば組合で船を買って、それを組合員が使

用して漁業に携わる場合については国が３分の１、道が３分の１、あと組合が残りと、そ

ういう支援の内容になっております。これにつきましては、申請はあくまでも組合から北
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海道へ直接申請をするという内容になっておりまして、この申請に先立ちまして共同計画

策定書というものを作って、そして申請をしなければならないということでございまして、

組合が船を購入して、例えば５人、６人使いたいのだという、もしそういう内容であれば、

その使う内容をきちんと計画書を作って、そして申請をするという、そういう補助の内容

になっております。これにつきましては、今のところ要望をしたいという話は聞いており

ますが、現実に要望するかしないかについては、ちょっと組合とは今話が来ておりません

ので使える内容にはなっているということでございます。それからもう１点、無利子資金、

無担保資金、無保証融資等の補助があるということでございます。これについては、先ほ

ど道信連で 1,000 万円という上限がありますけど、これについてはないということでござ

いますが、これについても本人が借りるかどうかということも本人の内容でございますの

で、これについては組合と本人との中身で借りるか借りないかということになろうかとい

うふうに思っております。これについても、町が直接関わるかどうかについても、今後組

合との話が出てくれば、対応するかしないかについては行政判断になろうかなと思ってお

ります。 
 それから、先ほどの用地整備の関係でございますけども、これにつきましては、同じ今

回の全体の復旧費の中に入れて半分になんでしないだろうかということでございますけど

も、これにつきましては、豊頃町の方でこれにかかる経費については豊頃町で最初からみ

たいのだと、そういう内容でございまして、かかる経費が浦幌町よりは金額的には多くな

るということから、これは迷惑をかけられないという内容でございまして、であれば豊頃

町でやってもらうということになりまして、浦幌町にも今回この用地整備につきましては、

現在の位置より少し高台というか、若干高い所に移設をするという内容になっております。

両町ちょっと高い所に設置をするわけでございますけども、それぞれかかる経費を、それ

ぞれみようじゃないかという、そういう対策本部の中で決めた内容でございますのでご理

解を願いたいと思っております。 
 それから、保険の関係でございますけども、施設に対して保険入っているのか、当り前

でないかという話でございます。それは当然かなと思っております。今回この保険の内容

につきましては、地震保険、津波保険には入っていないということでございます。これら

につきましても、今後、当然入っていかなきゃならないのかなと思っておりますので、こ

の辺は組合と協議をしながらいきたいなと思っております。 
 それから、かかった経費の地元の業者等が実際にやっている内容になっているのかとい

うことでございますが、私の知る範囲ではやっていると、実際にはやったということも聞

いております。そういう指導はしているということだけはご理解を願いたいというふうに

思っております。 
 以上でございます。 
○田村議長 ４番、中尾議員。 
○中尾議員 最後の地元の活性化にという部分については、そういう指導はされていると
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いうことですから、それについてはわかりました。 
 それともう一つ、今その前にあった保険対応が、組合さんとしてはそういうのに入って

いないのですね、それ。そんなことなのですかね。そういうものなのですかね。 
〔何事か声あり〕 

○中尾議員 入っているのですか。ちょっと今、入っていないという説明だったので、や

はり組合という一組織、まして商売して利益を上げているところですから、当然、一次産

業とはいえ何かあったときには全部みてもらえばいいっていう話にはならないわけですか

ら、当然、まして今いう津波なんていうのは、当然ですよ、当然想定されるべきことです

から、されていて当然の話ですから。ですから、それについては当然、保険対応がされて

いて、ただいろんな地震の関係で、たまたま入ってはいたけど 100％みてはもらえなかっ

たと。半分しか出なかった、６割しか出なかったといえば、残りの半分をしますとか、４

割をしますとかというのなら私はわかるのですが、やっぱりそういった部分の対応をして

いなくて、するべきものをしていなくて、それでいて町の金が出ていくっていうことにな

ったときに、私はいくら一次産業の振興と言いながらも、町民は、私は納得しないと思う

のです。なんでそんなことくらいされていないのかと。一般の家庭だって入っているわけ

じゃないですか、災害の保険だとか火災の保険だとか、いろんなの入っているわけでね。

そういうものは海の縁にいて、そういうものに対応されていないなんていうことが、今ち

ょっとこれ何かあるようですから、その辺また説明求めたいと思いますけども、当然され

てなきゃならないでしょうし、今後、今回を機にまだまだ不十分なところがあるのであれ

ば、やはりそれは本当に町としてきちっと指導のもとに、いつどんな災害があっても対応

できるような形っていうのでしょうか、そしてその万全を取ったうえでもいろんな条件下

でみれない部分が出てくる、そういったものについては町がしっかりと対応していくと。

これが本来の形であるというふうに私は思いますし、やはりこの辺については、一次産業

の振興を踏まえたときに、私は町のこの部分っていうものは指導が必要だと思います。あ

ともう一つ保険の部分については、あくまでも今回の地震、今回あくまで水産だけなので

すけど、違う部分とかがたまたまないからこういう話が出てこないのでしょうけども、こ

れ何回か言っているのですけど答弁返ってこないのですけど、要するに公平公正にされる

のですかと。たまたま厚内地区、だから地震だったとき浦幌だって揺れたわけですから。

この地震で、たとえば何かがつぶれたりとかしたときに、今どうしても海岸縁だから水産

のほうでその利子補給とかそういう対応が道とかもされてくるから、それに対して町も対

応していくと。そういうメニューも出てくるからね。だけど、例えば牛舎がつぶれたとか

って、何か道からのメニューが出てこないと町としてのその支援が出てこないのかなとい

うことなのですよ。地震でそういう事業活動ができなくなるなんてことは平等ですし、や

っぱり今回こういう形をとると先例になりますよね。前回こうだったという実績になって、

次またあったときにそういうものが土台となって次の対応って形になると思うのです。で

すから、そういう意味からも私は今回のこういう対応、まず、やる対応っていうのは、き
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ちっとした対応をしておかないと、こういうところはみる、こういうところはみないって

いうことをきちっとしておかないと。そして、それを町民に周知をしておかなければなら

ないだろうし、だから海岸縁っていうことだけでいえば漁師さんだけでなくて、農家さん

もいるじゃないですか、海岸縁の農家さんとかもね。だからそういったところも漁業は見

れるのだけども、農業はみれないのだよと。だから、あんたらはちゃんとしてなきゃだめ

なのだとかって、そういうようなこともきちっとして対応しておかなきゃならないと思う

のです。ですからここら辺の対応、だから、あくまでも道とかがこういう対応してくるか

ら水産に対しての対応をしているだけで、だけど各町によって状況は違うわけですから。

浦幌町としての今回のこの災害に対する対応の体制作りっていうのでしょうか、ここら辺

の答弁を私求めたいということを何回か言っているので、この辺も求めたいというふうに

思っております。それと先ほどから言っている負担の平等性っていうのでしょうか、この

部分がどうもいま一つ、豊頃さんが言ったから、向こうが言ったのでこうしますっていう

のも、どうも整合性が私は取れないというふうにね。向こうが言ったから、今回は確かに

向こうの負担が多いのだから、負担が少ない浦幌がなんで文句言うのだって話になるのか

もしれないけども、負担が少なかったら文句言わないで黙っていればいいってことに、私

はならんと思うのです。あくまでもこういったものをやるにあたって、特に漁組さんは隣

の町、豊頃さんとこういう形をとっているわけだから。だから、こういったものについて

もあくまでも平等にするのだったら、一線をきちっと作ってある一定のルール作りをした

うえで対応していかないと、その場その場で、今回はこっちでみますよ、今回はこっち、

じゃあこの部分は一緒にやりましょうとかって、そんな話に私なるのかなっていうね。だ

から、当然そういうような隣の町との一線をきちっとしておくというような、もしこうい

うものがないのであれば、こういうことはきちっとするべきだというふうに思うし、そう

いうものがないと町民が納得しないと思うのです。わからないと思うのです。たまたま今

回はこうしたのだと、この次はどうなるかわからんよっていう。だから、災害はいつ来る

かわからないですから、やっぱりそういったこともきちっと対応していくと。それと、そ

の対応の部分にあたって、これが先ほど国の一次補正の関係も言っていましたけど、結局

そういう対応があるけれども、これから仕事をする人にはそういうメニューがあるのであ

って、仕事しない人には今回の災害のこういうような施設の復旧にあたってのメニューは

ないというような答弁なのかなというふうに私は思ったのですけども。だからこれも、後々

もうこれで終わりなのかどうなのかという部分、この辺がいま一つ、道の部分というもの

もいま一つ見えないです。全体でなくてこの浦幌に当てはめたらどうなのだということな

のです。浦幌に当てはめるとどういうような形になるのかというとこら辺が、具体的にそ

うしぼっていただいたら、国がいうメニューどおりでなくて、浦幌に当てはめるとどうい

う形になるのかというようなことをぜひ説明、最後３回目ですからその辺を詳細に説明求

めたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
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 町長。 
○水澤町長 私のほうから答弁をさせていただきます。 
 まず第１点、激甚災害の指定については、北海道については激甚災害に指定されないと

いうことが明らかになっています。そういう意味では、このたびの漁協施設、また船舶は

違いますけども漁業施設については、我が町としては激甚災害並みの扱いをして調整をし

ていきたい、ということで今、提案をさせていただいています。施設の保険のものについ

ては建物でありますから、施設の建物についての保険は当然加入していると思います。た

だこれは津波に適用になるのかどうかということについては、適用にならないということ

だろうと思います。そういう意味では、今、津波被害、これは建物ではありませんから、

冷凍施設とかそういう施設のものですから、それについて今、補助をしていくということ

でありますので、これはご理解をいただきたいなというふうに思っています。またどこの

部分で激甚災害に、そういう助成をしていくのかどうかということだろうというふうに思

います。浦幌町は昭和 27 年に大きな地震で被害を受けました。そのような部分について

は当然そのような措置をしなければならないだろうと思います。やはりそれは、被害の状

況によって考えていかないとならないのではないのかなと。今ここで、この分だったらい

いですよ、被害これだったらいいですよと定義するものでは決してないのだろうというふ

うに思います。やはりその場その場で、その被害に応じた対応をしていくことが必要で求

められるのだろうなというふうに私は思います。 
また景気浮揚の分については、当然町内業者がやるということについて、できるものに

ついてはやっていただいというふうに思っていますし、これは特に修繕を中心にしてやっ

ていますので、可能なところは町内業者の皆さんにやっていただきたいというふうに思い

ます。 
もう一つ、負担割合が違う部分があるのでないかというお話です。これは冷蔵庫の施設

の移行です。今ある場所では、また同じ被害があるんじゃないかということで、少し高台

に設置をしようということで、特に豊頃町さんは高台に土盛りをして、そこでやっていこ

うということで始めました。それについては、もともと豊頃さんの意向としては、それは

我が町だけでやりますという意向だったものですから、それはそれで移行するということ

ですから修繕の分とは違いますから、それについては浦幌町としてもいいですよと。いい

ですよと言うか、豊頃町さんとしてはそれでやりたいのだということですから、当然それ

は浦幌町がだめだということではないよという話。それと同時に、浦幌町にもそういう場

所はないのかということで探させてもらいました。そしたら、少し高台の部分があるとい

うことでありますから、じゃあ浦幌の施設も、もう一度同じような被害にあわないために

もそこに移そうということで、これはちょっと時間のギャップがあったものですから、そ

こで被害金額が出ませんでした。造成については、これは今言ったようにそれぞれ組合が

やると。ただ舗装する部分だけは、それぞれ町が負担して補正しましょうということで面

積が違うという、広さが、大きさが違いますから広さも違う。そこはそれぞれの町でやり
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ましょうということになりました。その負担割合が、整合性がないんじゃないかと言われ

ますけども、そういう経緯があったものですから、それぞれの舗装分だけについては、そ

れぞれの町がそれぞれの組合の土地を借りながらやっていこうと。借りるっていうか、組

合の土地ですから、直接その経費はそれぞれの町が出していこうというふうになった経緯

であります。その辺は、ぜひご理解をいただきたいと思いますし、それぞれ町の考え方が

あるのだろうなというふうに思っています。 
それだったと思いますけど、もし答弁漏れあったら言ってください。 

○中尾議員 国とかの対応の。 
○水澤町長 国と道の対応の第一次補正が出ています。これは国が産業としての漁業の継

続をまず優先的にやるということですから、例えば船が被災して沈没してない。そういう

漁業者の皆さんに、船を提供するために何人かが集まって団体で、船舶が欲しいという場

合には貸し出しますよと。組合が所有して、組合が技術で貸し出しますよという、そうい

うメニューが出てきています。それはあくまでも漁業を継続させるというメニューです。

これに浦幌町が当てはまるかどうか、これは一つ一つ検証してみないとなりませんし、漁

業者の皆さんがそれに手を挙げるかどうかというのはこれから出てくるだろうと思います。

一次補正が出てきました、二次補正が出てきましたというのは、やはりその都度その都度

それに合致する、浦幌町が合致していくのかどうかっていうのは、詳細にみないとわから

ないだろうなというふうに思います。国としては、東北も大変ですけれども、被災した北

海道の沿岸地帯のことも考えながらやっていただきたいというのは、当然我々としての希

望でありますし、これについては町村会も含めて希望をあげていきたいなというふうに思

います。特に今、補正で上げさせていただいている分につきましては、個人の船舶等には

5,500 万大体あるだろうというふうにはみていますけども、これに対する町の補償ってい

うのは今のところありませんので、その辺を本当はみていただければ一番ありがたいと思

いますけれども、なかなかそこまで国は激甚災害に指定しませんので、そこまで来ていな

いということだろうと思いますし、また激甚災害というのは、民間、個人の物については

適用なりませんから、どうしても施設的なものだというふうに思っています。これ以上の

どういうメニューが出てくるか注目しながら、我々として対応していきたいというふうに

思っているところです。 
○田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 これで質疑を終わります。 
 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 37 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。 
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〔賛成者挙手〕 
○田村議長 挙手多数であります。 
よって、議案第 37 号は、原案のとおり可決されました。 

 
     ◎日程第９ 同意第３号 浦幌町副町長の選任につき同意を求めることについ 
                 て 
○田村議長 日程第９、同意第３号 浦幌町副町長の選任につき同意を求めることについ

てを議題といたします。 
説明を求めます。 
町長。 

○水澤町長 同意第３号 浦幌町副町長の選任につき同意を求めることについて。 
 浦幌町副町長に次の者を選任したいから、地方自治法第 162 条の規定により議会の同意

を求める。 
 平成 23 年５月 20 日提出、浦幌町長。 
 氏名、門馬孝敬。生年月日、昭和 25 年８月 15 日。任期、平成 23 年５月 24 日より平成

27 年５月 23 日。 
○田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑討論を省略し採決を行います。 
この採決は、無記名投票で行います。 
議場の出入り口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 
○田村議長 議長を除く、ただいまの出席議員は 12 名です。 
次に立会人を指名いたします。 
会議規則第 32 条第２項の規定により、立会人に、９番、 河内富喜議員、10 番、阿部優

議員を指名いたします。 
これより投票用紙を配ります。 

〔投票用紙配布〕 
○田村議長 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 配布漏れなしと認めます。 
投票箱を点検いたします。 

〔投票箱点検〕 
○田村議長 異常なしと認めます。 
念のために申し上げます。 
投票は、単記無記名です。本件を可とする方は表決欄に賛成と、否とする方は表決欄に

反対と記載願います。賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は否とみなしま

す。 
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これより投票を行います。１番議員から順番に投票をお願いいたします。 
〔投票〕 

○田村議長 投票漏れはありませんか。 
〔「なし」の声あり〕 

○田村議長 投票漏れなしと認めます。 
これで投票を終わります。 
これより開票を行います。 
立会人は、開票の立会をお願いいたします。 

〔開票〕 
○田村議長 投票の結果を報告いたします。 

投票総数 12 票。賛成 11 票、反対１票です。 
以上のとおり、賛成多数であります。 
よって、同意第３号は原案のとおり同意することに決定をいたしました。          
議場の出入り口を開きます。 

〔議場開鎖〕 
 
     ◎閉会の宣告 
○田村議長 以上で、本臨時会に付議されました案件の審議は、全部終了いたしました。 
 これをもって会議を閉じます。 
 ただいま選任されました副町長より、意見の申し出がございますのでこれを許します。 
○門馬副町長 議長から発言の機会を得ましたので、一言ごあいさつを申し上げます。 
 先ほどの副町長の選任同意の案件につきまして、同意の議決を賜りましたことにつきま

して、心から厚くお礼を申し上げる次第でございます。これからのまちづくり、いろいろ

と課題、難題があるわけでございますけども、まちづくりの基本となります町民の皆様と 

ともに、協働のまちづくりを進めるということを大前提に、町民の皆様と同じ目線に立っ

て、これから仕事をしていきたいなというふうに思っております。またこの辺の話題とし

ては、なんと言いましても浦幌町の災害、防災対策が重要な課題でありまして、町民のみ

なさんが安心、安全な町、住み続けたい町ということを考えながら、この辺やっていきた

いなと思っております。そしてこれからのまちづくり、なんと言いましても第３期まちづ

くり計画を推し進めていくことが大前提でございまして、そういう意味では町民の皆さん

と歩調を合わせるとともに、職員がやはり行政側として町民とともに町をつくっていくと

いうようなことを、私も一緒に気持ちを一つにしてやっていきたいなというふうに思って

おります。先ほども申しましたように、難題、課題たくさんありますけども、私としては

そういう中で力を尽くしたいというふうに思っております。 
最後になりますけども、本当に末長く期待に添えるように、議員の皆様のご指導、ご鞭

撻のほどよろしくお願い申し上げまして、ごあいさつに代えたいと思います。どうぞよろ
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しくお願いをいたします。 
○田村議長 平成 23 年第３回浦幌町議会臨時会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時３０分 
 


